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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カテーテル検査室外に配置された計測装置により計測された第一心電図における、洞調
律時の心拍の第一波形及び不整脈時の不整脈波形を取得する取得部と、
　カテーテル検査室内で待機する患者に取り付けられた電極を介して第二心電図を計測す
る計測部と、
　前記第一波形と、前記第二心電図における洞調律時の心拍の第二波形とに基づいて、前
記第一心電図と前記第二心電図とを統計的にマッチングさせるための補正係数を算出する
第一算出部と、
　前記第一心電図に含まれる前記不整脈波形と前記補正係数とに基づいて、心臓カテーテ
ルによるペーシングの応答波形と比較する対象となる比較波形を生成する波形生成部と、
　前記応答波形と前記比較波形とのマッチング率を算出する第二算出部と、
を備える、心臓カテーテル検査装置。
【請求項２】
　前記第一心電図と前記第二心電図は、１２誘導心電図である、請求項１に記載の心臓カ
テーテル検査装置。
【請求項３】
　カテーテル検査室外に配置された計測装置と、
　前記計測装置により計測された第一心電図を取得して解析し、当該第一心電図から洞調
律時の心拍の第一波形及び不整脈時の不整脈波形を抽出し、前記第一波形と前記不整脈波
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形とを外部に出力可能な心電図解析装置と、
　請求項１または請求項２に記載の心臓カテーテル検査装置と、
を備える、心臓カテーテル検査システム。
【請求項４】
　前記計測装置は、携帯型のホルター心電計である、請求項３に記載の心臓カテーテル検
査システム。
【請求項５】
　前記計測装置は、ベッドサイドモニタである、請求項３に記載の心臓カテーテル検査シ
ステム。
【請求項６】
　心臓カテーテル検査装置の作動方法であって、
　カテーテル検査室外に配置された計測装置により計測された第一心電図における、洞調
律時の心拍の第一波形及び不整脈時の不整脈波形を取得するステップと、
　カテーテル検査室内で待機する患者に取り付けられた電極を介して第二心電図を計測す
るステップと、
　前記第一波形と、前記第二心電図における洞調律時の心拍の第二波形とに基づいて、前
記第一心電図と前記第二心電図とを統計的にマッチングさせるための補正係数を算出する
ステップと、
　前記第一心電図に含まれる前記不整脈波形と前記補正係数とに基づいて、心臓カテーテ
ルによるペーシングの応答波形と比較する対象となる比較波形を生成するステップと、
　前記応答波形と前記比較波形とのマッチング率を算出するステップと、
を含む、心臓カテーテル検査装置の作動方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不整脈の病巣の位置を同定する心臓カテーテル検査装置、心臓カテーテル検
査システム、及び心臓カテーテル検査方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　心室性期外収縮等の不整脈が発生した場合、心臓カテーテルを用いてその原因となる異
常興奮部位を選択的に焼灼（アブレーション）して治療することが知られている。この治
療を行うには、不整脈惹起性の病巣の位置を正確に同定することが重要である。例えば、
特許文献１には、不整脈惹起性の病巣の位置を特定する機能を有する装置が開示されてい
る。
【０００３】
　特許文献１に記載の装置を用いてアブレーション治療を行う場合、医師は、まず、心臓
カテーテル検査室のベッド上で仰臥位となった患者に対して電極を取り付けて、その患者
の心電図を計測する。この計測により得られた心電図の中から、患者の心臓にて自然発生
した不整脈の信号波形を取得する。そして、カテーテル治療中に、取得した不整脈の信号
波形と心臓に対する電気刺激（ペーシング）の応答波形とを比較することにより、患者の
心臓における不整脈惹起性の病巣の位置を特定し、医師はその位置に対してアブレーショ
ンを行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５１６０２４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　アブレーション治療を受ける場合、治療前の患者は緊張状態になりやすい。このため、
