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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の組織に電界を発生させるために、物体に結合した電極に供給される位置決め信号
を制御して、
　前記電界に対応する電気信号の検知に基づいて、検知された電気データをメモリーに格
納し、
　解剖学的形態と、前記電界の検出に用いられる複数のセンサーとの幾何学的関係を表す
幾何学形状データを前記メモリーに格納し、
　前記幾何学形状データおよび前記検知された電気信号に基づいて、前記組織に対する解
剖学的な膜で、電気信号を再構成し、
　前記再構成された電気信号を分析して、前記再構成された電気信号各々の振幅と周波数
特性とを、前記位置決め信号に関し比較することに基づいて、前記位置決め信号が印加さ
れた絶対位置を決めること
を含む、物体の位置決めを行うためのシステムの作動方法であって、
　前記位置決め信号は、前記患者の組織において活動電位を発生させるには不十分である
閾値下電気信号を含む、方法。
【請求項２】
　前記再構成された電気信号は、前記患者の心臓の表面全体にわたるそれぞれの位置で複
数の再構成された電気信号に対応し、
　前記分析することは、前記絶対位置に対応する、位置決めされたマッピング信号を選択
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することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記位置決め信号が印加された前記位置にインジケーターを含む、前記患者の心臓のグ
ラフィック画面を与えるための出力データを生成することと、
　前記再構成された電気信号に基づいて、前記患者の心臓の心電図マップを作成すること
をさらに含み、
　前記インジケーターは、前記患者の心臓の前記心電図マップに重ねられる、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記電極の移動の間、前記電極の実質的にその時点での位置を反映させるために、実質
的にリアルタイムにインジケーターを更新することをさらに含む、請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記位置決め信号の各印加に応答して生成された、前記再構成された電気信号を分析し
て、前記位置決め信号が印加された位置を決定し、
　前記インジケーターが、前記患者の心臓に対する前記電極の移動に応じて前記心臓の前
記グラフィック画面内で移動可能であるような方法で、前記決定された位置に従って、前
記インジケーターの表示位置を調節すること
をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記検知された電気信号を高域通過濾波し、前記位置決め信号に応答して発生した前記
電界に対応する信号成分を抽出することをさらに含み、
　前記位置決め信号は、前記患者の心臓の心臓周期と無相関である、請求項１に記載の方
法。
【請求項７】
　前記複数のセンサーによって前記電気信号を検知し、
　前記再構成された電気信号に基づいて、前記患者の心臓の心電図マップを作成し、
　前記心電図マップ上に、前記位置決め信号が印加された前記位置で、カテーテルまたは
ペーシングリードに対応する可視的なインジケーターを作成すること
をさらに含み、
　前記電極は、前記ペーシングリードまたはカテーテルに固定されるか、その一部であり
、
　前記可視的なインジケーターは、前記心電図マップに重なっている、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記位置決め信号は、前記患者の心臓を刺激するのに必要なよりも小さい振幅を有し、
前記電界の検知に用いられるサンプリング間隔に従って設定されるパルス幅を有する、閾
値下電流パルスを含む、請求項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記位置決め信号が決定される前記位置は、前記患者の心臓に対する三次元の絶対位置
である、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検知された電界は、前記患者の心臓の心外膜表面、前記患者の心臓の心内膜表面ま
たは前記患者の心臓の膜のうちの１つにマッピングされた前記再構成された電気信号を供
給するようマッピングされる、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記位置決め信号は、異なる時点で印加された閾値下電気信号と閾値上電気信号との組
み合わせを含み、
　前記閾値下電気信号は、自動制御信号に応答してパルス発生器によって供給され、
　前記閾値上電気信号は、ユーザー入力に応答して印加される、請求項１～１０のいずれ
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か１項に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、
　ユーザー入力に応答して、閾値上電気信号を印加し、
　再構成された電気信号を分析して、前記閾値上電気信号が供給された位置を決定し、
　出力データを生成して、前記閾値上電気信号が供給された位置でのグラフィックインジ
ケーターを含む前記患者の心臓のグラフィックな画面を与え、
　前記再構成された電気信号を基に前記患者の心臓の心電図マップを作成すること、を含
み、
　前記グラフィックインジケーターは、前記患者の心臓に対して定位置に、前記患者の心
臓の心電図に重ねられる、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、たとえば心電図マッピング用に、物体の位置決めを行うためのシステムおよ
び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物体を患者の身体に挿入する低侵襲での手法の一部として、物体が直接的な視線から外
れて見えなくなる、さまざまな手法が存在する。このような手法の一例に、静脈または動
脈を介して、人間または動物の身体の離れた部分に達するのにカテーテルを用いる電気生
理学的研究がある。たとえば、カテーテルの先端に、１つまたは２つ以上の電極などの構
成要素が設けられる場合がある。この１つまたは２つ以上の電極などの構成要素は、たと
えば、診断（たとえば検知など）機能および／または他の機能（たとえば、刺激またはア
ブレーションなど）を実施するよう構成できる。このような動作では、カテーテルまたは
他の物体の位置を決めると望ましく、これを、位置決めと呼ぶ。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本開示は、物体の位置決めを行うためのシステムおよび方法に関する。
【０００４】
　いくつかの例では、患者の体内で物体の位置決めを行うためのシステムを提供可能であ
る。このシステムは、患者の体内で、物体に固定された少なくとも１つの電極に位置決め
信号を供給するよう構成されたパルス発生器を含んでもよい。センサーアレイが、位置決
め信号に応答して発生した電界を検出し、かつ、それぞれのセンサー信号を供給するよう
構成されてもよい。マップ作成部が、それぞれのセンサー信号と、患者の解剖学的形態と
センサーアレイとの幾何学的関係を表す幾何学形状データとに基づいて、電気信号を再構
成するよう構成されてもよい。位置計算部が、再構成された電気信号に基づいて、位置決
め信号が印加された位置を決定できる。
【０００５】
　他の例では、物体の位置決めを行うための方法を行うことが可能である。この方法は、
物体に結合した電極に供給される位置決め信号を制御して、患者の組織に電界を発生させ
ることを含んでもよい。また、この方法は、電界に対応する電気信号の検知に基づいて、
検知された電気データをメモリーに格納することと、幾何学形状データをメモリーに格納
することと、を含んでもよい。幾何学形状データは、患者の解剖学的形態と、電界の検出
に用いられる複数のセンサーとの幾何学的関係を表すものであってもよい。また、この方
法は、幾何学形状データおよび検知された電気信号に基づいて、組織に対する解剖学的な
膜で、電気信号を再構成することを含んでもよい。再構成された電気信号を分析して、位
