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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気生理学情報の視覚化のための方法であって、
　波形の表示に基づいたユーザの時間間隔の選択に応動して、少なくとも１つの方法を、
記憶装置に格納されている電気解剖学的データの一部分であって、前記ユーザが選択した
時間間隔に対する電気解剖学的データに適用することにより、前記ユーザが選択した時間
間隔に対する生理的情報の視覚表示を生成することであって、前記記憶装置に格納されて
いる電気解剖学的データは、前記ユーザが選択した時間間隔より長いある期間にわたる臓
器の表面での電気的活動を表し、前記視覚表示は、前記臓器の表面の所定領域のグラフィ
ック表示上に空間的に示されることと、
を備える方法。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願の相互参照＞
　本願は、２００８年１１月１０日に出願された「心臓の電気的活動の分析および付随す
るワークフロー（ＡＮＡＬＹＳＩＳ　ＯＦ　ＣＡＲＤＩＡＣ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　Ａ
ＣＴＩＶＩＴＹ　ＡＮＤ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＤ　ＷＯＲＫＦＬＯＷＳ）」というタイト
ルの米国特許仮出願第６１／１１２，９６１号の利益を主張し、その出願の内容全体を参
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照によって本願に援用する。また、本願は、２００９年１１月９日に出願された「仮想電
極のための生理学的データの視覚化（ＶＩＳＵＡＬＩＺＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＰＨＹＳＩＯ
ＬＯＧＩＣＡＬ　ＤＡＴＡ　ＦＯＲ　ＶＩＲＴＵＡＬ　ＥＬＥＣＴＲＯＤＥＳ）」という
タイトルの国際出願ＰＣＴ／ＵＳ０９／６３７３７号に関連し、この出願も参照により本
願に援用する。
【０００２】
＜技術分野＞
　本発明は、一般に、患者の電気的活動の視覚化に関し、より具体的には、患者のための
電気生理学データの空間的視覚化に関する。
【背景技術】
【０００３】
　電気生理学データは、心不整脈の診断および治療に用いられる。電気生理学データは、
電気生理学カテーテル（接触および非接触の両方）の利用、胸の表面と接触して配置され
た電極を含むパッチまたは他の装置、あるいは心電図または他の手段を用いた再構成を含
む様々な方法で収集および表示することができる。
【０００４】
　電気生理学データは、心不整脈の診断および治療に用いられる。電気生理学データは、
臓器または体表面の表示の上に電気生理学データを空間的に描く電気解剖学的マップのか
たちで表示することができるが、電気生理学データは、不整脈を治療する臨床医により、
電気解剖学的マップのかたちで、または他の方法で、例えば、特定箇所で生成された電気
生理学データを分析することによって用いられる。
【０００５】
　複雑な不整脈の間、心臓の電気的活動は、極端に複雑になる可能性があり、また、標準
的な信号処理技術を用いて分析および／または解明するのが困難になる可能性がある。複
雑な不整脈の実例は、心房細動（ａｔｒｉａｌ　ｆｉｂｒｉｌｌａｔｉｏｎまたは“Ａｆ
ｉｂ”）であり、この心房細動は、速くて不規則な電気的活動を伴い、複雑な電気記録図
を生じさせる可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明は、一般に、電気的活動の視覚化に関し、より具体的には、患者のための電気生
理学データの空間的視覚化に関する。
【０００７】
　本発明の一つの態様は、電気生理学情報の視覚化のための方法を提供する。該方法は、
電気解剖学的データを記憶装置に格納することを含み、該電気解剖学的データは、ある期
間にわたる臓器の表面での電気的活動を表す。間隔は、ユーザの選択に応動して、該期間
内で選択される。該間隔のユーザの選択に応動して、少なくとも１つの方法を該電気解剖
学的データに適用することにより、生理学的情報の視覚表示が、該ユーザが選択した間隔
に対して生成される。該視覚表示は、該臓器の表面の所定領域のグラフィック表示上に空