不整脈の信号波形を治療前の限られた時間内で取得できない場合がある。この場合、不整
脈の病巣の位置を正確に特定することが困難となり、アブレーション治療を行うことがで
きなくなってしまう。そこで、例えば患者が携帯可能なホルター心電計等を用いてカテー
テル検査室外で事前に長時間の心電図を取得しておき、その長時間心電図に含まれる不整
脈の信号波形をアブレーション治療に利用することが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、ホルター心電計等を用いて取得された長時間心電図に含まれる不整脈の
波形を、ペーシングの応答波形と比較しても、不整脈の病巣の位置を正確に特定すること
はできず、長時間心電図をそのままアブレーション治療に利用することができなかった。
【０００７】
　そこで、本発明は、カテーテル検査室外で計測された心電図を用いて不整脈の病巣の位
置を正確に特定することができ、アブレーション治療を行うことが可能な心臓カテーテル
検査装置、心臓カテーテル検査システム、及び心臓カテーテル検査方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の心臓カテーテル検査装置は、
　カテーテル検査室外に配置された計測装置により計測された第一心電図における、洞調
律時の心拍の第一波形及び不整脈時の不整脈波形を取得する取得部と、
　カテーテル検査室内で待機する患者に取り付けられた電極を介して第二心電図を計測す
る計測部と、
　前記第一波形と、前記第二心電図における洞調律時の心拍の第二波形とに基づいて、前
記第一心電図と前記第二心電図とを統計的にマッチングさせるための補正係数を算出する
第一算出部と、
　前記第一心電図に含まれる前記不整脈波形と前記補正係数とに基づいて、心臓カテーテ
ルによるペーシングの応答波形と比較する対象となる比較波形を生成する波形生成部と、
　前記応答波形と前記比較波形とのマッチング率を算出する第二算出部と、
　を備える。
【０００９】
　カテーテル検査室で待機している患者が緊張状態になり不整脈波形が取得できない場合
であっても、洞調律時の心拍の波形（第二波形）は取得できる。上記構成では、当該第二
波形と、事前に計測された第一心電図に含まれる洞調律時の心拍の波形（第一波形）とを
用いて補正係数を求めている。そして、ペーシングの応答波形と比較する対象となる比較
波形を生成する際に、この補正係数を利用するため、第一心電図の計測と第二心電図の計
測の条件の相違（例えば、心電図を取得するための電極を貼り付ける位置や心電図を計測
する際の患者の姿勢などの相違）の影響を軽減することができる。このように生成された
比較波形とペーシングの応答波形とのマッチング率を確認することにより、医師は、心臓
カテーテル治療の際に不整脈の病巣の位置を正確に特定することができ、アブレーション
治療を行うことができる。
【００１０】
　また、本発明の心臓カテーテル検査装置において、
　前記第一心電図と前記第二心電図は、１２誘導心電図であっても良い。
【００１１】
　この構成によれば、１２誘導心電図を用いることで、補正係数の精度が向上するため、
心臓カテーテル治療の際に不整脈の病巣の位置をさらに正確に特定することができる。
【００１２】
　また、本発明の心臓カテーテル検査システムは、
　カテーテル検査室外に配置された計測装置と、
　前記計測装置により計測された第一心電図を取得して解析し、当該第一心電図から洞調
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律時の心拍の第一波形及び不整脈時の不整脈波形を抽出し、前記第一波形と前記不整脈波
形とを外部に出力可能な心電図解析装置と、
　上記の心臓カテーテル検査装置と、
　を備える。
【００１３】
　このシステムによれば、カテーテル検査室で待機している患者が緊張状態になり不整脈
波形が取得できない場合であっても、心臓カテーテル治療の際に不整脈の病巣の位置を正
確に特定することができ、アブレーション治療を行うことができる。
【００１４】
　また、本発明の心臓カテーテル検査システムにおいて、
　前記計測装置は、携帯型のホルター心電計であっても良い。
【００１５】
　このシステムによれば、携帯型のホルター心電計を用いることにより、活動および非活