置決め信号が印加された位置を決定できる。この方法は、コンピューターに実装される方
法として実現されてもよいし、たとえばプロセッサーによって実行されてもよいなど、読
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み取り可能な媒体に格納された、実行可能な命令として実現されてもよい。
【０００６】
関連出願へのクロスリファレンス
　本出願は、２０１１年７月５日に発明の名称「LOCALIZATION FOR ELECTROCARDIOGRAPHI
C MAPPING（心電図マッピングのための位置決め）」でファイルされた米国仮特許出願第
６１／５０４５４７号の優先権の利益を主張するものであり、その内容全体を本明細書に
援用する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１、位置決めを行うためのシステムの例を示す。
【図２】図２は、位置決めを行うための方法の例を示す。
【図３】図３は、本明細書に開示されたシステムおよび方法によって作成可能な心電図マ
ップおよび位置インジケーターを含むグラフィカルユーザーインターフェースの例を示す
、スクリーンショットを示す。
【図４】図４は、本明細書に開示されたシステムおよび方法によって作成可能な心電図マ
ップおよび位置インジケーターを含むグラフィカルユーザーインターフェースの別の例を
示す、スクリーンショットを示す。
【図５】図５は、心電図マップ上の物体の表現を示す、作成可能な心電図マップの例を示
す。
【図６】図６ＡとＢは、本明細書に開示されたシステムおよび方法によって作成可能な心
外膜位置インジケーターおよび心内膜位置インジケーターの両方を示す、心電図マップの
例を示す。
【図７】図７は、本発明の一実施形態による方法を行うのに使用可能なコンピューティン
グ環境の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本開示は、位置決めを行うためのシステムおよび方法に関する。本明細書に開示された
システムおよび方法は、患者の組織に位置決め信号（たとえば、パルスなど）を印加して
電界を発生させることによって、カテーテルまたはペーシングリードなどの物体の位置決
めに用いることが可能である。いくつかの例では、位置決め信号は、隣接する組織を刺激
するには不十分なエネルギーを持つ閾値下電気信号パルスとして印加される。別の例では
、位置決め信号は、隣接する組織を刺激するよう設計された閾値上電気パルス（たとえば
、ペーシングパルスなど）として印加可能である。この電界に対応する電気信号は、幾何
学形状データに対応する患者の解剖学的形態に対する位置のわかっている複数のセンサー
（体表面電極の配列など）によって検知可能である。検知された電気信号は、患者の幾何
学形状データに基づいて、（たとえば患者の解剖学的形態または一般的な心臓モデルに対
応する）組織または他の幾何学的形状にマッピングすることが可能である。幾何学形状デ
ータは、患者の解剖学的形態および複数のセンサーに関する位置情報を与える（または導
き出すのに使用可能である）。心臓に位置決め信号が印加された位置は、マッピングされ
た電気信号から求められる。この位置を画面上に提示して、こんどは患者の解剖学的形態
に対する物体の位置を識別することができる。本明細書に開示の例は、患者の心臓に対す
る物体の位置決めに関するが、本明細書に開示の手法を、たとえば脳などの他の組織にお
ける物体の位置決めにも等しく適用可能である。
【０００９】
　図１は、患者の心臓１２の心電図マッピングに利用可能なシステム１０の例を示す。シ
ステム１０は、たとえば診断および／または処置行為の一部として、心臓１２の表面また
は内部に位置する物体の位置決めを、実質的にリアルタイムで行うことができる。たとえ
ば、１つまたは２つ以上の電極１６が装着されたペーシングカテーテルなどのカテーテル
を、身体１４に挿入し、患者の心臓１２に心内膜的または心外膜的に接するよう配置可能
である。１つまたは２つ以上の電極１６を患者の身体１４内で配置するのに利用できるさ
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まざまなタイプと構成のペーシングカテーテルおよび電気生理学的（ＥＰ）カテーテルに
ついては、当業者であれば理解し、評価するであろう。
【００１０】
　パルス発生器１８は、電極１６によって送られる電気信号の印加を制御するよう構成可
能である。たとえば、パルス発生器１８は、パルス制御部２０を含む。このパルス制御部
２０は、パルス発生器を起動して、電極１６とパルス発生器１８との間に電気的に接続さ
れた導電性リンク２６経由で、電極にパルスを供給するよう構成可能である。たとえば、
パルス発生器１８の出力は、リンク２６と模式的に対応するように、電気生理学カテーテ
ルの対応するコネクタに電気的に接続可能である。
【００１１】
　パルス制御部２０は、電極１６によって心臓１２に電気信号を印加するためのパラメー
ターを制御できる。この制御パラメーターは、振幅、周波数成分、パルス幅、パルス繰り
返し速度、パルス波形を含んでもよい。パルスは、電流パルスとして印加されてもよいし
、電圧パルスとして印加されてもよい。また、カテーテルが複数の電極１６を含む例では
、パルス制御部２０は、位置パルスを、異なる電極に異なる時点で、たとえば対応の電気
的リンク２６を経由するなどして選択的に送信するためのパラメーターを制御可能である
。
【００１２】
　いくつかの例では、パルス発生器１８は、位置決めパルスを閾値下パルスとして供給す
るよう構成可能である。本明細書で使用する場合、「閾値下」という用語は、検知用電極
で検出されるノイズより大きく、検知用電極を配して測定できるだけの十分な大きさがあ
るが、心伝導を刺激する（すなわち、心臓のペーシングのための活動電位を撃発する）ほ
ど大きくはない信号をいう。このように、パルス制御部２０は、電極１６によって印加さ
れる閾値下電気信号の電気的パラメーター（たとえば、パルス振幅、パルス幅、周波数な
ど）を制御可能である。上述したように、閾値下電気信号は、電流パルスとして供給され
てもよいし、電圧パルスとして供給されてもよい。
【００１３】
　さらに別の例として、制御部２０は、閾値下電気信号を、あらかじめ定められた閾値下
振幅（たとえば、約０．５ｍＡ）とあらかじめ定められたパルス幅（たとえば、約２ｍｓ
）とを有する矩形波の電流パルスとして導入してもよい。このパルスの振幅を、心臓のペ
ーシングに必要とされる電流のおよそ２５％とすることで、広い安全域を与えつつ、電極
のセンサーアレイ２２によって身体の表面で測定できるだけの十分に大きな電界を生み出
すようにしてもよい。このようにして、アレイ２２の体表面センサーの同一アレイで、心
臓の電気活動と位置決め信号の両方を検出する。閾値下電気信号の時間幅を、検知用シス
テム２４のサンプリング間隔に従って設定し、得られる電界をサンプリング間隔１つあた
り少なくとも１回、デジタル的に確実にサンプリングすることができる。たとえば、パル
ス幅約２ｍｓでは、約１，０００サンプル／チャネル／秒のサンプリングレートで、確実
に少なくとも１つサンプリングをすることができる。閾値下信号は、その振幅が閾値下で
あっても、その時間幅（たとえば、約２ｍｓ）は、心臓のペーシングに通常用いられてい
るものと同一であってもよい。
【００１４】
　また、パルス制御部２０は、検出および信号処理をしやすくするために、センサーアレ
イ２２で検出される対応の電界が、検知用電子装置２８および検知用システム２４の通過
帯域内に残る高周波数成分を含むような方法で、閾値下位置決めパルスを供給してもよい
。このように、心電図（ＥＣ）マッピング用に患者の身体１４で電気信号の測定に用いて
いるものと同一の回路を、閾値下位置決めパルスの検知にも効率良く使用することができ
る。
【００１５】
　もうひとつの例として、パルス制御部２０は、複数のカテーテルまたはペーシングリー
ドの表面にある（たとえば、このような各カテーテルまたはリードそれぞれの位置決め用
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などの）電極への閾値下パルスの送信を制御可能である。すなわち、システム１０は、心
臓内にある１つまたは２つ以上の物体（たとえば、電極など）の位置決めを行うと同時に
、このような物体各々の位置を（たとえば、心電図マップなどに）示すことができる。こ
