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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算デバイスを使用して心律動障害に関連する心臓信号を処理する方法において、前記
計算デバイスが、
　前記心律動障害に関連付けられる根源の移行によって画定される組織の領域内で形状を
特定し、ここで前記根源は前記形状の上または形状の内部で空間的に移行しており、
　前記形状の近位の組織の１以上の部分であって、前記根源の移行と関連付けられる１以
上の部分を識別することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記根源が、前記心律動障害を引き起こすことを特徴
とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、識別された部分が、前記形状の内部または前記形状の
上の少なくとも一方にあることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、識別された部分が、前記形状の外側にあることを特徴
とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、識別された前記組織のうちの第１の部分が、前記形状
の内部または前記形状の上の少なくとも一方にあり、識別された前記組織のうちの第２の
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部分が、前記形状の外側にあることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、空間的に移行する前記根源が、
　前記形状の内部または前記形状の上で移行するパルス発生源、
　前記形状の内部または前記形状の上で複数の励起波を発生する固定パルス発生源、およ
び
　前記形状の内部または前記形状の上で複数の励起波を発生する少なくとも１つのリエン
トリパルス発生源
の１つを含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、前記形状が、
　前記領域に関連する少なくとも１つの空間点であって、前記根源に関連付けられる少な
くとも１つの空間点を、ある時点に識別し、
　前記心臓信号における１つまたは複数の心臓活性化に関連付けられる複数の時点にわた
って、前記少なくとも１つの空間点の移行を追跡して、複数の空間点を定義し、
　前記複数の空間点をつないで、少なくとも１つの経路を形成し、
　前記少なくとも１つの経路の周りで前記形状を画定する
前記計算デバイスによって決定されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法において、さらに、前記計算デバイスが、前記根源の空間的な移
行に関連付けられる幅、高さ、深さ、および組織タイプの１つまたは複数に基づいて前記
形状を洗練することを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法において、前記心律動障害が、心房細動、心室細動、心房頻拍、
心房粗動、心室頻拍、心室粗動、または心臓内の他の電気的な障害の１つまたは複数を含
むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記領域が、心臓、心臓の領域に分布する神経、神経
を制御する脳の領域、心臓の領域に分布する血管、および心臓に隣接する組織の１つまた
は複数に関連付けられることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　心律動障害に関連付けられた信号を処理するためのシステムにおいて、
　少なくとも１つの計算デバイスを備え、前記計算デバイスが、
　　前記心律動障害に関連付けられる根源の移行によって画定される組織の領域内で形状
を特定し、ここで前記根源は前記形状の上または形状の内部で空間的に移行しており、
　　前記形状の近位の組織の１以上の部分であって、前記根源の移行に関連付けられる１
以上の部分を識別する
ように構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記根源が、前記心律動障害を引き起こすこと
を特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、識別された部分が、前記形状の内部または前記
形状の上の少なくとも一方にあることを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、識別された部分が、前記形状の外側にあること
を特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、識別された前記組織のうちの第１の部分が、前
記形状の内部または前記形状の上の少なくとも一方にあり、識別された前記組織のうちの
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第２の部分が、前記形状の外側にあることを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、空間的に移行する前記根源が、
　前記形状の内部または前記形状の上で移行するパルス発生源、
　前記形状の内部または前記形状の上で複数の励起波を発生する固定パルス発生源、およ
び
　前記形状の内部または前記形状の上で複数の励起波を発生する少なくとも１つのリエン
トリパルス発生源
の１つを含むことを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記形状を決定するために、前記少なくとも１
つの計算デバイスが、
　前記領域に関連する少なくとも１つの空間点であって、前記根源に関連付けられる少な
くとも１つの空間点をある時点に識別し、
　前記心臓信号における１つまたは複数の心臓活性化に関連付けられる複数の時点にわた
って、前記少なくとも１つの空間点の移行を追跡して、複数の空間点を定義し、
　前記複数の空間点をつないで、少なくとも１つの経路を形成し、
　前記少なくとも１つの経路の周りで前記形状を画定する
ように構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、さらに、前記少なくとも１つの計算デバイスが
、前記根源の空間的な移行に関連付けられる幅、高さ、深さ、および組織タイプの１つま
たは複数に基づいて前記形状を洗練するように構成されることを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記心律動障害が、心房細動、心室細動、心房
頻拍、心房粗動、心室頻拍、心室粗動、または心臓内の他の電気的な障害の１つまたは複
数を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記領域が、心臓、心臓の領域に分布する神経
、神経を制御する脳の領域、心臓の領域に分布する血管、および心臓に隣接する組織の１
つまたは複数に関連付けられることを特徴とするシステム。
【請求項２１】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、さらに、前記少なくとも１つの計算デバイスに
よって識別された前記少なくとも一部分に関連する前記領域を修正するように構成された
カテーテルを備えることを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、さらに、前記少なくとも１つの計算デバイスに
よって識別された複数の部分のうちの１つまたは複数の部分に関連する前記領域を選択的
に修正するように構成されたカテーテルを備えることを特徴とするシステム。
【請求項２３】
　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記カテーテルが、
　第１の空間的関係での複数のセンサと、
　回路とを備え、前記回路が、
　　前記形状と、前記形状の近位の前記１以上の部分との少なくとも一方を示すデータを
、前記少なくとも１つの計算デバイスから受信し、
　　前記形状と、前記形状の近位の前記１以上の部分との少なくとも一方を近似するため
に、前記データに基づいて、前記複数のセンサの前記第１の空間的関係を、前記複数のセ
ンサの第２の空間的関係に調節する
ように構成されることを特徴とするシステム。
【請求項２４】
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　請求項１１に記載のシステムにおいて、前記少なくとも１つの計算デバイスが、命令を
備えるコンピュータ可読媒体を備えており、前記命令が、前記少なくとも１つの計算デバ
イスによって実行されるときに、
　前記形状を決定すること、および
　前記形状の近位の前記１以上の部分を識別すること
を前記少なくとも１つの計算デバイスに行わせることを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　計算デバイスを使用して生物学的律動障害に関連付けられる信号を処理する方法におい
て、前記計算デバイスが、
　ネットワークを介して第２の計算デバイスから信号を受信し、
　前記信号を処理して、前記生物学的律動障害に関連付けられる根源の移行によって画定
される組織の領域内で形状を特定し、ここで前記根源は前記形状の上または形状の内部で
空間的に移行しており、
　前記形状の近位の組織の１以上の部分であって、前記根源の移行と関連付けられる１以
上の部分を識別し、
　前記ネットワークを介して、前記第２の計算デバイスにデータを伝送し、前記データが
、前記形状と、前記形状の近位の前記１以上の部分との少なくとも一方を示す
ことを特徴とする方法。
【請求項２６】
　生物学的律動障害に関連付けられる信号を処理するためのシステムにおいて、
　計算デバイスを備え、前記計算デバイスが、
　前記信号を第２の計算デバイスからネットワークを介して受信し、
　前記信号を処理して、前記生物学的律動障害に関連付けられる根源の移行によって画定
される組織の領域内で形状を特定し、ここで前記根源は前記形状の上または形状の内部で
空間的に移行しており、
　前記形状の近位の組織の１以上の部分であって、前記根源の移行と関連付けられる１以
上の部分を識別し、
　前記ネットワークを介して第２の計算デバイスにデータを伝送するように構成され、前
記データが、前記形状と、前記形状の近位の前記１以上の部分との少なくとも一方を示す
ように構成されることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
政府権利
　本出願で述べる研究のいくつかは、アメリカ国立衛生研究所（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎ
ｓｔｉｔｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｅａｌｔｈ）との契約Ｒ０１　ＨＬ８３３５９、ＨＬ８３３
５９－Ｓ１、およびＨＬ１０３８００により、資金援助を受けた。したがって、米国政府
は、本発明に特定の権利を有する。
【０００２】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１１年５月２日出願の米国仮特許出願第６１／４８１，５１２号明細書
の利益を主張するものであり、この開示はその全体が参照により本明細書に組み込まれる
。
【背景技術】
【０００３】
　本発明は、一般に医療の分野に関し、より詳細には、成形アブレーションを使用して生
物学的律動の律動不整および他の律動障害を標的とするためのシステムおよび方法に関す
る。特に、本発明は、生物学的律動障害を検出、診断、および治療するために、最小侵襲
性技法または外科的技法に適用することができる。いくつかの実施形態は、心律動の障害
を対象としており、他の実施形態は、脳および神経系の電気的な障害を対象としており、
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さらに他の実施形態は、胃腸管および泌尿生殖器系の平滑筋の電気的または収縮障害を対
象としている。
【０００４】
　心律動障害は、米国では非常に一般的であり、病的状態、就業不能、および死の重大な
原因である。心律動障害は多くの形態で生じ、そのうち最も複雑で治療が難しいのは、心
房細動（ＡＦ）、心室頻拍（ＶＴ）、および心室細動（ＶＦ）である。他の律動は、より
治療が単純であるが、やはり臨床的に重要であることがあり、そのような律動としては、
心房頻脈（ＡＴ）、上室頻拍（ＳＶＴ）、心房粗動（ＡＦＬ）、心房性期外収縮／拍動（
ＳＶＥ）、および心室性期外収縮／拍動（ＰＶＣ）が挙げられる。いくつかの特定の条件
下では、正常な洞房結節の急速な活性化が、不適切洞性頻拍または洞房結節リエントリと
いった心律動障害を引き起こすことがある。
【０００５】
　心律動障害、特にＡＦ、ＶＦ、およびＶＴといった複雑な律動障害の治療は非常に難し
いことがある。薬理療法は、特に、ＡＦには最適でなく（Ｓｉｎｇｈ，Ｓｉｎｇｈ　ｅｔ
　ａｌ．２００５）、ＶＴまたはＶＦにも最適でなく（Ｂａｒｄｙ，Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ
．２００５）、その結果、非薬理療法に大きな関心が向けられている。アブレーションは
、心律動障害を解消するために有望であり、使用が増えている療法であり、これは、血管
を通して、または手術で直接、センサ／プローブを心臓に導き、次いで心律動障害の原因
にエネルギーを送達して心律動障害を収束させることによって行われる。アブレーション
は、当初はＳＶＴ、ＡＦＬ、ＰＶＣ、ＰＡＣなど「単純な」障害に使用されていたが、Ａ
Ｆの治療に対する使用（Ｃａｐｐａｔｏ，Ｃａｌｋｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ．２００５）、Ｖ
Ｔの治療に対する使用（Ｒｅｄｄｙ，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．２００７）、さら
には、より少ないものの、ＶＦの治療に対する使用（Ｋｎｅｃｈｔ，Ｓａｃｈｅｒ　ｅｔ
　ａｌ．２００９）も増えている。
【０００６】
　アブレーション療法は、単純な心律動障害および複雑な心律動障害を治療するためにま
すます多く適用されている。しかし、アブレーションが適用される様式は、活性化が拍動
ごとに変化しない単純な心律動障害から導出されて適合されたものであり、拍動ごとに活
性化が変化する複雑な心律動障害の治療における重大な相違点の明確な理解を伴っていな
い。
【０００７】
　特に、ほぼすべてのアブレーション療法は、単一点アブレーション（または「外傷」）
として、またはそのような外傷の組合せとして心臓組織に送達され、これは、（しばしば
そのような「点領域」の連続するクラスタによって）心臓の非伝導領域をつなぐために連
続的なリエントリ回路を二分する目的を有する。これは、心房頻拍、肺静脈頻拍、限局性
の心室頻拍、房室結節リエントリ、および副伝導路を必要とする房室リエントリなどの単
純な律動が、心臓の小さな点領域での特定の異常に関わるという概念に基づく。位置を識
別した後、アブレーションが、これらの点領域に適用される。典型的および非典型的な心
房粗動によって例示される他の単純な律動は、「峡部（ｉｓｔｈｍｕｓ）」と呼ばれる組
織の特殊な領域を通る電気活性化の経路に関わる。そこで、アブレーションは、峡部を遮
断または二分するように設計された連続する一連の点（しばしばアブレーション「ライン
」と呼ばれる）によって実現されるが、そのようなアブレーションラインは、外科的に検
査した場合に直線でないことが多い（Ｃｏｘ，Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　２００５）。
【０００８】
　しかし、心房細動、多形性心室頻拍、または心室細動など、活性化経路が拍動ごとに変
化することがある複雑な律動障害に関するアブレーション療法は、はるかに難しい。これ
は、一部には、心律動障害の原因を識別して位置特定するためのツールが優れておらず、
障害を収束させて解消するために適切な領域にエネルギーを送達する試みを妨げているた
めである。広く見られるＡＦの一形態である持続性ＡＦでは、アブレーションは、４～５
時間の長い処置にもかかわらず、１回の処置の成功率がわずか５０～６０％であり（Ｃｈ
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ｅｅｍａ，Ｖａｓａｍｒｅｄｄｙ　ｅｔ　ａｌ．２００６；Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕｇａ
ｄａ　ｅｔ　ａｌ．２００７）、死亡例（Ｃａｐｐａｔｏ，Ｃａｌｋｉｎｓ　ｅｔ　ａｌ
．２００９）を含めた重大な合併症の率が５～１０％である（Ｅｌｌｉｓ，Ｃｕｌｌｅｒ
　ｅｔ　ａｌ．２００９）。
【０００９】
　心房頻拍など「単純な」障害に関しても、アブレーション療法のサイズおよび形状を正
確に識別するためのツールは存在しない。これは、電気活性化が点源から心臓内に同心で
は広がらないので、特に重要である。洞房結節など正常な構造からの縦方向と横方向の伝
導の差は、正常な組織でさえよく見られ（Ｆｅｄｏｒｏｖ，２００９　＃５２７３；Ｆｅ
ｄｏｒｏｖ，２０１０　＃５７３８）、心房頻拍を持続させる異常な組織ではより大きい
ことがある（Ｈｉｇａ，２００４　＃１６８６）。それにもかかわらず、これらの律動の
アブレーションのための手法は、点のクラスタリングまたはアブレーション「ライン」に
関わる。
【００１０】
　心房細動（ＡＦ）、多形性心室頻拍、または進行中の心室細動などの複雑な律動を解消
するためのアブレーション療法のサイズおよび形状に関しては、さらによく分かっていな
い。ＡＦのアブレーションは、多くの患者において、アブレーションが典型的には心房表
面の５０％超を破壊する（Ｃｏｘ，Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　２００５）が、それでも
、１回の処置での治癒率は１年後に５０～６０％である（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｈｅａｒｔ　
Ｒｈｙｔｈｍ　２０１２；Ｗｅｅｒａｓｏｏｒｉｙａ，Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉ
ｏｌ．２０１１）という厳しい実例を提供する。この食い違いは、ＡＦに関する根源を識
別するのが極端に難しいことによる。したがって、ＡＦを治療するためのアブレーション
の適正なサイズおよび形状は、本質的には分かっていない。律動障害に対する関連性の明
らかな証拠がないまま心臓組織のかなりの部分をアブレーションすることは、ＡＦアブレ
ーションによる悪影響のリスクを５～１０％生じることがあり（Ｄｉｘｉｔ，Ｈｅａｒｔ
　Ｒｈｙｔｈｍ　２００７；Ｅｌｌｉｓ，Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　２００９）、その
ようなリスクには、心臓から食道への穿孔による死、肺静脈の狭まり（狭窄）、横隔神経
への損傷が含まれ、近年述べられているアブレーションによる極度の心房破壊時の左心房
硬直症候群（ｓｔｉｆｆ　ｌｅｆｔ　ａｔｒｉａｌ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）は、非拡張性心
室（ｎｏｎ－ｄｉｓｔｅｎｓｉｂｌｅ　ｃｈａｍｂｅｒ）を生じ、これは、前に健康であ
ったＡＦ患者においてさえ心不全を引き起こす（Ｇｉｂｓｏｎ，Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈ
ｍ　２０１１）。
【００１１】
　アブレーション療法のために使用される多くのカテーテルシステムは、管状／シャフト
カテーテル端部の先端からの点として、外傷を送達する。アブレーションラインは、隣接
する位置にカテーテル先端を移動させることによって実現されるが、これは、律動障害の
根源に関しては経験的である。様々な形状をアブレーションするために、Ａｂｌａｔｉｏ
ｎ　ＦｒｏｎｔｉｅｒｓによるＰＶＡＣ、ＴＶＡＣ、またはＭＡＣカテーテルなど、より
新しいシステムが設計されているが（Ｓｃｈａｒｆ，２００９）、これらの形状も経験的
である（ＴＶＡＣのライン形状、またはＭＡＣの星形）か、または解剖学的領域に適合す
るように設計される（ＰＶＡＣに関する肺静脈口など）。心臓組織内の律動障害の実際の
根源の形状にアブレーション療法を適合させるように設計されたカテーテルシステムはな
い。なぜなら、そのような根源形状は、特に複雑な心律動障害に関しては、現在議論、研
究、または定義されていないからである。
【００１２】
　アブレーションに関する心律動障害の正確な根源を識別する際の難点は、最も洗練され
た既知のシステムが、術者が解釈しなければならないデータを表示するが、術者が障害の
原因を検出、診断、および治療することができるように障害の原因を直接識別および位置
特定することはないことに依存する。これは、Ｂｅａｔｔｙと共同研究者らによる米国特
許第５，６６２，１０８号明細書、米国特許第５，６６２，１０８号明細書、米国特許第
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６，９７８，１６８号明細書、米国特許第７，２８９，８４３、および他の特許、Ｈａｕ
ｃｋおよびＳｃｈｕｌｔｚによる米国特許第７，２６３，３９７号明細書、Ｔａｒｊａｎ
と共同研究者らによる米国特許第７，０４３，２９２号明細書、Ｂｅｎ－Ｈａｉｍと共同
研究者らによる米国特許第６，８９２，０９１号明細書および他の特許、ならびにＸｕｅ
と共同研究者らによる米国特許第６，９２０，３５０号明細書に記載されている現在使用
されている方法を含む。これらの方法および機器は、しばしば洗練された３次元の解剖学
的表現で電位を検出、解析、および表示するが、特にＡＦなど複雑な障害に関しては、心
律動障害の原因を識別して位置特定することは依然としてできない。これはまた、心臓に
電位を「投影（ｐｒｏｊｅｃｔ）」するために身体表面からの信号を使用するＲｕｄｙと
共同研究者らによる特許（とりわけ米国特許第６，９７５，９００号明細書および米国特
許第７，０１６，７１９号明細書）にも当てはまる。
【００１３】
　心律動障害の原因を識別して位置特定するためのいくつかの既知の方法は、単純な律動
障害には有効であることがあるが、ＡＦ、ＶＦ、または多形性ＶＴなど複雑な障害の原因
の識別に関して成功している既知の方法はない。さらに、関連のない（正常な）心臓組織
の損傷を最小限にしながら心律動障害を解消するために、アブレーション療法のサイズお
よび形状を識別する技法は現在ない。活性化マッピング（活性化を最も早発の部位まで遡
らせる）は、頻拍など単純な心律動障害にしか有用でなく、ＡＦＬ（明確な「開始」がな
い連続的な律動）にはあまり有効でなく、変化する活性化経路を伴うＡＦには全く有効で
ない。エントレインメントマッピング（ｅｎｔｒａｉｎｍｅｎｔ　ｍａｐｐｉｎｇ）は、
律動の原因に刺激電極が位置する部位を識別するためにペーシングを使用するが、ペーシ
ングは、自動メカニズムにより、ＡＦ、さらには心房頻拍などいくつかの「単純な」律動
にさえ適用することができない。房室結節リエントリ、典型的なＡＦＬ、および早期（発
作性）ＡＦを起こしている患者の原因に関しては典型的な位置（ｓｔｅｒｅｏｔｙｐｉｃ
ａｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎｓ）が分かっていないが、持続性ＡＦ（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕ
ｇａｄａ　ｅｔ　ａｌ．２００７）、ＶＦ、および他の複雑な障害を患う大半の患者に関
しては分かっていない。したがって、律動障害に関連しない周囲組織の損傷を最小限にし
ながらアブレーションを行うために、ＡＦ（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕｇａｄａ　ｅｔ　ａ
ｌ．２００７）など複雑な心律動障害の根源の位置、サイズ、および形状を正確に識別す
るための方法はまだ存在しない。
【００１４】
　拍動ごとに一貫した活性化を有する「単純な」律動に関するシステムの一例は、Ｓｖｅ
ｎｓｏｎおよびＫｉｎｇによる米国特許第５，１７２，６９９号明細書によって与えられ
ている。このシステムは、心拡張インターバルの所見に基づき、心拡張インターバルは、
「単純な律動」では定義することができるが、心房細動（ＡＦ）や心室細動（ＶＦ）など
複雑な律動では定義することができない（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕｇａｄａ　ｅｔ　ａｌ
．２００７；Ｗａｌｄｏ　ａｎｄ　Ｆｅｌｄ　２００８）。さらに、このシステムは、活
性化自体ではなく（活性化の間の）心拡張インターバルを検査するので、原因を識別また
は位置特定しない。さらに、ＥＣＧでのＱＲＳ群間の時間間隔を分析するので、ＡＦまた
はＶＦではなく心室頻拍に焦点を当てられる。
【００１５】
　別の例は、ＣｉａｃｃｉｏおよびＷｉｔによる米国特許第６，２３６，８８３号明細書
である。このシステムは、リエントリ性の回路を識別して局所化するために電極の同心ア
レイを使用する。したがって、これは、限局性拍動などリエントリ性でない原因は所見し
ない。さらに、特徴および検出局所化アルゴリズムを使用する方法は、心臓内の活性化が
拍動ごとに変化するＡＦやＶＦなど複雑な律動には有効でない。この方法は、「リエント
リ回路の峡部内でのゆっくりとした伝達」を識別し、これは、心室頻拍など「単純な」不
整脈の特徴であるが、ＡＦおよびＶＦに関しては定義されない。さらに、峡部のサイズお
よび形状は定義されておらず、したがって、アブレーションは、点、点の無定形のクラス
タ（アブレーションを停止する終点が不明確である）、または「ライン」に経験的に向け
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られる。
【００１６】
　米国特許第６，８４７，８３９号明細書において、Ｃｉａｃｃｉｏと共同研究者らは、
正常な（正弦波の）律動でのリエントリ回路を識別および局所化するための発明を述べて
いる。やはりこれも、活性化が半径方向に発散する、リエントリ性ではなく限局性の不整
脈に関する原因を所見しない。第２に、この特許は、リエントリに関する「峡部」の洞律
動の存在に基づき、これは、ＶＴなど拍動間で一貫した活性化を有する「単純な」律動に
関しては許容される（（Ｒｅｄｄｙ，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．２００７）参照）
。しかし、これは、ＡＦやＶＦなど変化する活性化経路を有する複雑な律動には許容され
ない。
【００１７】
　Ｄｅｓａｉによる米国特許第６，５２２，９０５号明細書は、最も早い活性化部位を見
つけ出し、これを不整脈の原因であると判断する原理を使用する。この手法は、リエント
リによる単純な不整脈には有効でない。単純な不整脈では、活性化が連続的な「円」であ
るので、リエントリでの「最も早い」部位は存在しない。また、この手法は、ＡＦやＶＦ
など拍動ごとに活性化が変化する複雑な不整脈にも有効でない。
【００１８】
　しかし、単純な心律動障害においてさえ、既知の方法を適用して原因を識別するのは難
しいことが多い。例えば、心房頻拍（「単純な」障害）のためのアブレーション治療の成
功は、７０％と低いことがある。外科医が心律動障害手術を行うとき（Ｃｏｘ２００４；
Ａｂｒｅｕ　Ｆｉｌｈｏ，２００５）、外科医は、心律動障害の専門家（心臓電気生理学
者）によって補佐されるのが理想的である。すなわち、心律動障害の原因をアブレートす
ることは難題であることがあり、熟練した術者でさえ、心房頻拍や異型の（左心房）ＡＦ
Ｌなど、（拍動間の活性化パターンが一貫している）特定の「単純な」律動障害をアブレ
ートするのに数時間かかることがある。活性化シーケンスが拍動ごとに変化するＡＦやＶ
Ｆなど複雑な心律動障害に関しては、状況はさらに難しくなる。
【００１９】
　しばしば、心律動障害の診断および治療は、センサ（またはプローブ）を有するカテー
テルを、血管を通して心臓内に導入することを含む。これらのセンサは、心臓内のセンサ
位置で電気活性を検出する。律動障害を診断するための従来技術は、しばしば、センサで
活性化の時間を測定する。しかし、そのような従来技術は、各記録部位（またはセンサ位
置）で、複数の拍動にわたって形状およびしばしばタイミングがかなり一貫している信号
に適用されている。これらの従来技術の解決策は、ＡＦやＶＦなど複雑な律動に適用する
のは非常に難しく、そのような複雑な律動では、任意の部位での各拍動（「サイクル」）
に関する信号が、短時間のうちに１つの偏向、複数の偏向、および多数の偏向の間で遷移
することがある。例えばＡＦでの信号が、５個、７個、１１個、またはそれよりも多くの
偏向を含むとき、ＡＦレートを分析する研究（Ｎｇ　ａｎｄ　ｃｏｗｏｒｋｅｒｓ，Ｈｅ
ａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　２００６）で示されているように、信号内のどの偏向が、センサ
またはその付近（「局所」）におけるものであり、どの偏向が、離れた心臓部位（「遠距
離」）でセンサによって感知されたものであるかを識別することは、不可能ではないにせ
よ難しい。最近の別の報告では、ＡＦなどの律動での信号は、局所活性化を遠距離活性化
と区別するために「対話式の方法」を必要とする（Ｅｌｖａｎ　ｅｔ　ａｌ．Ｃｉｒｃｕ
ｌａｔｉｏｎ：Ａｒｒｈｙｔｈｍｉａｓ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ
　２０１０）。
【００２０】
　ヒトのＡＦに関する原因を識別して位置特定するための方法がない中で、医師は、動物
の文献に目を向けることが多い。動物モデルでは、（人工的な手段によって誘発される）
複雑で不規則なＡＦに関する局所化された原因は、局所化された「電気ロータ」または反
復的な限局性拍動の形態で識別されて位置特定されている（Ｓｋａｎｅｓ，Ｍａｎｄａｐ
ａｔｉ　ｅｔ　ａｌ．１９９８；Ｗａｒｒｅｎ，Ｇｕｈａ　ｅｔ　ａｌ．２００３）。動
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物では、ロータは、高いスペクトル優位周波数（ＤＦ）（高速）と狭いＤＦ（規則性を示
す）を示す信号によって表される（Ｋａｌｉｆａ，Ｔａｎａｋａ　ｅｔ　ａｌ．２００６
）。スペクトル優位周波数のそのような使用は、Ｂｅｒｅｎｆｅｌｄと共同研究者らに付
与された米国特許第７，１１７，０３０号明細書に記載されている。
【００２１】
　残念ながら、これらの動物データは、有効なヒト療法にはつながっていない。ＡＦおよ
びＶＦの動物モデルは、ヒトの疾患とは異なる可能性が高い。例えば、動物のＡＦは発作
性であることはめったになく、（ヒトの発作性のＡＦで一般的である）肺動脈トリガによ
ってはめったに生じない。ＡＦもＶＦも、典型的にはこれらの症状を起こしている高齢の
ヒトで見られる複数の共存する病理を有さない若い動物で典型的には研究される（Ｗｉｊ
ｆｆｅｌｓ，Ｋｉｒｃｈｈｏｆ　ｅｔ　ａｌ．１９９５；Ｇａｓｐｏ，Ｂｏｓｃｈ　ｅｔ
　ａｌ．１９９７；Ａｌｌｅｓｓｉｅ，Ａｕｓｍａ　ｅｔ　ａｌ．２００２）。
【００２２】
　ＡＦ患者では、レートが高い部位（または高いスペクトル卓越周波数ＤＦの部位）は、
アブレーションのための有用な標的ではなかった。Ｓａｎｄｅｒｓと共同研究者らによる
最近の研究は、ＡＦが、高いＤＦの部位でのアブレーションではめったに収束しないこと
を示した（Ｓａｎｄｅｒｓ，Ｂｅｒｅｎｆｅｌｄ　ｅｔ　ａｌ．２００５ａ）。他の研究
は、高いＤＦの部位は心房内で一般的であり、これらの部位でのアブレーションは、（高
いＤＦ部位が原因である場合に期待されるように）急速にはＡＦを収束させないことを示
している（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕｇａｄａ　ｅｔ　ａｌ．２００７）。１つには、これ
は、多くの研究者らが示しているように、動物で有効なＤＦ法が、多くの原因から、ヒト
のＡＦにおいては不正確になることがあるためである（Ｎｇ，Ｋａｄｉｓｈ　ｅｔ　ａｌ
．２００６；Ｎａｒａｙａｎ，Ｋｒｕｍｍｅｎ　ｅｔ　ａｌ．２００６ｄ；Ｎｇ，Ｋａｄ
ｉｓｈ　ｅｔ　ａｌ．２００７）。Ｎａｄｅｍａｎｅｅと共同研究者らは、高周波数成分
を有する低い振幅の信号（連続性分裂心房電位（ＣＦＡＥ））が、ＡＦの原因を示すこと
があることを示唆している（Ｎａｄｅｍａｎｅｅ，ＭｃＫｅｎｚｉｅ　ｅｔ　ａｌ．２０
０４ａ）。この診断法は、Ｊｏｈｎｓｏｎ　ａｎｄ　ＪｏｈｎｓｏｎおよびＢｉｏｓｅｎ
ｓｅによって市販のシステムに組み込まれている。しかし、この方法も疑問視されている
。Ｏｒａｌと共同研究者らは、ＣＦＡＥのアブレーションが、単独で（Ｏｒａｌ，Ｃｈｕ
ｇｈ　ｅｔ　ａｌ．２００７）、または既存のアブレーションに追加されたときに（Ｏｒ
ａｌ，Ｃｈｕｇｈ　ｅｔ　ａｌ．２００９）、ＡＦを収束させない、またはＡＦの再発を
防止しないことを示した。
【００２３】
　Ｂｅｎ－ＨａｉｍおよびＺａｃｈｍａｎによる米国特許第５，７１８，２４１号明細書
など従来技術のいくつかの発明は、今日まで正しいと思われていた以下のことを認めてい
る。すなわち、ＡＦは「検出可能な解剖学的標的を有さない、すなわち一定の迷走性経路
を有さない心不整脈である」。その結果、この特許は、心律動障害の原因を識別および位
置特定しない。そうではなく、「各幾何学的形状が生じるのを妨げる」ようにアブレーシ
ョンのラインを送達することによって、治療を心臓の幾何学的形態に向ける。この特許は
、心律動障害の実際の原因ではなく、心臓の様々なパラメータおよび幾何学的形態のマッ
プを作成する。
【００２４】
　多くの発明は、原因を識別および位置特定せずに、心臓不整脈の実際の原因に関する代
用物を使用する。例えば、ＳｔｅｉｎｅｒおよびＬｅｓｈによる米国特許第５，８６８，
６８０号明細書は、心臓内の組織化の尺度を使用し、これらの尺度は、１つの活性化事象
（拍動）に関する活性化シーケンスを後続の拍動に関する活性化シーケンスと比較するこ
とによって構成されて、「何らかの時空秩序の変化が起こっている」かどうか判断する。
しかし、その発明は、組織化が、ＡＦに関する重要な部位の近くで最大であり、他の部位
ではより低いと仮定している。しかし、この仮定は適切でないことがある。動物実験では
、組織化の指標はＡＦの根源からの距離と共に減少し、次いで、より離れた部位で活性化
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が再び組織化するときに再び実際に増加する（Ｋａｌｉｆａ，Ｔａｎａｋａ　ｅｔ　ａｌ
．２００６）。さらに、米国特許第５，８６８，６８０号明細書は、複数の拍動を必要と
する。その結果、米国特許第５，８６８，６８０号明細書のものなどの方法は、多くの部
位を識別し、それらのほとんどがたいていＡＦの原因ではない。このようにＡＦに関する
原因を識別および位置特定できないことが、組織化に基づく方法がまだＡＦを急激に収束
させるための治療の改良に至っていない理由を表すことがある。
【００２５】
　同様に、Ｒｅｉｓｆｅｌｄによる米国特許第６，３０１，４９６号明細書は、局所活性
化時点およびベクトル関数から生成された生理学的特性のマッピングという代用物に基づ
く。これを使用して、心臓の物理的な画像に、伝達速度、または生理学的特性の別の勾配
関数をマップする。しかし、この特許は、心律動障害の原因を識別または位置特定しない
。例えば、ＡＦでの複数の活性化経路は、三角法（ｔｒｉａｎｇｕｌａｔｉｏｎ）に使用
される点の間で伝達経路、したがって伝達速度が、分かっていないことを意味する。さら
に、ロータの場合、コア領域の周りで回転する、またはコア領域から対称的に発散する活
性シーケンスは、実際には正味の速度がゼロになることがある。
【００２６】
　これらの理由から、専門家は、ＡＦにおいて「ヒトの心房で、電気ロータの直接の証拠
は得られていない」と述べている（Ｖａｑｕｅｒｏ，Ｃａｌｖｏ　ｅｔ　ａｌ．２００８
）。したがって、ヒトのＡＦに関する局所化された原因を識別（および次いで位置特定）
することが望ましいことがあるが、これは可能ではない。
【００２７】
　ヒトのＡＦ、特に持続性のＡＦに関して、原因が識別されて位置特定されず、その結果
、アブレーション治療が経験的なものになり、しばしば心房の約３０％～４０％までの損
傷を伴う。これは、最小侵襲性のアブレーションおよび／または手術療法に関して、原因
が識別および位置特定される場合には理論上は回避することができる（Ｃｏｘ２００５）
。
【００２８】
　ヒトのＶＴまたはＶＦは、薬剤による治療があまり有効でない重大な死因である（Ｍｙ
ｅｒｂｕｒｇ　ａｎｄ　Ｃａｓｔｅｌｌａｎｏｓ　２００６）。現在、治療は、発症の危
険がある患者に埋込型の心臓変圧除細器（ＩＣＤ）を配置することを含むが、ＶＴ／ＶＦ
による反復されるＩＣＤショックを防止するためにアブレーション療法を使用することに
関心が高まっている（Ｒｅｄｄｙ，Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　ｅｔ　ａｌ．２００７）。ＶＴの
原因の識別および位置特定は難しいことがあり、アブレーションは専門センターで行われ
る。ＶＦについて、動物データは、ヒス－プルキンエ（Ｈｉｓ－Ｐｕｒｋｉｎｊｅ）組織
の近くの固定領域にＶＦの原因があることを示唆する（Ｔａｂｅｒｅａｕｘ，Ｗａｌｃｏ
ｔｔ　ｅｔ　ａｌ．２００７）が、これも、ヒトにおいては不明なところが非常に多い。
ＶＦの原因を識別および位置特定する唯一の従来の説明は、外科的露出を必要とするもの
（Ｎａｓｈ，Ｍｏｕｒａｄ　ｅｔ　ａｌ．２００６）、または心臓移植後に身体から取り
出された心臓で行われたもの（Ｍａｓｓｅ，Ｄｏｗｎａｒ　ｅｔ　ａｌ．２００７）であ
った。したがって、ＶＦに関する最小侵襲性のアブレーションは、まれな症例におけるＶ
Ｆのトリガの識別に焦点を当てているが（Ｋｎｅｃｈｔ，Ｓａｃｈｅｒ　ｅｔ　ａｌ．２
００９）、より広い母集団ではまだ行うことができていない。
【００２９】
　また、存在する単一または複数センサ設計を含めた既存の感知ツールは、ＡＦなど複雑
な障害に関する原因を識別して位置特定するには最適でない（例えば、Ｔｒｉｅｄｍａｎ
他による米国特許第５，８４８，９７２号明細書）。しかし、そのようなツールは、典型
的には限られた視野しか有さず、いずれかの心房内のどこかにあって変化することがある
ＡＦに関する原因を識別するには不適切である（Ｗａｌｄｏ　ａｎｄ　Ｆｅｌｄ　２００
８）。あるいは、それらは、広範囲のサンプリングのためには、ヒトでの使用には実用的
でないほど多くの増幅器を必要とすることがある。広範囲のサンプリングは有利であり、