間的に示される。
【０００８】
　上記少なくとも１つの方法は、例えば、高度な分析に実質的に最適である信号を前処理
することと、所定の信号における局所的活性化を検出することと、周期長を描画すること
と、最高優勢の周波数および規則性を抽出することと、原因範囲を維持する解剖領域と、
不整脈に関連する異常な細胞学的性質の他の領域（例えば、再分極の場合）とを識別する
こととを含む。この情報は、部位特異的に視覚化することができ、または、静的とするこ
とができ、あるいはアニメーションを含んでもよい電気解剖学的マップとして示すことが
できる。また、様々な処理出力を比較するための統計的および視覚化手法も実施すること
ができる。
【０００９】
　上記システムおよび方法は、開胸手術中に電極パッチを用いて、電気生理学的試験中に
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カテーテルマッピングによって測定された心臓電位の分析に同様に適用可能であり、また
は、心電図画像または他の手段を用いて再構成される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の態様による生理学的データを視覚化するためのシステムのブロ
ック図を示す。
【図２】図２は、本発明の別の態様による、１つ以上の仮想電極に対する生理学的データ
を視覚化するためのシステムのブロック図を示す。
【図３】図３は、本発明の態様による視覚化システムに実装することのできるいくつかの
種類の前処理を実演するＧＵＩの実施例を示す。
【図４】図４は、本発明の態様による視覚化システムに実装することのできる追加的な種
類の前処理を実演するＧＵＩの実施例を示す。
【図５】図５は、本発明の態様に従って実施することのできる信号スプライシングに関連
する方法を論証するグラフを示す。
【図６】図６は、本発明の態様による視覚化システムにおける信号をスプライシングする
ための多数の間隔を選択するために実装することのできる前処理を実演するＧＵＩの実施
例を示す。
【図７】図７は、本発明の態様に従って実装することのできるフィルタリングおよび基線
変動補正を論証する取得信号に対する時間の関数としての振幅を示すグラフである。
【図８】図８は、本発明の態様に従って実装することのできるフィルタリングおよび基線
変動補正を論証する異なる取得信号に対する時間の関数としての振幅を示す別のグラフで
ある。
【図９】図９は、本発明の態様による、興奮伝達時間情報の視覚化を実演するグラフィカ
ルユーザインタフェースの実施例を示す。
【図１０】図１０は、本発明の態様に従って判断することのできる複数の興奮伝達時間お
よび対応する周期長を実演する電気記録図の実施例である。
【図１１】図１１は、本発明の態様による、興奮伝達時間を判断するのに利用することの
できるアプローチを論証するグラフの実施例を示す。
【図１２】図１２は、パワースペクトルのグラフの実施例を示す。
【図１３】図１３は、本発明の態様に従って実装することのできる周波数情報の視覚化を
実演するグラフィカルユーザインタフェースの実施例を示す。
【図１４】図１４は、本発明の態様に従って実装することのできる関心領域解析の視覚化
を実演するグラフィカルユーザインタフェースの実施例を示す。
【図１５】図１５は、本発明の態様に従って実装することのできる複雑な分割電気記録図
の視覚化を実演するグラフィカルユーザインタフェースの実施例を示す。
【図１６】図１６は、本発明の態様に従って実装することのできる電気信号の伝播の視覚
化を実演するグラフィカルユーザインタフェースの実施例を示す。
【図１７】図１７は、本発明の態様に従って方法を実行しおよび処理する際に用いること
のできる実施例のコンピュータ環境を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、一般に、患者の電気的活動の視覚化に関し、より具体的には、患者のための
電気生理学データの空間的視覚化に関する。
【００１２】
　一実施形態において、電気解剖学的データは、ある期間にわたる臓器の表面での電気的
活動に対する電気解剖学的データを示すために記憶装置に格納することができる。ユーザ
が該期間内の間隔を選択できるようにツールが設けられている。該間隔のユーザ選択に応
動して、生理学的情報の視覚表示は、少なくとも１つの方法を該電気解剖学的データに適