れは、細長い構造であって、その長さ方向に間隔をおいて設けられた複数の電極を含んで
もよい構造（たとえば、カテーテル本体など）に都合良く適用できる。このように、患者
の解剖学的形態に対する各電極の位置を検出することで、システム１０は、本明細書で開
示するように、個々の電極を使用して、患者の解剖学的形態に対する細長い構造の三次元
の位置と向きを再構成することができる。電極（または複数の電極）１６がある位置は、
たとえば、医師が、患者の解剖学的形態に対する電極の位置を前進や後退させる、あるい
は調節することなどに応じて、変わってもよい。電極（単数または複数）の位置は、この
ような移動時の位置決めパルスの検出をもとに、実質的にリアルタイムに更新可能である
。
【００１６】
　制御部２０は、電流および時間幅を他のさまざまな組み合わせにして、閾値下電気信号
のパラメーターを制御可能である。たとえば、定電流パルスに代えて、定電圧パルスを使
用してもよい。代わりにまたはそれに加えて、閾値下パルスの形状は、方形でなくてもよ
く、所望の任意の形状（たとえば、正弦、線形または非線形ランプ信号など）にすればよ
い。
【００１７】
　もうひとつの例として、パルス制御部２０は、パルス発生器１８の動作を複数のモード
でさらに制御可能である。このモードはたとえば、位置決めモードと治療モードを含んで
もよい。位置決めモードでは、パルス制御部２０は、パルス発生器１８の動作パラメータ
ーを制御して、電極１６に位置決め信号を供給することができる。治療モードでは、制御
部２０は、刺激する（たとえば、ペーシングする）または他の治療（たとえば、アブレー
ションなど）を心臓１２に施すことに応じて、電気信号のパラメーターを制御可能である
。あるいは、治療モードでは、外部の別の治療システム３０で治療を行っている間、制御
部によってパルス発生器１８を使用停止にすることができる。この治療には、電気刺激の
みならず、非電気タイプの治療（たとえば、化学的処置、温度による処置など）を含んで
もよい。このように、制御部２０は、その動作を、治療の実施と連携させることができる
。
【００１８】
　パルス制御部２０は、適切なパルスパラメーターを設定し、上述したようなモードのう
ちの選択したひとつで動作可能である。パルス制御部は、パラメーターを、自動的に設定
（たとえば、これらのモードのうちの１つで動作するようパルス制御部をプログラムする
など）、手動で設定（たとえば、ユーザー入力に応答するなど）できるものであってもよ
いし、自動と手動の制御の組み合わせ（たとえば、半自動など）を用いるものであっても
よい。パルス制御部２０は、たとえば、治療モードと位置決めモードとを繰り返し切り替
えて、位置決めモードの際に求められたような患者１４の特定の位置で所望の治療を施し
やすくしてもよい。たとえば、センサー情報（たとえば、電極の位置、電気的パラメータ
ーなどを含む）を、位置決めモードの間を含めて連続的に収集し、パルス発生器１８に供
給可能であり、これに基づいて、制御部２０は、治療モードでの治療実施用の刺激パラメ
ーターを調節するためのパラメーターを選択的に調整可能である。
【００１９】
　さらに別の例として、パルス発生器１８は、本明細書で開示する治療システム３０など
、別個のもうひとつのシステムで電気刺激または別の治療を施している間、たとえば閾値
下位置決め信号を経時的に繰り返し供給することによって、位置決めモードだけで動作す
るよう構成可能である。たとえば、パルス発生器１８および検知用電子装置２８は、互い
に電気的に切り離されて、１つの増幅器システムに統合できる。このように、治療システ
ム３０は、治療を施すよう構成された、増幅器システムとは別の電子装置として、実現可
能である。本明細書で開示するように、この治療は、電極に対する閾値上パルスによる電
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気刺激のみならず、他の形態の治療（たとえば、アブレーションなど）を含んでもよい。
【００２０】
　たとえば、治療システム３０は、ＥＰの研究室で見られるような任意のタイプの外部ペ
ースメーカー装置などの、１つまたは２つ以上の電極１６で外からペーシングするための
心臓刺激装置として実現可能である。治療システム３０は、制御部３２を含んでもよく、
この制御部３２は、導電性リンク２６を介した電極１６に対する閾値上刺激パルスの印加
を制御するよう構成されている。このように、リンク２６は、１つまたは２つ以上の電極
１６各々に対するパルスの印加用に、パルス発生器１８と治療システム３０とで共有可能
である。制御部３２が、ユーザー入力に応答してこのようなペーシングパルスの電気的パ
ラメーターを制御して、ペーシングパルスを印加（たとえば、スイッチを閉じるなど）し
てもよいし、このような制御部を、あらかじめ定められたペーシング手順に従って自動化
してもよい。閾値上パルスを用いるペーシングまたは他の電気刺激治療の間、閾値上パル
スは、刺激治療部位の位置決めを行うための位置決め信号として機能する。
【００２１】
　もうひとつの例として、治療システム３０は、患者の心臓１２に非電気的な治療（たと
えば、ラジオ波アブレーション、レーザーアブレーション、凍結療法といったアブレーシ
ョン療法など）を施すよう構成できる。このような例では、電極１６は、治療実施メカニ
ズムに固定的に装着されてもよい。制御部２０は、閾値下パルスなどの位置決め信号の送
信と、治療システム３０による治療の実施とを連携させることができる。あるいは、制御
部は、治療を施すタイミングと時間的に最も近いパルスを治療実施部位として識別できる
ように、あらかじめ定められた繰り返し速度に従って閾値下パルスの印加を制御できる。
他の例では、システムは、治療を施すタイミングと時間的に最も近い２つの位置決め信号
に対する位置の間を内挿できる。非電気的な治療の実施時、閾値下パルスは、治療実施部
位の位置決めを行うための位置決め信号として機能できる。たとえば、治療システムの制
御部３２は、制御部２０によって利用されるタイミングパルスを供給し、治療の実施と同
時に位置決め信号を供給することができる。代わりにまたはそれに加えて、治療の実施を
開始するのに用いられるユーザー入力を、パルス発生器にも供給して、制御部２０が治療
の実施と同時に位置決め信号を供給できるようにしてもよい。アブレーション療法を適用
する場合、注釈（たとえば、アブレーションの時間を含む）を付けてもよく、この注釈は
、本明細書で開示するように、治療部位として決定される位置に表示可能である。
【００２２】
　図１の例において、センサーアレイ２２は、各位置決め信号に対応する電界の検知を含
めて、患者の電気活動を記録するのに利用できる１つまたは２つ以上の電極を含んでもよ
い。一例として、センサーアレイ２２は、（たとえば、心電図マッピング法の一部として
）患者の心臓に関連した電気活動を測定するために患者の胴の周りに分配された体表面電
極の配列に対応してもよい。センサーアレイ２２は、（たとえば、患者の胸部を囲む約２
００を超える電極を持つなど）患者１４の胴全体を覆ってもよいし、その選択された領域
を覆ってもよい。使用可能な非侵襲センサーアレイの例が、２００９年１１月１０日にフ
ァイルされた国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００９／０６３８０３号ならびに、米国仮特許
出願第６１／４２６，１４３号（各出願を本明細書に援用する）に図示し、説明されてい
る。
【００２３】
　また、他の例では、電極１６によって１つまたは２つ以上のセンサーを実現できる。こ
れは、たとえばＥＰカテーテルの一部であってもよい。ＥＰカテーテルは、電気活動を心
内膜的におよび／または心外膜的に検知するために、患者の身体１４および心臓１２に挿
入可能である。別の例として、センサーアレイ２２は、パッチなどの他の器具に設けられ
た電極の配列であってもよく、これは、患者の心臓上または心臓付近、心内膜および／ま
たは心外膜に取り付けることが可能である。これらのパッチは、開胸時および最低侵襲で
の手技の際に、電気活動を記録するのに利用可能である。このように、ＥＰカテーテルお
よび／またはパッチのセンサー電極は、患者の心臓の外側にあるセンサーアレイ２２との
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組み合わせで、異なる観点から同時に患者の心臓１２の電気活動を監視するのに利用可能