(11) JP 6152516 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

動物では、心臓を外科的に露出する（Ｒｙｕ，Ｓｈｒｏｆｆ　ｅｔ　ａｌ．２００５）、
または心臓を身体から取り出す（Ｓｋａｎｅｓ，Ｍａｎｄａｐａｔｉ　ｅｔ　ａｌ．１９
９８；Ｗａｒｒｅｎ，Ｇｕｈａ　ｅｔ　ａｌ．２００３）ことによって実現される。ヒト
では、外科的研究でさえ、常に部分領域しか検査されず（例えば（Ｓａｈａｄｅｖａｎ，
Ｒｙｕ　ｅｔ　ａｌ．２００４））、空気、麻酔、および臨床で生じた形から律動障害を
変化させることができる他の薬剤への心臓の露出によって問題が生じる。
【００３０】
　したがって、従来のシステムおよび方法は、律動障害の原因または根源を特定して心臓
内でのそのサイズおよび形状を定義するのではなく、患者が心律動障害を起こしているか
どうか識別するための心臓の解剖学的形態のマッピングに主に焦点を当てている。治癒的
療法を可能にするために、各患者における心律動障害の原因を直接識別して位置特定する
ための方法およびツールが早急に必要である。これは、ＡＦおよび他の複雑な律動障害に
特に重要であり、それらに関して、理想的には、システムおよび方法は、最小侵襲性の方
法、外科的方法、または他の方法によって送達することができるアブレーション療法のた
めに、局所化された原因のサイズおよび形状を検出、位置特定、および定義する。
【発明の概要】
【００３１】
　本発明は、成形アブレーションを使用して、心律動障害などの生物学的律動障害を診断
、識別、位置特定、および治療するための方法、システム、およびデバイスを開示する。
【００３２】
　律動障害の根源の位置特定および識別が、アブレーションなど治癒的療法を案内、選択
、および適用することができる機能を高める。律動障害の根源のサイズおよび形状の決定
は、健康な組織の損傷を最小限にするように、療法を特定の根源の形に合わせることがで
きるようにする。特に、本発明は、電気ロータ、限局性拍動、および他の心律動障害を識
別および位置特定するため、ならびに、従来は決定されていなかった、それらが移行する
組織の領域のサイズおよび形状を識別するための方法を提供する。この移行特性は、移行
しない点源またはリエントリ回路とは全く別であって異なり、そのような心房粗動（ＡＦ
）または心室粗動（ＶＦ）または他の複雑な生物学的律動障害、複雑な律動障害の特徴を
定義する。形状が決定されると、領域の少なくとも一部分に、および／またはいくつかの
場合には領域の近位に治療を適用することができ、本明細書でさらに述べるように、望ま
しくは最小侵襲性技法を使用して、付随的な損傷を最小限にしながら、障害を改善し、場
合によっては解消する。
【００３３】
　本発明は、従来技術からの大きな進歩である。例えば、米国特許第５，７１８，２４１
号明細書とは異なり、本発明は、数時間にわたって、輪郭の明瞭な心臓領域内で移行する
ことがあるＡＦおよび他の心律動障害の原因（ターゲット）を識別して位置特定する（４
７才男性の例を参照のこと）。米国特許第６，８４７，８３９号明細書とは異なり、本発
明は、（根源が「機能性（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ）」であるので）一時的に現れたり消え
たりする、または時間にわたって移行する根源を発見することが可能であり、ＡＦの変化
を説明する。米国特許第５，８６８，６８０号明細書とは異なり、本発明は、本発明者ら
の例で示されるように、１回の活性化事象（拍動）のみを使用して、心律動障害の原因を
直接識別および位置特定する。米国特許第６，３０１，４９６号明細書とは異なり、本発
明は、コア領域の周りで活性化が回転する電気ロータ、またはコア領域から半径方向に放
射する活性化を有する限局性拍動を直接識別および位置特定する。
【００３４】
　本発明は、律動障害の根源が心臓内で移行すること、および移行経路が、時間、月、さ
らには年にわたって空間的に制約されていることを示し、それにより、心臓内の組織の画
定領域を決定することができる。決定される領域をアブレーション療法または他の療法に
よって治療して、障害を解消することができる。
【００３５】
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　本発明の一態様では、心律動障害を標的とする方法が提供される。この方法は、心臓信
号を処理して、心律動障害に関連付けられる少なくとも１つの根源であって、形状の上ま
たは形状の内部で空間的に移行する根源によって画定される組織の領域内の形状を決定す
るステップであって、ステップと、形状の近位の組織の少なくとも一部分を識別して、心
律動障害を収束または変更するために組織の少なくとも一部分の選択的な修正を可能にす
るステップとを含む。
【００３６】
　同様に、本発明の別の態様では、臓器の生物学的律動障害を標的とする方法が提供され
る。この方法は、心臓信号を処理して、生物学的律動障害に関連付けられる少なくとも１
つの根源であって、形状の上または形状の内部で空間的に移行する根源によって画定され
る組織の領域内の形状を決定するステップ、形状の近位の組織の少なくとも一部分を識別
して、生物学的律動障害を収束または変更するために上記少なくとも一部分の選択的な修
正を可能にするステップとを含む。
【００３７】
　本発明のさらなる別の態様では、心律動障害を標的とするためのシステムが含まれる。
このシステムは、少なくとも１つの計算デバイスを含む。少なくとも１つの計算デバイス
は、心臓信号を処理して、心律動障害に関連付けられる根源であって、形状の上または形
状の内部で空間的に移行する根源によって画定される組織の領域内の形状を決定するよう
に構成される。さらに、少なくとも１つの計算デバイスは、形状の近位の組織の少なくと
も一部分を識別して、心律動障害を収束または変更するために上記の少なくとも一部分の
選択的な修正を可能にするように構成される。
【００３８】
　本発明のさらなる別の態様では、臓器の生物学的律動を標的とするためのシステムが含
まれる。このシステムは、少なくとも１つの計算デバイスを含む。少なくとも１つの計算
デバイスは、心臓信号を処理して、生物学的律動障害に関連付けられる根源であって、形
状の上または形状の内部で空間的に移行する根源によって画定される組織の領域内の形状
を決定するように構成される。さらに、少なくとも１つの計算デバイスは、形状の近位の
組織の少なくとも一部分を識別して、生物学的律動障害を収束または変更するために上記
の少なくとも一部分の選択的な修正を可能にするように構成される。
【００３９】
　本発明のさらなる態様では、命令を含む非一時的なコンピュータ可読媒体であって、命
令が、計算システムによって実行されるときに、心臓信号を処理して、心律動障害に関連
付けられる根源であって、形状の上または形状の内部で空間的に移行する根源によって画
定される心臓組織の領域内の形状を決定すること、および上記の形状の近位の組織の少な
くとも一部分を識別して、心律動障害を収束または変更するために上記の少なくとも一部
分の選択的な修正を可能にすることを計算デバイスに行わせる非一時的なコンピュータ可
読媒体が提供される。
【００４０】
　同様に、本発明の別の態様では、命令を含む非一時的なコンピュータ可読媒体であって
、命令が、計算システムによって実行されるときに、心臓信号を処理して、生物学的律動
障害に関連付けられる根源であって、形状の上または形状の内部で空間的に移行する根源
によって画定される臓器内の組織の領域内の形状を決定すること、および上記の形状の近
位の組織の少なくとも一部分を識別して、生物学的律動障害を収束または変更するために
上記の少なくとも一部分の選択的な修正を可能にすることを計算デバイスに行わせる非一
時的なコンピュータ可読媒体が提供される。
【００４１】
　本発明のさらなる別の態様では、心律動障害を標的とする方法が提供される。この方法
は、ネットワークを介して計算デバイスで信号を受信するステップであって、信号が、臓
器の生物学的律動障害に関連付けられるステップを含む。計算デバイスで信号が処理され
て、生物学的律動障害に関連付けられる根源であって、形状の上または形状の内部で空間
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的に移行する根源によって画定される組織の領域内の形状を決定する。上記の少なくとも
一部分の選択的な修正のために、上記の形状の近位の組織の少なくとも一部分が識別され
る。その後、計算デバイスからのデータが、ネットワークを介して第２の計算デバイスに
伝送される。データは、形状と、形状の近位の少なくとも一部分との少なくとも一方を示
し、生物学的律動障害を収束または変更するために上記の少なくとも一部分の選択的な修
正を可能にする。
【００４２】
　本発明の別の態様では、心律動障害を標的とするためのシステムが提供される。このシ
ステムは、計算デバイスを含む。この計算デバイスは、臓器の生物学的律動障害に関連付
けられる信号をネットワークを介して第２の計算デバイスから受信し、信号を処理して、
生物学的律動障害に関連付けられる根源であって、形状の上または形状の内部で空間的に
移行する根源によって画定される組織の領域内の形状を決定し、上記の形状の近位の組織
の少なくとも一部分を識別して、上記の少なくとも一部分の選択的な修正を行い、ネット
ワークを介して第２の計算デバイスにデータを伝送するように構成される。データは、形
状と、形状の近位の少なくとも一部分との少なくとも一方を示し、生物学的律動障害を収
束または変更するために上記の少なくとも一部分の選択的な修正を可能にする。
【００４３】
　これらのシステムおよび方法を、本明細書で以下により詳細に述べる。
【００４４】
　本出願は、カラーで作成された少なくとも１つの図面を含む。カラーの図面を伴う本出
願のコピーは、請求して必要な料金を支払えば、米国特許庁から提供される。
【００４５】
　図面は、本明細書の一部を成し、様々な形態で具現化することができる本発明の例示的
な実施形態を含む。いくつかの例では、本発明を理解しやすいように、本発明の様々な態
様を誇張または拡大して示すことがあることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、センサ、アブレーションカテーテル、および本発明に従って心臓からの
信号を処理してそれらを順序付けする本発明による電子処理構成要素の使用を示す心臓の
図である。
【図２】図２は、心臓内腔の広い領域にわたって生体信号を低分解能で検出し、次いでよ
り高い分解能でより狭い領域にわたって生体信号を検出する本発明のセンサ装置設計を示
す図である。
【図３】図３は、心臓内腔の広い領域にわたって生体信号を検出し、次いでより高い分解
能でより狭い領域にわたって生体信号を検出する本発明の別のセンサ装置設計を示す図で
ある。
【図４】図４は、心臓内腔の広い領域にわたって生体信号を検出し、次いでより高い分解
能でより狭い領域にわたって生体信号を検出する本発明の別のセンサ装置設計を示す図で
ある。
【図５】図５は、本発明によって分析すべき心臓からのいくつかの信号タイプを示し、活
性化開始、活性化終了、および心拡張インターバルを含むいくつかの選択された用語を定
義する図である。
【図６】図６は、本発明に従って生物学的律動障害に関する原因を識別して位置特定する
ための複数の位置での信号の分析を示す流れ図である。
【図７】図７は、いくつかの場合における生理学的パターンの挿入を伴う、ヒトの信号に
関するレート－挙動（回復）曲線の計算を示す本発明の一実施形態を示す図である。
【図８】図８は、ペーシングされた律動とＡＦとの間で測定したときに、ヒトの単相活動
電位期間のレート－応答（回復）が異なることがあることを示す図である。
【図９】図９は、位相の直接の割当てを示す図である。
【図１０】図１０は、感知された信号と、データベース内に記憶されているデータとを使
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用して確率マップを生成し、これを使用して、生物学的律動障害に関する原因を識別およ
び局所化するための明瞭性を改良することができる様子を示す、一実施形態の流れ図であ
る。
【図１１】図１１は、４７才の男性における本発明の使用の一例である。療法を行うため
に来院した心室細動を起こしている患者の左心房および右心房および冠状静脈洞の内部か
らの１組の信号（電位図）が示される。
【図１２】図１２は、電気ロータを識別し、それを右心房に位置特定した、本発明の方法
およびシステムを使用した結果を示す図である。活性化トレールが、コア領域の周りで回
転するものとして見られる。また、コア領域が、この患者からの心房形状内で右心房の側
壁に赤色の点として示されている。
【図１３】図１３は、図１２で識別されたコア領域での６分未満の直接のアブレーション
中に、ＡＦが遅くなって収束し、正常な律動（洞律動）となり、それにより、ＡＦの原因
が実際に位置特定されて首尾良く治療されたことを示す図である。
【図１４】図１４は、ＡＦが収束した後に、心房を非常に高速（２６０回の拍動／分を超
える速度に相当するサイクル長さ２３０ｍｓ）でペーシングさせてもＡＦを再開すること
ができなかったことを示す図である。より速いレートのペーシングは、ここではブロック
された（心房を刺激しなかった）。
【図１５】図１５は、本発明を用いて検出されたヒトのＡＦの局所化された原因の、他の
患者における例を示す図である。２名の患者において、電気ロータが左心房に示される。
本発明者らの知る限りでは、これらは、ヒトのＡＦでの電気ロータの存在を実際に実証し
た最初の例である。
【図１６】図１６は、５６才の患者におけるＡＦの局所化された限局性拍動原因の別の例
を示す図である。この図は、左心房での限局性拍動原因を示し、活性化トレールが、そこ
から放射状に発散する活性化を示す。この位置でのアブレーションも、ＡＦを急激に収束
させた。
【図１Ａ】図１Ａは、患者の心臓から複数のチャネルを介して受信される複雑な律動障害
に関連付けられる心臓信号を再構成する方法を示す。
【図２Ａ】図２Ａは、患者の心臓から複数のチャネルを介して受信される複雑な律動障害
に関連付けられる心臓信号を再構成する方法を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、患者の心臓から複数のチャネルを介して受信される複雑な律動障害
に関連付けられる心臓信号を再構成する方法を示す。
【図３Ｂ】図３Ｂは、検出された活性化開始を確認するために、一連の再構成された活動
電位、および再構成された活動電位の失敗を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、複雑な律動障害（心房細動）中に患者の心臓から心臓（電気的）活
動を受信するセンサから得られる複数の時間変動信号を示す。複数の偏向が多くの信号に
存在し、同じセンサ位置でさえ異なる信号の特徴が記され、各信号開始の特定を困難にす
る。
【図５Ａ】図５Ａは、図４Ａに示される窓内での電気的活動の部分のみを示す図である。
【図６Ａ】図６Ａは、信号がレート調節された活動電位期間（ＡＰＤ）内にあり、したが
ってアーチファクトとみなされるのでその信号検出が除外される信号の拡大図である。
【図７Ａ】図７Ａは、患者の心房での格子を提供する心臓センサ位置または電極の２次元
表現である。
【図８Ａ】図４Ａは、図６Ａでの活性化開始点のタグ付けから導出される例示的な表示を
示す図であり、ここでは、赤色と青色の間のカラーチャートの様々な色を介して赤色領域
が青色領域と交わる場所として、ロータが示されている。
【図９Ａ】図９Ａは、低信頼性チャネルからの信号を示す図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、個々の拍動信号の形状が拍動ごとに大きく異なり、したがって
活性化開始の決定に非常に難しい、複雑な低信頼性のチャネルからの信号を示す図である
。
【図１１Ａ】図１１Ａは、ベクトルを使用してクラスＢの拍動に関する活性化開始を決定
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する方法を定義するために、図５Ａに示されるものに対する追加の詳細を与える図である
。
【図１２Ａ】図１２Ａは、ベクトルを使用してクラスＢの拍動に関する活性化開始を決定
する方法を定義するために、図７Ａに示されるものに対する追加の詳細を与える図である
。
【図１３Ａ】図１３Ａは、本明細書で説明する方法およびシステムによる、選択された活
性化開始からの細動時における再構成された波経路の表示を示す図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本明細書で説明する方法およびシステムによる、選択された活
性化開始からの細動時における再構成された波経路の表示を示す図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、本明細書で説明する方法およびシステムによる、選択された活
性化開始からの細動時における再構成された波経路の表示を示す図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、心房表面上に重畳された点または電極位置として示されるセン
サのマトリックスの２次元表現を示す図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、図１６に示される心臓電極またはセンサのうちの９個から得ら
れる時間変動心臓信号を示す図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、当技術分野で知られている従来の方法を使用して、図１７Ａに
示される生の信号から得られる例示的な表示を示す図である。
【図１９Ａ】図１９Ａは、本明細書で述べるシステムおよび方法に従って図１７Ａに示さ
れる生の信号それぞれでの拍動に関する活性化開始にタグを付けた結果を示す図である。
【図２０Ａ】図２０Ａは、図１９Ａでの活性化開始点のタグ付けから導出される例示的な
表示を示す図であり、ここでは、赤色と青色の間のカラーチャートの様々な色を介して赤
色領域が青色領域と交わる場所として、ロータが示されている。
【図２１Ａ】図２１Ａは、図１９Ａで決定された活性化開始から始まり、その後、指定さ
れた時間または減衰の間にわたる活動電位期間（ＡＰＤ）の再構成を示す図である。
【図２２Ａ】図２２Ａは、図１９Ａで決定されたタグ付きの活性化時点と、図２１Ａで決
定された再構成されたＡＰＤとを使用して、緑色の等高線で示される脱分極線と、青色の
等高線で示される再分極線との交点を定義する表示を示す図である。この交点は、ロータ
のコアであり、そこに、律動障害を治療するために療法を送達することができる。
【図２３Ａ】図２３Ａは、開示する実施形態によるコンピュータシステムのブロック図で
ある。
【図２４Ａ】図２４Ａは、３名の患者における心房細動の画像を示す図であり、これらの
画像は、電気ロータまたは限局性拍動の形態での局所化された根源を示し、これらの根源
は、局所化された制約された心臓領域内で移行し、時間にわたって一貫したままの形状に
よって画定されている。
【図２５Ａ】図２５Ａは、患者のＡＦが、心房の制限された画定領域内で長期間にわたっ
て移行する左心房でのロータによって特徴付けられることを示す画像を示す図である。
【図２６Ａ】図２６Ａは、患者のＡＦが、一貫した心房の制限された画定領域内で移行す
る右心房（典型的にはＡＦに関連付けられない領域）内の電気ロータによって特徴付けら
れることを示す画像を示す図である。
【図２７Ａ】図２７Ａは、ある期間にわたって保存されるロータによって特徴付けられる
特定の患者でのＡＦを示す画像を示す図である。
【図２８Ａ】図２８Ａは、局所化されているが、それでも空間的に制約された形状の内部
で移行する心律動障害の様々な根源を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
定義
　本発明においては、以下の定義を適用するものとする。
【００４８】
　「検出／診断」：律動障害の「検出」と「診断」という用語は、本出願では交換可能に
使用する。
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【００４９】
　「活性化時点」；所与の心臓信号に関して、これは活性化開始の時点を意味する。
【００５０】
　「活性化期間」；所与の心拍の信号に関して、これは活性化開始の時点と活性化終了の
時点の間の時間間隔および信号波形を意味する。心拡張インターバルは、前の拍動の活性
化終了から現在の拍動の活性化開始までの時間間隔である（図３）。
【００５１】
　「活性化トレール」；これは、判別可能なシグネチャパターンを生成するためにセンサ
位置での活性化時間の開始を順序付けすることであり、そのようなシグネチャパターンと
しては、例えば、限定はせずに、ロータを示唆するコア領域の周りでの回転パターン、限
局性拍動原因を示唆するコア領域から半径方向に発散するパターン、またはさらなる信号
サンプリングおよび上記の分析ステップの反復を必要とする散逸パターンが挙げられる。
【００５２】
　「識別および位置特定」；心律動障害の局所化または散逸された原因の存在を判別し、
センサ位置に対して、または心臓内の既知の解剖学的位置に対して前記原因を位置特定す
るプロセス。
【００５３】
　「心律動障害」；多くの場合には治療が必要となる異常な律動。そのような律動として
は、限定はしないが、正常な洞房結節の高速であり異常な活性化（不適切洞性頻拍または
洞房結節リエントリ）、心房頻拍（ＡＴ）、上室頻拍（ＳＶＴ）、心房粗動（ＡＦＬ）、
心房性期外収縮／拍動（ＰＡＣ）、および心房細動（ＡＦ）の複雑な律動、ならびにいく
つかの形態の異型の心房粗動など、心臓の上室（心房）の高速の律動が挙げられる。また
、高速の律動は、心臓の下室（心室）内で生じることもあり、そのような律動としては、
心室頻拍（ＶＴ）、心室細動（ＶＦ）、トルサードドポアン、および心室性期外収縮／拍
動（ＰＶＣ）が挙げられる。また、心律動障害は遅いこともあり、そのような律動障害と
しては、洞性徐脈、異所性の心室性徐脈、接合部徐脈、房室ブロック、および心室固有調
律が挙げられる。
【００５４】
　「生物学的律動障害または心律動障害の原因」；本出願では「生物学的律動障害または
心律動障害の根源」と交換可能に使用される。これは、限定はしないが、ロータを示唆す
るコア領域の周りでの活性化シーケンスの回転パターン、限局性拍動原因を示唆するコア
領域から半径方向に発散するパターン、または散逸パターンを表す。本発明では、散逸性
の原因が所見されると、信号サンプリングがさらなる複数の位置に拡張され、本発明の検
出および分析ステップが繰り返される。これらの原因は、心律動障害の永続化に関与して
いる。
【００５５】
　センサ；この用語は、本出願では、電極と交換可能に使用する。この用語は、心臓から
の、または心臓への信号を検出および伝送するための装置またはデバイスを表す。
【００５６】
　電気ロータ；この用語は、心臓内での電気活性化の螺旋（回転）波を表すために使用す
る。そのようなロータは、ＡＦなど複雑な律動障害、および単純な律動障害の根源である
ことがある。本発明は、そのようなロータが内部に存在する組織の形状を検出するための
方法およびシステム、ならびに成形アブレーションを提供してそのような根源をなくして
心律動障害を治癒するためのシステムを初めて述べる。
【００５７】
　限局性拍動；この用語は、心臓内での電気活性化の点源を表すために使用する。そのよ
うな限局性拍動は、心臓内で移行（移動）する場合には、ＡＦなど複雑な律動障害の根源
となり得る。本発明は、そのような限局性拍動が内部に存在する組織の形状を検出するた
め、およびそのような根源をなくして心律動障害を治癒するための方法およびシステムを
初めて述べる。
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【００５８】
　移行；この用語は、時間と共に複数の拍動（「サイクル」）にわたる、複雑な心律動障
害のロータのコアまたは限局性拍動の原点の移動を表すために使用する。
【００５９】
　移行の軌跡；心律動障害の根源、すなわちロータまたは限局性拍動の移動が、移行の軌
跡とも呼ぶ経路を定義する。この軌跡は、円周（または周縁）によって画定される形状を
画定し、この形状は、（任意の心臓組織の３次元を考えたときに）領域の中心および質量
中心を有する。図２４Ａ～図２８Ａに示されるように、移行の軌跡は、ある患者に関して
、数ヶ月以上の長期間にわたって一貫していることがある。
【００６０】
　根源のサイズおよび形状；この用語は、複雑な律動障害の根源（ロータまたは限局性拍
動）の移行の軌跡の特徴を表すために使用する。
【００６１】
　成形アブレーション；この用語は、複雑な心律動障害において、移行の軌跡の１つまた
は複数の部分、および／または移行の軌跡の近位の１つまたは複数の部分をなくすために
、形状を適合させて送達されるアブレーション療法（例えば、外傷）を表すために使用す
る。これは、根源の移行の軌跡によって画定される領域全体または領域の一部の破壊を含
むことがある。あるいは、またはさらに、これは、根源の移行の軌跡（周縁）の近位に位
置された（または「近位の」）組織の破壊を含むこともある。例えば、そのような近位の
療法（例えばアブレーション）は、周縁上または周縁の内側の少なくとも一部分に対する
療法が可能でない、または望ましくない（例えば、その部分が横隔神経に重なる）いくつ
かの場合に有用となり得る。これらの場合には、周縁の外側にある組織の一部分に療法を
送達することによって、根源による心臓の迷走性の活性化を変更または阻止することが望
まれることがある。様々な組織厚さ、構造特性、および機能特性を有する心臓の様々な領
域内にある様々な形状の根源に関して、特殊化されたカテーテル、電極設計、および手法
を使用することができる。
【００６２】
　近位；この用語は、心律動障害の少なくとも１つの根源によって画定される周縁に関連
付けられる生物学的に関連する区域の内部を意味し、根源は、その周縁上または周縁の内
側で空間的に移行する。生物学的な関連性は、修正された場合に、心律動障害の根源によ
る心臓の迷走性の活性化に影響を及ぼす区域として定義される。これは、様々な条件と共
に変化する。例えば、心房（例えば直径４～６ｃｍ）では、この区域は、根源の周縁から
２ｃｍ以下、望ましくは１ｃｍ以下でよく、または、根源による心臓の迷走性の活性化を
変更するのにより小さな区域の修正で十分である場合には、その区域内に定義することが
できる。より大きな心室（例えば、最大直径約１０ｃｍを有する扁長楕円）では、この区
域は、２～３ｃｍ以下、望ましくは２ｃｍ以下、より望ましくは１．５ｃｍ以下でよい。
いくつかの実施形態では、用語「近位」は、周縁の内側の領域の１つまたは複数の部分を
含むことがある。他の実施形態では、用語「近位」は、周縁の外側の領域の一部分を含む
ことがある。いくつかの他の実施形態では、用語「近位」は、周縁の内側の領域の一部分
と、周縁の外側の領域の一部分とを含む。
【００６３】
　本発明の発見以前には、ヒトの生物学的律動障害、特に心律動障害の原因は識別されて
いなかった。本発明は、ヒトの生物学的障害を持続させる、永続化する、または「誘発」
する原因を、正確に最小侵襲で検出し、診断し、その後、効果的に治療する方法を述べた
、知られている最初の事例である。この方法により、医師は、これらの根源を標的とし、
周囲の重要でない組織に対する標的または損傷を最小限にしながら律動障害を修正または
解消してなくすことができるようになる。いくつかの実施形態は、心律動障害（例えば心
臓パルス発生源）に対する最小侵襲性処置に関するものであるが、本発明は外科的療法に
適用することもでき、また、脳などの臓器、中枢神経系（癲癇や発作の原因を位置特定す
ることができる）、末梢神経系（腫瘍を検出することができる）、骨格筋、平滑筋、例え
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ば胃腸管、膀胱、および子宮、ならびに他の臓器における電気パルス発生または伝播の障
害に対して適用することもできる。
【００６４】
　本発明の一実施形態によれば、様々な空間分解能および視野で、したがって感知チャネ
ルの数を変えるための装置を用いて、ヒトの心臓などヒトの臓器内の複数の位置から信号
をサンプリングするための装置、例えば電極カテーテルなどのセンサデバイスが開示され
る。
【００６５】
　本発明の一実施形態によれば、ＡＦ、ＶＦ、および多形性ＶＴなど複雑な律動を含めた
空間的に移行する心律動障害に関する電気ロータ、限局性拍動、および他の局所化された
原因を識別して局所化するための方法が開示される。
【００６６】
　本発明の実施形態は、活性化トレールを生成するための活性化シーケンスの順序付けな
どのプロセスおよびソフトウェア方法、ヒルベルト変換などのプロセス、他の位相遅延法
、空間コヒーレンス解析、および他の方法を使用することができる。
【００６７】
　本発明の一実施形態では、センサから収集されて分析されるデータは、自動的に更新さ
れるデータベースにデータとして記憶される。このデータベースは、医師が局所化された
原因の診断／検出を行うのを補助するため、または律動障害の原因のパターンを分類する
ために使用される。このデータベースは、特定の特徴を有する患者における原因の確率分
布マップの形態を取ることができる。
【００６８】
　本発明の別の実施形態によれば、医師が治療を行うのを補助することができる形式で生
物学的律動障害に関する原因を表示するための装置が提供される。例えば、視覚表示画面
を処理装置に接続することができ、活性化トレールの閲覧を可能にし、また、ロータのコ
ア、限局性の根源、または障害の他の原因の視覚的な位置特定を可能にする。また、音声
形式を、単独で、または視覚形式と組み合わせて使用することもできる。例えば、コアを
視覚的に識別することができるようにする根源の視覚的な描写に加えて、またはその代わ
りに、障害の位置および原因に関して、根源およびそのコアの座標を音声表示によって使
用者に提供することができる。視覚的な描写が特に望ましい。なぜなら、視覚的な描写は
、術者に原因の明瞭な表現を提供し、また原因のコアを識別するための基準を提供し、こ
れが治療の選択を大幅に容易にするからである。例えば、実際のロータまたは限局性拍動
と、空間的に移行するロータまたは限局性拍動によって画定される領域（例えば周縁）と
の視覚的表現により、術者は、アブレーションカテーテルまたは他の治療をどこに向ける
かを正確に決定することができるようになる。
【００６９】
　本発明の別の実施形態によれば、障害の原因（空間的に移行する原因も含む）が識別さ
れると、律動障害を治療または解消するために、識別および局所化された根源と関連付け
られた心臓組織の領域を修正または破壊するための治療デバイスまたは方法の使用を採用
することができる。治療デバイスおよび方法の非限定的な例としては、アブレーションカ
テーテルなどによる破壊エネルギーの使用（アブレーション）、外科的アブレーション法
、外科的切除、または埋め込んだリードや他の物理的なデバイスなど心臓内でのデバイス
の使用、刺激エネルギー（ペーシング）、薬理剤の直接の送達、細胞療法、または他の介
入技法が挙げられる。一実施形態では、身体、特に心臓からの信号を感知することができ
るカテーテルが、アブレーションエネルギー、刺激エネルギー、薬物療法、幹細胞などの
細胞療法、遺伝子療法、または他の治療手段を送達することができる機能など、治療手段
を含むこともできる。したがって、そのようなカテーテルは、障害の検出と治療どちらに
も採用することができる。
【００７０】
　本発明は、複雑な心律動障害の検出、診断、および治療に特に適している。そのような
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心律動障害は、例えば、ＶＦ、多形性ＶＴ、トルサードドポアン、およびＡＦであり、局
所化された原因が正確に識別されて位置を示されると、局所化された原因（移動する原因
も含む）に対する正確な、狙いを定めたアブレーションを実施することができる。上で論
じたように、原因の識別および物理的な位置特定は以前は行うことができず、したがって
、熟練した術者にとってさえ、治療を成功させることは非常に難しく、実質的に改善また
は解消できることははるかに少なかった。
【００７１】
　複雑な心律動障害の原因（移動する原因も含む）を所見または識別し、続いて治療する
ことに加えて、本発明はまた、術者のために、分析を高速化および単純化することによっ
て、ただ１つの部位から発散する「単純な」律動の診断および治療を補助するために適用
することもできる。心律動障害に関して、そのような単純な障害としては、限局性心房頻
拍、多源性心房頻拍（ＭＡＴ）、洞房結節リエントリまたは不適切洞性頻拍、心室頻拍（
ＶＴ）、心房性期外収縮（ＰＡＣ）、および心室性期外収縮（ＰＶＣ）が挙げられる。
【００７２】