用することにより、該ユーザが選択した間隔に対して生成される。所望の生理学的情報の
それぞれの空間的視覚化を実現するのに、様々な方法を用いることができる。例えば、該
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視覚表示は、臓器の表面の所定領域のグラフィック表示上に、（例えば、電気解剖学的マ
ップとして）空間的に示すことができる。追加的な実施例として、１つ以上の仮想電極を
、対応する電気記録図を生成するために、または、該電極に対する他の生理学的情報のプ
ロットを生成するために、臓器表面のある箇所に配置することができる。従って、ユーザ
は、該電気記録図から収集された空間的な関連情報、または、他の生理学的情報のプロッ
トを利用して、該間隔の選択をガイドすることができる。ユーザはさらに、該間隔を変え
て、その結果として生じる視覚表示を動的に変更することができる。
【００１３】
　電極または他の選択された解剖学的部位に関連する「仮想」という用語は、本願明細書
において用いる場合、該選択された部位または構造は、物理的電極構造ではなく、ある箇
所、ある箇所の集合、または、ユーザによって選択される実質的に連続する表面領域にお
けるデータにより（例えば、数学的モデルとして）パラメータ化されることを意味する。
このようにして、所与の仮想電極に対する生理学的データの結果として生じる視覚表示は
、既に取得されている、既に計算されている電気生理学データを、または、患者の表面領
域に関連する１つ以上の幾何学的位置からなるセットに対する取得データと計算データの
組合せを示すことができる。
【００１４】
　当業者は、本発明の一部を、方法、データ処理システムまたはコンピュータプログラム
プロダクトとして具体化することできることを正しく認識するであろう。従って、本発明
のそれらの部分は、全体的にハードウェアの実施形態、全体的にソフトウェアの実施形態
またはソフトウェアとハードウェアを組合わせた実施形態のかたちをとることができる。
さらに、本発明のそれらの部分は、コンピュータが使用できる記憶媒体上に、コンピュー
タ可読プログラムコードを有する該媒体上のコンピュータプログラムプロダクトであって
もよい。限定するものではないが、静的および動的記憶装置、ハードディスク、光記憶装
置および磁気記憶装置を含むどのような適当なコンピュータ可読媒体も用いることができ
る。
【００１５】
　本願明細書においては、本発明のいくつかの実施形態が、方法、システムおよびコンピ
ュータプログラムプロダクトのフローチャート図を参照して説明されている。該図のブロ
ックおよび該図におけるブロックの組合せは、コンピュータが実行可能な命令によって実
施できることは理解されるであろう。これらのコンピュータが実行可能な命令は、汎用コ
ンピュータの１つ以上のプロセッサ、専用コンピュータ、または、該プロセッサを介して
実行する該命令が、該ブロックで指定された機能を実施するようにマシンを形成する他の
プログラム可能なデータ処理装置（または、装置と回路の組合せ）に与えることができる
。
【００１６】
　また、これらのコンピュータが実行可能な命令は、特定の方法で機能するようにコンピ
ュータまたは他のプログラム可能なデータ処理装置に指示することができるコンピュータ
可読記憶装置に格納することもでき、その結果、該コンピュータ可読記憶装置に格納され
た命令は、該フローチャートブロックで指定された機能を実施する命令を含む製品をもた
らす。また、該コンピュータプログラム命令は、コンピュータまたは他のプログラム可能
なデータ処理装置上にロードして（図１７を参照）、該コンピュータまたは他のプログラ
ム可能な装置上で実行する命令が、該フローチャートブロックで指定された機能を実施す
るためのステップを実行できるように、該コンピュータまたは他のプログラム可能な装置
上で実行される一連の作動ステップに、コンピュータが実施するプロセスを生じさせる。
【００１７】
　図１は、患者の生理学的データを視覚化するためのシステム１０の実施例を示す。シス
テム１０は、スタンドアロンのコンピュータ、ワークステーション、特定用途向けマシン
、または、１つ以上のモジュールまたはデータが、ユーザがシステム１０と情報をやりと
りする場所に対してローカルまたはリモートに存在することができるネットワーク環境に
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実装することができる。