動（睡眠等）の時間帯を含む長時間の心電図を取得することができる。このため、患者の
不整脈波形を事前に確実に取得することができる。また、不整脈の病巣が複数存在する場
合であっても、それぞれの病巣に基づいて自然発生する不整脈波形を事前に取得すること
ができる。
【００１６】
　また、本発明の心臓カテーテル検査システムにおいて、
　前記計測装置は、ベッドサイドモニタであっても良い。
【００１７】
　このシステムによれば、ベッドサイドモニタを用いることにより、例えば入院している
患者の長時間の心電図を事前に取得することができる。このため、患者の不整脈波形を事
前に確実に取得することができる。また、不整脈の病巣が複数存在する場合であっても、
それぞれの病巣に基づいて自然発生する不整脈波形を事前に取得することができる。
【００１８】
　また、本発明の心臓カテーテル検査方法は、
　カテーテル検査室外に配置された計測装置により、洞調律時の心拍の第一波形及び不整
脈時の不整脈波形を含む第一心電図を計測するステップと、
　カテーテル検査室内で待機する患者に取り付けられた電極を介して第二心電図を計測す
るステップと、
　前記第一波形と、前記第二心電図における洞調律時の心拍の第二波形とに基づいて、前
記第一心電図と前記第二心電図とを統計的にマッチングさせるための補正係数を算出する
ステップと、
　前記第一心電図に含まれる前記不整脈波形と前記補正係数とに基づいて、心臓カテーテ
ルによるペーシングの応答波形と比較する対象となる比較波形を生成するステップと、
　前記応答波形と前記比較波形とのマッチング率を算出するステップと、
　を含む。
【００１９】
　この方法によれば、カテーテル検査室で待機している患者が緊張状態になり不整脈波形
が取得できない場合であっても、心臓カテーテル治療の際に不整脈の病巣の位置を正確に
特定することができ、アブレーション治療を行うことができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の心臓カテーテル検査装置、心臓カテーテル検査システム、及び心臓カテーテル
検査方法によれば、カテーテル検査室外で計測された心電図を用いて不整脈の病巣の位置
を正確に特定することができ、アブレーション治療を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る心臓カテーテル検査システムの概要図である。
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【図２】（ａ）～（ｄ）は、第二不整脈波形を生成する過程を説明するための図である。
【図３】心臓カテーテル検査システムの動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本実施形態の一例について、図面を参照して詳細に説明する。
【００２３】
　図１に示すように、心臓カテーテル検査システム１は、ホルター心電計（計測装置の一
例）１０と、心電図解析装置２０と、心臓カテーテル検査装置３０とを備えている。
【００２４】
　ホルター心電計１０は、患者が携帯可能であり日常生活中の心電図を計測可能な装置で
あり、心臓カテーテル治療を受ける前の患者の例えば２４時間の心電図である第一心電図
を計測する。第一心電図は、ＭＬ誘導の心電図である。ＭＬ誘導（Ｍａｓｏｎ－Ｌｉｋａ
ｒ誘導）とは、標準１２誘導の電極のなかで、四肢誘導の電極（Ｒ、Ｌ、Ｆ、ＲＦ）を体
幹内に位置させることによって、標準１２誘導に相当する心電図を得ることができる１２
誘導である。四肢を動かしながら心電図を記録する際に採用されることが多い。なお、計
測装置として、患者のベッドサイドに設置されるベットサイドモニタを用いても良い。こ
の場合は、標準１２誘導心電図を計測する。
【００２５】
　心電図解析装置２０は、ホルター心電計１０で計測されたＭＬ誘導の第一心電図を解析
する。心電図解析装置２０は、第一心電図の中から、洞調律時の心拍の波形である第一洞
調律波形（第一波形の一例）と不整脈が発生したときの波形である第一不整脈波形とを抽
出する。心電図解析装置２０は、心臓カテーテル検査装置３０と通信可能に接続されてお
り、抽出した第一洞調律波形と第一不整脈波形とを出力端子から外部に出力する。
【００２６】
　心臓カテーテル検査装置３０は、取得部３１と、計測部３２と、係数算出部（第一算出
部の一例）３３と、波形生成部３４と、電気刺激発生部３５と、相関算出部（第二算出部