　本発明には、感知デバイスおよび記録システムを含めた、データを収集するためのプロ
セスおよびシステムが含まれる。収集されたデータは、少なくとも、１つまたは複数の信
号を送信した各センサの位置と、各活性化信号または活性化期間が生じた開始時点とを含
む。処理装置は、この情報を受信し、活性化開始時点を逐次に順序付けする。この計算の
結果により、活性化トレールが生成され、これは、障害に関するシグネチャパターンを生
成し、障害に対する原因の位置とタイプ両方を示す。すなわち、ロータであるか、限局性
の根源であるか、または散逸パターンである（すなわち局所化された根源がなく、したが
って心臓の別の領域または他の身体領域からさらなるデータを収集する必要がある）かを
示す。このようにして順序付けを成されたデータ（たとえば律動障害の根源）は、活性化
トレールを生成し、これは、視覚ディスプレイ上に視覚的に表示することができ、ロータ
根源の場合にはロータの実際の回転パターンを示し、それによりロータのコアが視覚的に
明らかになり、容易に識別し、したがって治療することができる。限局性拍動など半径方
向に発散する根源の描写にも同じことが当てはまる。各センサにおける活性化開始時点の
逐次の順序付けは、限局性律動障害の位置特定を可能にし、それにより、視覚ディスプレ
イ上で限局性コアを容易に位置特定して、狙いを定めた正確な治療を行うことができる。
望ましくは、律動障害の根源または原因はある期間にわたって表示されて、術者が原因の
点または領域を十分良く観察できるようにし、また原因の位置での適切な治療に関する快
適な評価を行うことができるようにする。空間的に移行する根源に関して、移行する根源
の大きさを識別するために、そのような根源の周りの周縁を決定して、視覚的に示すこと
ができる。一実施形態では、データ、および／または処理されたデータの視覚表示（すな
わち活性化トレールの「動画」）が、律動障害の原因のシグネチャパターンを明らかにす
る。そのような記憶された情報は、術者が以前のパターンを調べることができるようにし
、同様の原因の識別、局所化、および治療を改善する助けとなる。いくつかの例では、そ
のような記憶された情報は、測定されたリアルタイムデータの外挿を可能にして予測モデ
ルを提供するか、またはいくつかの測定されたパターンを、同様の既知のパターンを用い
て明瞭にする。
【００７３】
　本発明のさらなる実施形態は、原因が存在する組織を大抵は修正または破壊することに
よってそのような原因の治療を行うためのプロセスおよびシステムを提供する。一実施形
態では、１つの好ましい実施形態は、本発明を、患者を治療する処置中に直接使用するの
ではなく、「オフライン」の非リアルタイム検討モードで使用することができる。他の実
施形態では、本発明は、処置中に、リアルタイムモードで術中に使用して、律動障害の原
因を好適に発見および治療することができる。
【００７４】
　本発明のプロセスおよびシステムは、生物学的律動障害のために使用することができる
。具体的には、本発明のプロセスおよびシステムを採用して、脳波図または他の指標を使
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用して、脳または中枢神経系での異常な電気パルス発生または伝播の根源を局所化し（す
なわち原因の物理的な位置を見出し）、発作もしくは癲癇または限局性腫瘍（悪性または
良性）を識別して治療できるように侵襲性療法（手術）または外部ビーム照射を案内する
ことができる。本発明はまた、横紋筋（骨格筋の損傷など）、消化管系（食道痙攣など）
、泌尿生殖器系、および呼吸器系、または他のヒトの器官や系での異常パルス伝播に関す
る根源を識別するために使用することもできる。本発明はまた、任意の身体系における腫
瘍（悪性または良性）を検出するために使用することもできる。本発明はまた、レーダー
またはソナーなどの方法と併用して、地震事象の根源を位置特定する、またはエネルギー
源を位置特定するなど、医学以外の用途もある。
【００７５】
　本発明は、そのプロセス、およびプロセスを実施するためのシステムに関していくつか
の態様を有する。例として、限定はしないが、本発明の一態様では、律動障害時に、前記
感知の明瞭性を最適にするためにセンサの間隔を変えて、臓器内の複数の位置から信号が
検出される。また、特に望ましい実施形態は、律動障害中に、心臓または他の身体部分か
らのこれらの信号を記録して、データベースに記憶する。特定の信号に関連付けられた各
センサの位置と、各センサでの活性化開始時点とが、処理装置に伝送されて、逐次の順序
付けを含めた分析が行われ、障害の原因および体内でのその具体的な位置を識別する活性
化トレールを生成する。手動または自動で更新することができる原因のデータベースを作
成することにより、障害の原因の識別および局所化を補助するためにデータベースにアク
セスすることができるようになる。これは、現在の患者でのデータ収集の質が限られてい
るときに使用され、ある患者でのパターンを、その患者に関して以前に記録された律動と
比較して、律動が同じであるか異なるかを判断する。あるいは、ある患者でのパターンを
、同様の臨床的特徴を有する者など別の患者からのパターンと比較する。以前の症例から
の以前に記憶されたデータを使用して、現在の症例での律動障害に関する原因の識別、局
所化、および表示を補助することができる。
【００７６】
　律動障害の根源と、律動障害の移行性の根源を画定する領域とを視覚的に表示すること
は、術者にとって非常に有用である。なぜなら、これは、原因の存在および位置に関する
視覚的な案内として働き、律動障害を改善または解消するために、狙いを定めた正確な後
の治療を可能にするからである。
【００７７】
　本発明の他の態様では、別の症例からの以前に記憶されたデータを使用して、現在の症
例での律動障害に関する原因を識別、局所化、および表示することができる。次いで、こ
れを使用して、将来の処置での本発明の使用を計画することができる。
【００７８】
有用な構成要素、モジュール、およびデバイスの説明
　図１は、本発明のプロセスおよびシステムで使用することができる様々な有用な構成要
素（モジュール）の概略図を示す。モジュールは、互いに別個であり、それらの機能を提
供するために協働してインターフェースすることができる。あるいは、それらの１つまた
は複数が互いに一体化されて処理装置内に含まれていてもよく、それによりシステムは、
あまり分かれていないハードウェアユニットを有する。図１は、最小侵襲性の経皮的処置
中、または他の処置中、例えば体表面ＥＣＧの使用、心磁図の使用、あるいは超音波、電
磁放射、音波、マイクロ波、もしくは電気インピーダンス変化からの心エコーおよび／ま
たはドップラー測定の使用中に障害の原因を局所化できるようにする一実施形態を示す。
【００７９】
　図１において、心臓１０内での電気的事象が、感知電極を用いて記録される。これらの
電極は、図２～図４に例示されるカスタム設計の記録カテーテルを含めた、心臓の内腔ま
たは脈管構造の内部に配置された１つまたは複数のカテーテル２０でよい。また、電極は
、埋込型ペースメーカーもしくは電気除細動機－細動除去器からのリード線の延長部でよ
く、典型的には大静脈２０～２１もしくは冠状静脈洞２２を通って到達する単相活動電位
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もしくは他の信号を記録するために使用されるカテーテルでもよい。したがって、本発明
のプロセスおよびシステムは、活性化時点およびそれらの発生位置を正確に伝送すること
ができる体内または体外で使用される任意のカテーテルまたは感知デバイスを採用するこ
とができるので、本発明において特に有用ではあるが図２～図４の特殊化されたカテーテ
ルを採用する必要は必ずしもない。
【００８０】
　電極２３は、冠状静脈洞内の電極２１によってアクセスされた心臓の心外膜または心膜
の表面から、心膜空間または他の経路内の電極２３を介して記録することができる。電極
は、左心房および左心室内に位置することがある心臓１５を支配する神経の近位に位置さ
せることができる。電極は、コンピュータ化されたマッピングシステムからの仮想（計算
された）電極、ルーチンもしくは高分解能ＥＣＧマッピング電極３０、皮下に埋め込まれ
た電極もしくは皮膚上の電極、または心臓もしくは身体に直接接触することなく信号を非
侵襲性で検出するための方法における電極でよい。また、電極情報は、データベース１６
０内に記憶されている電位図から導出することもできる。
【００８１】
　心臓の近くに配置された電極２５を使用して、律動障害に関する原因の近くにある、ま
たは原因の位置にある領域を修正または破壊することができる。電極がアブレーションカ
テーテルである場合、エネルギー発生器６０にインターフェースする。他の電極は、制御
装置４０およびペーシングモジュール５０とインターフェースすることがあり、すべての
電極が望ましくはプロセス制御装置７０と連絡する。アブレーションまたはペーシングは
、心臓の多くの位置にある心臓１５を支配する神経に向けることができる。内部アブレー
ション電極を外部アブレーションシステムで置き換えることもでき、そのようなシステム
は、例えば、手術中の外部プローブ、または癌療法に関しては外部集光照射または光子ビ
ームにおけるものである。さらに、根源の修正、すなわち障害の原因の治療は、適切な薬
理組成物、遺伝子療法、細胞療法を送達することによって、または（手術で、もしくは特
殊なデバイスを使用して）組織を切除することによって実現することができる。
【００８２】
　プロセス制御装置７０は、様々な構成要素またはモジュールを含むことがある。１つの
そのような構成要素またはモジュールとしてサンプリングモジュール８０があり、このモ
ジュール８０は、律動障害中に信号を記録する、（ペーシングによって）律動障害時では
ないときに様々なレートで記録する、および／または（ペーシングまたは他の方法によっ
て）心律動障害をシミュレートするレート中に記録することができる。信号増幅器（図示
せず）を使用して信号の明瞭性および強度を高めることができ、また、プロセス制御装置
は、原因を識別して局所化できるように十分な数の位置から感知するために最小数の記録
増幅器を知的に割り当てることもできる。例えば、システムは、１２８個のセンサ（例え
ば２つの市販の多極カテーテル）から記録するために５０～６０個の物理的な増幅器チャ
ネルのみを使用することがあり、これは、タイムスライシングによって「タイムシェア」
ベースでそれら１２８個のセンサを記録することによって、または律動の原因に近い個々
の／複数のセンサを活動化させ、他のものは非活動化させることによって行われる。この
「切替え」機能は、切替え構成要素によって行うことができ、切替え構成要素は、センサ
デバイスを電子制御システムと接続し、１つまたは複数の他の構成要素で具現化すること
ができる。切替えは、手動でも自動でもよく、例えば、心律動障害の原因の場所に基づい
て決定される。モジュール９０は、ペーシングモジュールとインターフェースして追加の
心拍数を提供し、生体信号を感知する。これは、本明細書で説明する非リアルタイムモー
ド（モード６）に関して特に有用である。なぜなら、特定の心律動障害が診断および治療
されないときでさえ、様々な心拍数で心臓を検査することができるからである。
【００８３】
　本発明による方法およびシステムは、収集されたデータを、分析モジュールによって行
うことができる分析法を使用して処理する。例えば、図１で、モジュール１００は「分析
エンジン」の部分Ｉである。分析エンジンのこの部分は、各感知位置で、時間にわたって
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生物学的信号に関する開始および終了を決定する。これは、時間にわたって律動中に一連
の活性化時点（開始タイミング）およびリカバリ時点（終了タイミング）を生成すること
によって実施される（図６に示される）。信号は、典型的には、時間にわたる電圧として
（すなわち、電圧－時間系列として）表される。活性化時点は、多くの方法で処理するこ
とができる。最も単純なものとしては、各位置での手動の割当てがある。最大の立ち上が
りまたは立ち下がりを示すために２次導関数の最大値、最小値、またはゼロを定義するた
めに１次導関数のゼロを使用することによって、自動化または計算された割当てを実現す
ることができる。また、活性化開始時点および終了時点は、電圧－時間系列がしきい値を
横切るときに割り当てることもできる。活性化時点を割り当てるための別の可能な方法は
、パターンマッチングの使用である。例えば、活性化期間を表すために選択されるパター
ンを、時間にわたって複数の時点で信号に相関させることができる。前記相関値が高い時
間は、前記テンプレートの再発生を示し、したがって活性化時点とみなされる。また、こ
の分析に使用されるテンプレートは、データベース内に記憶されているデータから得るこ
ともでき、またはその位置での律動に関するレート推定値から計算することもできる。信
号品質が雑音の多いものであるとき、低品質であるとき、または異なる時間に複数の成分
を示すとき、複数のセンサからの同時記録は、特にＡＦやＶＦなど複雑な律動に関して活
性化を分析する助けとなることがある。同時記録から、好ましくは分析されるチャネルに
近い位置で基準信号が選択される。基準チャネルでの信号を使用して、分析されるチャネ
ルでの信号または信号成分を選択する。これは、パターンマッチングもしくは相関関数、
ベクトル解析、または他の方法を使用して、時間にわたって同様のタイミングを保つ成分
を使用することによって行うことができる。多くの方法が必要とされる場合、心房の既知
の病態生理学的特徴による制約の下で、ヒューリスティック、パターン認識法、およびい
わゆる「ファジー論理」手法を適用することができる。
【００８４】
　モジュール１１０は、分析エンジンの部分ＩＩであり、これは、心律動障害に関する根
源（原因）の存在および位置を実際に計算して局所化する、すなわち特定する。
【００８５】
　本発明のいくつかの実施形態は、「療法エンジン」を含み、これは、システムおよびプ
ロセスで様々な機能を協働して行うように設計されたより多くのモジュールのうちの１つ
を含むことがある。例えば、図１でのモジュール１２０は、心臓内での律動障害に関する
根源の位置および移動パターンの決定を担当することができる。モジュール１２０は、療
法エンジンの第１のモジュールでよく、これを使用して、律動障害を治療または解消する
ために修正する必要がある位置および空間領域を計算する。治療は、本明細書で論じるよ
うにアブレーションエネルギーまたは他の手段の送達によるものでよく、アブレーション
中に根源が移動する場合には単純に１点または１領域ではない。モジュール１３０は、療
法エンジンの別のモジュールを表し、望ましくは、プロセス制御装置を介してエネルギー
発生器６０と直接インターフェースして、根源である見込みが高い部位で組織をアブレー
ト（破壊）、修正（アブレーションもしくはペーシング）、または刺激（ペーシング）す
る。あるいは、モジュール１３０を使用して、例えば薬理剤または遺伝子療法もしくは細
胞療法を送達することによって、破壊エネルギーなしで組織を修正することができる。
【００８６】
　図１に示されるシステムのモジュール１７０は、医師が律動障害を治療または解消する
のを補助するために、視覚的にまたは音声で原因（空間的に移行する原因も含む）の識別
または位置を表示するためのツールを表す。例えば、このモジュールは表示画面を含むこ
とがあり、これにより、障害のロータ、限局性の原因、または他の原因、ならびに障害の
移行性の原因を文字、画像、および／または音声によって画面上に可視化したものを術者
が明瞭に見ることが可能になる。いくつかの実施形態では、見つかった律動障害の「動画
」クリップが画面上に表示される。この動画クリップは、障害の実際の原因（移行性の原
因を含む）および位置のリアルタイム表現である。例えば、本発明のプロセスに従ってデ
ータの分析が行われた後、すなわち、信号の位置およびそれらの活性化開始時点が逐次に
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順序付けされた後、この分析および計算の結果が、活性化トレールの形で画面上に示され
得る。活性化トレールのパターンが、中心コアの周りで回転する一連の活性化を表す場合
、ロータが所見されており、実際にそれが障害の原因である。同様に、活性化トレールの
パターンが、中心コア領域から半径方向に発散する一連の活性化を表す場合、限局性拍動
が所見されており、実際にそれが障害の原因である。したがって、本発明によるプロセス
は、術者に対して、障害の原因の直接の所見、ならびに障害の存在、タイプ、および位置
の簡便な視覚化を可能にする。判別可能なパターンが所見されない場合、すなわち活性化
トレールが局所化されない場合、センサ位置を移動させることによって、および／または
既に配置されているセンサをオンに切り替えることによって追加の信号サンプリングを行
うことが適切であることがある。次いで、追加の信号サンプルを本発明に従って処理して
、画面上に示すことができる。データの追加のサンプリングおよび処理によって原因が所
見された場合、適切な治療に関する決定を下すことができる。散逸した活性化トレールお
よびパターンが所見された場合、術者が十分であると感じる時間までさらなる追加のサン
プリングを行うことが賢明であることがある。いくつかの例では、プロセスの結果が、ロ
ータまたは半径方向に発散する病巣の存在および位置の所見となる。サンプリングおよび
処理を繰り返した後でさえ散逸パターンが残る他の例では、原因としてロータまたは限局
性拍動を除外するという診断を下すことができる。したがって、ロータまたは限局点（拍
動）の所見は、本質的に検出と診断を同時に行い、一方、そのような所見がないときは、
障害のこれらの原因の存在をいずれも除外することができるという診断が下される。
【００８７】
モード１　信号サンプリング（図１、参照番号８０）
　信号サンプリングは、律動障害をアブレートまたは治療するための処置中、処置に関す
る計画前、または障害の検討後に、リアルタイムで行うことができる。上述したように、
信号は、様々なセンサタイプを使用して臓器から１つまたは複数の位置で収集される。接
触センサが、組織との接触をできるだけ良好に保つべきである。好ましいモードでは、電
極は、複数の部位で同時に、またはほぼ同時に記録すべきである。ＡＦなど最も速い心律
動障害は、サイクル長＞１００ｍｓを有し、したがって、この時間よりも実質的に短い時
間での信号獲得が「ほぼ同時」とみなされる。代替の動作モードは、一連の部位へのセン
サの移動を可能にする。本発明は、任意の既存のセンサ装置またはデバイスと共に使用す
ることもできる。
【００８８】
　信号サンプリングを得るために様々な市販の電極デバイスを使用することができるが、
信号サンプリングのために特に有用なデバイス実施形態を図２～図４に示す。これらのデ
バイスは複数のセンサを使用し、センサは、個別に活動化または非活動化することができ
、または相互に移動させることができる。これは、センサ間隔を望みに応じて増減させる
ことができるので、適応空間分解能を可能にする。間隔を広く空けられたセンサは、広い
視野を提供して、臓器（例えば心臓の左心房）の大きな部分に関して律動を「調査」する
。根源の位置に近付くと、望ましくはセンサ間隔を狭めるように構成が変えられて、狭い
視野にわたるより高い空間分解能となる。狭い間隔のセンサ構成は、律動障害の根源を治
療するために、合焦した領域にエネルギーを印加するのに好ましい。
【００８９】
　適応空間分解能は、本発明の様々な実施形態の重要な利点である。これは、センサを物
理的に移動させることによって実現することができる。図２は、信号を感知し、いくつか
の例ではエネルギーまたは他の治療療法を送達するための複数の感知要素（電極またはプ
ローブ）（要素２０５）を備える同心螺旋（要素２００）を示す。螺旋２００は、カテー
テルの一部がシャフト（要素２１５）の内部で展開しないままである（要素２１０）とき
に広く間隔を空けられる。アセンブリを回転および前進させることで、より多くのプロー
ブを内腔内に導入し、プローブの間隔を狭める。図３は、調節可能なファンカテーテルの
形態での本発明によるセンサカテーテルの別の実施形態であり、複数の経線（要素２３０
）がそれぞれ複数の感知要素（電極またはプローブ）（要素２４０）を含み、感知要素は
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、ここでも感知を行い、いくつかの例ではエネルギーまたは他の治療療法を送達する。図
３に示されるように、シャフト軸（要素２４５）に沿ったねじりまたはひねり運動の組合
せによって、経線は、間隔をより広くすることも（要素２３０）、間隔をより狭くするこ
とも（要素２３５）でき、すなわち空間的に調節することができる。
【００９０】
　図４は、調節可能なコルク抜きのような設計形状での本発明によるセンサカテーテルの
別の実施形態を示し、少数の螺旋経線（要素２６０）が、鋭利でない非外傷性端部（要素
２７０）で終端する。図２および図３の設計構造と同様に、図４の経線も、複数の要素（
電極またはプローブ）（要素２６５）を含むことがある。シャフト（要素２８０）を操作
することによってこのコルク抜き形状をシース内で前進後退させて、コルク抜き形状のサ
イズおよび／またはプローブ間隔を増減させることができる。これらの設計は、ＡＦなど
の律動に関する根源であり得るより大きいまたはより小さい臓器（例えば様々な大きさの
心房）、または肺静脈もしくは上大静脈を含めた副次構造に適合するように、より大きく
またはより小さくすることができる。物理的な移動は、医師によって手動で、または機械
を使用することによって自動で実現することができる。本発明者らによって観察された心
律動障害に関する根源の観察された特性に鑑みて、センサが、心臓の１つまたは複数の内
腔それぞれの表面積の少なくとも約２５％から感知することが望ましい。これらの設計は
、例示にすぎず、本発明の実際の物理的な設計または用途を限定する意図はない。
【００９１】
　各センサに関する最適な接触は、適切性を様々な方法でプロセス制御装置７０によって
監視することができる。例えば、プロセス制御装置７０は、感知された信号の振幅の安定
性によって接触を検証することができる。あるいは、プロセス制御装置７０は、電極２０
～３０を介して信号を放出し、誘発された応答の振幅を使用して接触を検証するように、
ペーシングモジュール５０を調整することができる。第３の代替形態として、処理モジュ
ール７０は、（例えばペーシングが可能でないＡＦにおいて）安定な組織インピーダンス
を確認することによって接触を確かめることができる。他の代替形態として、軽度外傷パ
ターンを検査するように設計された、または接触力を直接測定するように設計されたカテ
ーテルを使用することができる。さらに、カテーテル操作は、ロボットによって半自動ま
たは自動で制御することができ、また手動で制御することもできる。
【００９２】
　適応空間分解能は、電子的に実現することもできる。この調節可能なセンサデバイスで
のセンサが、個々のセンサを活動化または非活動化することができる電子制御システムに
接続される。これは、医師が臓器の一領域のみに焦点を合わせることを望む場合などに手
動で行うことができ、または、心律動の根源が存在する場所と判断された領域に焦点を合
わせるように図１のプロセス制御装置によって自動的に行うことができる。電子的切替え
装置が、センサと電子制御システムの接続の独立した切替えを制御して、実際の増幅器チ
ャネルの数の使用を最大にする。これらの電子構成要素は、従来の（有線）電極、光ファ
イバ、エッチングウェハ回路設計、生物学センサ、化学センサ、薬理センサ、圧電センサ
、赤外線センサ、患者に適合した光学撮像、オプトロード（ｏｐｔｒｏｄｅｓ）、遠隔セ
ンサ、および他の設計の様々な組合せによって具現化することができる。
【００９３】
　また、電子的な切替えは、タイムスライシングによって実現することもできる。多数の
位置を感知することが必要となることがあるが、感知チャネルの数は制限することができ
る。信号タイムスライシングは、より少数の利用可能なチャネルまたは物理的チャネルか
らより多数の感知チャネルを記録することができる。例えば、信号はしばしば（１ｋＨｚ
で）１ｍｓごとにサンプリングされるが、ＡＦまたはＶＦの根源の分析には、しばしば１
０ミリ秒（ｍｓ）程度ごとに獲得されるデータで十分である。したがって、システムは、
位置１で３ｍｓ感知し、位置２および位置３でそれぞれ３ｍｓ感知し、次いでセンサ１に
戻って、１０ｍｓの時点でサイクルを繰り返すことができる。このようにすると、３０個
のチャネルを使用して９０箇所を感知することができる。ハードウェアまたはソフトウェ
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アでの切替え時間に応じ、チャネル間の切替えの際の雑音因子を許容する任意の適切な構
成を使用することができる。チャネルの実効数を増加させるために多くの他の方法を使用
することができ、そのような方法としては、光ファイバまたは他のデバイスに沿って多重
化信号を送信すること、またはランダムアクセスメモリに信号を記憶し、次いでオフライ
ン分析を使用して順にそれぞれ増幅および分析することが挙げられる。
【００９４】
　また、異なる心臓面に接触して位置するセンサの組合せを使用して、感知される位置の
数を増加させることもできる。例えば、心臓の心内膜（内側）表面上の電極を、心外膜（
外側）表面上の電極、場合によっては心筋自体の中にある電極（埋込型の電極）によって
補完して、全体の空間分解能を高めることができる。これは、壁が薄く、心外膜の電極と
心内膜の電極が同じ領域を対象とすることができる心房で特に価値がある。心室、または
壁が厚い心房領域では、異なる平面が異なる情報を提供することがある。
【００９５】
　特定の好ましい実施形態では、心律動障害中などに臓器内で逐次に移動される１つまた
は複数のセンサ（プローブ）を使用して感知を行うことができる。ただ１つのプローブが
使用されるとき、各位置からの信号は、タイミング信号基準に対して位置合わせされる。
この方法は、限局性心房頻拍または心房粗動といった「単純な」障害など、律動が心臓内
で比較的規則的であるときに容易に適用することができる。しかしまた、この方法は、Ａ
ＦまたはＶＦといった複雑な律動など、律動が心臓内で不規則である場合に、適切なガイ
ドとして使用することもできる。この方法は、より少数のセンサしか必要としないという
利点を有し、根源が空間的にいくらかの安定性を示す場合に働く。例えば、ＡＦは不規則
であるが、局所化された根源では、例えば肺静脈の近くなど特定の位置において活性化が
規則的であることがある。
【００９６】
　ここでは、複数の位置での逐次感知を使用するための１つの特に有用な実施形態を、２
つのセンサを有する移動プローブ（臨床での４極カテーテルの２つのバイポールなど）に
関して例示するが、利用可能である場合にはより多くのセンサを適用することもできる。
各位置で、１つのセンサが基準とみなされ、連続するサイクル（拍動）に関する開始時点
が基準点である。第２のセンサでの活性化時点の相違が、相対的なタイミングを示すため
に使用される。ここでプローブが移動され、それにより、１つのセンサが、前に感知され
た位置に重なる。次いで、第２のセンサが新たな位置を感知し、複数の拍動に関する相対
的なタイミング開始をここで記録することができる。プロセスは、対象の領域全体にわた
って繰り返される。このプロセスは、位置間の相対的なタイミングの安定性をもたらすの
で、各位置での観察された拍動間のタイミング変動を使用して、変動性を確率的に再導入
することができる。
【００９７】
　代替の手法は、内腔内部のレートおよび／または組織化の勾配を使用するものであり、
これが、（ＡＦまたはＶＦを含む）その律動に関するデータベースからの記憶されている
データと比較される。連続する位置を感知した後、両方の内腔での活性化レートが、様々
な根源（ロータまたは限局性拍動）およびその周囲の部位でのこの関係を記述する記憶さ
れているパターンと比較される。誤差最小化手法（最小自乗誤差など）を使用して、根源
の位置を推定することができる。推定は、記憶されているパターンの部分集合との類似性
に基づいて、かつアルゴリズム、ヒューリスティック、ファジー論理、または他のパター
ン認識方式を使用して、適応的に洗練することができる。このプロセスは、繰り返し反復
され得る。空間的に不変の根源に関して、２回目の反復およびその後の反復が、元の推定
に精度を加え、推定された根源に最も近い位置に焦点を合わせることができる。
【００９８】
　治療療法の送達が、本明細書で以下に詳細に述べるセンサデバイスの別の特徴であるこ
とがある。
【００９９】
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モード２　心律動障害の原因の計算
　分析における最初のステップは、図５の参照番号４００～４６０で示されるように、ル
ックアップテーブルを使用して信号タイプを決定することである。このステップは、信号
が、心臓、脳、循環器系、胃腸管、泌尿生殖器系など、どこから生じているかを決定する
。心臓の場合、信号は、表面ＥＣＧ信号、心臓内信号、心エコー信号、または他の信号で
あることがある。心臓外である場合、信号は、活動電位（単相活動電位、ＭＡＰ）、双極
電位図、単極電位図などとしてさらに分類される。これらの信号の中には、高品質の情報
（例えば心臓内での単相活動電位記録）を提供するものも、提供しないものもある。本明
細書での「ＭＡＰ」（上位概念）の使用は、単相作用電位を表し、これは、下位概念の用
語「マップ」、「マッピング」、「マッピングされた」、およびそれらの変形表現とは異
なることに留意すべきである。それらの下位概念はすべて、心臓の様々な側面のカルトグ
ラフィ（ｃａｒｔｏｇｒａｐｈｙ）またはトポグラフィを表す。より低品質の信号は、根
源の局所化を可能にするために、前処理、フィルタリング、平均化、その患者における様
々な時点でのデータベース内に記憶されている信号との比較、および他の計算ステップを
必要とする可能性がより高い。
【０１００】
　図６で、信号は、ステップ８００～８４０の間にパーズされて、（図５からの）ルック
アップテーブルでそのタイプを識別する。これは、図５におけるルックアップテーブルに
示される信号タイプに依存する活性化開始（参照符号８１０）および終了（参照符号８０
５）の割当て、ならびに拍動間のインターバル（心拡張インターバル）を含む。ルックア
ップテーブルは、包括的な生体信号インベントリ（参照番号８１５～８２５で識別される
データベース）でよく、計算目的での、各成分の異なる生理学的な役割に関するデータを
有する。成分は、レートによって異なることがあり、拍動ごとに変動することがある。各
信号成分は、正常または異常な生理学的機能の異なる側面を反映することがあり、したが
って、律動障害が生じることがある尤度を示す。例は、ルックアップテーブルの範囲を限
定する意図はなく、ルックアップテーブルは、他の筋肉（例えば骨格筋、膀胱、および胃
腸管）、脳、および神経系からの信号を含むこともある。
【０１０１】
　分析における次のステップは、各感知位置ごとに、分析すべき生理学的信号を定義する
ことである（参照符号８３０）。この目的は、得られる信号が、各位置で心律動障害時に
生じる実際の生理学的活性化およびリカバリを最も良く表すようにすることである。記録
された信号が「クリーン」である（高い信号対雑音比を有する）とき、これは、生理学的
信号である。信号が雑音を多く含むものである場合、生理学的信号を表出させるために、
フィルタリング、雑音減少、および他の方式が必要とされることがある。心房律動障害の
分析に関しては、生理学的信号は、心室活性化の間（Ｒ－Ｒインターバル）に最も良く記
録され、心臓拍動が低下される（Ｒ－Ｒインターバルが伸びる）場合には、遅い心室レー
トに対して薬剤を使用して、またはペースメーカーを備える患者でのペースメーカーレー
トを減少させることによって記録を容易にすることができる。
【０１０２】
　次のステップは、すべての感知された位置において前述したプロセスを繰り返し、時間
を増分させて活性化開始時点を含むラインをプロットして、一連の等高線をプロットする
ことである（参照番号８４０）。すなわち、第１の等高線は、０ｍｓ～９ｍｓで活性化す
るすべての点に関するものでよく、第２の等高線は、１０ｍｓ～１９ｍｓで活性化する点
に関するものでよく、以下同様である。このようにして、活性化等高線（「等時線」とも
呼ぶ）を使用して、ある空間点を定義することができ、その空間点の周りで活性化が回転
を完了する（すなわちリエントリ回路または「ロータ」）か、または、その空間点から心
律動障害中に活性化が始まる（「限局性拍動」根源）（図８および他の図参照）。心律動
障害（例えばＡＦ）中の等時線の他の例は、図１３Ａ、図１４Ａ、図１５Ａに示されてい
る。参照番号８３０は、これらのデータからの根源の決定を示す。
【０１０３】