【００１８】
　システム１０は、（例えば、ローカルまたはリモートの）関連する記憶装置に格納でき
るような１人以上の患者のための患者データ１２を含む。患者データ１２は、各々が、イ
ンデックスが付けられ、または、他の方法で患者の解剖学的構造と関連付けられている複
数の箇所に対する電気的情報を表す電気解剖学的データ１４を含むことができる。また、
患者データ１２は、患者形状モデルとして具体化することができるような患者形状データ
１６も含むことができる。一実施形態において、該患者形状データは、２次元または３次
元の表示としてグラフィックに描くことのできる、心臓等の患者の臓器全体のモデルの表
面に対応させることができる。
【００１９】
　患者の電気解剖学的データ１４は、電気生理学マッピングカテーテル、または、患者の
（例えば、心臓等の臓器の）選択した領域に対する電気生理学データを収集するのに利用
することのできる他の手段から集められているような生データとすることができる。加え
て、または別法として、電気解剖学的データ１４は、生データから計算して、患者の選択
した領域（例えば、心臓等の臓器の表面）に対する電気生理学情報を生成することができ
るように、処理データに対応することができる。
【００２０】
　実施例として、接触または非接触型の電気生理学カテーテルは、患者の心臓に配置する
ことができ、および例えば、多数の心拍間隔中に、経時的に複数の空間的位置で電気生理
学データを収集することができる。このようなデータは、患者の心臓のための画像データ
と共に、空間的かつ一時的に統合して、患者の心臓のための電気解剖学的データ１４を生
成することができる。別法として、他の装置（例えば、カテーテルまたはパッチ）を、例
えば、開胸中や低侵襲処置中に、患者の心臓の上または近傍に心内膜的および／または心
外膜的に配置して、患者の心臓の表示にマッピングして対応する同様の電気解剖学的デー
タ１４を生成することのできる電気的活動データを記録することができる。
【００２１】
　別の実施例として、非侵襲電気生理学マッピング（例えば、心臓に対する心電イメージ
ング）を患者に対して実行して、電気解剖学的データ１４を生成することができる。この
手法は、患者の臓器の所定の表面に対する電気的活動を再構成するようにプログラムされ
た反転法を介して、体表面の電気的測定と、患者形状情報とを組合わせることにより、電
気生理学データを生成することができる。このようにして、該反転法の結果が、患者形状
データ１６に対して記録（または、インデックス付け）される対応する電気解剖学的デー
タ１４を生成することができる。
【００２２】
　当業者は、システム１０は、侵襲または非侵襲であってもよいこれらまたは他のアプロ
ーチのいずれかによって収集および／または得ることのできる患者の電気解剖学的データ
１４に同様に適用可能であることを理解および正しく認識するであろう。加えて、電気解
剖学的データ１４は、どのような形態でも生成して、システム１０で処理するための適切
な形態に変換することができることは理解され、かつ正しく認識されるであろう。
【００２３】
　システム１０は、患者の電気解剖学的データ１４に加えて、患者の解剖学的構造の所定
の表面領域を表すことができるように、患者形状データ１６も用いる。例えば、患者形状
データ１６は、患者の電気解剖学的データがそれに対して記録されている臓器または他の
構造の表面の患者固有の表示に対応することができる。例えば、患者形状データ１６は、
患者に対して取得された画像データの適切な画像処理によって生成できるように、患者の
臓器のある領域のグラフィック表示を含むことができる。このような画像処理は、デジタ
ルイメージセットからの臓器の抽出またはセグメンテーションを含むことができる。従っ
て、セグメント化された画像データは、患者の臓器の表面領域の２次元または３次元のグ
ラフィック表示に変換することができる。別法として、患者形状データ１６は、患者の臓
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器に対する画像データに基づいて構成されている患者の臓器の数学的モデルに対応するこ
とができる。後の処理およびシステム１０における視覚化を容易にするために、適切な解
剖学的ランドマークまたは他のランドマークを、臓器のための解剖学的データによって表