である。
【００２４】
　図１の例では、センサーアレイ２２は、検知された電気情報を、たとえば増幅器システ
ムの一部を形成している検知用電子装置２８に供給する。検知用電子装置２８は、センサ
ーアレイ２２の各センサーによって検出される電気活動の表現に対応する、対応のセンサ
ー信号を供給するための信号処理回路（たとえば、フィルター、増幅器、Ａ／Ｄ変換器な
ど）を含んでもよい。対応の検知用電子装置は、たとえば各チャネルで別々に動作可能で
ある。ここで、検知用電極１つあたりチャネル１本として、複数のチャネルがあってもよ
い。このように、いくつかの例では、センサーアレイ２２は、心臓の拍動のたびに複数の
センサー信号を同時に供給でき、このセンサー信号は、パルス発生器１８および／または
治療システム３０によって印加される際に検知される位置決め信号および刺激パルスを含
んでもよい。
【００２５】
　検知用電子装置２８は、対応のデジタル信号を検知用システム２４に供給する。検知用
システム２４は、電気活動を測定し、かつ、検知された電気データ４０を供給するための
データ取得プロセスを制御するよう構成可能である。検知用システム２４は、検知された
電気データ４０が格納されるサンプルレートを制御し、設定するためのサンプリング制御
部３４を含んでもよい。サンプルレートは、固定であっても可変であってもよい。また、
検知用システム２４は、検知用電子装置２８からの検知された電気信号を濾波するよう構
成されたフィルター３６も含んでもよい。たとえば、サンプリング制御部３４およびフィ
ルター３６は、メモリに格納され、プロセッサーによって実行される、コンピューターで
実行可能な命令として実現可能である。たとえば、フィルターの特性が、動作モードに応
じて変わってもよい。代わりにまたはそれに加えて、センサー信号は、経路ごとに異なる
フィルターの特性を適用できる、互いに平行なフィルター経路に沿って処理可能である。
この処理は、各経路を利用して、検知された電気データを異なる目的のために生成できる
ような方法で行うことが可能である。
【００２６】
　一例として、生成された閾値下パルスは、心臓周期とは相関しないため、検知された心
臓の信号に重なるキャリア信号と対応することになる。閾値下パルスは高周波数成分を有
するため、フィルター３６は、検知された電気信号を抽出するための高域通過フィルター
として実現できる。この場合、検知された電気信号は、上記のような閾値下パルスによっ
て（たとえば位置決め時に）生じる電界に起因する。代わりにまたはそれに加えて、閾値
下パルスの周波数特性をユーザーが定義でき、これが分かるのであれば、ユーザーが定義
した閾値下信号特性に従ってフィルター３６を具体的に設計可能である。こうして、得ら
れる濾波後の電気情報を、検知された電気データ４０としてメモリーに格納する。閾値下
パルスを供給した電極１６の位置を決めるのに幾何学形状データと併用できる検知された
電気データ４０。検知用システム２４は、高域通過濾波せずにサンプリング可能な別の信
号経路を採用でき、これが、位置決めに用いられる高域通過濾波信号の外にある電気信号
の内容（たとえば、心臓の信号など）に対応してもよい。代わりにまたはそれに加えて、
他の信号の内容を低域通過濾波して、心臓の信号から位置決めパルスの影響を排除しても
よい。本明細書に開示するように、これらの電気信号から検知された電気データ４０を処
理して、心臓の電気活動に対応する心電図マップを作成することが可能である。
【００２７】
　検知された電気データ４０は、パルス発生器１８または治療システム３０による電気エ
ネルギーの伝達と同時に取得可能である。たとえば、検知された電気データ４０は、電極
１６の位置を決めるための位置決めデータを含んでもよい。検知された電気データ４０の
位置決めデータは、センサーアレイ２２によって検出される電気活動に対応してもよく、
これは、閾値下の位置決め信号に応答してでも、治療時の閾値上刺激信号の印加に応答し
てでも、あるいは、１つまたは２つ以上の電極１６に印加される閾値下信号と閾値上信号
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の両方に応答してであってもよい。すなわち、適用される治療および各タイプの位置決め
信号に対する位置決めデータを利用して電極１６の位置を決め、ひいては、患者の身体１
４内にある治療実施の位置を決めることが可能である。また、検知された電気データ４０
は、たとえば治療の適用または閾値下パルスの印加なしで、心電図マッピング用に、位置
決め信号を使用してまたは使用せずに、他のモードでも取得できる。
【００２８】
　また、検知用システム２４は、それぞれの検知された多チャネル電気データ４０と、パ
ルス発生器による印加対象となる電気信号との間の時間的な関係をインデックス化する目
的で、クロックを利用して、適当なタイプスタンプ（たとえば、時間インデックスなど）
をデータに付加し、その評価および分析を容易にすることができる。また、検知用システ
ム２４は、閾値下パルスを自動的にマッピングすることもできる。これは、システム１０
が、パルスの送信時を厳密にトラッキングできる（たとえば、把握している）からである
。
【００２９】
　また、システム１０は、適当なアルゴリズムを適用することで、検知された電気データ
４０と幾何学形状データ３８とを組み合わせ、対応のマップデータ４４を与えるようプロ
グラムされたマッピングシステム４２を含んでもよい。マップデータ４４は、心臓１２に
関連した電気活動を表してもよい。これはたとえば、患者の心臓１２の表面に結合した膜
上に分散した、複数の再構成された電位図に対応している。このような、心外膜または心
内膜などの心臓の膜上での電気信号のマッピングおよび再構成の実施に利用できる手法の
例が、米国特許第６，７７２，００４号および米国特許出願第１１／９９６，４４１号に
開示されており、それぞれの開示内容全体を本明細書に援用する。電気活動は、位置決め
時に、患者の身体内でパルス発生器１８が（たとえば心臓などに対して）閾値下パルスを
印加したのに応答して生じる電界に対応してもよい。代わりにまたはそれに加えて、検知
された電気活動は、心臓１２自体の自然なおよび／またはペーシングされた電気活動に対
応してもよい。これはたとえば、パルス発生器１８または治療システム３０によって印加
される刺激パルスに応答したものであってもよい。
【００３０】
　別の例として、たとえば、身体の表面に分散されたセンサーによってデータが非侵襲的
に取得されるか、心外膜上またはその付近に分散されたセンサーによって侵襲的に取得さ
れたときに、マッピングシステム４２は、患者の心臓１２の心外膜について、再構成され
た電位図を表すためのマップデータ４４を供給できる。あるいは、マップデータ４４は、
たとえば患者の心臓のセグメント化された部分（たとえば、左心室および右心室）など、
患者の心臓の心内膜表面について、再構成可能である。再構成方法およびは、検知された
電気データ４０を取得するのに利用する１つ以上の手法（たとえば、非侵襲または侵襲的
なセンサーアレイ２２など）および幾何学形状データ３８の形態に応じて、変わってもよ
い。
【００３１】
　図１の例では、マッピングシステム４２は、検知された電気データ４０および幾何学形
状データ３８に基づいてマップデータ４４を作成する、マップ作成部４６を含む。その例
として、マップ作成部４６は、電気データ４０を処理するようプログラムされた逆アルゴ
リズムによって電位図の再構成４８を実現し、患者の心臓１２に結合した、選択された膜
上の複数の識別可能な部位の各々についての対応の電位図データを作成可能である。膜は
、心外膜の表面、心内膜の表面、または他の幾何学的表面の構造として実施でき、これを
マップデータ４４で二次元または三次元の膜として表すことが可能である。
【００３２】
　たとえば、幾何学形状データ３８は、患者について得られた画像データなど、患者の胴
の図形表示の形であってもよい。このような画像処理は、デジタル画像群から解剖学的特
徴（１つまたは２つ以上の臓器や他の構造を含む）を抽出・セグメント化することを含ん
でもよい。また、たとえば、電極が患者に装着されている間に画像を取得し、適当な画像
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処理（抽出およびセグメント化を含む）によって座標系で電極位置を識別するなどして、