(27) JP 6152516 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

　図７では、パネル６００～６７０は、雑音を多く含むデータまたは品質の低いデータに
よる制限を補償するための計算法を使用して生理学的信号を構成するための特に有用な実
施形態を示す。まず、各信号タイプのレートに対する応答（パネル６００、６２０、６４
０に示される単相活動電位（ＭＡＰ））が決定される。これは、律動障害時に、または律
動障害でないときに（例えばペーシングによって。モード６参照）、様々なレートで信号
を感知することによって行われる。レートに対する（ＭＡＰに関して示される）信号期間
の応答がパネル６１０、６３０、６５０に示され、より高いレートでは（すなわち心拡張
インターバルが短くなるときには）ＭＡＰが短くなることを示す。同じ組のレートに対す
る応答は、患者が心律動障害を起こしているときとそうでないときで異なることがあるこ
とに留意されたい。図８では、パネル７００～７４０がこれを示す。パネル７００におけ
る単一の追加の拍動の送達を用いたペーシングは、ＡＦが始まるとすぐに、パネル７１０
で示される回復プロットをもたらす。しかし、数分後、回復曲線は、パネル７２０～７４
０に示されるように変化する。
【０１０４】
　本発明で具現化される１つの手法は、各活性化時間の開始時点で生理学的パターンを挿
入することによって、「ハイブリッド」信号を生成することである（図７を参照、パネル
６６０～６７０）。生理学的パターンは、記録された信号を時間にわたって平均化するこ
とによって（代数的に、メジアン拍動平均から、または他の方法で）、隣接する位置での
信号を平均化することによって（空間的平均化）、様々な位置での単相活動電位から（例
えばパネル６６０～６７０）、周波数もしくは時間周波数領域内で既存の単極もしくは双
極信号をフィルタすることによって、またはデータベースからの記憶されているパターン
を使用することによって（図１、１６０）得ることができる。記憶された信号が使用され
るとき、これらの生理学的パターンの期間を含めた特性を、レート－応答（回復）挙動を
使用してレートに関して調節することができる。記憶された信号は、この患者、同様の特
徴を有する別の患者、または別の記憶された関係から得ることができる。これらのプロセ
スは、個々の活性化に、または信号全体に適用することができる。
【０１０５】
　この方法は、時間にわたる各位置での活動の生理学的表現をもたらし、これは、最小侵
襲性処置中に患者の拍動する心臓において得ることが普通は難しいことがある。この方法
には、心律動障害以外の用途もある。例えば、生理学的パターンは、細胞イオン機能のモ
デルでよい。これは、各センサでのこれらのイオン電流の働きを、各観察される活性化に
タイミングを合わされたモデル化されたセルにすることができるようにし、この患者の拍
動する心臓内でのカルシウム流、カリウムの流れ、または他のプロセスのダイナミクスを
研究できるようにする。さらなる例として、この生理学的パターンは、薬理学的配位子の
モデルでよく、特定の薬理剤に対する拍動する心臓の挙動に関する研究を可能にする。胃
腸管では、細胞ホルモン解放モデルを、蠕動する「拍動」それぞれに関して研究すること
ができる。脳では、（頭皮上脳波によって非侵襲性での、または手術として侵襲性での）
離散的な脳波に関する神経伝達物質またはエンドルフィン放出の既知の動力学が、様々な
症状を理解して治療する助けとなることがある。例えば、本発明を使用する癲癇の症状の
治療が、本発明の一実施形態である。また、本発明は、拍動する心臓の挙動または別の身
体部分の律動を、身体での薬剤の解放、結合能力もしくはレート、または他の作用と相関
させることによって、身体に対する薬理剤または生体有効剤の効果を決定するための方法
も含む。
【０１０６】
　次いで、複数の位置で、生理学的信号の活性化のシーケンスから活性化トレールが決定
される。この分析の最も単純な形態は、各位置での活性化を時間的に逐次に順序付けする
ことである。他の実施形態では、分析は、周波数領域法、時間領域法、または空間位相法
を使用して、律動障害に関する原因を識別および位置特定することができる。周波数領域
法は、ヒルベルト変換またはウェーブレット変換または位相遅延法を含む。空間位相法は
、活性化トレールを定義するために、ある特定の位置で活性化を示す部位間の空間的な相
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関性を分析することを含む。
【０１０７】
　位相空間法に関して、よく知られている技法は、あらゆる電極で、あらゆる時点で信号
に位相φを割り当てる。ロータの先端の正確な位置での位相は定義されず、隣接する電極
の位相の和が、２πの「位相跳躍（ｐｈａｓｅ　ｊｕｍｐ）」を生じる。したがって、ロ
ータ位置は、位相特異点に対応する。数学的には、これらの位相特異点は、