された該臓器と関連付けることができる。
【００２４】
　上述したように、電気解剖学的データ１４は、患者形状データ１６と共に共通の座標系
に記録することができる。例えば、電気解剖学的データ１４は、（異なる解剖箇所に対応
する）行と、（サンプルに対応する）列とからなるデータ構造で格納することができ、こ
の場合、該行のデータは、患者形状データ１６上に存在する各箇所と同じインデックスを
有し、または、各箇所に記録される。電気的データ１４と患者形状データ１６との間のこ
の記録またはインデックス付けの関係は、符号１８の点線によって示されている。一実施
形態において、該列の各々における該サンプルは、患者の全表面領域（例えば、心臓）に
わたる同時情報を表すことが可能である。
【００２５】
　患者形状データ１６は、ほぼどのような画像診断法を用いても得られる画像データから
生成することができる。画像診断法の実例は、超音波、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、
３Ｄ回転血管造影（３ＤＲＡ）、磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ）、Ｘ線、陽電子放射断
層撮影（ＰＥＴ）等を含む。このようなイメージングは、（例えば、電気解剖学的データ
１４を生成するのに用いられる測定の前後に）独立して実行することができる。別法とし
て、イメージングは、患者の電気解剖学的データ１４を生成するのに用いられる電気的活
動の記録またはイメージングと同時に実行してもよい。
【００２６】
　当業者には、これらまたは他の画像診断法のうちのいずれか１つによって取得すること
のできる解剖学的データを採用するのに、システム１０が同様に適用可能であることは理
解され、かつ正しく認識されるであろう。別法として、または追加的に、患者形状データ
１６は、患者自身の臓器ではなくてもよい臓器の一般的またはカスタム表示に対応するこ
とができる。このような場合、電気解剖学的データ１４は、識別された解剖学的ランドマ
ークに従って、（登録１８を介して）該臓器の表示にマッピングすることができる。解剖
学的モデルを、もしあれば信号取得システムと共に登録するために、手動、半自動または
自動の登録プロセスを採用することができる。
【００２７】
　さらに、入力データのフォーマットおよび種類により、適切なフォーマット化および対
応する種類の表示への変換は、システム１０によって実施できることは、理解され、かつ
正しく認識されるであろう。例えば、患者データ１２は、既知のフォーマットでシステム
１０へ与えられる電気解剖学的データを含むことができ、または、該システムにより、処
理するための標準的なフォーマットに変換することができる。従って、患者データ１２は
、患者のための電気解剖学的データからなる集合セットを含むことができる。
【００２８】
　システム１０は、例えば、患者の電気的活動に関連する原因箇所および機序を識別し、
分類し、および視覚化するようにプログラムされている方法２２でプログラムされている
分析システム２０を含む。分析システム２０は、出力結果データに基づいて、対応する視
覚表示２６を生成する出力装置２４に、該出力結果データを供給する。方法２２は、全て
の複雑な不整脈間に、確実かつ無矛盾のターゲットにアブレーションを実行するのに用い
ることもできる。方法２２は、例えば、術前、術中および術後の経過観察中に、心房活動
の変化および組織をモニタするのに用いることもできる。該システムは、すでに取得され
たデータのための情報、ならびに実時間（または、ほぼ実時間）分析に対して取得されて
いるデータを計算する方法を採用することができる。例えば、該方法は、アブレーション
中の心臓活動のモニタリング、アブレーション結果の分析、およびアブレーション後の経
過観察に有用である。
【００２９】
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　また、システム１０は、どの方法およびアルゴリズムが用いられるかを選択するのに、
および該方法と、出力装置２４に表示される、結果として生じる表示２６との実行に関連
するパラメータを制御するのに用いることができるインタフェース２８を含むこともでき
る。例えば、ユーザインタフェース２８は、ユーザが、本発明の態様に従って生成された
出力表示を投入する際に用いるための計算を実行するのに用いられる１つ以上のアルゴリ