センサーアレイ２２における電極各々の位置が幾何学形状データ３８に含まれていても構
わない。こうしてセグメント化された画像データを、患者の着目塊を含む二次元または三
次元の図形で表現するよう変換してもよい。
【００３３】
　その代わりに、幾何学形状データ３８は、患者の胴および着目領域（たとえば、心臓な
ど）に対する画像データに基づいて構成された、患者の胴の数学モデルに対応してもよい
。センサーアレイ２２における電極の位置を含む、適切な解剖学的指標または他の指標を
幾何学形状データ３８で識別して、電気データ４０を対応させやすくして、そこで逆アル
ゴリズム法を行いやすくしてもよい。このような指標の識別は、（たとえば、画像編集ソ
フトウェアを使って人間が）手動で実施してもよいし、（たとえば、画像処理技術によっ
て）自動的に実施してもよい。
【００３４】
　さらに別の例として、幾何学形状データ３８は、本明細書で説明するような、対応する
表現を構成できる、ほぼどのような画像診断技術を用いて得られる画像データからでも取
得できる。画像診断技術の例として、超音波、コンピューター断層撮影（ＣＴ）、３Ｄ回
転撮影（３ＤＲＡ）、核磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）、Ｘ線、ポジトロン放出断層撮
影（ＰＥＴ）、蛍光透視法などがあげられる。このようなイメージングは、検知された電
気データ４０の生成に用いられる電気活動の記録と同時に実施されてもよいし、イメージ
ングは別に（たとえば、測定データを取得する前または後に）行ってもよい。
【００３５】
　代わりにまたはそれに加えて、幾何学形状データ３８は、心臓の通常表示またはカスタ
ム表示（たとえば、モデルなど）に対応してもよい。その心臓は、患者自身の心臓でなく
てもよい。このような場合、識別された解剖学的指標に応じて、検知された電気データ４
０を（たとえば、対応によって）臓器の表示にマッピング可能である。この解剖学的モデ
ルを、信号取得システムと対応させるのに、手動、半自動または自動での対応プロセスを
採用することができる。
【００３６】
　また、システム１０は、患者１４内で配置される１つまたは２つ以上の物体の位置を決
めるようプログラムされる位置計算部５０を含む。図１の例の文脈では、位置計算部５０
は、マップデータ４４の分析に基づいて、位置決め電気信号が印加された位置（たとえば
、電極１６の位置に対応するなど）を確定することができ、これは、再構成された電位図
を含む。この決定は、医師に対して手術中のガイダンスを提供できるよう、リアルタイム
で実施されてもよいし、ほぼリアルタイムで実施されてもよい。いくつかの例では、位置
のマッピングは、（たとえば、パルスまたはスパイクを選択するためのキャリパーユーザ
ーインターフェース要素などによって）たとえばユーザーが心臓表面上の一組のパルスか
ら閾値下パルスを識別したことに応答して行うなど、手動で実施されてもよい。代わりに
またはそれに加えて、ペーシングパルスのマッピングは、マップデータ４４について位置
計算部５０によって実施されるコンピューター処理をもとにした自動の方法として実現さ
れてもよい。
【００３７】
　たとえば、マップデータ４４が、心臓のユーザー指定の表面上の複数（たとえば、数百
または数千）の離散的な位置に対する再構成された電気信号を含む場合、位置計算部５０
は、マッピングされた電気信号のうち位置決めされた１つを、閾値下信号が適用される絶
対位置に対応するものとして選択可能である。別の例として、マップ作成部４６は、幾何
学形状データ３８ならびに、位置決め目的で（たとえば、位置決めモードの間に）高域通
過濾波された、検知された電気データ４０に基づいて、マップデータ４４を作成すること
も可能である。位置計算部５０は、高域通過濾波およびマッピングされた電気信号の振幅
の比較をもとに、電極位置に対応する、位置決めされ、再構成された電気信号を選択する
ことが可能である。位置計算部は、高域通過濾波の基準になる位置を決めることができ、
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これによって再構成された電気信号は、位置決め信号を印加するときに振幅が最大になる
。このため、このような、選択され、再構成された電気信号が存在する心臓上の位置は、
位置決め信号が印加される電極の位置に対応する。よって、患者の身体１４で電極が動い
た場合、位置計算部５０が、そのような移動と同等の新たな位置情報をコンピューター処
理できるように、マップデータ４４をアップデートすることが可能である。
【００３８】
　また、位置計算部５０は、マップデータ４４にある再構成された電位図の振幅および興
奮到達時間に基づいて、閾値上パルスから位置決めされた、再構成された電位図をコンピ
ューター処理するようプログラム可能である。たとえば、位置計算部５０は、再構成され
た電位図の興奮到達時間が最も早く、振幅が最も大きくなる閾値上パルスが印加される、
位置決めによる電極位置を決めることができる。他の例では、位置計算部５０は、再構成
された電位図の興奮到達時間が最も早く、あるいは、振幅が最も大きくなる閾値上パルス
が印加される、位置決めによる電極位置を決めるようプログラム可能である。たとえば、
閾値上（たとえば、ペーシング）パルスに対して検出される最も早い興奮到達時間から、
電極の位置に対応する心外膜位置を識別可能である。位置決めされた最大値（たとえば、
最大振幅）は、ペーシングパルスを印加した心内膜位置に対応してもよい。
【００３９】
　また、システム１０は、位置計算部５０によって求められる位置決め情報、マップデー
タ４４またはこれらの組み合わせに基づいて、画面５４にグラフィック出力をするよう構
成された出力生成部５２も含む。このように、画面５４は、心臓マップ５６を可視表示で
きる。心臓マップ５６は、心臓を図形表現したものを含んでもよく、位置情報に基づいて
、位置決め信号が印加された対応の位置で可視的な指標を含んでもよい。一例として、電
極位置の可視的な指標は、マップデータ４４に基づいて作成される心臓マップ５６に重ね
られた、グラフィックアイコンであってもよい。マップデータは、位置決め情報だけを含
むものとして作成可能である。代わりにまたはそれに加えて、マップデータ４４は、心臓
に対する（たとえば、自然なおよび／またはペーシングされた）再構成された心臓の電気
活動を含んでもよく、位置の可視的な指標を、このような再構成された心臓の電気活動に
対応する心臓マップに重ねてもよい。どのタイプの（１つ以上の）電気的なマップデータ
が心臓マップ５６に表示されているかに関わらず、位置計算部５０は、実質的にリアルタ
イムで可視的な指標を更新し、電極１６のその時点での位置を反映させることができる。
【００４０】
　いくつかの例では、出力生成部５２は、異なるタイプの被検出信号に対して異なる形の
位置決めインジケーターを与えるようプログラム可能である。たとえば、出力生成部５２
は、第１のタイプの可視的なインジケーターを生成して、心臓に対して移動可能な電極ま
たはカテーテルに対応する移動可能な位置を反映させることが可能である。このように、
心臓マップに与えられる第１のタイプの可視的なインジケーターは、心臓に対する電極の
移動を反映している。よって、このタイプは、ペーシングまたは他の治療の実施を容易に
するなど、ユーザーに、リアルタイムのフィードバックを与えることができる。
【００４１】
　また、出力生成部５２は、電極の移動や検知された電気活動の変化とは関係なく、心臓
マップに固定したままにできる、第２のタイプの可視的なインジケーターを生成すること
ができる。第２のタイプの可視的なインジケーターは、閾値上ペーシングパルスが印加さ
れたペーシング部位に対応してもよい。このように、出力生成部は、ユーザーが画面５４
によって容易に得られる各ペーシング部位の好都合な記録を維持できる。また、この第２
のタイプの可視的なインジケーターに対する位置情報は、各画像診断技術および幾何学形
状データ３８における共通の基準マーカーに対する基準に基づいて、別の画像診断法の座
標系に自動的に対応できる。たとえば、治療実施位置の指示を、蛍光透視法、Ｘ線、２Ｄ
心エコーまたは３Ｄ心エコーなどの別の画像診断技術の画面にレンダリングし、治療を施
した位置（たとえば、ペーシング部位またはアブレーション部位など）のそのような画像
に、可視的な記録を供給することができる。