として、閉曲線にわたる線積分を評価することによって見出すことができ、ここで、線積
分は、位相特異点の周りを一周する経路ｌにわたって取られる。電極からの信号は、唯一
の観察可能なものであるので、位相の決定は特別な注意を要する。電極信号の品質に応じ
ていくつかの異なる方法を採用することができる。
【０１０８】
　最初の位相空間法は、電極からの信号が雑音を多く含む、および／または小さな振幅を
有する場合に利用される。この場合、各電極に関する活性化時点が決定され、次いで、波
面のダイナミクスの新規の分析が行われる。第１のステップとして、プローブおよびそれ
らの活性化時点の空間分解能は、表面にわたって生成される細かい規則的な格子を使用し
て活性化を補間する双線形補間方式を使用して高めることができる。活性化、リカバリ、
および心拡張インターバル情報を含む高品質の生理学的信号では、これは、洗練された格
子の各点に関する時間トレースＶ（ｔ）を生じる。
【０１０９】
　活動電位の形状は拍動間で安定していることがあるので、方法は、次に、膜電位Ｖから
位相φへのマッピングを定義する。このマップは、位相変数の最大値と最小値が２π異な
るように、各Ｖ値に一意のφ値を割り当てる。このマップの詳細な形態は任意であり、位
相は、φ＝２π（Ｖ－０．５）を使用して計算される。位相変数の対応する時間トレース
は、図８（例えばパネル７１０～７３０）におけるような信号の構造とその位相を瞬時に
生じる。
【０１１０】
　位相マップが構成されると、方法は、各時間に関して、正方形を成す、格子間隔だけ離
隔された細かい規則的な格子の４点すべてに関する位相の和を計算する（トポロジカルチ
ャージ法）。ゼロでない結果は、位相特異点およびロータの存在を示す。分析は、波面の
追跡によってさらに補助される。これらの波面の位置は、正の導関数ｄＶ／ｄｔを用いて
、Ｖがしきい値を横切る場所および時を決定することによって、規則的な細かい格子を使
用して計算される。細かい規則的な格子のｘおよびｙ方向に沿ってこの計算を行い、格子
点の間の線形補間を使用することにより、波面上に位置する１組の点が得られる。
【０１１１】
　次いで、これらの点をつなぐことによって波面が構成される。同様の分析が位相に関し
て行われ、ここでは等位相線が追跡される。次いで、各時点に関して、グレースケールま
たはカラースケールを使用した膜電位の値、波面を表す線、同様の位相を表す線（等位相
線）、および位相特異点を位置特定する記号を記す２次元の視覚的表現が構成される。こ
の視覚的な補助は、術者が本発明によるプロセスおよびシステムの結果を解釈するのに非
常に有益である。波面を表す線と等位相線の交点が位相特異点となることに留意されたい
。位相特異点はコア領域を示し、したがってこれを使用してロータを局所化することがで
きる。
【０１１２】
　位相変換は、ＡＦでの限局性拍動を、（典型的には局所化された領域から発散する遠心
性の根源として）示すことができる。限局性拍動は、以下の３つの基準を満たす位置によ
って特徴付けられる。１）その活性化時点が、周囲の位置での活性化時点よりも早い。２
）この領域が、以前に、特定の時間間隔にわたって（心拡張期に）不活性であった。３）
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活性化のその後の広がりが、コア領域から半径方向に発散する。これら３つの基準を認識
して、本発明は、これらの根源を自動的に所見する。このアルゴリズムは、まず、４つの
最も近い位置および４つの次に近い位置よりも先に活性化時点を示す位置を決定し、これ
らを、限局性の根源の候補としてマークする。次に、限局性の根源の候補を取り囲む位置
での活性化時点を決定する。これらの位置の活性化時点がそれらの周囲の電極よりも早い
場合、限局性の根源の候補が裏付けられ、それに従ってマークされる。これらの部位は、
上述した本発明者らのプロット技法を使用してプロットされ、術者がこれらの根源を局所
化して解釈するのを非常に良く補助する。
【０１１３】
　図９は、直接的な位相の割当てを示す。パネル７１０は、心律動障害中の心臓内の１つ
の空間点での２つの連続する心臓活性化サイクル（拍動）を示す。各拍動は、開始（初期
位相、または脱分極）、中央、および終了（最終位相、または再分極）を有する。したが
って、初期位相を使用して、活性化開始時点を定義することができ、最終位相を使用して
、活性化終了時点を定義することができる（パネル７２０）。パネル７３０は、この手法
の使用法を示し、パネル７１０におけるものと同じ２つの拍動を、パネル７３０では位相
の関数として再びプロットする。次いで、このプロセスを複数の空間点で繰り返すことが
できる。したがって、活性化がその周りで全位相サイクル（すなわち０°～３６０°）を
完了する心臓内の各点を、心律動障害のリエントリ回路または「ロータ」根源のコア（特
異点）として識別することができる。
【０１１４】
　あるいは、周波数領域法を使用することができる。心律動障害中の生理学的信号（これ
は、記録された信号でよく、またはフィルタリング、雑音減少、および上述した他のスト
ラテジの後に導出された信号でよい）に対して、いくつかの方法を採用することができる
。
【０１１５】
　１つのそのような方法は、ヒルベルト変換である。ヒルベルト変換は、信号の負の周波
数の位相をπ／２偏移し、正の周波数の位相を－π／２偏移する。この手法では、信号の
位相φの決定は、電圧のヒルベルト変換に対して電圧をプロットすることによって実現さ
れる。特に有用な実施形態は、活性化時点での電圧（最大のｄＶ／ｄｔ）をゼロに設定す
るためにデトレンドアルゴリズムを適用する。ヒルベルト変換を使用して、デトレンドさ
れた信号の位相面を構成する。すべての位置でのヒルベルト変換が、生物学的表面にわた
って生成される細かい規則的な格子にわたって補間される。次いで、位相が、電圧とその
ヒルベルト変換の状態－位相プロットから計算される。ここでも、上述したトポロジカル
チャージ技法を用いて位相の空間分布が分析されて、リエントリ性の波の先端などでの位
相特異点（波面の端部）に関連付けられる位相特異点を位置特定する。上述したのと同じ
技法を使用して活性化波面が構成され、それと同時にゼロ位相の等位相線も追跡される。
ヒトの心房における本発明による方法の一例が、図１２に要素１０３０および１０４０で
示されており、これらは、周波数領域法を使用して計算された右心房でのロータを示す。
【０１１６】
　別の有用な方法は、信号の位相を決定するために、時間遅延埋め込み技法を採用する。
この技法は、一定の時間遅延τおよびオフセットＶ＊に関してＶ（ｔ＋ｒ－Ｖ＊）とＶ（
ｔ）－Ｖ＊の関係をプロットすることからなり、各時点および各位置に関して位相φの値
が得られる。実際には、時間遅延およびオフセットは、術者が、τおよびＶ＊に関する様
々な値を使用していくつかの位置に関するこれらのプロットを検査した後に決定する。最
適な値は、交差する（位相に関する一意でない値をもたらす）ことがなく、原点の周りを
一周する（最小位相と最大位相が２π異なることを保証する）軌跡をもたらす。信号と位
相はどちらも、生物学的な表面にわたって生成される細かい規則的な格子にわたって補間
される。次いで、得られた位相マップが位相特異点について検査され、上述したように波
面が追跡される。
【０１１７】
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　信号の位相を決定するために使用されるさらに別の有用な方法は、ウェーブレット変換
である。このウェーブレットの正確な形式は様々であり、一例としてＨａａｒウェーブレ
ットが挙げられる。ウェーブレット変換が各位置に関して計算される。ウェーブレットに
より、多重周波数分解能で信号を見ることができるようになる。これは、特定の周波数（
または周波数帯域）で、望ましくない雑音をフィルタできるようにする。この手法では、
位相変換は、電圧の位相偏移ウェーブレット変換に対して電圧をプロットすることによっ
て実現される。位相φが計算された後、前述したように進めることができ、双線形補間に
よって格子を洗練し、位相特異点を所見し、波面を追跡することを含む。
【０１１８】
　他の情報、例えば、律動障害中の高速レートの部位の臓器内部における位置、あまり規
則的でない部位によって取り囲まれる非常に規則的な部位の存在、変化する信号構成とは
異なり、連続する信号に関して複数の拍動にわたって安定な構成（形状）の存在、特定の
律動障害に関連付けられることが分かっている解剖学的特徴への近接性（例えば、ＡＦに
おいては肺静脈、ＶＦにおいてはヒス－プルキンエ系（Ｈｉｓ－Ｐｕｒｋｉｎｊｅ　ｓｙ
ｓｔｅｍ））、またはそれらの組合せも、根源を識別して位置特定する助けとなることが
ある。
【０１１９】
　いくつかのタイプの活性化トレールが生じることがあり、律動障害に関する様々なタイ
プの原因に関して、対応する判別可能なシグネチャパターンを生成する。活性化のシーケ
ンスが中心「コア」領域の周りで回転する活性化トレールを、ロータと呼ぶ。コア領域か
ら半径方向に発散する活性化トレールを、限局性拍動（または反復的な限局性活性化もし
くは拍動の部位）と呼ぶ。別の活性化トレールタイプは、局所化された根源が明確には識
別されない散逸パターンである。特に有用な実施形態では、そのような場合、追加の位置
で、または追加の時間間隔にわたって信号感知が繰り返される。心律動障害に関する原因
の局所化は、コア領域の位置、およびこの領域からの追加の活性化に基づく。いくつかの
実施形態は、コア領域を直接識別する。例えば、ヒルベルト変換法および直接位相割当て
法（図９）は、コア領域を、分析の実部と虚部が交わる部位として識別する。対照的に、
本発明の直接逐次順序付け法は、コア領域を視覚的に、または分析的に示す。
【０１２０】
　図１０では、操作１４００～１４９５によって、律動障害の主要な原因である見込みが
最も高い原因を識別、位置特定、および選択するプロセスを説明する。１つの特に望まし
い実施形態では、律動障害の根源に関する確率マップ１４８０が構成される。これは、他
の感知位置と比較して各感知位置が律動障害の原因を含んでいる尤度を示す。より高い相
対尤度が割り当てられるのは、より長い時間間隔にわたって（またはより多くの回転また
は拍動に関して）コア領域が持続する部位、活性化のレートがより速い部位、活性化のレ
ートがより組織化されている部位、１：１で周囲組織を活性化し（すなわち電位図リンク
があり）、同位相でより大きな組織領域を活性化する（すなわち大きな空間定数を有する
）部位、さらに、より少ない併発する根源が識別されるときには、ヒトのＡＦでの肺静脈
など律動障害に関する高い尤度を有する既知の領域の近くにある根源、時間にわたってあ
まり移動しない根源、および限局性拍動タイプの根源に対するロータである。１つの特に
有用な実施形態では、データベース内に記憶されている例と比較した後に確率が割り当て
られる。比較は、段階的な多変数の比較の形態を取ることがある。限定された場合には、
単一の電気ロータであって臓器全体を直接活性化する空間的に固定された根源が、定義に
よりその心律動障害の主要な原因である。
【０１２１】
　図２４Ａ～図２８Ａで以下に述べるように、複雑な生物学的律動障害または心律動障害
（例えばＡＦ）の根源または原因は、局所化されているが、それでも空間的に制約された
形状（例えば、活性化トレール）の内部で時間にわたって移行することができる。図２８
Ａにさらに示されるように、心律動障害の根源は、空間的に制約された形状の内部で移行
する局所化されたパルス発生源によって（パネルＡ）、空間的に制約された形状の内部で
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複数の励起波を発生する固定の局所化されたパルス発生源によって（パネルＢ）、および
空間的に制約された形状の内部で複数の励起波を発生する少なくとも１つの移行性のリエ
ントリパルス発生源によって（パネルＣ）引き起こされることがある。
【０１２２】
　活性化トレールに関する代用物も存在する。これらは、より少数の位置からのデータ、
あまり長くないもしくはあまり詳細でない記録、または心臓内からではなくＥＣＧなど他
のリソースからの情報を使用して、本発明によって提供される識別および局所化を近似す
るデータである。したがって、代用物は、活性化トレールを直接測定する分析に比べて少
数のセンサ位置を使用して、活性化トレールの近似を可能にする。個別にまたは組み合わ
せて使用されるこれらの代用物、例えば、律動障害中の高速レートの部位、あまり規則的
でない部位によって取り囲まれる非常に規則的な部位の存在、変化する信号構成とは異な
り、連続する信号に関して複数の拍動にわたって安定な構成（形状）の存在、振幅が特に
低い信号、非常に長い各活性化に関する非常に長い信号、特定の律動障害に関連付けられ
ることが分かっている解剖学的特徴への近接性（例えば、ＡＦにおいては肺静脈、ＶＦに
おいてはヒス－プルキンエ系（Ｈｉｓ－Ｐｕｒｋｉｎｊｅ　ｓｙｓｔｅｍ））、またはそ
れらの組合せも、根源を識別して位置特定する助けとなることがある。
【０１２３】
　代用物はＥＣＧから検出することができ、したがって、これを使用して、患者における
処置を計画する、または療法をガイドすることができる。規則性があり高いレートである
領域に関するＥＣＧのベクトル解析は、特に、規則性およびレートがより低い領域によっ
て取り囲まれている場合に、根源が位置する心臓内の位置を示す。
【０１２４】
　図１０の操作１４００～１４９５は、根源を識別して位置特定するための手法を要約す
る。操作１４００～１４５０は、原因を識別するために十分なセンサ分解能が存在するか
どうか決定する。十分性に関する基準には、波面計算における不連続性がないこと、コア
領域の位置での跳躍がないこと、および約１ｃｍを超えるべきでない絶対センサ間隔が含
まれる。これは、リエントリ波の最小円周が、ヒトの心房においては＞２ｃｍであり、ヒ
トの心室におけるよりも大きいという計算に基づく。次いで、操作１４６０～１４９０は
、感知されたデータと記憶されているデータとの組合せを使用して根源を計算し、これが
次いで処理される（操作１４９５）。本発明は、フィルタされた臨床データもしくはフィ
ルタされていない臨床データ、当該患者および他の患者を含むデータベースからのデータ
、または分析すべき信号を表すための計算推定値、ならびに分析結果の広範な使用を含む
。さらに、患者から獲得した既存のデータ、信号処理法、数値法、およびデータベースか
らの記憶されている信号のハイブリッド使用が、本発明によるプロセスおよびシステムの
主要な利点である。これは特に、開心手術なしでは、ヒトの心房または心室からの高分解
能の生理学的データを臨床での電気生理学的検査で得ることは不可能ではないにせよ非常
に難しいことがあるからである。
【０１２５】
　上記の手法はすべて、ＶＦを含めた任意の複雑な律動障害に適用することができる。当
然、これらの手法はまた、解剖学的な障害物を巡るリエントリ、または（心房粗動など）
瘢痕組織に係留されたロータなど、「単純な」律動障害にも適用することができる。
【０１２６】
　進歩性のあるこれらのプロセスは、非常に高速で動作されるソフトウェアで実装される
ことがあり、リアルタイム分析およびオフライン分析に適しており、埋込型のデバイスで
見られる構成要素、ポータブル緊急機械、リストウォッチサイズのデバイスなど小型の構
成要素、および電気生理学的実験で見られるより大型のコンピュータを使用する。
【０１２７】
モード３　データベースへの心律動の根源に関するデータの記憶
　律動障害の根源に関するデータは、望ましくは、図１のデータベース１６０に記憶する
ことができる。これは、様々な患者での根源を分類するため、単一の患者での根源の識別
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を補助するため、または患者が同じ根源または異なる根源で再び受診しているかどうか判
断するために有用であることがある。したがって、データベース１６０内のデータは上述
した特徴を含むことができ、そのような特徴には、併発する根源の数、レート、時間にわ
たるレートの変動性、期間、根源によって活性化が直接引き起こされる生物学的臓器のサ
イズ（空間定数）、位置、この位置が時間にわたって移動するかどうか、根源が検出され
た時点での心臓の複数の領域におけるレート（例えばＡＦ中の左心房および右心房でのレ
ート）、およびアブレーションに対する各根源の応答が含まれる。
【０１２８】
　いくつかの実施形態において、データベースに記憶され得る追加の情報は、性別（男性
／女性）、年齢、体重、身長、真性糖尿病の有無、血圧、心房サイズ、心室サイズ、心房
または心室瘢痕の領域、左心室駆出率からなる群からの１つまたは複数の臨床因子を含む
。
【０１２９】
　特に有用な実施形態では、ＡＦの根源のデータベース（例えばデータベース１６０）は
、追加の症例からの新たな根源局所化に基づいて、連続的に更新される。これを使用して
、既に記憶されているパターンに新規患者を合致させるソフトウェアエキスパートシステ
ムによって、新規患者を検査する術者が根源を局所化するのを補助する。
【０１３０】
　記憶すべき根源データは、上記の変数が合致する既存のデータとの整合性に関して分析
される。データ完全性に関する厳格な基準に見合う生のデータのみが取り込まれ、他は拒
絶される。データ完全性を保証した後、データがデータベースに追加されて、将来の患者
のための局所化を改善する。
【０１３１】
　本発明およびデータベースインターフェースは、現行のデータを記憶されているデータ
と比較するエキスパートシステムを含むことがある。最も近い合致に基づいて、本発明に
おける論理は、追加の心律動の根源または追加の特徴を検査すべきであるか、およびそれ
らの根源または特徴が、記憶されている情報に基づいているかどうかを判断する。これは
、様々な記憶されているパラメータに対する「適合度（ｇｏｏｄｎｅｓｓ　ｏｆ　ｆｉｔ
）」を使用する。この機能が含まれるのは、実際には、感知位置の数が時間的な制約によ
って制限されるからであり、また、実際には、多くのセンサ位置が最適でないデータを提
供することがあり、したがって実際の感知分解能を制限するからであり、さらにまた、多
くの患者が同様の根源位置および特徴を示すことを本発明者が観察しているからである。
【０１３２】
　データベースの更新は、上記の情報を含む、中央に配置されて機密保護されたデータベ
ースから術者が定期的に利用可能である。患者の名前、地理的位置、検査日、またはＨｅ
ａｌｔｈ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔａｂｉｌｉｔｙ　Ａｃｔ（ＨＩＰＡＡ；医
療保険の携行性と責任に関する法律）によって禁止されている他の項目に関する情報は含
まれない。このデータベースは遠隔位置で保守され得るが、有線および無線通信、ＣＤ、
ＤＶＤ、およびソリッドステート記憶デバイスなど電子媒体を含む手段によって電子的に
利用可能である。
【０１３３】
モード４　生物学的律動障害の根源の表示
　本発明は、生物学的律動障害に関する根源の識別、位置、および上記の特徴を術者に通
信するための方法および装置を含む。これは、典型的にはコンピュータモニタ上でのグラ
フィカル表示の形での視覚表示手段、または心臓の解剖学的形態に関係付けて根源を示す
プリントアウト、または根源が存在する位置および／またはセンサ部位の基本的な文章で
の概要を含む。
【０１３４】
　また、聴覚表示も使用することができ、これは、術者に、生物学的律動障害に関する根
源の識別、位置、および上記の特徴を音声で知らせる。一実施形態では、これは、分析結
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果自体ではなく、分析の結論または要約を含む。
【０１３５】
モード５　生物学的律動障害の原因での療法
　律動障害の原因を検出して診断するために使用される本発明のプロセスおよびシステム
に加えて、本発明はまた、生物学的律動障害に関する根源を治療して、律動障害を修正、
改善、または解消するためのデバイスおよび方法も含む。
【０１３６】
　根源の治療は、無線周波、凍結エネルギー、マイクロ波、さらには他の有用な技術を用
いたアブレーションを含めた任意の有用な技法を採用することができる。また、修正は、
（幹細胞などを用いる）細胞療法、遺伝子療法、薬理送達、心臓の内部または外部にある
デバイスによって送達されるイオン化もしくは非イオン化放射、または他の介入も含むこ
とがある。
【０１３７】
　治療は、原因を減少または修正するために送達される。心房頻拍や心房粗動など単純な
心律動障害では、原因を解消するためにエネルギーが直接印加される。ＡＦなど複雑な律
動障害では、エネルギーを印加して、根源をアブレート（破壊）する、根源と生存可能な
心臓内腔の残りの部分との間の組織を破壊することによって根源を隔離する、または様々
な根源間の相互作用を修正することができる。この後者の形態の治療は、非常に新規なも
のであり、非常に効果的であることが本発明者によって実験で示されている。修正は、確
率的に行うことができる。
【０１３８】
　特に望ましい実施形態では、療法は、心律動障害を治療するために原因を解消する狙い
で、律動障害に関する識別または局所化された原因のコア領域を標的とすることができる
。これは、前記障害に関する複数の原因を識別、位置特定、および治療するために逐次に
適用することができる。
【０１３９】
　あるいは、療法は、周囲の組織から根源を切り離す狙いで、根源に関するコア領域に隣
接する位置を標的とすることができる。
【０１４０】
　あるいは、療法は、決定的な治療がより容易に達成される組織に向けて根源を移動させ
る狙いで、根源に関するコア領域に隣接する位置を標的とすることができる。例えば、解
剖学的構造、組織の厚さ、または他の要因によりアブレーションが困難な位置に根源があ
る場合、根源の片側でアブレーションを行うことで、比較的薄い組織または解剖学的要因
によりアブレーションを比較的容易に行うことができる位置に根源を移動させることがで
きる。
【０１４１】
　あるいは、療法は、根源の移動を防止し、したがって根源を閉じ込める狙いで、根源に
関するコア領域に隣接する位置を標的とすることができる。
【０１４２】
　あるいは、療法は、根源が持続するのに利用可能な組織の質量を減少させて、それによ
り根源を収束させる狙いで、根源に関するコア領域に隣接する位置を標的とすることがで
きる。
【０１４３】
　空間的に制約された形状の内部で原因が移行するそのような場合には、療法は、心律動
障害を治療するためにこの原因を解消する狙いで、そのような形状の少なくとも一部分を
標的とすることができる。さらに、またはあるいは、形状自体の１つまたは複数の部分を
標的とすることができない、または望ましくない場合には、療法は、周囲の組織から根源
を切り離す狙いで、制約された形状の近位を標的とすることもできる。
【０１４４】
　治療は、心臓内のカテーテル（図１での要素２５）、または本明細書で挙げる多電極カ
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テーテルの１つに存在する電極（例えば図２～図４参照）を介して送達される心外膜表面
上でのアブレーションの形態を取ることができる。
【０１４５】
　散逸した活性化トレールが観察されるときには、まず、識別が困難な根源が存在するこ
とがある位置が標的とされる。ＡＦを起こしている患者では、そのような部位として、肺
静脈および他の胸静脈および心耳が挙げられる。したがって、まず肺静脈の隔離が行われ
、次いで、臨床的に疑わしい場合には追加の部位で療法が行われる。次いで、原因を識別
して位置特定するために信号感知が繰り返される。
【０１４６】
　好ましい特に望ましい実施形態では、マルチセンサカテーテル（図２～図４）が、アブ
レーションの形での療法を送達することができるアセンブリを含む。この実施形態では、
根源が存在する位置にあるセンサは、根源を修正または解消するためにアブレーションエ
ネルギーを送達するように活動化される。
【０１４７】
　このシステムは、空間的地点および固定位置に療法を送達することができる。このシス
テムでは、根源のコア領域の位置が、療法を通じて常に分析される。アブレーションエネ
ルギーなどの療法は、根源の移動を制約するために様々な位置、場合によっては多数の位
置に向けられる。例えとしては、根源を１箇所に留めるために、移動する根源の周りに、
アブレートされた組織の「フェンス」を構成する。これは、前記アセンブリの前記極の複
数のセンサに同時に療法送達（アブレーションなど）を行うことを必要とすることがある
。このプロセスは、律動が収束するまで、または遠隔の根源が優勢となるまで続けられる
。
【０１４８】
　本発明は、心臓を直に露出させる手術室で外科的に行われる療法を対象とするのによく
適している。これは、最小侵襲性手法または従来の開胸心臓露出によるものでよい。記録
電極、ソック（ｓｏｃｋ）、プラーク（ｐｌａｑｕｅ）、または他の機器の選択は、外科
医の自由裁量に委ねられ、療法の根源を変えない。
【０１４９】
　あるいは、修正は、組織を刺激（ペーシング）することによって行うことができる。ペ
ーシングに関して、プロセス制御装置７０は、心臓内の電極２０～２５、身体表面上の電
極３０、または例えば食道など他の場所にある電極１５０を使用して心臓を刺激するよう
にペーシングモジュール５０を調整する。電極制御装置４０は、ペーシング前、ペーシン
グ中、およびペーシング後に、電極から信号を受信する。ペーシングは、心拍数を高め、
追加の拍動を導入するために使用される。
【０１５０】
　代替実施形態では、本発明は、根源を修正または解消するために心臓神経をアブレート
または刺激することができる。すなわち、根源が心臓神経叢の位置にある場合、そのよう
な位置のアブレーションまたはペーシングを使用して根源を修正することができる。
【０１５１】
　根源の修正または解消後に異常な律動が収束した場合、律動障害を再開する試行を行う
ことができる。心律動障害の場合、これは、非常に高速のペーシング、イソプロテレノー
ルの投与、または他の介入を含むことがある。次いで、本発明の適用全体が繰り返される
。
【０１５２】
　異常な律動がもはや開始されない場合、医師は、根源であり得る追加の領域を修正する
かどうか自由裁量を下すことができる。この情報は、データベース内に記憶されているデ
ータから直接利用可能であることがあり、同様の分類の患者と現在の患者を合致させる。
【０１５３】
モード６　非リアルタイム検討モード
　１つの重要な動作モードでは、本発明は、非リアルタイムで、オフライン分析様式で使
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用することができる。この検討モードは、以前の電気生理学的検査など同一の個人（患者
）からの別の時点でのデータ、異なるデバイス（埋込型ペースメーカーまたは細動除去器
など）からのデータ、さらには以前の失敗したアブレーションからのデータに適用するこ
とができる。これを使用して、以前の処置からの結果を検討することができ、本発明の適
用を計画する前に患者のデータを検討することができ、または、律動障害の同じ根源また
は異なる根源をこの患者が現時点で有するか評価することができる。
【０１５４】
　まず、信号が、データベース１６０内に記憶されている電位図から処理装置制御装置７
０にアップロードされる。このデータベースは、複数の患者に関するデータを記憶するマ
スタデータベースでも、患者専用のデータベースでもよい。データ記憶および検索は、任
意の信号タイプに関して実施することができる。記憶される信号は、別の信号源、カタロ
グ化された信号源、あるいはＳｔ　Ｊｕｄｅ　ＭｅｄｉｃａｌによるＥｎｓｉｔｅ　３０
００もしくはＮａｖＸ、またはＢｉｏｓｅｎｓｅ－　ＷｅｂｓｔｅｒによるＣａｒｔｏか
らのものなど計算された信号もしくは仮想の信号から導出することができる。また、信号
は、異なる個人から導出することもでき、同様の背景および心律動障害をもつ患者に関し
てデータベースをクエリする。
【０１５５】
　個別の非リアルタイムモードにおいて、本発明によって、患者が心律動障害を起こして
いないときに得られるデータを使用して、律動障害に関する根源を識別および位置特定す
ることができる。これは、例えば、心律動障害が処置の時点で観察されず、従来の方法を
用いては開始することができない場合に有用であることがある。このモードは、内腔の生
物学的特性を使用して、心律動障害時に根源／原因が存在することがある位置を予測する
。そのような位置は、活動電位期間の回復の最大の傾きが＞１である部位、再極性化信号
形状または再極性化期間において拍動間の振動が観察される部位、または伝達速度回復が
臨界レートでゆっくりとした伝達を示すことが明らかな部位を含む。
【０１５６】
　好ましい実施形態では、回復を測定するために、図１の要素９０で示されるように、各
位置で広範囲のレートに関して信号を感知する必要がある。これは、ペーシングを使用し
て実現することができる。この場合、プロセス制御装置（図１、要素７０）は、心臓内の
電極２０～２５、身体表面上の電極３０、食道内の電極１５０、または他の場所の電極を
使用して心臓を刺激するようにペーシングモジュール５０を調整する。レート、特に高速
レートの範囲が広ければ広いほど、回復の分析に関するその信号に関するデータ範囲がよ
り広範になる。ペーシングがオプションでないとき、本発明は、他のオプションを使用し
て心拍数を高めるように、またはデータベースからの記憶されている情報を使用するよう
に使用者に促す。
【０１５７】
　この実施形態では、レート－応答（「回復」）曲線は、図５に示される信号の各成分に
関して各レートで生成される。例えば、このステップは、単相活動電位期間（ＭＡＰ）（
位相０～位相３の時間）がレートと共に変化する様子（ＡＰＤレート回復）を計算するこ
とができる。心房ＡＰＤ回復の例が、図５、図６（要素６００～７２０）に示されている
。サンプリングされた心拍数の範囲を広げるためにペーシングを使用することで、各生体
信号のレート応答の広範な評価が提供される。
【０１５８】
　図７の参照番号６００、６２０、６４０は、有用な実施形態を示し、ここでは、本発明
者によって取られた左心房４２０でのヒトの活動電位の記録がそれぞれ、脱分極を含む高
品質の情報（段階０）、再分極（段階１～３）、段階２の振幅および活動電位期間（段階
０～段階３の時間インターバル）を含む情報を提供する。段階４は、１つの拍動と次の拍
動のインターバルを示す。本発明は、ＡＰ期間（段階０～３からの時間）のレート－応答
およびＡＰ段階ＩＩの振幅に焦点を当てて、複数の成分のレート応答（回復）を決定する
ことができる。
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【０１５９】
　参照番号４００（図５）はＥＣＧである。これは、心房内成分（Ｐ波およびＰＲインタ
ーバル）と、脱分極（ＱＲＳ群）および再分極（Ｔ波）を含む心室成分とを含む。心房に
関しては、本発明は、図７の参照番号６００～６５０での後で示す分析を使用して、Ｐ波
期間がレートと共に変化する様子を記録する。心室に関しては、本発明は、心室ＡＰＤレ
ート挙動（回復）の尺度として、ＱＴインターバルがレートと共に変化する様子を記録す
る。個々のＱＲＳ群は、いくつかのコラム技法（ｃｏｌｕｍｎａｒ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ
ｓ）の１つを使用して位置合わせされ、これらの技法としては、最大の正または負の傾き
を有する点の周りに電位図を位置合わせする方法、またはそれらのピーク値もしくはそれ
らの平均自乗差を最小にする方法、または導出された信号に基づく基準が挙げられる。同
様に、Ｔ波が識別および位置合わせされる。心房活動は、介在するインターバル中に生じ
るとみなされる。
【０１６０】
　信号が単極電位図である場合、この信号も同様に分析される。各信号が、波形および期
間に関して分析される。図５の項目４３０～４４０は、それぞれヒトの左心房４３０およ
び左心室４４０からの単極電位図を示し、脱分極と再分極が、活性化－リカバリインター
バルとして併せて測定され、これが単相活動電位期間の代用物となる。本発明は、レート
に関する様々な成分の調節を決定する。
【０１６１】
　また、信号は双極電位図でもよく（要素４５０、４６０）、本発明は、各成分のレート
応答を決定する。
【０１６２】
　代替実施形態では、上述したリアルタイム動作モードと同様に、ＥＣＧおよび電位図デ
ータが分析のためにデータベース１６０からアップロードされる。データベースからのデ
ータは、同じ患者または異なる患者から、任意の時点で、任意の獲得システムを使用して
記録されたものでよい。
【０１６３】
　ＡＦでは、ＭＡＰ回復は、ＡＦが起きていないときのＭＡＰとは異なることがある。図
８では、パネル７００は、ペーシング後のＡＦの開始を示す。パネル７１０は、黒で、ペ
ーシング中のＭＡＰ回復を示す。ＡＦ開始直後（赤い点）、ＡＰＤが、前に導出されたＭ
ＡＰ回復を追跡する。しかし、これは、より長く続くＡＦに関しては当てはまらないこと
がある。パネル７２０、７３０、および７４０は、長く持続するＡＦを起こしている患者
を示し、これらの患者では、ＡＰＤ回復は、ＡＦの前にペーシングで得られたものとは異
なる。
【０１６４】
　したがって、信号処理および分析のために、この時点または前の時点でＡＦ時に患者か
ら得られたＡＰＤ回復、またはこの患者または他の患者に関する記憶されているＡＰＤか
ら得られたＡＰＤ回復、またはフィルタもしくは計算されたデータから得られたＡＰＤ回
復を使用することが有利であることがある。
【０１６５】
　ここで、これらの分析から、その後の心律動障害中に根源が生じることがある位置を予
測することができる。単相活動電位に関して、ＭＡＰＤレート－挙動（回復）の最大の傾
きが＞１である部位は、ＶＦまたはＡＦに関する原因のすぐ傍にあることがある。心律動
障害の開始に関する高い尤度の他の指標には、伝達の広いレート－応答（回復）が含まれ
る。これは、動的な伝達が遅いそのような部位が、心律動の原因が存在する部位を示すこ
とがあるからである。
【０１６６】
　アブレーション電極２５を介して破壊エネルギー（無線周波数、低温アブレーション、
またはマイクロ波放射）を印加するために、エネルギー発生器７０を活動化させることが
できる。この電極は、操作者が手動で心臓内で移動させることができ（すなわち従来の手
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法）、またはロボットもしくはコンピュータ支援ガイダンスを使用して遠隔で移動させる
こともできる。
【０１６７】
　本明細書で説明するシステムの実装は、主としてデジタル信号処理技法に基づくことが
ある。しかし、当業者が、デジタル技法をアナログ信号処理に容易に適合させることがで
きることを理解すべきである。
【実施例】
【０１６８】
４７才の男性におけるＡＦに関する根源の識別および局所化
　図１１では、パネル９００～９１０は、代表的な患者、すなわち５年以上にわたって持
続性の心房細動（ＡＦ）を患っていた４７才の男性を示す。この患者は、アミオダロンを
用いた様々な療法や他の適切な療法にもかかわらず、またＡＦに対する以前のアブレーシ
ョン手術にもかかわらず、心臓の症候性の動悸を引き続き有し、治療のために病院の緊急
治療室に入る必要があった。そこで、自分の症候の深刻さに鑑みて、その患者は、さらな
る評価およびアブレーションのために電気生理学的検査室に戻ることを選んだ。
【０１６９】
　パネル９００～９１０は、電気生理学的検査の開始時のＡＦ中の右心房および左心房か
らの信号を示す。ＡＦサイクル長（連続する活性化開始時点間の時間）はかなり短く、右
心房での最初の２つのサイクルに関しては１７２ｍｓおよび１６５ｍｓと示されており（
パネル９１０）、ＡＦに関して典型的であるように変化していることを見ることができる
。顕著には、信号は、よくそうであるように、左心房（「ｐｏｓｔ　ＬＡ」）、および冠
状静脈洞（「ＣＳＰ」近位冠状静脈洞；「ＣＳＤ」遠位冠状静脈洞）において、右心房（
「ＨＲＡ」右心房上方；「Ｌａｔ　ＲＡ」右心房側方；「ｐｏｓｔ　ＲＡ」右心房後方）
におけるよりも形状が細分化され、無秩序であった。
【０１７０】
　これらの所見は、通常は、左心房に向けてアブレーションをガイドする。この症例での
典型的な処置は、肺静脈の近くでアブレートして隔離を確認することから始まり、続いて
、以下のものを含めたいくつかの部位での追加のアブレーションの選択を行う。（ａ）細
分化された電位図の左心房部位、天蓋部での線形アブレーション、僧帽弁輪での線形アブ
レーション、他の線形アブレーション、次いで（ｂ）細分化の部位および解剖学的峡部を
含めた右心房アブレーション。この提案されている処置は、通常約２～３時間かかり、Ａ
Ｆを収束させる可能性が＜５０％であり、これは、処置の終わりに正常な律動を回復する
ために電気除細動が必要とされることを意味する（Ｃａｌｋｉｎｓ，Ｂｒｕｇａｄａ　ｅ
ｔ　ａｌ．２００７）。
【０１７１】
　この既知の手法を使用せずに、本発明の方法および治療の一実施形態を適用した。６４
個のセンサ（電極）を含むカテーテルアセンブリを、大腿静脈を通して右心房内に挿入し
、また、経中隔穿孔にわたって患者の左心房内に挿入した。これらを、ワイヤケーブルを
介して、ＡＦ中に各センサで信号を収集するための記録システムに接続した。これらの信
号をデジタル形式に変換し、コンピュータプログラムに入力した。活性化開始時点を、Ａ
Ｆの２秒間に各センサで記録した。この患者では２秒を使用したが、任意のより大きいま
たはより小さい時間間隔が有用であることもある。１秒以下を使用することができること
が望ましい。いくつかの実施形態では、数ミリ秒を使用することもできる。各センサ位置
での活性化開始時点を、時間的に逐次に順序付けした。記憶されている活動電位トレーシ
ングを使用して、各センサに関して活性化時間の開始時に活性化電位トレーシングを挿入
することによって電位図（電圧－時間系列）を生成した。最後に、直接位相割当て技法を
使用して、コア領域を識別した。活性化トレールは、コア領域に対するこれらの活性化シ
ーケンスの関係によって直接示される。すなわち、それらがコアの周りで回転する場合に
は、電気ロータが検出され、それが原因とみなされるが、それらがコア領域から半径方向
に発散する場合には、限局性拍動が検出され、それが原因とみなされる。医師の検討のた