の一例）３６とを備えている。
【００２７】
　取得部３１は、心電図解析装置２０から出力された１２誘導の第一洞調律波形と１２誘
導の第一不整脈波形とを取得する。また取得部３１は、取得した１２誘導の第一洞調律波
形から、導出１８誘導心電図を作成することもできる。
【００２８】
　計測部３２は、心臓カテーテル治療を受ける際の患者の心電図である第二心電図を計測
する。第二心電図は、心臓カテーテル検査装置３０に接続された生体電極Ａを介して計測
される。本例では生体電極Ａとして、標準１２誘導の心電図を測定する胸部電極および四
肢電極が用いられる。生体電極Ａは、カテーテル検査室内の治療台に乗せられた姿勢（仰
臥位）の患者の体表面に装着される。
【００２９】
　計測部３２は、第二心電図の中から、洞調律時の心拍の波形である第二洞調律波形（第
二波形の一例）を抽出する。なお、計測部３２は、第二洞調律波形から、導出１８誘導心
電図を作成することもできる。また、計測部３２は、治療中、心臓カテーテルＢによるペ
ーシングによって発生する応答波形（擬似波形）を抽出する。心臓カテーテルＢは、電気
刺激発生部３５に接続されており、患者の例えば大腿部の血管に挿入される。
【００３０】
　係数算出部３３は、第一洞調律波形と第二洞調律波形とを用いて行列演算を行い、両波
形の相関を略一致させる補正係数を算出する。補正係数は、例えば６個の電極で計測され
た１２誘導の洞調律波形の各々で算出される。このようにして算出された１２個の補正係
数が、第一心電図と第二心電図とを統計的にマッチングさせるための補正係数として使用
される。
【００３１】
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　波形生成部３４は、１２誘導の第一不整脈波形に対して、係数算出部３３で算出された
各補正係数を用いて行列演算を行い、心臓カテーテル治療を受ける際の患者から取得され
るであろうと推定される不整脈波形である第二不整脈波形を生成する。本例では、１２誘
導の心電図を用いるため、第二不整脈波形は、各第一不整脈波形に対してそれぞれ算出さ
れて、合計１２個の波形が生成される。この第二不整脈波形が、ペーシングの応答波形と
比較する対象の比較波形になる。
【００３２】
　電気刺激発生部３５は、ペーシングを行うための電気刺激信号を発生する。電気刺激発
生部３５から出力された電気刺激信号は心臓カテーテルＢに送られる。患者の心臓内に挿
入された心臓カテーテルＢの先端部の電極から心筋に電気刺激を与えることで人工的に心
筋の興奮を誘発させて、心電図にペーシングの応答波形を発生させる。
【００３３】
　相関算出部３６は、ペーシングの応答波形と第二不整脈波形とのマッチング率を算出す
る。マッチング率は、１２誘導の各波形毎に算出される。
【００３４】
　次に、図２を参照して、第二不整脈波形を生成する過程を説明する。
　図２（ａ）は、１２誘導中の一部の波形例であり、ホルター心電計１０によって計測さ
れた第一心電図の第一洞調律波形の一例を示す。図２（ｂ）は、１２誘導中の一部の波形
例であり、生体電極Ａによって計測された第二心電図の第二洞調律波形の一例を示す。
【００３５】
　心電図は、心臓を中心とした起電力のベクトルを用いて表示すことができる。したがっ
て、第一心電図と第二心電図との関係は、以下のような式１で表わすことができる。
【００３６】
【数１】

・・・（式１）
 
　Ｖ’は、第二心電図の波形、Ｖは、第一心電図の波形を示す。
　ｉは、第二心電図の１２誘導のうちのそれぞれの誘導を示す。
　ｊは、第一心電図の１２誘導のうちのそれぞれの誘導を示す。
　｛αｉ，ｊ｝は、行列計算を示す。
【００３７】
　係数算出部３３は、第一洞調律波形と第二洞調律波形とを式１に代入して行列演算する
ことにより、両波形の相関が略一致するような補正係数である｛αｉ，ｊ｝を算出する。
【００３８】
　図２（ｃ）は、１２誘導中の一部の波形例であり、ホルター心電計１０によって計測さ
れた第一心電図の第一不整脈波形の一例を示す。
　波形生成部３４は、補正係数である｛αｉ，ｊ｝を用いて、第一不整脈波形に対して行
列演算を行うことにより、図２（ｄ）に示すような不整脈波形を求める。このようにして
求められた不整脈波形が、生体電極Ａを介して計測されるであろうと推定される第二不整
脈波形となる。
【００３９】
　次に、図３を参照して、心臓カテーテル検査システム１を用いた心臓カテーテル検査方