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【００４２】
　また、出力生成部５２は、ユーザーが、ペーシング位置に対して、たとえば、ペーシン
グ部位が所望の結果を与えていないとユーザーが判断したか否かなど、ユーザー選択され
た第２のタイプの可視的なインジケーターを選択および削除できるようにするための機構
（たとえば、グラフィカルユーザーインターフェースなど）を含んでもよい。代わりにま
たはそれに加えて、出力生成部５２は、１つまたは２つ以上の電極１６にペーシングパル
スが印加されたことを検出したのに応答して、心臓マップ５６でペーシング部位の可視的
なインジケーターを自動的に挿入するようプログラムされたグラフィカルユーザーインタ
ーフェースを含んでもよい。この検出は、パルス発生器１８または３０に供給されるユー
ザー入力、マップデータ４４におけるペーシングパルスの検出またはこれらの組み合わせ
に応答したものであってもよい。また、出力システムは、グラフィカルユーザーインター
フェースを用いたユーザー入力に応答して、心臓マップに提示されたタイプの情報を制御
するようプログラム可能である（たとえば、電位マップ、興奮到達マップ、脱分極マップ
、同期マップなど）。
【００４３】
　定位置インジケーターおよび移動可能な位置インジケーターの各々の位置を、たとえば
あとで閲覧できるように、マップデータ４４と一緒にメモリーに格納してもよい。あるい
は、一方または両方のタイプの位置情報は、本明細書に開示したマップデータ４４に基づ
いて、再度コンピューター処理することが可能である。
【００４４】
　上述した先の構造的および機能的な特徴に鑑みて、図２を参照して、例示的な方法を一
層よく認識することができよう。説明を簡単にするために、図２の例示的な方法は、順次
実行されるものとして図示し、説明されているが、他の例のいくつかのアクションが、本
明細書に記載したものと異なる順序で、および／または同時に起こり得るため、本実施例
は図示の順序に限定されるものではないことは、理解し、評価されたい。この方法は、コ
ンピューター読み取り可能な命令として実現可能であり、その命令はたとえば、揮発性ま
たは不揮発性メモリー装置などの非一過性のコンピューター読み取り可能な媒体に格納可
能である。媒体中の命令は、処理装置によってさらに実行されてもよい。
【００４５】
　図２は、本明細書に開示したように、患者において物体の位置決めを行うのに用いるこ
とが可能な方法１００の例を示す流れ図である。たとえば、方法１００は、１つまたは２
つ以上の電極（たとえば、図１の電極１６など）を含むカテーテルまたはペーシングリー
ドを使用するなどして、低侵襲または最小限の侵襲で、患者の心臓を施術する場合に行う
ことが可能である。たとえば、カテーテル挿入法は、心臓再同期療法（ＣＲＴ）、心臓ア
ブレーションまたは他の同様のタイプの施術をする目的で行うことができる。このような
施術の間、方法１００は、カテーテルの位置決めを行うよう実現可能である。また、方法
１００は、たとえばＣＲＴ装置またはペースメーカーからの１本または２本以上のペーシ
ングリードの位置決めを行うのに利用可能である。
【００４６】
　方法１００は、位置決めの適用が制御される１０２から開まる。たとえば、電極を有す
るカテーテルを患者の心臓まで前進させることができ、閾値下電気信号を（たとえば、図
１のパルス発生器１８によるなどして）印加して、対応する電界を患者の体内で発生させ
ることが可能である。閾値下信号は、本明細書に開示されているように、幅と周波数が制
御された電流パルスまたは電圧パルスとして生成可能である。あるいは、位置決め信号は
、患者内の導電性経路を刺激できるだけの十分な振幅を有する閾値上電気信号として実現
可能である。この制御は、自動であってもよいし、ユーザー入力に応答してなされるもの
であってもよい。
【００４７】
　１０４では、電気信号を検知可能である。たとえば、センサーの配列（たとえば、セン
サーアレイ２２）を患者の胴に分散させ、１０２で印加された閾値下電気信号に対応する
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電気信号を含む身体表面の電位を、非侵襲的に検知可能である。検知された電気信号を、
アナログ処理およびデジタル処理してもよい。たとえば、信号を（たとえば高域通過フィ
ルターによって）濾波し、位置決め信号によって生じた電界に対応する周波数成分のみな
らず、心臓の自然な電気活動またはペーシングされた電気活動に対応する成分を通過させ
てもよい。処理後の信号は、検知された電気データ（たとえば、図１のデータ４０など）
として、メモリーに格納可能である。センサーは、身体全体の表面またはその選択された
一部で身体表面の電位を同時に検出できるため、本明細書に開示された方法およびシステ
ムは、電極を、三次元空間で絶対位置に位置決めでき、その電極を利用して他の心臓の電
気活動を同時に表示することもできる。
【００４８】
　１０６では、検知された電気信号は、心臓の膜上で（たとえば、図１のマッピングシス
テム４２によって）電気信号を再構成するのに利用される。この膜はたとえば、心内膜の
表面、心外膜の表面または他の心臓の膜であってもよい。たとえば、１０６でのマッピン
グは、幾何学形状データおよび検知された電気データに基づいて、非侵襲的に測定された
身体表面の電位を心臓の電気活動データに変換するアルゴリズムを用いて実現可能である
。
【００４９】
　１０８では、方法１００は、１０６で供給された、再構成された電気信号の分析をもと
に、閾値下パルスが印加された位置を決めることを含む。一例として、この位置は、位置
決め信号が印加された絶対位置に対応する、位置決めされたマッピング信号を選択するこ
とによって、求められる。このような位置決めされたマッピング信号は、心臓の表面にマ
ッピングされた、複数の再構成された電気信号から選択可能である。電極位置に対する位
置決めされたマッピング信号は、振幅が最大の信号であってもよく、１０２で印加される
閾値下パルスの周波数に対応する周波数特性を有してもよい。あるいは、位置決めされた
マッピング信号は、興奮到達時間および振幅に基づいて、再構成された電位図から選択さ
れる閾値上パルスの位置に対応してもよい。
【００５０】
　１１０では、（たとえば、図１の出力生成部５２によって）出力を生成可能である。こ
の出力は、心臓を図形表現（たとえば、画像表現）したものを含むものとして与えること
が可能であり、これは、（たとえば、位置決めされたマッピング信号に対応する）位置決
め信号が電極によって心臓に印加された位置に、可視的なインジケーターを含む。この方
法１００を手術中に繰り返し、患者の心臓に対してカテーテルをガイドしやすくすること
が可能であり、心臓に対して電極が移動すると、この方法では、実質的にリアルタイムに
出力を更新し、その時点での電極の位置を反映することが可能である。さらなる心臓の電
気活動（自然なおよび／またはペーシングされた）も、電極の位置に重ねてこれと同時に
表示可能であり、ユーザーをさらに支援できる。たとえば、あらゆるタイプの不整脈（限
局性不整脈またはリエントリー性不整脈）のみならず、洞律動の障害を治療するための治
療法（たとえば、ペーシングおよび／またはアブレーションなど）の適用と併用して、カ
テーテルの位置決めのために、この位置決め方法を利用できる。
【００５１】
　図３は、本明細書に開示されたシステムおよび方法によって生成可能な画面２００（た
とえば、グラフィカルユーザーインターフェースなど）の例を示す。図３の例では、画面
２００は、選択された時点での電位に対応する電位マップ２０４を重ねて表示された、心
臓２０２を図形表現したものを含む。この時点は、グラフィカルユーザーインターフェー
スを用いてユーザーが選択してもよいし、（たとえば、このようなパルスを含む時間を保
証するための信号処理技術を用いて）自動的に選択することも可能である。たとえば、こ
の時点は、心臓に位置決めパルスを印可する時点に対応してもよい。画面には、閾値下パ
ルスによって生じる電界に対応する心臓の電気活動信号（たとえば、図１のマッピングシ
ステム４２によって心臓にマッピングされた電位の電気的トレースなど）のプロット２０
６も含む。
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【００５２】