(38) JP 6152516 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

めに、結果をコンピュータモニタ上にアニメーションとして表示した。
【０１７２】
　活性化トレール（図１２でのパネル１０３０）は、この男性のＡＦの原因として、電気
ロータを表した。図１２のパネル１０００において、活性化開始時点が、１０ｍｓ（青）
～２００ｍｓ（赤）までカラーコード化された時間で、右心房内でコア領域の周りで回転
することを見ることができる（パネル１０１０）。左心房では、局所化された原因は見つ
からなかった（パネル１０２０）。パネル１０４０は、脱分極（活性化；「赤」）および
再分極（非活性化；「青」）された組織の３つの時間スナップショットとして、この同じ
ロータを異なる形態で表示する。時系列で見て（左から右）、これらのスナップショット
も、コア領域の周りで回転する活性化シーケンス（ロータ）を追跡する。このコア領域は
、原因である高い尤度を有していた。なぜなら、これは、周囲の心房のほぼすべて（大き
な空間定数）に関する電気的活性化を制御していた唯一の根源であったからである。
【０１７３】
　臨床的には、この電気ロータが右心房にあったことは驚くべきことであった。右心房の
ロータ部位は、高いスペクトル優位周波数も、低い振幅の細分化された信号も示しておら
ず、普通であればアブレーションのために識別されない、またはアブレーションの標的と
されない。
【０１７４】
　右心房内のロータコア（パネル１０５０）で、すなわち図１２のパネル１０６０におい
て赤色のドットによって示される部位でアブレーションを直接開始した。顕著には、ＡＦ
は、３０秒のエネルギー送達の間に、サイクル長２２７ｍｓまで遅くなった。図１０のパ
ネル１０５０において白い点によって示されるすぐ傍の部位での後続のアブレーションが
さらにＡＦを遅くし、ＡＦは収束して、図１３に示されるようにアブレーションの６分間
後以内に洞律動になった。図１３のパネル１１００～１１２０では、ＡＦは停止しており
（１１１０とラベルされる）、正常な洞律動（参照番号１１２０を付されている）が回復
されたと見ることができる。この時点で、ＡＦは、図１４に示されるような典型的な高速
ペーシング技法を使用して再開することはできず、ここで、パネル１２１０は、心房捕捉
を伴う高速ペーシングを示し、パネル１２２０は、ＡＦの誘発がないことを示し、パネル
１２３０は、ペーシングの終了後の洞律動を示す。
【０１７５】
　この結果は、現況技術に対するパラダイムシフトである。典型的には、広範囲に経験的
に印加される冗長なアブレーション（心室の３０～４０％）によってＡＦを遅くすること
はできるが、それでも、持続性のＡＦが収束することはまれである。本発明者は、心房の
約２～３％未満のアブレーションによってＡＦを急激に遅くして、急激に収束させたＡＦ
に適用された。持続的なＡＦにおいて、先験的に（ａ　ｐｒｉｏｒｉ）識別された１つの
部位のみでアブレートしてＡＦの即時の減速および収束を確認した、以前に行われた事例
は知られていない。
【０１７６】
ＡＦに関する根源の識別および局所化の他の実施例
　７７才の男性が、心房細動（ＡＦ）のアブレーションのために来院した。複数の抗不整
脈剤、わずかに拡大した左心房（直径４５ｍｍ）、および正常な左心室駆出率（５８％）
にもかかわらず、その男性の病歴は、発作性のＡＦに関して顕著であった。侵襲性の電気
生理学的検査で、上述したようにカテーテルを心房に挿入した。本発明を複数のセンサに
適用した。図１５で、パネル９００は、心律動障害（例えばＡＦ）での活性化の位相マッ
プを示す。これらのパネル（左から右へ）は、空間点の周りでの活性化、すなわち左下肺
静脈付近にあるこの空間点での局所化された根源（電気ロータ）の９０°、１８０°、２
７０°、および３６０°の位相を示す。左から右へ（時間的に進む方向で）パネルを見る
と、より暖色（赤）での脱分極（活性化）組織が、左下肺静脈の内側唇（黒い砂時計形状
での外形を参照）にあるコア領域を中心として時計周りに回転することが示されている。
この部位でのアブレーションは、ＡＦを急激に収束させた。
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【０１７７】
　持続性のＡＦを起こしている４０才の男性患者がアブレーションのために来院した。Ａ
Ｆは、フレカイニドおよび他の抗不整脈剤に対する耐性があった。患者の左心房直径は５
２ｍｍであり、左心室駆出率は６９％であった。侵襲性の電気生理学的検査で、上述した
ようにカテーテルを心房に挿入した。本発明を複数のセンサに適用した。図１５では、パ
ネル９１０は、左心房の前壁での電気ロータの形で、局所化された根源を示す。ここでも
、左から右へパネルを見ると、活性化（脱分極）された組織が、肺静脈の間の左心房の前
壁にあるコア領域を中心として反時計回りに回転することが示されている。この部位での
アブレーション後、患者はＡＦを発症していない。
【０１７８】
　発作性のＡＦおよび重大な症候を起こしている５６才の患者がアブレーションのために
来院した。ＡＦは、いくつかの抗不整脈剤にもかかわらず続いていた。この患者の左心房
は、少し拡大していた。侵襲性の電気生理学的検査で、上述したようにカテーテルを心房
に挿入した。本発明を複数のセンサに適用した。図１６では、パネル１６１０は、肺静脈
には位置していないが肺静脈の間にある、左心房内での局所化された根源の出力を示す。
根源は反復的なものであった（パネル１６２０）。パネル１６３０で、活性化トレールは
、この部位から半径方向に発散する活性化を示す。パネル１６４０で、左心房の活性化は
、細動している（無秩序である）と見られる。この限局性拍動原因にアブレーションを施
したところ、ＡＦが急激に止まった。本出願の時点で、患者は、数ヶ月にわたってＡＦを
全く発症していない。これは、パラダイムシフトである。なぜなら、肺動脈を取り囲むこ
の患者での通常のアブレーション損傷であれば、この根源からは外れていた（ｍｉｓｓｅ
ｄ）からである。したがって、この患者は、ＡＦを治療する先行技術の既知の技法が使用
されていた場合、アブレーション後に再発していた可能性が高かった。
【０１７９】
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ｌａｒ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｍｙｏｐａｔｈｉｃ　ｈｕｍａｎ　ｈｅａｒ
ｔｓ：ｍｅｃｈａｎｉｓｔｉｃ　ｉｎｓｉｇｈｔｓ　ｆｒｏｍ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｇｌｏ
ｂａｌ　ｅｎｄｏｃａｒｄｉａｌ　ａｎｄ　ｅｐｉｃａｒｄｉａｌ　ｍａｐｐｉｎｇ．”
Ａｍ　Ｊ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　Ｈｅａｒｔ　Ｃｉｒｃ　Ｐｈｙｓｉｏｌ　２９２（６）：Ｈ
２５８９－９７．
Ｍｙｅｒｂｕｒｇ，Ｒ．Ｊ．ａｎｄ　Ａ．Ｃａｓｔｅｌｌａｎｏｓ　（２００６）．“Ｅ
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ｍｅｒｇｉｎｇ　ｐａｒａｄｉｇｍｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ　ａｎ
ｄ　ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃｓ　ｏｆ　ｓｕｄｄｅｎ　ｃａｒｄｉａｃ　ａｒｒｅｓｔ．
”Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　３（２）：２３５－２３９．
Ｎａｄｅｍａｎｅｅ，Ｋ．，Ｊ．ＭｃＫｅｎｚｉｅ，ｅｔ　ａｌ．（２００４ａ）．“Ａ
　ｎｅｗ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｆｏｒ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ
ｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ：ｍａｐｐｉｎｇ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｌｅｃｔｒ
ｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ．”Ｊ．Ａｍ．Ｃｏｌｌ．Ｃａｒｄｉｏ
ｌ．４３（１１）：２０４４－２０５３．
Ｎａｒａｙａｎ，Ｓ．Ｍ．，Ｄ．Ｅ．Ｋｒｕｍｍｅｎ，ｅｔ　ａｌ．（２００６ｄ）．“
Ｅｖａｌｕａｔｉｎｇ　Ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎ　Ａｔｒｉａｌ　
Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒｙ　Ｃｙｃｌｅ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｕｓｉｎｇ　Ｍｏｎｏｐｈａｓ
ｉｃ　Ａｃｔｉｏｎ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌｓ．”Ｐａｃｉｎｇ　Ｃｌｉｎ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｐｈｙｓｉｏｌ　２９（１１）：１２０９－１２１８．
Ｎａｓｈ，Ｍ．Ｐ．，Ａ．Ｍｏｕｒａｄ，ｅｔ　ａｌ．（２００６）．“Ｅｖｉｄｅｎｃ
ｅ　ｆｏｒ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｖｅｎｔｒ
ｉｃｕｌａｒ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１１４：５３６－
５４２．
Ｎｇ，Ｊ．，Ａ．Ｈ．Ｋａｄｉｓｈ，ｅｔ　ａｌ．（２００６）．“Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ
　ｅｌｅｃｔｒｏｇｒａｍ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｒｅｌａ
ｔｉｏｎｓｈｉｐ　ｏｆ　ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｔｏ　ａｔｒｉａｌ
　ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｒａｔｅ　ｉｎ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ．
”Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ　３（１１）：１２９５－１３０５．
Ｎｇ，Ｊ．，Ａ．Ｈ．Ｋａｄｉｓｈ，ｅｔ　ａｌ．（２００７）．“Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ
　ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ａ
ｎａｌｙｓｉｓ．”Ｊ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ　１８（
７）：７５７－６４．
Ｏｒａｌ，Ｈ．，Ａ．Ｃｈｕｇｈ，ｅｔ　ａｌ．（２００７）．“Ｒａｄｉｏｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｈｒｏｎｉｃ　ａｔｒｉａｌ
　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｇｕｉｄｅｄ　ｂｙ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｅｌｅｃｔｒｏｇ
ｒａｍｓ．”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１１５（２０）：２６０６－１２．
Ｏｒａｌ，Ｈ．，Ａ．Ｃｈｕｇｈ，ｅｔ　ａｌ．（２００９）．“Ａ　ｒａｎｄｏｍｉｚ
ｅｄ　ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎｃｒｅｍｅｎｔａｌ　ｒｏｌｅ　ｏｆ
　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｆｒａｃｔｉｏｎａｔｅｄ　ａｔｒｉａｌ
　ｅｌｅｃｔｒｏｇｒａｍｓ　ａｆｔｅｒ　ａｎｔｒａｌ　ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ｖｅｉ
ｎ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｌｏｎｇ－ｌａｓｔｉｎｇ　ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　
ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ．”Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　５
３（９）：７８２－９．
Ｒｅｄｄｙ，Ｖ．Ｙ．，Ｍ．Ｒ．Ｒｅｙｎｏｌｄｓ，ｅｔ　ａｌ．（２００７）．“Ｐｒ
ｏｐｈｙｌａｃｔｉｃ　ｃａｔｈｅｔｅｒ　ａｂｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｐｒｅ
ｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ　ｔｈｅｒａｐｙ．”Ｎ　Ｅｎｇｌ
　Ｊ　Ｍｅｄ　３５７（２６）：２６５７－６５．
Ｒｙｕ，Ｋ．，Ｓ．Ｃ．Ｓｈｒｏｆｆ，ｅｔ　ａｌ．（２００５）．“Ｍａｐｐｉｎｇ　
ｏｆ　Ａｔｒｉａｌ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｓｕｓｔａｉｎｅｄ　Ａｔ
ｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｄｏｇｓ　ｗｉｔｈ　Ｒａｐｉｄ　Ｖｅｎ
ｔｒｉｃｕｌａｒ　Ｐａｃｉｎｇ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｈｅａｒｔ　Ｆａｉｌｕｒｅ：Ｅｖ
ｉｄｅｎｃｅ　ｆｏｒ　ａ　Ｒｏｌｅ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｒｅｇｉｏｎｓ．”Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｅｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌｏｇｙ
　１６（１２）：１３４８－１３５８．
Ｓａｈａｄｅｖａｎ，Ｊ．，Ｋ．Ｒｙｕ，ｅｔ　ａｌ．（２００４）．“Ｅｐｉｃａｒｄ
ｉａｌ　Ｍａｐｐｉｎｇ　ｏｆ　Ｃｈｒｏｎｉｃ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉ
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ｏｎ　ｉｎ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ：Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ．
”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１１０（２１）：３２９３－３２９９．
Ｓａｎｄｅｒｓ，Ｐ．，Ｏ．Ｂｅｒｅｎｆｅｌｄ，ｅｔ　ａｌ．（２００５ａ）．“Ｓｐ
ｅｃｔｒａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｓ　Ｓｉｔｅｓ　ｏｆ　Ｈｉｇｈ
－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｍａｉｎｔａｉｎｉｎｇ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆ
ｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎｓ．”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１１２（６
）：７８９－７９７．
Ｓｉｎｇｈ，Ｂ．Ｎ．，Ｓ．Ｎ．Ｓｉｎｇｈ，ｅｔ　ａｌ．（２００５）．“Ａｍｉｏｄ
ａｒｏｎｅ　ｖｅｒｓｕｓ　Ｓｏｔａｌｏｌ　ｆｏｒ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆｉｂｒｉｌｌａ
ｔｉｏｎ．”Ｎ　Ｅｎｇｌ　Ｊ　Ｍｅｄ　３５２（１８）：１８６１－１８７２．
Ｓｋａｎｅｓ，Ａ．Ｃ．，Ｒ．Ｍａｎｄａｐａｔｉ，ｅｔ　ａｌ．（１９９８）．“Ｓｐ
ａｔｉｏｔｅｍｐｏｒａｌ　Ｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ａｔｒｉａｌ　Ｆ
ｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｉｓｏｌａｔｅｄ　Ｓｈｅｅｐ　Ｈｅａｒｔ．
”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　９８（１２）：１２３６－１２４８．
Ｔａｂｅｒｅａｕｘ，Ｐ．Ｂ．，Ｇ．Ｐ．Ｗａｌｃｏｔｔ，ｅｔ　ａｌ．（２００７）．
“Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎｓ　ｏｆ　Ｐｕｒｋｉｎｊｅ　ｆｉｂｅｒｓ　
ｄｕｒｉｎｇ　ｌｏｎｇ－ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｆｉｂｒｉｌｌ
ａｔｉｏｎ　ｉｎ　ａｎ　ｉｓｏｌａｔｅｄ　ｃａｎｉｎｅ　ｈｅａｒｔ　ｍｏｄｅｌ．
”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　１１６（１０）：１１１３－９．
Ｖａｑｕｅｒｏ，Ｍ．，Ｄ．Ｃａｌｖｏ，ｅｔ　ａｌ．（２００８）．“Ｃａｒｄｉａｃ
　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ：Ｆｒｏｍ　ｉｏｎ　ｃｈａｎｎｅｌｓ　ｔｏ　ｒｏｔｏｒ
ｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｈｅａｒｔ．”Ｈｅａｒｔ　Ｒｈｙｔｈｍ．
Ｗａｌｄｏ，Ａ．Ｌ．ａｎｄ　Ｇ．Ｋ．Ｆｅｌｄ　（２００８）．“Ｉｎｔｅｒ－ｒｅｌ
ａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ　ｏｆ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｔ
ｒｉａｌ　ｆｌｕｔｔｅｒ　ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ　ａｎｄ　ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｉｍｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎｓ．”Ｊ　Ａｍ　Ｃｏｌｌ　Ｃａｒｄｉｏｌ　５１（８）：７７９－８
６．
Ｗａｒｒｅｎ，Ｍ．，Ｐ．Ｋ．Ｇｕｈａ，ｅｔ　ａｌ．（２００３）．“Ｂｌｏｃｋａｄ
ｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎｗａｒｄ　ｒｅｃｔｉｆｙｉｎｇ　ｐｏｔａｓｓｉｕｍ　ｃｕｒ
ｒｅｎｔ　ｔｅｒｍｉｎａｔｅｓ　ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ
　ｉｎ　ｔｈｅ　ｇｕｉｎｅａ　ｐｉｇ　ｈｅａｒｔ．”Ｊ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃ　Ｅ
ｌｅｃｔｒｏｐｈｙｓｉｏｌ　１４（６）：６２１－３１．
Ｗｉｊｆｆｅｌｓ，Ｍ．Ｃ．，Ｃ．Ｊ．Ｋｉｒｃｈｈｏｆ，ｅｔ　ａｌ．（１９９５）．
“Ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎ　ｂｅｇｅｔｓ　ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉ
ｌｌａｔｉｏｎ：ａ　ｓｔｕｄｙ　ｉｎ　ａｗａｋｅ　ｃｈｒｏｎｉｃａｌｌｙ　ｉｎｓ
ｔｒｕｍｅｎｔｅｄ　ｇｏａｔｓ．”Ｃｉｒｃｕｌａｔｉｏｎ　９２：１９５４－１９６
８．
【０１８０】
　図１Ａ～図３Ａは、患者の心臓から複数のチャネルを介して受信される複雑な律動障害
に関連付けられた心臓信号を再構成する方法を示す。心臓信号は、心電図（ＥＣＧ）信号
、心臓内部からの信号（電位図）、これらの信号の表現、例えば心磁図信号、または機械
的な活動の表現（ドップラー心エコー図またはそれ以外の心エコー電図）、あるいは一般
に患者の生物学的律動を表現する任意の信号でよい。心臓信号は、受信して記憶媒体に記
録することができる。信号は、患者の心臓から複数のセンサによって捕捉され、チャネル
を介して少なくとも１つの計算デバイスに送信される。少なくとも１つの計算デバイスは
、図１Ａ～図３Ａに従って心臓信号を再構成するように構成される。また、図１Ａ～図３
Ａは、複雑な律動障害での拍動の活性化時間を決定する構成的方法を示す。さらに、少な
くとも１つの計算デバイスは、図１Ａ～図３Ａに従って拍動の活性化時点を決定するよう
に構成される。
【０１８１】
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　図１Ａは、チャネルを介して受信された信号での拍動の品質に従って複数のチャネルを
分類するための例示的な方法の流れ図を示す。この方法は、複数のチャネルから１つのチ
ャネルが選択される操作１００Ａから始まる。チャネルを介して受信される信号（または
その一部）が検索される。操作１０５Ａで、信号からベースライン変動および雑音を取り
除くために、１つまたは複数のフィルタが適用される。周波数領域フィルタリング（例え
ば帯域通過、高域通過、低域通過、および／または他の周波数領域フィルタリング）、お
よび時間領域フィルタリング（例えばメジアン拍動フィルタリング、相関フィルタリング
を生成するためのテンプレートマッチング、および／または他の時間領域フィルタリング
）など、信号の追加のフィルタリングを行うことができる。操作１１０Ａで、受信された
信号の一部が、拍動（例えばテンプレート拍動）の高い信頼性水準の表現として識別また
は選択される。例えば、テンプレート拍動は、（アルゴリズムで、データベースから、ま
たはユーザ対話によって）１つまたは複数の属性によって選択することができ、そのよう
な属性としては、限定はしないが、許容できる振幅（信号対雑音比＞１）、許容できるサ
イクル長（予想されるレート関連の活動電位期間よりも大きい）、および信号形状を歪め
ることがある識別可能な雑音がないことが挙げられる。選択されたテンプレート拍動は、
信号での他の高信頼性の拍動を識別するために使用される。一実施形態では、テンプレー
ト拍動は、エキスパートシステム１１５Ａを使用して、患者または信号に関連付けられる
もう１つの基準に従って、拍動タイプのライブラリから選択することができる。これらの
基準としては、限定はしないが、年齢、性別、ＡＦタイプ（発作性または持続性）、ＡＦ
病歴の長さ、ＡＦサイクル長、信号振幅、心房内部での記録位置（例えば左心房、右心房
、冠状静脈洞）、左心室駆出率が挙げられる。
【０１８２】
　操作１２０Ａで、例えば選択されたテンプレート拍動を使用してテンプレートマッチン
グを行うことによって、信号での連続する拍動が識別される。また、しきい値を超える電
圧、またはしきい値を上回る電圧の最大変化率（１次導関数ｄＶ／ｄｔ）を含めた、信号
での拍動を識別する代替法を使用することもできる。操作１２５Ａで、選択された信号が
許容できる信号対雑音比（ＳＮＲ）を有するかどうかについて判断が下される。ＳＮＲは
、一般には１よりも大きい（すなわち信号がノイズフロアよりも大きい）が、センサの位
置および雑音の性質に応じて変えることができる。例えば、信号と雑音が周期的であるが
、異なる期間を有する場合、それらの異なるスペクトル特性によってそれぞれを分離する
ことができる。操作１２５Ａで、信号のＳＮＲが許容できないと判断された場合、そのチ
ャネルは、操作１３０Ａで、解釈不能または使用不能なチャネルとしてマークされる。あ
るいは、操作１２５Ａで、信号のＳＮＲが許容できると判断された場合、例示的な方法は
、操作１３５Ａ～１７５Ａに進み、このチャネルに関連付けられた信号での拍動に従って
、このチャネルを高信頼性チャネルまたは低信頼性チャネルとして分類する。
【０１８３】
　操作１３５Ａで、選択されたチャネルの信号での複数の識別された拍動から、１つの識
別された拍動が選択される。操作１４０Ａで、選択された拍動が、活性化開始（例えば偏
向）を表す可能性がある複数の成分を含むかどうか判断が下され、それらの成分のうちの
１つを、選択された拍動の活性化開始として選択することができる。操作１４０Ａで、選
択された拍動が複数の成分を有すると判断された場合、操作１４５Ａで、選択された拍動
が「クラスＢ」の拍動としてタグを付けられ、選択された拍動の成分に関連して活性化開
始が選択される。クラスＢの拍動は、「クラスＡ」の拍動とは対照的に高い信頼度で活性
化開始を決定することができないものである。クラスＡの拍動は、典型的には、低雑音環
境での単相であり（すなわち活性化開始が問題とならない複雑でない拍動）、したがって
高い信頼度を有する拍動とみなされる。
【０１８４】
　活性化開始は、以下のものの少なくとも１つに基づいて選択される。選択された拍動の
最大ｄＶ／ｄｔ；（自動で選択される、または患者のタイプおよび心臓内の位置に基づい
てデータベースから選択される、またはユーザによって対話によって選択される）テンプ
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レートに対する拍動のテンプレートマッチ；選択された拍動の振幅；選択された拍動での
成分と、隣接するチャネルでの対応する拍動の成分との比較；および／または別の１つま
たは複数の選択基準。その後、この方法は、本明細書で以下に述べる操作１５０Ａに進む
。あるいは、操作１４０Ａで、選択された拍動が、活性化開始を表す可能性がある複数の
成分を有さないと判断された場合（例えば上で定義したクラスＡの拍動（典型的には、低
雑音領域での単相の拍動））、活性化開始が選択され、この方法も、本明細書で以下に述
べる操作１５０Ａに進む。
【０１８５】
　操作１５０Ａで、選択された活性化開始に基づいて、選択された拍動のサイクル長が許
容できるものであるかどうかについて判断が下される。選択された活性化開始からの許容
できるサイクル長は、最小値（レート関連の活動電位期間ＡＰＤ）から最大値（定義され
たサイクル長ＣＬ）までの範囲と定義される。例えば、図６Ａで、偏向６０８Ａは許容で
きない。なぜなら、それらが、（６０６Ａによって示される）活性化開始から始まる最小
のレート関連のＡＰＤ内にあるからである。最大のＣＬは、選択された活性化開始から次
の拍動までの時間の尺度である。本発明者の観察から、最小のレート関連のＡＰＤは、９
０～４００ｍｓの範囲内でよい。最大ＣＬも、約９０ｍｓ～４００ｍｓの範囲内でよい。
操作１５０Ａで、サイクル長が許容できると判断された場合、選択された拍動は、操作１
５３で「クラスＡ」の拍動としてタグを付けられる。
【０１８６】
　しかし、操作１５０Ａで、決定されたサイクル長が許容できないものである場合、操作
１５６Ａ、１５８Ａで、選択された拍動の成分（欠陥）は、選択された成分の活性化開始
からのサイクル長が操作１５０Ａで許容できるものと判断されるまで、所定数の反復（例
えば２回の反復）を繰り返される。（操作１４０Ａから）「クラスＡ」とみなされた拍動
は、典型的には修正されず、すなわちそれらの拍動の活性化開始は、これらの操作によっ
て変更されない。その後、操作１６０Ａで、選択された信号に（または検査される拍動の
所定数に対して）残っている拍動がなくなるまで、選択された信号から次の拍動が選択さ
れ、選択された拍動に対して操作１３５Ａ～１６０Ａが繰り返される。
【０１８７】
　操作１６５Ａで、「クラスＡ」の拍動が、拍動の総数、または選択されたチャネルの信
号において検査される拍動の数の所定のパーセンテージを占めるどうか判断が下される。
所定のパーセンテージは、拍動の総数または検査される拍動の７５％に選択することがで
きる。他の所定のパーセンテージを使用することもできることに留意されたい。操作１６
５Ａで、十分な数のクラスＡの拍動があると判断された場合、操作１７０Ａで、選択され
たチャネルが高信頼性チャネルとして分類される。あるいは、操作１６５Ａで、十分な数
のクラスＡの拍動がないと判断された場合、操作１７５Ａで、選択されたチャネルが低信
頼性チャネルとして分類される。方法は、操作１８０Ａに進み、そこで、複数のチャネル
から次のチャネルが選択され、この選択されたチャネルに対して操作１００Ａ～１７５Ａ
が繰り返され、最終的に、複数のチャネルが図１Ａに示される例示的方法に従って分類さ
れる。
【０１８８】
　図２Ａは、チャネルを介して受信された信号における特定の品質の拍動の選択された活
性化開始を改定または更新するための例示的方法の流れ図を示す。具体的には、図２Ａの
方法は、複数のチャネルのクラスＢの拍動に対して反復され、場合によっては、選択され
た活性化開始を改定または更新する。したがって、この方法は、チャネルが選択され、選
択されたチャネルでクラスＢの拍動が選択される操作２００Ａから始まる。選択されたチ
ャネルでクラスＢの拍動が処理されると、クラスＢの拍動を有する次のチャネルが選択さ
れ、最終的に、（図１Ａの操作１３０Ａで解釈不能とマークされたチャネルは除いて）複
数のチャネルのクラスＢの拍動が処理される。
【０１８９】
　操作２１０Ａで、選択されたチャネルに隣接するチャネルにおいて、選択されたクラス
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Ｂの拍動に対応する（例えばクラスＢの拍動の所定時間内にある）クラスＡの拍動が存在
するかどうかについて判断が下される。操作２１０Ａで、隣接するチャネルの信号での対
応するクラスＡの拍動があると判断された場合、方法は、操作２２０Ａ～２４０Ａに進む
。あるいは、操作２１０Ａで、隣接するチャネルの信号での対応するクラスＡの拍動がな
いと判断された場合、この方法は、以下に述べるように操作２５０Ａに進む。
【０１９０】
　操作２２０Ａで、選択されたクラスＢの拍動での活性化開始の選択をガイドするために
、対応する（近くの）クラスＡの拍動の活性化開始を使用してベクトルが計算される。操
作２３０Ａで、計算されたベクトルが、少なくとも１つの特性に基づいて洗練される。計
算されるベクトルは、対象のチャネルを取り囲むチャネル位置によって定義される。図５
Ａに示されるように、これらの各チャネルでの考慮中の拍動に関して活性化開始が定義さ
れる。これらの活性化開始を使用して、（各チャネルの空間的位置が分かっている）図７
Ａに示されるような１組の妥当なベクトルを定義する。これらの周囲のチャネル位置に基
づくベクトルは、その拍動に関する対象のチャネルに関して、最良の活性化開始時点を決
定することができるようにする（例えば図７Ａ、図１１Ａ、図１３Ａ～図１５Ａ）。また
、選択された拍動の形状もしくは極性の変化に基づいて、またはこの部位からの活性化が
回転するか（すなわちロータ）、それとも半径方向であるか（すなわち限局性拍動）に基
づいて（これらはどちらも、選択されたクラスＢ拍動でゼロベクトルを与える）、および
／または１つまたは複数の他の特性に基づいて、ベクトルを洗練させることもできる。明
らかに、このベクトルは、拍動ごとに（サイクルごとに）異なることがある。
【０１９１】
　操作２４０Ａで、選択されたクラスＢの拍動に関して時間インターバル（すなわち許容
窓）が定義される。時間インターバルは、選択されたクラスＢの拍動の（前の拍動に対す
る）許容可能な最も早い開始、および（少なくとも１つの特性に基づく）選択されたクラ
スＢの拍動の許容可能な最も遅い開始を示す。考慮または使用される特性には、ベクトル
、ＡＰＤ回復、伝達速度（ＣＶ）回復、心拡張インターバル（ＤＩ）、線維角、１つまた
は複数の解剖学的因子、および１つまたは複数の追加の特性が含まれる。具体的には、本
発明者は、様々な患者タイプにおいて、様々な心房領域で様々なレートで伝達速度測定値
を記録している。これらの伝達速度ダイナミクスを使用して、提案された信号偏向が、計
算されたベクトルに沿って伝達するには早すぎるか、または遅すぎるかを判断する。同様
に、本発明者は、複数の心房位置での線維角の向き、および解剖学的因子（分界稜などの
領域が伝達ブロックを示す既知の傾向など）に基づいて、活動電位期間レートダイナミク
スの測定値を記録している。
【０１９２】
　一実施形態では、特性は、患者（例えば、患者が高齢であるかどうか、または非常に大
きい心房を有するかどうか。これらについてはどちらもより遅い伝達が予測される）また
は信号（例えば、信号が比較的単純であるか、それともより複雑であるか）に関連付けら
れたもう１つの基準に従って、特性のライブラリからエキスパートシステム２４５Ａによ
って提供することができる。エキスパートシステム２４５Ａで考慮されるパラメータには
、年齢、性別、ＡＦが発作性であるか持続性であるか、血圧、心房体積、左心室駆出率、
真性糖尿病の有無、および１つまたは複数の他の基準が含まれる。許容窓を定義するため
のＤＩの使用を、本明細書で以下により詳細に説明する。
【０１９３】
　操作２５０Ａで、選択されたクラスＢの拍動に関する以前に選択された活性化開始が、
許容窓内にあるクラスＢの拍動に関する信号の選択された成分（偏向）の活性化開始と比
較することによって改定または更新される。一実施形態では、選択されたクラスＢの拍動
を通る計算されたベクトルに最も近い成分を選択することができる。別の実施形態では、
患者または信号に関連付けられるもう１つの基準に従って信号形状のライブラリを記憶す
るエキスパートシステム２５５Ａを使用して、許容窓内の選択されたクラスＢの成分を選
択することができる。例えば、年齢、性別、および１つまたは複数の他の基準を使用して
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、エキスパートシステム２５５Ａで信号形状を分類することができる。したがって、許容
窓は、レート、位置、患者背景、および／または１つまたは複数の他の因子に基づいて、
拍動ごとに定義することができる。
【０１９４】
　操作２６０Ａで、選択されたチャネルに少なくとも２つのクラスＡの拍動があるかどう
かについて判断が下される。操作２６０Ａで、選択されたチャネルに少なくとも２つのク
ラスＡの拍動があると判断された場合、方法は、操作２６５Ａに進み、（例えばクラスＡ
の拍動の活性化開始時点の差を取ることによって）クラスＡの拍動間のサイクル長の時間
インターバルを決定する。操作２７０Ａで、信号の偏向が許容窓内でこの時間インターバ
ルの位置にある、またはその近くにあるかどうか判断するために、選択されたチャネルの
信号に沿って、決定された時間インターバルが連続的に進められる。一実施形態では、時
間インターバルは、選択されたチャネルの信号で利用可能な場合には、連続するクラスＡ
の拍動に基づいて平均化する（またはメジアンを使用する）ことができる。しかし、操作
２６０Ａで、選択されたチャネルにクラスＡの拍動がないと判断された場合には、方法は
、操作２９０Ａに進む。
【０１９５】
　操作２８０Ａで、選択されたクラスＢの拍動の改定または更新された活性化開始が、決
定された時間インターバルの第２の活性化開始と調和され、調和された活性化開始を割り
当てられる。一実施形態では、これらの開始の平均に最も近い（許容窓内の）偏向を、調
和された活性化開始として選択することができる。他の実施形態は、（重要性の順に重み
付けされた）これらの活性化時点の１つに最も近い偏向、または操作１４５Ａ、２５０Ａ
、もしくは２７０Ａからの他の出力を使用することができる。
【０１９６】
　操作２９０Ａで、選択されたチャネルの信号から次のクラスＢの拍動が選択され、この
方法は、次のクラスＢの拍動に対して操作２００Ａ～２９０Ａを繰り返す。選択されたチ
ャネルでクラスＢの拍動が処理されると、クラスＢの拍動を有する次のチャネルが選択さ
れ、最終的に、図１Ａでマークされた解釈不能なチャネルは除いて、複数のチャネルのク
ラスＢの拍動が図２Ａに従って処理される。
【０１９７】
　図３Ａは、複数のチャネルを介して受信された信号でのすべての拍動の最終的な活性化
開始を選択するための例示的方法の流れ図を示す。具体的には、図３Ａの方法は、複数の
チャネル（高信頼性チャネルおよび低信頼性チャネル。図１Ａでマークされた解釈不能な
チャネルは除く）にわたってクラスＡおよびクラスＢの拍動に対して繰り返され、拍動に
関連付けられる活性化開始を最終決定する。したがって、この方法は、チャネルが選択さ
れる操作３００から始まる。操作３１０Ａで、選択されたチャネルで拍動が選択される。
【０１９８】
　操作３２０Ａで、それぞれ図２Ａの操作２２０Ａおよび２４０Ａで述べたのと同様に、
選択された拍動を通るベクトルが計算され、選択された拍動に関して許容窓が定義される
。図３Ａの操作は、ここではベクトルをクラスＡの拍動および（図２Ａにおいて改定され
た）クラスＢの拍動から計算することができるという点で、前述の操作とは異なる。この
目的は、すべてのクラスＡの拍動とクラスＢの拍動の間で活性化開始が一致していること
を保証することである。ここで生じている不一致を最小限にするために、活性化開始の最
終的な調整を行うことができる。一実施形態では、許容窓を定義するために、エキスパー
トシステム３２５Ａを使用して、ＡＰＤおよびＣＶ回復、ＤＩ、および／または他の特性
など１つまたは複数の特性を提供することができる。操作３３０Ａで、計算されたベクト
ルが、少なくとも１つの特性に基づいて洗練される。例えば、計算されたベクトルは、心
房上にマッピングされたときの波面曲率、拍動信号形状、既知の解剖学的因子、例えば分
界稜での伝達ブロック、推定される線維角、および／または１つまたは複数の他の特性に
基づいて洗練することができる。一実施形態では、これらの因子は、患者の年齢、性別、
ＡＦが発作性であるか持続性であるか、血圧、心房体積、左心室駆出率、真性糖尿病の有
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無、および１つまたは複数の他の基準に基づいて、エキスパートシステム３３５Ａにおい
て定量化および符号化される。操作３３８Ａで、選択された拍動に関して、選択された拍
動をベクトルが横切る許容窓内で活性化開始が決定される。
【０１９９】
　操作３４０Ａで、（図２Ａからの）選択された拍動に関する以前の活性化開始が、選択
された拍動の現在決定された活性化開始と近似的に等しい（例えば所定のしきい値内にあ
る）かどうかについて判断が下される。操作３４０Ａで、選択された拍動に関する以前の
活性化開始が近似的に等しいと判断された場合、この方法は、以下の操作３７０Ａに進む
。あるいは、操作３４０Ａで、選択された拍動に関する以前の活性化開始が近似的に等し
くないと判断された場合には、この方法は、操作３５０Ａに進む。
【０２００】
　操作３５０Ａで、以前の活性化開始が現在の活性化開始と調和されて、調和された活性
化開始が得られる。一実施形態では、これらの活性化開始の平均に最も近い（許容窓内の
）偏向を、調和された活性化開始として選択することができる。エキスパートシステム３
５５Ａを使用してサイクル長の推定値を提供することができ、この推定値を使用して、こ
の場合には信号がこのチャネルで規則性を示すと仮定して、特定の拍動に続く各活性化開
始の位置を推定することができる。操作３６０Ａで、活性化開始の調和が必要とされるか
どうかについて判断が下される。操作３６０Ａで、調和が必要とされた場合、操作３６３
Ａで、選択された拍動のタグ付けが、クラスＢの拍動へと更新される。しかし、操作３６
０Ａで調和が必要とされなかった場合には、操作３６８Ａで、選択された拍動のタグ付け
が、クラスＡの拍動へと更新される。
【０２０１】
　操作３６３Ａおよび３６８Ａの後、この方法は、操作３７０Ａに進み、調和された活性
化開始、（操作３３８Ａからの）決定された活性化開始、または（操作２８０Ａからの、
またはクラスＡの拍動に関して操作１４０Ａおよび１５３Ａを参照して述べた）既存の活
性化開始が、選択された拍動に関する最終的な活性化開始として選択される。操作３８０
で、選択されたチャネルですべての拍動が処理されるまで、選択されたチャネルで次の拍
動が選択され、選択された拍動に対して操作３２０Ａ～３７０Ａが繰り返される。選択さ
れたチャネルですべての拍動が処理されると、操作３９０Ａで次のチャネルが選択され、
選択されたチャネルに対して操作３１０Ａ～３８０Ａが繰り返され、最終的に、図１Ａで
マークされた解釈不能のチャネルを除いてすべてのチャネルが図３Ａに従って処理される
。
【０２０２】
　心拡張インターバル（ＤＩ）と活動電位期間（ＡＰＤ）の関係を使用して、信号の拍動
での活性化開始を識別することができる。複雑な律動障害（例えば心臓細動）において、
チャネルを介して受信された信号でのクラスＢの拍動の活性化開始を正確に決定するには
信号の品質が不十分であるとき、以前のＤＩに対するＡＰＤの依存性と共に、信号でのク
ラスＡの拍動の活性化開始を使用して、クラスＢの拍動に関する許容窓を推定することが
できる。より具体的には、信号から活動電位（ＡＰ）トレースを再構成するために、各活
性化サイクルに関して、以前のＤＩに基づいてＡＰＤを定義することができる。
【０２０３】
　任意の定義されたＡＰＤが事前定義された最小値（例えば９０ｍｓ）未満であるか、ま
たはＡＰＤがそれ以内に収まらなければならない利用可能なサイクル長（ＣＬ）を超える
ときには、ＡＰ再構成の試行は失敗と考えられる。図３Ｂに示されるＡＰトレースは、そ
のような失敗を示す。
【０２０４】
　例えば、赤色の破線を選択された活性化開始とみなし、青色の線をＡＰ再構成でのＡＰ
Ｄとみなすと、第５のＡＰＤは、次の活性化開始に達する前に、再活性化のための許容レ
ベルになっていない。これは再構成の失敗と考えられ、使用されたＡＰＤ－ＤＩ関係と、
最初のＡＰＤ（ＤＩシード）を計算するために使用された初期ＤＩとの対が、実際のＡＰ
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Ｄを表すには有効でないことを示唆する。ＡＰＤ－ＤＩ関係が不適切であった、ＤＩシー
ドが不適切であった、またはその両方であった可能性がある。
【０２０５】
　ＤＩと後続のＡＰＤとの関係が分かっている場合、ＤＩ－ＡＰＤ関係での定数に関する
ある範囲の値にわたる複数回の計算を行わずに、患者特有の回復曲線を使用して一連の選
択された活性化開始をチェックすることができる。患者特有の回復曲線に従って、適切に
再構成されたＡＰトレースをもたらすＤＩシードがない場合には、一連の活性化開始が不
適切とみなされる。ＡＰトレースを再構成するとき、（最初の４つの活性化開始の後の）
任意の低信頼性の活性化開始に関して、（各ＤＩシードに関する）過度に多数の再構成の
試行が失敗する場合、その活性化開始は不適切と考えられ、再評価すべきである。
【０２０６】
　線形または対数関数（アルゴリズム）を使用して、ＤＩとＡＰＤを関係付けることがで
きる。例えば、線形関数は、ＡＰＤ＝Ｃ１＊ＤＩ＋Ｃ２でよい。対数関数は、ＡＰＤ＝Ｃ