法を説明する。
【００４０】
　先ず、事前に、心臓カテーテル治療が行われる前の緊張していない状態、即ち、患者の
通常の生活状態において、患者の第一洞調律波形と第一不整脈波形とが含まれる第一心電
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図が、カテーテル検査室外で患者に携帯されたホルター心電計１０によって計測される（
ステップＳ１０１）。
【００４１】
　計測後、ホルター心電計１０で計測された第一心電図が心電図解析装置２０によって読
み込まれ、第一洞調律波形と第一不整脈波形とが、第一心電図から抽出されるとともに、
心電図解析装置２０から心臓カテーテル検査装置３０へ出力される（ステップＳ１０２）
。
【００４２】
　心電図解析装置２０から出力された第一洞調律波形と第一不整脈波形とが、心臓カテー
テル検査装置３０の取得部３１によって取得される（ステップＳ１０３）。
【００４３】
　次に、心臓カテーテル治療の前に検査室内の治療台上で仰臥位の状態で待機している患
者から、第二心電図が計測部３２によって計測され、第二心電図から第二洞調律波形が抽
出される（ステップＳ１０４）。
【００４４】
　続いて、ステップＳ１０３で取得された１２誘導の第一洞調律波形とステップＳ１０４
で抽出された１２誘導の第二洞調律波形とを用いて行列演算を行い、各誘導にいて、第一
洞調律波形と第二洞調律波形との相関を略一致させるための補正係数が、係数算出部３３
によってそれぞれ算出される（ステップＳ１０５）。
【００４５】
　続いて、ステップＳ１０５で算出された各補正係数を用いて、ステップＳ１０３で取得
された１２誘導の第一不整脈波形に対して行列演算が行われて、各々の第一不整脈波形に
対応する第二不整脈波形（比較波形）が、波形生成部３４によって生成される（ステップ
Ｓ１０６）。
【００４６】
　続いて、患者の心臓内に挿入された心臓カテーテルＢを用いてペーシングが行われる。
ペーシングによって誘発された心筋の興奮は、第二心電図に含まれる応答波形として、生
体電極Ａを介して計測部３２によって計測されるとともに、計測部３２によって第二心電
図から抽出される。抽出された１２誘導の応答波形とステップＳ１０６で生成された１２
誘導の第二不整脈波形との各マッチング率が、相関算出部３６によって算出される（ステ
ップＳ１０７）。
【００４７】
　ペーシングによって発生した応答波形、応答波形と第二不整脈波形とのマッチング率等
は、心臓カテーテル検査装置３０に設けられた表示部（図示省略）に表示される。表示さ
れた応答波形、マッチング率等が確認されながら、心臓カテーテルＢによるペーシングが
繰り返し行われる。各ペーシングにおいて算出された標準１２誘導の心電図のマッチング
率に基づいて、総合的に最もマッチング率の高い応答波形が特定される。そして、特定さ
れた応答波形を発生させた位置が不整脈の発生起源（病巣）として同定される（ステップ
Ｓ１０８）。同定された病巣の部位に対してアブレーション治療が実行される。
【００４８】
　ところで、アブレーション治療を受ける前の患者は緊張状態になりやすく、その影響で
患者から自然発生する不整脈の信号波形を治療前の限られた時間内で取得することができ
ない場合がある。また、不整脈の病巣が複数存在する場合には、それぞれの病巣に基づい
て自然発生する不整脈の信号波形を取得する必要がある。しかし、治療前の限られた時間
内で全ての病巣に基づく不整脈の信号波形を取得することが困難な場合がある。心臓カテ
ーテルを用いたペーシングに対する応答波形と比較の対象になる心電図の波形を取得でき
ない場合、不整脈の病巣の位置を正確に特定することが困難となり、アブレーション治療
を行うことができなくなってしまう。
【００４９】
　そこで、例えばホルター心電計等を用いてカテーテル検査室外で事前に長時間の心電図
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を取得し、その長時間心電図に含まれる不整脈の信号波形をアブレーション治療に利用す
ることが考えられる。しかしながら、ホルダー心電計を用いた心電図計測とカテーテル検
査室での心電図計測とでは、心電図を取得するための電極を貼り付ける位置や、心電図を
計測する際の患者の姿勢が異なり、両計測で取得される心電図の波形の形状は同じとは限
らない。このため、ホルター心電計等を用いて取得された長時間心電図に含まれる不整脈