　図３の例では、電界は、閾値下パルスとして供給された位置決め信号に対応する。これ
は、（たとえば、信号を加えることで）心臓の電気活動によって生じる信号に重畳される
。さらに、心臓の電気活動から閾値下パルスの電界を分離するための信号処理を実施し、
このような信号を画面２００に表示してもよい。この画面には、ユーザー入力に応答して
起動できる映画モードを含んでもよい。映画モードでは、画面２００の電位マップ２０４
が、時間の関数として変化してもよく、これは、フォワード、リバース、ループまたは他
のユーザーが選択した時間的な方法で進行させることが可能である。
【００５３】
　グラフィックプロット２０６での再構成された電位図に対応する閾値下パルスは、画面
２００では、この画面右側の第１、第２、第４のトレースに表示される。図３の例では、
スパイクが最大の再構成された電位図が、２１０で示されている。これらの再構成された
電気的位置決めパルスは各々、ユーザーによって、ユーザーインターフェースを介して電
位図プロットと識別可能であるし、自動の検出方法によって、下にある再構成された電位
図データと識別可能である。領域２１２で示したマップの中央部分は、位置決めされた最
大値２１０に対応する、電気信号の最も高い電位を示す。これは、位置計算部によって、
この位置決めフィールドを発生しているカテーテルの位置に対応するものとして（たとえ
ば、カテーテル上の電極を用いて）識別可能である。このように、閾値下位置決め信号が
印加された心臓表面上の位置を識別するために、画面内で、可視的なインジケーター２１
４を、識別された領域２１２の重心にレンダリング可能である。また、画面２００は、表
示されるマップデータの解釈を容易にするとともに、特定の座標系で心臓の再配列を可能
にするためのＧＵＩの特徴とスケールとを含んでもよい。
【００５４】
　図４は、本明細書に開示されたシステムおよび方法によって生成可能な別の画面２５０
（たとえば、グラフィカルユーザーインターフェースなど）の例を示す。図４の例では、
画面２５０は、選択された時点での再構成された電気信号に対応する電位マップが上に表
示された心臓２５２を図形表現したものを含む。図４の例では、再構成された電気信号は
、電極を介して印加される閾値上刺激信号（たとえば、ペーシング信号など）に基づいて
いる。また、画面２５０は、心臓２５２上にマップを作成するのに利用される再構成され
た電気信号のプロット２５４も含む。振幅が最も高く興奮到達時間が最も早い領域を２５
６で識別し、閾値上位置決め信号が印加される電極の位置を表す。
【００５５】
　また、画面は、心臓マップ２５２の向きを示す心臓のＧＵＩ要素２５８も含む。このた
め、ユーザーは、心臓のＧＵＩ要素を回転させ、これに応じて心臓マップ２５２も回転さ
せるのに、ポインティングデバイス（たとえば、マウス）または他のユーザー入力装置を
用いることができる。また、画面には、心臓マップ２５２上に提示されるカラーコードの
指標を与えることができるスケール２６０を含む。これはたとえば、興奮到達時間に対応
するものであってもよい。
【００５６】
　図５は、心臓カテーテル２７２を図形表現したものが心臓の画像上に重ねられた、心臓
の例示的なＥＣマップ２７０を示す。例示的なカテーテルが、２つの電極２７４を含んで
図示されているが、図示のカテーテルは電極をいくつ含んでもよく、たとえば、治療の実
施時にユーザーに使用される実際のカテーテルデザインと同じであってもよいことを、理
解されたい。たとえば、ユーザーは、（たとえば、製造者および型番によって）カテーテ
ルのタイプおよび構成を識別でき、たとえば、これをグラフィカルユーザーインターフェ
ースによって提供される一覧から選択できる。このように、システムは、画面において、
本明細書に開示された手法に基づいて求められた位置で、選択されたタイプと構成のカテ
ーテルを、グラフィカルに提示することができる。カテーテル２７２の位置は、患者の身
体に挿入された実際のカテーテルの位置決め信号（閾値下電気信号および／または閾値上
電気信号）が電極に供給されたことに応答して、電極２７４の一方または両方の位置を決



(15) JP 6139518 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

めることで、心臓マップ２７０上で決定および提示できる。心臓に対するカテーテルの移
動も同様に、トラッキングしてマップ２７０に表示可能である。
【００５７】
　図６Ａおよび図６Ｂは、それぞれ、特定の閾値上位置決め（たとえば、ペーシング）パ
ルスが印加されたことに応答して求められた、位置決めされた解剖学的位置２９４および
２９６を示す心電図マップ２９０および２９２の例を示す。対応の位置２９４は、それぞ
れの興奮到達時間に基づいて、再構成された電位図からコンピューターで計算される心外
膜の興奮の心内膜上の投影に対応する。このように、図６Ａに示されるように、マップは
、心臓に対する興奮マップを示し、位置２９４は、最も早い興奮の中心に対応する。もう
１つの位置２９６を、比較目的で、図６Ａに示す。位置２９６は、図６Ｂに示されるよう
に、再構成された電位図からコンピューターで計算された、位置決めされた振幅最大に基
づいて求められる心内膜の位置に対応する（たとえば、図６Ｂに示す）。図６Ａおよび図
６Ｂは、それぞれのマップ２９０および２９２の作成に、信号のどの部分を利用するかを
示すタイミングキャリパーとともに、位置２９４および２９６を計算するもとになった電
位図を示す。たとえば、興奮マップ２９０は、心臓組織の伝導についての興奮到達時間に
基づいて、作成される。電位マップ２９２は、マップを作成することで、ペーシング部位
に対応する、対応の心内膜位置を識別する極大値を決定するのに利用される閾値上パルス
を示す。
【００５８】
　上記の構造的または機能的な説明に鑑みて、本発明の一部を、方法、データ処理システ
ムまたはコンピュータープログラム製品として実施してもよいことは、当業者であれば自
明であろう。したがって、本発明のこのような一部は、完全にハードウェアの実施形態、
完全にソフトウェアの実施形態あるいは、図７のコンピューターシステムで図示し、説明
するような、ソフトウェアとハードウェアとを組み合わせた実施形態の形をとってもよい
。さらに、本発明の一部が、媒体にコンピューター読み取り可能なプログラムコードを有
する、コンピューター使用可能な記憶媒体上のコンピュータープログラム製品であっても
よい。好適なコンピューター読み取り可能な媒体であれば、どのようなものを利用しても
よく、一例として、静的記憶装置および動的記憶装置、ハードディスク、光学記憶装置お
よび磁気記憶装置があげられるが、これらに限定されるものではない。
【００５９】
　本明細書では、方法、システムおよびコンピュータープログラム製品のブロック図を参
照して、本発明の特定の実施形態についても説明してきた。図示のブロックならびに、図
示のブロックの組み合わせを、コンピューターで実行可能な命令によって実装してもよい
ことは、理解できよう。これらのコンピューターで実行可能な命令を、汎用コンピュータ
ー、専用コンピューターあるいは、マシンを製造するための他のプログラム可能なデータ
処理装置（または装置と回路の組み合わせ）の１つまたは２つ以上のプロセッサーに対し
て、プロセッサーによって実行する命令が１つまたは複数のブロックに示される機能を実
装するように供給してもよい。
【００６０】
　これらのコンピューターで実行可能な命令は、コンピューターまたは他のプログラム可
能なデータ処理装置を、コンピューター読み取り可能なメモリーに格納された命令が、フ
ローチャートの１つまたは複数のブロックに示される機能を実装する命令を含む製品につ
ながるように、特定の方法で機能させることのできるコンピューター読み取り可能なメモ
リーに格納されてもよい。また、コンピュータープログラムの命令を、コンピューターま
たは他のプログラム可能なデータ処理装置にロードして、このコンピューターまたは他の
プログラム可能な装置に一連の動作ステップを実施させ、コンピューターまたは他のプロ
グラム可能な装置上で実行する命令によって、フローチャートの１つまたは複数のブロッ
クに示される機能を実装するためのステップが得られるように、コンピューターで実装さ
れるプロセスを生成してもよい。
【００６１】
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　この点に鑑みて、図７は、本発明の１つまたは２つ以上の実施形態を実行するのに用い