１＊ｌｎ（ＤＩ）＋Ｃ２でよい。ＤＩとＡＰＤの関係における定数が分かっていない場合
、線形関数ＡＰＤ＝Ｃ１＊ＤＩ＋Ｃ２を仮定することができる。ＡＰ再構成は、妥当なＤ
Ｉシードに関して、および妥当な定数Ｃ１およびＣ２に関して行うことができる。マーク
された各活性化開始に関して、ＡＰ再構成の失敗の総数を追跡することができる。ＡＰ再
構成の失敗の数は、最初のいくつかの活性化開始において最大であると予想される。これ
は、不適切なＤＩシードおよび定数は通常、最初のいくつかの活性化開始においてシーケ
ンスに適合しないからである。ＡＰ再構成において、その後、過度に多数の失敗が生じた
場合、活性化開始は、「妥当でない」とみなされ、検討および／またはさらなる分析のた
めにマークされる。
【０２０７】
　ＤＩとＡＰＤの関係が心臓内のすべての位置に関して不変であると仮定される場合、高
信頼性の活性化開始を有する信号においてトレース再構成の失敗をもたらす定数Ｃ１およ
びＣ２を除外することによって、計算の精度を改善することができる。このようにして、
前述のアルゴリズムは、分析される特定の患者に当てはまらない可能性が高い数学的なＤ
Ｉ－ＡＰＤ関係をすべて除外する。
【０２０８】
　図４Ａは、複雑な律動障害中に患者の心臓から心臓（電気的）活動を受信するセンサか
ら得られる複数の時間変動信号４０４を示す。センサは、患者内に導入された心臓カテー
テル内に含めることができ、または患者の体外に配設することもできる。各信号は、「Ａ
１Ａ２」、「Ｂ３Ｂ４」、および「Ｂ５Ｂ６」などの信号識別子によって表される。図４
Ａに網掛け部分によって示される例示的なスナップショットまたは窓４０２Ａは、指定さ
れた時間間隔（例えば２ｍｓ）内での１２個の心臓信号４０４Ａそれぞれに対する例示的
な活動を表す。心臓信号４０２Ａは、心房細動（ＡＦ）など複雑な律動障害中における、
対応するセンサが位置される心房内の様々な位置の電気的な心臓活動を表す。「最も早い
」活性化開始の検出は、図４に示される心臓信号４０４Ａの目視検査のみでは不可能であ
ることに留意されたい。なぜなら、信号４０４Ａからの最も早い活性化開始の検出を可能
にするような心臓信号４０４Ａでの判別可能な休止期間はないからである。
【０２０９】
　図５Ａは、図４Ａに示される窓４０２Ａ内での電気的活動の部分のみを示す。青色の線
５０４Ａが、時間変動心臓信号それぞれに関する活性化開始を表す。図５Ａに示される心
臓信号から容易に分かるように、少なくともＣ５Ｃ６、Ｃ７Ｃ８、およびＤ７Ｄ８によっ
て識別される信号に関する活性化開始５０４Ａは、よく定義されない。矢印５１２Ａは、
隣接する時間変動心臓信号での対応する点をつなぐベクトルを定義する。理解できるよう
に、図５Ａに示される信号において、判別可能な最も早い活性化開始は存在しない。すな
わち、単純に活性化を最も早いチャネル（この場合はチャネルＣ７Ｃ８）に遡及させるこ
とはできない。これは、（上室頻拍などの律動とは異なり）ＡＦでは、複数の共存する波
が存在することがあるからである。図７Ａは、これらのあり得る波方向のいくつかを図示
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し、複数のあり得る波経路を示す。最大および最小の可能な伝達速度、および上述した他
の生理学的特性を考慮することで、各電極における観察された連続的であり変動する複雑
な信号を記述している可能性がより高い、またはより低い波経路が決定される。
【０２１０】
　図６Ａは、複数の偏向があるため活性化開始を決定することができない符号Ｃ７Ｃ８に
よって識別される信号の拡大図、および対応するレート調節された活動電位期間（ＡＰＤ
）の表示（要素６０６）を示す。レート調節されたＡＰＤ６０６は、この特定のチャネル
Ｃ７Ｃ８での信号が、レート調節されたＡＰＤ６０６Ａの終了の近くまでは生じることが
できないことを示す。このことを用いて、矢印６０８Ａによって示されるようなＡＰＤ６
０６Ａ中に生じる信号Ｃ７Ｃ８の偏向を除外して、それらの偏向を活性化開始とみなさな
いようにする。これは、ＡＰＤ（「再分極」）６０６Ａの期間に心臓組織は物理的に再活
性化することができないからである。当然、ＡＰＤ６０６Ａの実際の位置は、以前の活性
化開始時点６１０Ａのタイミングに依存する。
【０２１１】
　図７Ａは、心臓センサまたは電極の位置の２次元表現であり、これは、患者の心室での
格子を提供する。「Ｂ７８」、「Ｃ５６」、および「Ｄ１２」など格子上の点の表現は、
図４Ａおよび図５Ａに示される「Ｂ７Ｂ８」、「Ｃ５Ｃ６」、および「Ｄ１Ｄ２」などそ
れぞれ対応する時間変動心臓信号を提供するために使用される電極またはセンサに対応す
る。したがって、センサ「Ｂ７８」は時間変動心臓信号「Ｂ７Ｂ８」に対応し、センサ「
Ｃ５６」は心臓信号「Ｃ５Ｃ６」に対応する。図７Ａにおいて指定されたセンサをつなぐ
矢印７１４Ａは、患者の心房の対応する位置の間で方向付けられたベクトルを表す。した
がって、心臓信号Ｃ５Ｃ６での情報のみを使用して、どちらも活性化が既知であるセンサ
Ｃ７８からＣ３４へのベクトルの非線形補間を用いて、信号Ｃ５Ｃ６に関連付けられる活
性化開始を決定することができる。センサＢ３４からＣ３４へのベクトルなど別のベクト
ルは見込みがない。なぜなら、それらは、心臓組織が示すには速すぎる伝達速度を必要と
するからである。心臓信号Ｄ７Ｄ８は、典型的には、解釈不能なチャネルまたは信号とし
て除外される。
【０２１２】
　図８Ａは、図４Ａに示される時間変動心臓信号での拍動を検出し、活性化開始を決定し
、雑音を無視するための様々な方法の例を示す。高信頼性チャネルからの時間変動心臓信
号は、信号８０２Ａとして示される。信号８０２Ａでの活性化開始にマークまたはタグ付
けするために、信号８０２Ａの所与の時間間隔におけるより判別可能な偏向（または拍動
）の１つからテンプレート８０４Ａを導出することができる。次いで、このテンプレート
８０４Ａを使用して、相関関数または他の方法を用いることによって、信号８０２での後
続の拍動および前の拍動を検出することができる。信号８０２Ａでの活性化開始にタグを
付けるために使用することができる別の方法は、レート適合されたＡＰＤ８０６Ａを使用
して示され、これは、図６Ａを参照して基本的に上述した。すなわち、ＡＰＤ８０６Ａの
終了８０８Ａ前に信号８０２で生じる偏向は、除去されるか、または雑音として分類され
る。なぜなら、心臓組織がこの時間中に再活性化することは物理的に不可能であるからで
ある。したがって、矢印８１０によって示される偏向は、考慮する活性化開始から除外さ
れる。活性化開始を正確に決定するさらに別の方法は、図８Ａで矢印８１２Ａによって示
されるように、指定された周波数範囲または帯域内で雑音をフィルタ除去することによる
ものであり、この雑音も次いで活性化開始としての考慮から除外される。活性化開始時点
は、テンプレートマッチ、所定の電圧しきい値との交差、および最大ｄＶ／ｄｔ（時間に
対する電圧の最大変化率または時間変動心臓信号の傾きとして定義される）の組合せを使
用して決定される。
【０２１３】
　図９Ａは、低信頼性チャネルからの信号９０２Ａを示す。低信頼性チャネルに関して、
様々なテンプレートを使用して、信号成分の様々な形状または偏向を検出することができ
る。したがって、図９Ａでの「Ａ」、「Ｂ」、および「Ｃ」によって識別される複数の異
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なる形状それぞれに関連付けられる活性化開始を検出するために、異なるテンプレートを
定義して使用することができる。
【０２１４】
　図１０Ａは、複雑なチャネルからの信号１０１０Ａを示し、この信号１０１０Ａでは、
個々の拍動表現の形状が拍動ごとに大きく変化する。上述した方法の中にベクトルおよび
ＡＰＤ回復方法があり、これを使用して、このタイプの信号に関する活性化開始を決定す
ることができる。
【０２１５】
　図１１Ａおよび図１２Ａは、ベクトルを使用してクラスＢの拍動に関する活性化開始を
決定する方法を定義するために、それぞれ図５Ａおよび図７Ａに示されているものに対す
る追加の詳細を与える。図５Ａと同様に、図１１Ａに示される青色の垂直線１１０２Ａは
、時間変動心臓信号に対して決定された例示的な活性化開始を表す。各垂直線の傍に記さ
れた数値１１０４Ａは、所与の開始時点に対する、対応する時間変動心臓信号に関する活
性化開始の時点を表す。例えば、「３７」と記されている心臓信号Ｂ３Ｂ４に関する活性
化開始時点は、「４２」と記されている心臓信号Ｂ１Ｂ２に関する活性化開始時点の前に
生じる。図１２Ａは、「Ｂ３４」、「Ｂ１２」、「Ｃ１２」、および「Ｄ１２」などの識
別番号１１０６によって表されるセンサのマトリックスまたは格子を示す。見込みのある
ベクトルが、特定のセンサ１１０６Ａをつなぐ矢印または線１１０８Ａとして図１２に示
されている。例えば、Ｂチャネルとして表される心臓信号Ｃ５Ｃ６での活性化開始は、決
定的な活性化開始を有する周囲のチャネルからのベクトルを使用して決定することができ
ると仮定する。図１２から、（活性化開始が分かっていない）心臓信号Ｃ５Ｃ６を通る最
も見込みのあるベクトル経路は、センサＣ７８からＣ３４へのものである。なぜなら、例
えばセンサＣ５６を通る他の経路は、速すぎる伝達速度を示す（センサＢ５６からＣ５６
へのものなど）か、またはセンサＣ７８からＣ３４へのものよりも蓋然性が低い（例えば
、センサＢ７８、Ｂ５６、Ｃ７８、およびＣ５６を通るジグザグ進行など）からである。
したがって、分析の結果は、心臓信号Ｃ５Ｃ６に関する活性化開始が、センサＣ７８とＣ
３４、したがってそれぞれ心臓信号Ｃ７Ｃ８およびＣ３Ｃ４に関連付けられる活性化開始
の間でのベクトル（直線である必要は必ずしもない）を使用して導出されることを示す。
【０２１６】
　図１３Ａ～図１５Ａは、本出願で説明する方法およびシステムによる選択された活性化
開始からの、細動時の再構成された波経路の表示を示す。活性化開始は、２次元アレイま
たは格子に配列された数値（単位はミリ秒）として提供される。図１３Ａ～図１５Ａそれ
ぞれに示される数値の格子は、図５Ａ、図７Ａ、および図１２Ａに示される心臓センサの
格子に対応し、したがって、ある期間にわたって同じ位置にある対応する心臓センサによ
って決定される活性化開始時点（例えば、心臓活性化または心拍）を表す。各チャネルに
関して、考慮中の拍動は、その活性化開始時点をミリ秒単位で表す数値、およびそこから
得られるこの２次元空間にわたる活性化ベクトルを与えられている。これらの活性化時点
は、図２Ａからの初期割当て後に、クラスＡの拍動あるいはまたクラスＢの拍動を示すこ
とがあることに留意されたい。低い信頼性のチャネルは、疑問符「？」で示される。波経
路は、同じまたは同様の活性化開始点の空間的な等高線として再構成される。例えば、図
１３Ａで、非常に類似した活性化開始点（１２ｍｓおよび１１ｍｓ）を有する２つのセン
サをつないで赤色の等高線１３０２Ａが描かれ、約１１ｍｓ～１２ｍｓでの波面の位置を
表す。同様に、類似した活性化開始時点（９０ｍｓ、８１ｍｓ、および８１ｍｓ）に関連
付けられるセンサをつないで黄色の等高線１３０４Ａが描かれ、約８１ｍｓ～９０ｍｓで
の波面の位置を表す。各等高線の色は、他の等高線に対する各等高線の相対時間を示す。
したがって、最も早い等高線は、赤色で示され、最も遅い等高線は、紫色１３０６Ａで示
され、これは、色表現１３０８で示される。矢印１３１０Ａ、１３１２Ａは、等高線を横
切って伝播する波としてベクトルの方向を示す。したがって、図１３Ａは、２つの別個の
ベクトル１３１０Ａ、１３１２Ａの衝突を示す。等高線およびベクトルを使用して、疑問
符でマークされた低い信頼性の信号での活性化開始点を定義する。
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【０２１７】
　さらに、ＡＰＤ回復および再分極時間、ならびに線維角（解剖学的経路）を使用して、
活性化開始が決定される。例えば、線維角が、示される衝突時の伝播のベクトルに垂直で
ある場合、これは、結果に信頼性を加える。そうでない場合、このゆっくりとした外観を
与えるクラスＢのチャネルでの特定の偏向によって活性化開始時点が歪められないことを
保証するために、さらなる反復が必要とされることがある。一般に、線維角に垂直な波伝
播は、線維角に平行な伝播よりも遅いと予想される。線維角は、実験から、ならびに心室
内の特定の位置、例えば左心室前壁やＰａｐｅｚのｓｅｐｔｏｐｕｌｍｏｎａｒｙ束での
既知の角度および異方性から与えられる。
【０２１８】
　拍動形状の変化または経路の不連続性は、青線として示される。一般に、拍動信号の極
性の反転は、波が双極記録電極を逆方向に通過していることを示すと考えられる。この情
報は、実質的な拍動極性変化の時点で波の輪郭が実際に変化したかどうか判断するために
、追加の検証ステップとして使用することができる。
【０２１９】
　同様に、図１４Ａは、別の例示的な表示を示し、ここでは、この表示によって定義され
る波面は、赤色から紫色への等高線１４０２Ａ～１４１２Ａの推移と、矢印１４１４Ａと
によって示されるように、ロータまたは回転パターンである。既に上述したように、回転
パターン（すなわち、律動障害の根源）１４１４Ａが、１期間（例えば、１回の心臓活性
化または心拍）中に示されている。回転パターン１４１４Ａは、１つの期間から次の期間
に、制約された形状の内部で空間的に移行することができる。本発明によれば、空間的に
移行するパターン１４１４Ａによって画定される形状を決定するために、複数の期間（例
えば、２期間、３期間、４期間など）を含むことができる時間の長さにわたって回転パタ
ーン１４１４Ａを追跡することができる。
【０２２０】
　同様に、図１５Ａは、赤色の等高線１５０２Ａによって定義される中心位置から発散す
る限局性拍動を表す例示的な表示を示し、限局性拍動は、青色の等高線１５０６Ａに向け
て矢印１５０４Ａに沿って外方向に進む。限局性拍動（すなわち、律動障害の根源）１５
０２Ａが、１期間（例えば、１回の心臓活性化または心拍）中に示されている。限局性拍
動１５０２は、１つの期間から次の期間に、制約された形状の内部で空間的に移行するこ
とができる。本発明によれば、空間的に移行する限局性拍動１５０２によって画定される
形状を決定するために、複数の期間（例えば、２期間、３期間、４期間など）を含むこと
ができる時間の長さにわたって限局性拍動１５０２を追跡することができる。
【０２２１】
　図１６Ａは、センサ１６０２Ａのマトリックスの２次元表現を示し、センサ１６０２Ａ
は、手描き形状で示される心房表面上に重ね合わされた点または電極位置として示される
。この形状は、僧帽弁の平面を通って水平方向に切断した左心房を示し、２つの半分の部
分が上下に折り畳まれている。したがって、上部は上側僧帽弁を示し、下部は下側僧帽弁
を示す。
【０２２２】
　図１７Ａは、図１６Ａに示される心臓電極またはセンサ１６０２Ａのうちの９個から得
られる時間変動心臓信号を示す。心臓信号は、生の信号１７０２Ａとして表される。なぜ
なら、それらは、心臓センサから直接得られるか、または最小量の処理またはフィルタリ
ングのみを行って得られるからである。
【０２２３】
　図１８Ａは、当技術分野で知られている従来の方法を使用して、図１７Ａに示される生
の信号１７０２Ａから得られる例示的な表示を示す。表示は生の信号から直接得られてい
るので、結果は、複雑な律動障害に関連付けられる原点または最も早い活性化開始を示す
パターンをなんら示さない（すなわち活性化トレールを示さない）複数の遷移パターンを
含む込み入ったマップである。図１８の表示は、図１６Ａに示される格子に対応し、格子
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内の位置は、心臓体積内の位置に関係付けられるので、センサの位置に対応する。この表
示に示される色は、表示の右側にあるカラーチャート１８０２Ａに従って、所与の開始時
点に対する活性化開始を表す。カラーチャート１８０２Ａは、活性化開始に関連付けられ
る色を（例えばミリ秒単位で）示す。したがって、例えば、赤色１８０４Ａで示される表
示の部分は、黄色１８０６Ａで示される部分よりも早い活性化開始を有し、黄色１８０６
Ａで示される部分は、青色１８０８Ａで示される部分よりも早い。
【０２２４】
　図１９Ａは、本明細書で述べるシステムおよび方法に従って９個の生の信号それぞれで
の拍動に関する活性化開始にタグを付けた結果を示す。活性化開始は、赤色の点線１９０
２Ａとして示される。図１Ａ、図２Ａ、および図３Ａに概説したプロセスを使用して、図
１９Ａでの垂直線によって示される各チャネルでの各拍動に関する活性化時点を生成する
。
【０２２５】
　図２０Ａは、図１９Ａでの活性化開始時点のタグ付けから導出された例示的な表示を示
し、ここで、ロータは、コアの周りの矢印２００２によって示されるように、赤色の領域
から青色の領域に達するまで、これらの色間の様々なカラーチャートの色を通って進む場
所として示される。このコアは、活性化がその周りで回転してロータを生成する支点であ
る。図２０Ａでの表示が、図１８Ａで示される表示からは検出不可能であったロータを明
瞭に示すことに留意されたい。また、ロータコアの厳密な位置は、時間にわたって空間的
に移動（移行）することがあるが、典型的には小さな空間的位置（「地点（ｌｏｃｕｓ）
」）に留まることにも留意されたい。
【０２２６】
　図２１Ａは、活動電位期間（ＡＰＤ）２１０２Ａの再構成を示し、この活動電位期間２
１０２Ａは、図１９で決定された活性化開始から始まり、その後、指定された時間または
減衰の間にわたる。したがって、ＡＰＤ２１０２Ａは、活性化開始２１０４Ａで始まり、
ＡＰＤの終了２１０６Ａまで続く。
【０２２７】
　図２２Ａは、図１９Ａで決定されたタグ付きの活性化時点と、図２１Ａで決定された再
構成されたＡＰＤを使用して、緑色の等高線２２０２Ａで示される脱分極線と、青色の等
高線２２０４Ａで示される再分極線との交点を定義する表示を示す。具体的には、再構成
された各ＡＰＤ時間系列が、ヒルベルト変換への入力として使用される。デトレンドアル
ゴリズムを適用して、活性化時間での電圧をゼロに設定する。ヒルベルト変換を使用して
、デトレンドされた信号の位相面を構成する。次いで、すべての電極でのヒルベルト変換
が、細かい規則的な格子にわたって補間される。トポロジカルチャージ技法を用いて位相
の空間分布が分析されて、リエントリ性の波の先端などでの波面の端部に関連付けられる
位相特異点を位置特定する。次いで、活性化波面が、アクティブエッジ技法を使用して、
ゼロ位相の等位相線を追跡することによって構成される。要約すると、時間スナップショ
ットに関して、緑色の線が、組織にわたる脱分極の前縁を示し、青色の線が、再分極の後
縁を示す。これらの線の交点がロータコアを示す。臨床での実践への還元によって、この
ロータコアは、狙いを定めたアブレーションエネルギーがＡＦを収束させて解消すること
ができる位置であることが示されている。脱分極または再分極電流の送達や、遺伝子療法
や他の活性剤の送達など他の治療も、ロータが位置する組織の地点（空間領域）に適用す
ることができる。
【０２２８】
　これらの同じ技法が限局性拍動を表すこともでき、これに関しては、活性化時点の等高
線およびヒルベルト変換が、限局性拍動の原点から発散する活性化を表し、律動が心房細
動または心室細動をもたらす場合には、それに続く無秩序化を伴う（それに関する治療の
例は上述した）ことに留意されたい。本明細書で既に上述したように、ロータコアまたは
限局性拍動は、１期間（例えば、１回の心臓活性化または心拍）中に現れるか、または決
定される。ロータコアまたは限局性拍動は、１つの期間から次の期間に、制約された形状
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の内部で空間的に移行することができる。本発明によれば、空間的に移行するロータコア
または限局性拍動によって画定される形状を決定するために、複数の期間（例えば、２期
間、３期間、４期間など）を含むことができる時間の長さにわたってロータコアまたは限
局性拍動を追跡することができる。
【０２２９】
　図２３Ａは、コンピュータシステム２３００Ａのブロック図である。コンピュータシス
テム２３００Ａは１組の命令を含み、この命令を実行して、図１～図２８Ａに関して本明
細書で開示する方法またはコンピュータベース機能の任意の１つまたは複数をコンピュー
タシステム２３００Ａに行わせることができる。コンピュータシステム２３００Ａまたは
その任意の部分は、スタンドアローンデバイスとして動作することができ、または図１～
図２８Ａに関して本明細書で開示する他のコンピュータシステムまたはデバイスに（例え
ばネットワーク２３２４Ａを使用して）接続することもできる。例えば、コンピュータシ
ステム２３００Ａは、図１～図２８Ａに関して本明細書で開示するカテーテル、計算デバ
イス、サーバ、生物学的センサ、および／または任意の他のデバイスまたはシステムのう
ちの任意の１つまたは複数を含むことができ、またはその中に含めることができる。いく
つかの例では、コンピュータシステム２３００Ａはサーバでよく、他のコンピュータシス
テムからネットワーク２３２４Ａを介して生物学的信号（例えば心臓信号）を受信し、本
開示で述べる機能を行って、心律動障害の移行性の根源に関する形状を決定し（さらに、
その形状の近位の組織の部分を識別し）、成形アブレーションのために、形状と、形状の
近位の組織の少なくとも一部分との少なくとも一方を、ネットワークを介して他のコンピ
ュータシステムに提供して、心律動障害を収束または変更する。
【０２３０】
　ネットワーク化された展開では、コンピュータシステム２３００Ａは、サーバ－クライ
アントネットワーク環境でのサーバもしくはクライアント機械、またはピアツーピア（も
しくは分散）ネットワーク環境でのピア機械の機能で動作することができる。また、コン
ピュータシステム２３００Ａは、様々なデバイスとして実装することができ、または様々
なデバイスに組み込むことができ、そのようなデバイスは、例えば、パーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ウェブアプライアンス、通信
デバイス、モバイルデバイス、サーバ、クライアント、または機械が取るべき動作を指定
する１組の（逐次または他の）命令を実行することができる任意の他の機械である。さら
に、単一のコンピュータシステム２３００Ａが示されているが、用語「システム」は、１
つまたは複数のコンピュータ機能を行うために１組または複数組の命令を個別にまたは協
働して実行するシステムまたはサブシステムの任意の集合を含むと解釈されるものとする
。
【０２３１】
　図２３Ａに示されるように、コンピュータシステム２３００Ａは、処理装置２３０２Ａ
、例えば中央処理装置（ＣＰＵ）、グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）、またはそれら両
方を含むことができる。さらに、コンピュータシステム２３００Ａは、メインメモリ２３
０４Ａおよびスタティックメモリ２３０６Ａを含むことができ、これらは、バス２３２６
Ａを介して互いに通信することができる。図示されるように、コンピュータシステム２３
００Ａは、さらに、ビデオ表示ユニット２３１０Ａ、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、フラットパネルディスプレイ、ソリッドステートデ
ィスプレイ、または陰極線管（ＣＲＴ）を含むことがある。さらに、コンピュータシステ
ム２３００Ａは、入力デバイス２３１２Ａ、例えばキーボード、およびカーソル制御デバ
イス２３１４Ａ、例えばマウスを含むことがある。また、コンピュータシステム２３００
Ａは、ディスクドライブユニット２３１６Ａ、信号発生デバイス２３２２Ａ、例えばスピ
ーカや遠隔制御装置、およびネットワークインターフェースデバイス２３０８Ａを含むこ
ともある。
【０２３２】
　図２３Ａに示される特定の実施形態では、ディスクドライブユニット２３１６Ａは、機
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械またはコンピュータ可読媒体２３１８Ａを含むことがあり、そこに１組または複数組の
命令２３２０Ａ（例えばソフトウェア）を埋め込むことができる。さらに、命令２３２０
Ａは、図１～図２７Ａを参照して本明細書で説明した１つまたは複数の方法、機能、また
は論理を具現化することができる。特定の実施形態では、命令２３２０Ａは、コンピュー
タシステム２３００Ａによる実行中に、メインメモリ２３０４Ａ、スタティックメモリ２
３０６Ａ、および／または処理装置２３０２Ａに完全に、または少なくとも一部、常駐す
ることができる。また、メインメモリ２３０４Ａおよび処理装置２３０２Ａがコンピュー
タ可読媒体を含むこともある。
【０２３３】
　代替実施形態では、本明細書で述べた方法、機能、または論理の１つまたは複数を実装
するために、専用のハードウェア実装形態、例えば特定用途向け集積回路、プログラマブ
ル論理アレイ、および他のハードウェアデバイスを構成することができる。様々な実施形
態の装置およびシステムを含むことがあるアプリケーションは、様々な電子およびコンピ
ュータシステムを広範に含むことができる。本明細書で述べる１つまたは複数の実施形態
は、モジュール間で、およびモジュールを介して通信することができる関連の制御信号お
よびデータ信号を用いて、相互接続された２つ以上の専用のハードウェアモジュールまた
はデバイスを使用して機能を実装することができ、または特定用途向け集積回路の一部と
して機能を実装することができる。したがって、本発明によるシステムは、ソフトウェア
、ファームウェア、およびハードウェア実装形態を包含する。
【０２３４】
　様々な実施形態によれば、本明細書で述べた方法、機能、または論理は、処理装置可読
媒体で有形に具現化され、処理装置によって実行することができるソフトウェアプログラ
ムによって実装することができる。さらに、例示的な非限定的な実施形態では、実装が、
分散処理、コンポーネント／オブジェクト分散処理、および並列処理を含むことができる
。あるいは、本明細書で述べた方法、機能、または論理の１つまたは複数を実装するため
に、仮想コンピュータシステム処理を構成することができる。
【０２３５】
　コンピュータ可読媒体は、単一の媒体として示されているが、用語「コンピュータ可読
媒体」は、１組または複数組の命令を記憶する単一の媒体または複数の媒体、例えば中央
データベースもしくは分散データベース、および／または関連のキャッシュやサーバを含
む。また、「コンピュータ可読媒体」は、処理装置によって実行するための１組の命令を
記憶、符号化、もしくは担持することができる任意の媒体、または本明細書で開示した方
法、機能、論理、もしくは操作の任意の１つまたは複数をコンピュータシステムに実施さ
せる任意の媒体を含むものとする。
【０２３６】
　特定の非限定的な例示的実施形態では、コンピュータ可読媒体は、１つまたは複数の不
揮発性の読み出し専用メモリを収納するメモリカードまたは他のパッケージなどソリッド
ステートメモリを含むことができる。さらに、コンピュータ可読媒体は、ランダムアクセ
スメモリまたは他の揮発性の書き換え型メモリでもよい。さらに、コンピュータ可読媒体
は、伝送媒体を介して通信される信号など搬送波信号を捕捉するために、磁気光媒体また
は光媒体、例えばディスクまたはテープまたは他の記憶媒体を含むことができる。電子メ
ールへのデジタルファイル添付や、他の自立型の情報アーカイブまたはアーカイブの組を
、有形の記憶媒体と同等の配布媒体とみなすことができる。したがって、本開示は、デー
タまたは命令を記憶することができるコンピュータ可読媒体または配布媒体および他の均
等物ならびにサクセサ媒体の任意の１つまたは複数を含むものとみなされる。
【０２３７】
　様々な実施形態によれば、本明細書で述べる方法、機能、または論理は、コンピュータ
処理装置上で実行される１つまたは複数のソフトウェアプログラムとして実装することが
できる。同様に、限定はしないが、特定用途向け集積回路、プログラマブル論理アレイ、
および他のハードウェアデバイスを含めた専用ハードウェア実装形態も、本明細書で述べ
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る方法を実施するように構成することができる。さらに、限定はしないが、分散処理また
はコンポーネント／オブジェクト分散処理、並列処理、または仮想機械処理を含めた代替
のソフトウェア実装形態も、本明細書で述べた方法、機能、または論理を実施するように
構成することができる。
【０２３８】
　また、開示した方法、機能、または論理を実施するソフトウェアは、任意選択で、有形
の記憶媒体に記憶することができることに留意されたい。そのような有形記憶媒体は、例
えば、磁気媒体、例えばディスクやテープ；磁気光媒体もしくは光媒体、例えばディスク
；またはソリッドステート媒体、例えば、１つまたは複数の読み出し専用（不揮発性）メ
モリ、ランダムアクセスメモリ、もしくは他の書き換え型（揮発性）メモリを収納するメ
モリカードもしくは他のパッケージである。電子メールへのデジタルファイル添付や、他
の自立型の情報アーカイブまたはアーカイブの組が、有形の記憶媒体と同等の配布媒体と
みなされる。したがって、本開示は、本明細書におけるソフトウェア実装を記憶すること
ができる本明細書に列挙した有形の記憶媒体または配布媒体、および他の均等物、ならび
にサクセサ媒体を含むものとみなされる。
【０２３９】
　図２４Ａ～図２８Ａは、形状ベースの療法（例えばアブレーション）に関して、局所化
されているが、それでも空間的に制約された形状の内部で移行する生物学的律動障害（例
えば心律動障害）の根源を標的することを対象とする。前述の開示で述べたように、根源
の識別は、活性化開始時点の割当て（例えば等時線）、位相の割当て、等電位（例えば動
画）、ベクトル解析、およびそれらの組合せに基づいて行うことができる。これらの方法
の１つまたは複数を、空間的に制約された形状の内部で複数の活性化にわたって移行する
根源を決定する際に実施することができる。生物学的障害（例えば心律動障害）の根源を
忠実に識別することができる他の方法を使用して、本明細書で述べる教示に従って、形状
ベースの療法（例えばアブレーション）に関して、局所化されているが、それでも空間的
に制約された形状の内部で移行する根源を決定することができる。
【０２４０】
　図２４Ａで述べるように、ＡＦなど複雑な心律動障害の根源は、局所化されているが、
それでも空間的に制約された形状の内部で時間にわたって（例えば、複数回の心拍中に）
移行することができる。パネル（ａ）に示される一例では、等時線は、発作性ＡＦでの左
心房（ＬＡ）ロータを、ＡＦ中の電気記録図と共に示す（ＥＣＧリード線Ｉ、冠状静脈洞
内の電極；スケールバー１秒）。２００ｍｓの期間にわたる活性化時点（例えば、心臓活
性化または心拍）は、約０ｍｓでの赤色から約２００ｍｓでの青色までカラーコード化さ
れ、黒色は、活性化されていない組織を示す。パネル（ｂ）に示されるように、左心房ロ
ータの移行の軌跡は、複数の期間（例えば、約７００ｍｓ中、または約（３）～（４）の
心臓活性化）にわたって形状２４０２Ａの内部で空間的に制約される。パネル（ｃ）に示
されるように、９０分後に取られた等時線は、ＬＡロータの時間的な保存を示す。左心房
ロータを制約する形状２４０２Ａの周縁を決定することができる。パネル（ｄ）に示され
る別の例では、等時線は、約０ｍｓでの赤色から約２００ｍｓでの青色まで２００ｍｓの
期間にわたって、持続性ＡＦを患う患者での右心房（ＲＡ）ロータを示す。パネル（ｅ）
に示されるように、右心房ロータの移行の軌跡は、複数の期間（例えば、約８００ｍｓ中
、または約（４）の心臓活性化または心拍）にわたって形状２４０４Ａの内部で空間的に
制約される。パネル（ｆ）に示されるように、右心房ロータの等時線が１時間後に示され
、ＲＡロータの時間的な保存を示す。右心房ロータを制約する形状２４０２Ａの周縁を決
定することができる。パネル（ｇ）に示されるように、発作性ＡＦを患う患者において、
ＬＡ反復限局性拍動が示される。パネル（ｈ）に示されるように、限局性拍動は、１時間
後に保存される。図２４Ａに示される各場合に、移行する軌跡の根源でのアブレーション
は、＜５分以内でＡＦを収束した（スケールバー１ｃｍ）。
【０２４１】
　図２５Ａに示されるように、ヒトのＡＦは、左心房ロータの移行の軌跡に形を合わせら
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れた成形アブレーションによって収束させることができる。パネル（ａ）に示されるよう
に、等時線を使用して、発作性ＡＦ中の左心室ロータが視覚化される。１６０ｍｓの期間
にわたる活性化時点（例えば、心臓活性化または心拍）は、約０ｍｓでの赤色から約１６
０ｍｓでの青色までカラーコード化され、黒色は、活性化されていない組織を示す。パネ
ル（ｂ）に示されるように、移行の軌跡は、時間にわたってカラーコード化され、複数の
期間（例えば、約９００ｍｓ中、または約（５）～（６）の心臓活性化）にわたって形状
２５０２Ａの内部で空間的に制約される。左心房ロータを制約する形状２５０２Ａの周縁
を決定することができる。パネル（ｃ）に示されるように、左心房下方での移行するロー
タの位置が、患者特有の幾何学的形態で示される（例えば、矢印によって示される移行す
るロータの軌跡）。パネル（ｄ）に示されるように、ＡＦ中に電極記録が行われ、ロータ
コア（形状によって画定される、移行する軌跡の根源）でのアブレーション後、＜１分で
洞律動に収束する（ＥＣＧリード線ａＶＦ、ならびにアブレーションカテーテルおよび冠
状静脈洞にある電極、）。パネル（ｅ）に示されるように、洞律動の等時線マップが示さ
れる。この患者は、移植された心臓モニタにおいて、６ヶ月間、ＡＦを起こしていない（
スケールバー１ｃｍ）。
【０２４２】
　図２６Ａは、右心房ロータの移行の軌跡に形を合わせられた成形アブレーションによる
収束の別の例を示す。ここでも、ＡＦは、右心房ロータの移行領域にわたる成形アブレー
ションによって急速に（例えば６分以内に）収束する。パネル（ａ）に示されるように、
等時線は、持続性ＡＦでのＲＡロータを示す。１６０ｍｓの期間にわたる活性化時点（例
えば、心臓活性化または心拍）は、約０ｍｓでの赤色から約１６０ｍｓでの青色までカラ
ーコード化される。とりわけ、これは、ＡＦの従来のアブレーション中には典型的には標
的とされない領域である。パネル（ｂ）に示されるように、移行の軌跡は、時間にわたっ
てカラーコード化され、複数の期間（例えば、約１０００ｍｓ中、または約（６）の心臓
活性化）にわたって形状２６０２Ａの内部で空間的に制約される。右心房ロータを制約す
る形状２６０２Ａの周縁を決定することができる。パネル（ｃ）に示されるように、患者
特有の幾何学的形態のＲＡ側方での移行するロータの位置およびアブレーション（例えば
、矢印によって示される移行するロータの軌跡）。パネル（ｄ）に示されるように、ＡＦ
は、ロータの軌跡での局所化されたアブレーションによって（期間５．５分で）洞律動に
収束する（ＥＣＧリード線Ｉ、右心房および左心房内ならびに冠状静脈洞内の心臓内電極
）。パネル（ｅ）に示されるように、洞律動の等時線が示される。アブレーション後、患
者は、移植された心臓モニタの読取りに基づいて、１２ヶ月間、ＡＦを起こしていない（
スケールバー１ｃｍ）。
【０２４３】
　図２７Ａは、２３７日間にわたる左心房ロータ部位の保存を示す。パネル（ａ）に示さ
れるように、この根源の外を通り、この根源を標的としない従来のアブレーションの前に
、左心房ロータの等時線マップを得た。心房細動は、従来のアブレーション中は収束せず
、処置後に再発した。パネル（ｂ）に示されるように、反復電気生理学的研究で、２３７
日後に得た同じ位置での左心房ロータの等時線マップ。本明細書での教示によるこの根源
を標的とするアブレーションは、ＡＦを解消した。患者は、６ヶ月の時点で、ＡＦを発症
していない。
【０２４４】
　図２８Ａは、局所化されているが、それでも空間的に制約された形状（例えば周縁）の
内部で時間にわたって移行する臓器内の生物学的律動障害（例えば、心臓の心律動障害）
の様々な根源を示す。パネル（ａ）に示されるように、生物学的律動障害の根源は、空間
的に制約された形状の内部で時間にわたって移行する局所化されたパルス発生源によって
発生させることができる。パネル（ａ）で、移行するパルス発生源は、符号１～５で示さ
れるように、その形状からの複数の迷走性の出口（または活性化の根源）を生成し、これ
らは、臓器（例えば心臓）の他の組織に影響を及ぼすことがある。パネル（ｂ）に示され
るように、固定の局所化されたパルス発生源は、空間的に制約された形状の内部で複数の
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励起波を発生することがある。パネル（ｂ）で、複数の励起波が、符号１～５で示される
ように、その形状からの変化する迷走性の出口（または活性化の根源）を生成することが
あり、これらは、臓器（例えば心臓）の他の組織に影響を及ぼすことがある。パネル（ｃ
）に示されるように、少なくとも１つの移行する（または複数の）リエントリパルス発生
源が、空間的に制約された形状の内部で複数の励起波を発生することがある。パネル（ｃ
）で、複数の励起波が、符号１～５で示されるように、その形状からの変化する迷走性の
出口（または活性化の根源）を生成することがあり、これらは、臓器（例えば心臓）の他
の組織に影響を及ぼすことがある。
【０２４５】
　図２８Ａをさらに参照すると、制約された形状の上または形状の内部の組織の少なくと
も一部分を、修正（例えばアブレーション）のために選択的に標的とする（または識別す
る）ことができる。例えば、（例えば白色で示される）形状の一部分を選択的に識別する
ことができ、（例えば黒色で示される）形状の他の部分は選択しないことができる。いく
つかの状況では、全体の形状（例えば、黒色と白色）を、修正のために標的とする（識別
する）ことができる。他の状況では、形状の外側の部分に結合された形状内の部分のみを
標的とすることが望ましいことがある。左下のパネルに示されるように、黒色の曲線によ
って示される、形状の外側に位置された組織を、選択的な修正のために識別することがで
きる。例えば、そのような識別は、灰色のボックスで示される形状の一部分によって示さ
れるように、形状の上または形状の内部の少なくとも一部分に対する療法が可能でない、
または望ましくないいくつかの場合に有用となり得る。これらの場合には、形状からの遮
断出口１、２、および４（黒色の曲線）によって示されるように、根源によって生成され
る迷走性の活性化出口を変更または遮断することが望ましいことがある。
【０２４６】
　複雑な律動障害を解消または変更するために、成形アブレーションを使用して、臓器の
複雑な律動障害（例えば心臓の心律動障害）の根源の移行する軌跡の少なくとも一部分を
標的とすることができる。心律動障害を治療する例示的な方法によれば、律動障害の移行
性の根源によって画定される組織の領域の（例えば円周または周縁によって示される）形
状を決定することができる。その後、その形状によって画定される組織の領域の少なくと
も一部分を、律動障害を収束または変更させるために、選択的な修正（例えばアブレーシ
ョン）のために識別することができる。上述したように、いくつかの例では、形状内で識
別される領域の少なくとも一部分と共に、またはその代わりに、形状の外側の組織の一部
分を識別することができる。いくつかの実施形態では、形状は、ある時点での臓器の組織
（例えば心臓組織）での少なくとも１つの空間点を識別し、複数の時点にわたって少なく
とも１つの空間点の移行を追跡して、複数の空間点を定義し、それら複数の空間点をつな
いで少なくとも１つの経路を生成し、少なくとも１つの経路の周りで周縁を画定すること
によって決定することができる。
【０２４７】
　画定された形状は、律動障害の根源に関連付けられる臓器（例えば心臓）の３次元形状
、幅、高さ、深さ、および組織タイプに基づいて洗練させることができる。心臓に関して
、心律動障害は、心房細動、心室細動、心房頻拍、心房粗動、心室頻拍、心室粗動、また
は心臓内の他の電気的な障害の１つまたは複数を含むことができる。
【０２４８】
　複雑な律動障害を解消または変更するために、成形アブレーションシステムを使用して
、複雑な律動障害の根源の移行の軌跡の少なくとも一部分を標的とすることができる。心
律動障害を標的とするための例示的なシステムは、少なくとも１つの計算デバイス（例え
ば図２３Ａ）を含む。計算デバイスは、心臓信号を処理して、心律動障害に関連付けられ
る根源であって、形状の上または形状の内部で空間的に移行する根源によって画定される
組織の領域内の形状を決定する。さらに、計算デバイスは、形状の近位の組織の少なくと
も一部分を識別して、上記の少なくとも一部分の選択的な修正を可能にする。カテーテル
は、心律動障害を収束または変更するために、形状の近位の組織の識別された少なくとも
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幅、高さ、深さ、および組織タイプに基づいて形状を洗練することができる。
【０２４９】
　カテーテルは、形状の近位の組織の識別された少なくとも一部分を破壊することができ
る。例示的なカテーテルは、複数のセンサおよび回路を含むことができる。センサは、心
律動障害の移行性の根源によって画定される組織の領域の形状の決定を容易にするために
、心臓に対して第１の空間的関係で（例えば回路を使用して）配設することができる。回
路は、計算デバイスから、形状（および／またはその少なくとも一部分）を示すデータを
受信することができ、さらに、形状および／または形状の近位の組織の少なくとも一部分
に関する受信データに基づいて、センサの第１の空間的関係をセンサの第２の空間的関係
に調節することができる。センサは、その後、第２の空間的関係でセンサにエネルギーを
送達して、心律動障害を収束または変更することができる。
【０２５０】
　以上、生物学的な（複雑な）律動障害の標的化のための方法、システム、および装置を
述べてきた。具体的な例示的実施形態を説明してきたが、本明細書で述べた進歩性のある
主題（発明）のより広範な範囲から逸脱することなく、これらの実施形態に様々な修正お
よび変更を施すことができることは明らかである。したがって、本明細書および図面は、
限定の意味合いではなく、例示とみなすべきである。本明細書の一部を成す添付図面は、
限定ではなく例として、主題を実施することができる具体的な実施形態を示す。例示した
実施形態は、本明細書で開示した教示を当業者が実施できるように十分に詳細に述べてあ
る。他の実施形態を利用することができ、また例示した実施形態から他の実施形態を導き
出すことができ、したがって、本開示の範囲から逸脱することなく、構造および論理上の
置換および変形を施すことができる。したがって、発明を実施するための形態は、限定の
意味合いとみなされるべきでなく、様々な実施形態の範囲は、添付の特許請求の範囲、お
よびそのような特許請求の範囲が権利を与えられる均等形態の全範囲のみによって定義さ
れる。
【０２５１】
　進歩性のある主題のそのような実施形態を、本明細書では個別におよび／または総称し
て単に便宜上「発明」と呼ぶことがあり、これは、実際に複数のものが開示されている場
合、任意の単一の発明または進歩性のある概念に本明細書の範囲をあえて限定する意図は
ない。したがって、具体的な実施形態を本明細書で例示して説明してきたが、同じ目的を
実現するように考慮された任意の構成を、図示される具体的な実施形態の代わりに用いる
ことができることを理解すべきである。本開示は、様々な実施形態のあらゆる適応形態ま
たは変形形態を網羅するものと意図される。上述した実施形態、および本明細書で具体的
には述べていない他の実施形態の組合せは、上記の説明を検討すれば当業者には明らかで
あろう。
【０２５２】
　前述の実施形態の説明では、本開示を合理化する目的で、様々な特徴を単一の実施形態
にまとめてある。この開示法は、特許請求される実施形態が、各請求項に明示的に記載さ
れているよりも多くの特徴を有することを反映するものと解釈すべきではない。そうでは
なく、添付の特許請求の範囲が反映するとき、進歩性のある主題は、単一の開示された実
施形態のすべての特徴ではない。したがって、添付の特許請求の範囲は、各請求項が個別
の例示的実施形態として独立した状態で実施形態の説明に組み込まれる。