の波形を、ペーシングに対する応答波形と比較しても、不整脈の病巣の位置を正確に特定
することはできない。このように、従来は、長時間心電図をそのままアブレーション治療
に利用することができなかった。
【００５０】
　これに対し、本実施形態の心臓カテーテル検査システム１、心臓カテーテル検査装置３
０、及び心臓カテーテル検査方法によれば、カテーテル検査室外で事前に計測した２４時
間の第一心電図に含まれる第一洞調律波形と第一不整脈波形とを用いて、カテーテル検査
時に発生するであろうと推定される第二不整脈波形を各誘導毎に演算処理によって生成し
ている。
【００５１】
　カテーテル検査室で待機している患者が緊張状態になり自然発生の不整脈の波形が取得
できない場合であっても、その患者の洞調律時の心拍の波形（第二洞調律波形）は取得で
きる。そこで、この第二洞調律波形と事前に計測された第一洞調律波形とから両波形の相
関が略一致する補正係数を算出する。そして、この補正係数を用いて、事前に計測された
第一不整脈波形に対して演算を行い、カテーテル検査時に発生するであろうと推定される
第二不整脈波形を生成している。このため、第一心電図の計測と第二心電図の計測の条件
、例えば心電図を計測するための１２誘導の電極を貼り付ける位置や心電図を計測する際
の患者の姿勢などが相違してもその違いの影響を受けることなく、カテーテル検査時に自
然発生する患者の不整脈波形と相関の高い第二不整脈波形を生成することができる。この
ように生成された第二不整脈波形を利用してペーシングを行うことで、アブレーション治
療を行う位置を精度よく正確に特定することができる。
【００５２】
　また、本例では、１２誘導の心電図の各誘導における波形について補正係数を求め、各
誘導について第二不整脈波形を生成している。このため、精度良く、アブレーションを行
う位置を特定することができる。
【００５３】
　また、携帯型のホルター心電計１０を用いることにより、活動および非活動（睡眠等）
の時間帯を含む長時間の心電図を取得することができる。また、ベッドサイドモニタを用
いてもよく、この場合、例えば入院している患者の長時間の心電図を事前に取得すること
ができる。このため、患者の不整脈波形を事前に確実に取得することができる。また、長
時間の心電図を利用することで、不整脈の病巣が複数存在する場合であっても、それぞれ
の病巣に基づいて自然発生する不整脈波形を事前に漏れなく取得することができる。
【００５４】
　このように、カテーテル検査室で待機している患者が緊張状態になり不整脈波形が取得
できない場合であっても、生成された第二不整脈波形とペーシングの応答波形とのマッチ
ング率を確認することにより、医師は、心臓カテーテル治療の際に不整脈の病巣の位置を
正確に特定することができ、アブレーションによって確実に病巣を治療することができる
。
【００５５】
　なお、本発明は、上述した実施形態に限定されず、適宜、変形、改良等が自在である。
その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、寸法、数値、形態、数、配
置場所等は、本発明を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【００５６】
　例えば、上記の例では、１２誘導や１８誘導の複数の心拍波形を含む心電図を用いる例
を説明したがこの例に限らない。少なくとも１つの心拍波形を含む心電図であれば本発明
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を適用することができる。
【００５７】
　また、本例の心臓カテーテル検査システム１における各機能をどの装置に実装するかに
ついては、適宜選択可能である。例えば、第一心電図から第一洞調律波形と第一不整脈波
形とを抽出する機能を、心臓カテーテル検査装置３０が有するように構成しても良い。
【符号の説明】
【００５８】
１：心臓カテーテル検査システム、１０：ホルター心電計（計測装置の一例）、２０：心
電図解析装置、３０：心臓カテーテル検査装置、３１：取得部、３２：計測部、３３：係
数算出部（第一算出部の一例）、３４：波形生成部、３５：電気刺激発生部、３６：相関
算出部（第二算出部の一例）
 

【図１】 【図２】
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