ることのできるコンピューターシステム３００の一例を示す。これらの実施形態は、たと
えば、センサーデータの取得および処理、画像データの処理のみならず、心臓の電気活動
の解析に関連した、変換されたセンサーデータおよび画像データの解析を含む。コンピュ
ーターシステム３００は、１つまたは２つ以上のネットワーク接続された汎用コンピュー
ターシステム、組込型のコンピューターシステム、ルーター、スイッチ、サーバー装置、
クライアント装置、さまざまな中間装置／ノードまたはスタンドアロンのコンピューター
システムに実装可能なものである。また、コンピューターシステム３００は、たとえば、
携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップコンピューター、ポケットベルなどのさまざまな
モバイルクライアントに、それが十分な処理能力を持つという前提で、実装可能なもので
ある。
【００６２】
　コンピューターシステム３００は、処理装置３０１と、システムメモリー３０２と、さ
まざまなシステム構成要素（システムメモリーを含む）を処理装置３０１に接続するシス
テムバス３０３とを含む。デュアルマイクロプロセッサーなどのマルチプロセッサーアー
キテクチャを、処理装置３０１として使用してもよい。システムバス３０３は、多岐にわ
たるバスアーキテクチャーのうちのいずれかを用いる、メモリーバスまたはメモリーコン
トローラー、周辺機器用バス、ローカルバスをはじめとするさまざまなタイプのバス構造
のうち、どのようなものであってもよい。システムメモリー３０２は、リードオンリーメ
モリー（ＲＯＭ）３０４と、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）３０５とを含む。コン
ピューターシステム３００内の要素間で情報を転送しやすくする基本ルーチンを含むＲＯ
Ｍ　３０４に、基本入出力システム（ＢＩＯＳ）３０６を常駐させることが可能である。
【００６３】
　コンピューターシステム３００は、たとえば、ハードディスクドライブ３０７と、リム
ーバブルディスク３０９との間で読み書きするための磁気ディスクドライブ３０８と、た
とえばＣＤ－ＲＯＭディスク３１１を読み取ったり、他の光学媒体との間で読み書きした
りするための光ディスクドライブ３１０と、を含んでもよい。ハードディスクドライブ３
０７、磁気ディスクドライブ３０８、光ディスクドライブ３１０はそれぞれ、ハードディ
スクドライブインターフェース３１２、磁気ディスクドライブインターフェース３１３、
光ドライブインターフェース３１４を介して、システムバス３０３に接続されている。ド
ライブと、これに付属するコンピューター読み取り可能な媒体は、コンピューターシステ
ム３００用のデータ、データ構造、コンピューターで実行可能な命令を格納する不揮発性
の記憶装置となる。上述したコンピューター読み取り可能な媒体の説明では、ハードディ
スク、リムーバブル磁気ディスク、ＣＤについて言及したが、この動作環境で、磁気カセ
ット、フラッシュメモリーカード、デジタルビデオディスクなど、さまざまな形態でのコ
ンピューターで読み取り可能な他のタイプの媒体を使用してもよい。さらに、このような
媒体のいずれも、本発明の１つまたは２つ以上の部分を実装するためのコンピューターで
実行可能な命令を含むものであってもよい。
【００６４】
　多数のプログラムモジュールを、ドライブおよびＲＡＭ　３０５に格納してもよい。Ｒ
ＡＭ　３０５は、オペレーティングシステム３１５、１つまたは２つ以上のアプリケーシ
ョンプログラム３１６、他のプログラムモジュール３１７、プログラムデータ３１８を含
む。たとえばアプリケーションプログラム３１６と、プログラムデータは、本明細書にて
図示し、説明するような１つまたは２つ以上のセンサーからの電気データを取得し、処理
し、表示するようプログラムされる機能および方法を含んでもよい。アプリケーションプ
ログラム３１６は、たとえば、図１の検知用システム２４、マッピングシステム４２、位
置計算部５０、出力生成部５２の機能を実行するようプログラムされる機能および方法を
含んでもよい。図１の検知された電気データ４０、幾何学形状データ３８、マップデータ
４４は、たとえば、メモリー３０２および３０７に格納可能である。さらに、アプリケー
ションプログラムおよびプログラムデータは、図２の方法を実行し、図３から図６を参照
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。
【００６５】
　ユーザーは、１つまたは２つ以上の入力装置３２０を介して、コマンドおよび情報をコ
ンピューターシステム３００に入力してもよい。入力装置３２０は、たとえば、ポインテ
ィングデバイス（たとえば、マウス、タッチスクリーンなど）、キーボード、マイク、ジ
ョイスティック、ゲームパッド、スキャナなどである。たとえば、ユーザーは、ドメイン
モデルを編集または修正するのに、入力装置３２０を用いることができる。これらの入力
装置および他の入力装置３２０は、システムバスに接続された対応のポートインターフェ
ース３２２を介して処理装置３０１に接続されることが多いが、パラレルポート、シリア
ルポートまたはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）などの他のインターフェースを介し
て接続されることもある。１つまたは２つ以上の出力装置３２４（たとえば、ディスプレ
イ、モニター、プリンター、プロジェクターまたは他のタイプの表示装置など）も、ビデ
オアダプターなどのインターフェース３２６を介してシステムバス３０３に接続される。
【００６６】
　コンピューターシステム３００は、リモートコンピューター３２８などの１台または２
台以上のリモートコンピューターとの論理接続を使用して、ネットワーク環境で動作する
こともある。リモートコンピューター３２８は、ワークステーション、コンピューターシ
ステム、ルーター、ピアデバイスまたは他の一般的なネットワークノードであってもよく
、一般に、コンピューターシステム３００に関して説明した多くの要素またはすべての要
素を含む。３３０で概略的に示す論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）お
よびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）を含むものであってもよい。
【００６７】
　ＬＡＮネットワーク環境で用いる場合、コンピューターシステム３００を、ネットワー
クインターフェースまたはアダプター３３２を介してローカルネットワークに接続するこ
とができる。ＷＡＮネットワーク環境で用いる場合、コンピューターシステム３００は、
モデムを含むものであってもよいし、ＬＡＮ上の通信サーバーに接続されてもよい。内蔵
式であっても外付けであってもよいモデムを、適当なポートインターフェース経由でシス
テムバス３０３に接続することができる。ネットワーク環境では、コンピューターシステ
ム３００との関連で示したアプリケーションプログラム３１６またはプログラムデータ３
１８あるいはこれらの一部を、リモートメモリー記憶装置３４０に格納してもよい。
【００６８】
　上記にて説明してきたものは、例である。もちろん、構成要素または方法論の想定でき
るあらゆる組み合わせを説明するのは不可能であるが、上記以外の組み合わせや順序が可
能であることは、当業者であれば認識するであろう。したがって、本発明は、添付の特許
請求の範囲を含めて本出願の範囲内に入る、このような変更、修飾、改変をすべて包含す
ることを意図したものである。本明細書で使用する場合、「含む」という表現は、含むこ
とを意味するが、これに限定されるものではなく、「含んで」という表現は、含んでいる
ことを意味するが、これに限定されるものではない。「基づく」という表現は、少なくと
もある程度は基づいていることを意味する。また、開示または特許請求の範囲で「不定冠
詞ａ」「不定冠詞ａｎ」「第１の」または「もうひとつの」要素またはその等価物につい
て言及する場合、それは、２つまたは３つ以上のこのような要素を必要とすることも排除
することもなく、１つまたは２つ以上のこのような要素を含むものと解釈されるべきであ
る。
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