(59) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図１】 【図１Ａ】

【図２】 【図２Ａ】



(60) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図３】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図４】



(61) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図４Ａ】 【図５】

【図５Ａ】 【図６】



(62) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図６Ａ】 【図７】

【図７Ａ】 【図８】



(63) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図８Ａ】 【図９】

【図９Ａ】 【図１０】



(64) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図１０Ａ】 【図１１】

【図１１Ａ】 【図１２】



(65) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図１２Ａ】 【図１３】

【図１３Ａ】 【図１４】



(66) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図１４Ａ】 【図１５】

【図１５Ａ】 【図１６】



(67) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図１６Ａ】 【図１７Ａ】

【図１８Ａ】 【図１９Ａ】



(68) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図２０Ａ】 【図２１Ａ】

【図２２Ａ】 【図２３Ａ】



(69) JP 6152516 B2 2017.6.28

【図２４Ａ】 【図２５Ａ】

【図２６Ａ】

【図２７Ａ】

【図２８Ａ】



(70) JP 6152516 B2 2017.6.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  ナラヤン，サンジヴ
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０３７，ラホヤ，ジェルメーヌレーン　５９１８
(72)発明者  ブリッグズ，キャリー，ロバート
            アメリカ合衆国　カリフォルニア州　９２０３７，ラホヤ，カミニートヴァスト　３３３５

    審査官  毛利　大輔

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１０／００９４２７４（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００３／０２３６４６６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００９－５３９５６６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　１８／１２　　　　
              Ａ６１Ｂ　　　５／０４０２　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