ズムを選択できるようにする。ユーザに視覚的に示すことのできる対応する生理学的デー
タを生成するために、複数の所定の、およびユーザがプログラム可能なアルゴリズムを採
用することができる。加えて、各アルゴリズムは、本願明細書に記載されているように（
位置データに基づいて）患者の臓器の表示に対して既に位置決めされている割当て仮想電
極に対して、対応する生理学的データを計算するようにプログラムすることができる。仮
想電極は、それのために、選択された方法または方法の組合せが、対応する出力表示を生
成するための患者の電気的データに適用される、関心のある患者の解剖学的構造上のある
箇所に（心外膜的または心内膜的に）対応する。さらに、ユーザは、該仮想電極上のリー
ドごとのデジタル信号処理アルゴリズム、または、該仮想電極のリードの全てまたはいく
つかからなる集合に対する統計分析を含む一般的な計算を含む１つ以上のアルゴリズムを
動的に割当てることができる。
【００３０】
　方法２２の各々は、ドロップダウンメニューまたはダイアログを作動させるためのグラ
フィック機能等の対応するユーザインタフェース要素を用いることができる。例えば、所
定のアルゴリズムに対する該ユーザインタフェース要素の作動に応動して、ユーザは、対
応するプログラミングダイアログにアクセスすることができ、このことは、ユーザが、選
択したアルゴリズムに関連する特性および制約を決めるのに利用することができる。該特
性は、結果として生じる出力データおよび対応する視覚表示がそれに応答して生成される
１つ以上の時間間隔を設定することを含むことができる。また、ユーザインタフェース２
８は、ユーザが、それを介して該選択されたアルゴリズムに関連する関連制約を入力する
ことのできるユーザエントリダイアログを提供することもできる。所定のアルゴリズムに
対する制約入力ダイアログは、該電極のサブセットを選択し、および該ダイアログに関連
する入力または出力制限を規定するメカニズムを含むことができる。
【００３１】
　方法２２の各々は、結果として生じる出力表示２６に生成されるある種の情報を定義す
ることができる。方法２２は、実際の電極によって測定することができる各種データ（例
えば、電位）を生成することから、より複雑な統計的および比較的な各種情報を生成する
ことまで複雑に及ぶ可能性がある。一つの種類のデータは、例えば、選択された電極構成
に対する電位付勢時間または電気生理学信号の周波数を含む参照または測定値と考えるこ
とができる。他の種類のデータは、例えば、平均、最大または最小を含む、例えば、何ら
かの変数の勾配、または、変数の統計を含むそのような測定変数に基づいて計算すること
のできる情報を生成することができる。このような何らかの変数または変数の統計は、臓
器、および該臓器に対して位置決めされている電極構成に関して空間的に、および電気生
理学データが既に取得されているある期間にわたって時間的に計算することができること
を正しく認識すべきである。時間的範囲（または間隔）は、所定の選択された方法または
アルゴリズムを実行するための制約または特性の一部として定義することができる。
【００３２】
　また、多数の出力表示およびそれらの表示の構成があり、表示される情報の種類は、ユ
ーザが制御することができる。例えば、ユーザインタフェース２８は、例えば、出力は、
テキストベースの形式であるか、または、選択された臓器の上に、および選択された電極
構成および／または波形表示のグラフィック表示に対して重ね合わせられるグラフィック
形式であるかを制御するようにプログラムされるグラフィック制御法にアクセスするのに
利用することができる。
【００３３】
　１つ以上のアルゴリズムのうちのいくつでも選択し、そのようなアルゴリズムを、１つ
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以上の仮想電極構成のうちのいくつにも適用する機会をユーザに与えることに加えて、方
法２２は、比較データを生成するようにプログラムされた方法および機能にアクセスでき
る比較機能を含むことができる。該比較データは、（例えば、異なる仮想電極または異な
る解剖学的位置間の）空間的比較、時間的比較（例えば、時間内の異なる事例における同
じ仮想電極）、あるいは空間的・時間的比較（例えば、異なる時間事例における異なる仮
想電極）とすることができ、これらの比較は、比較されるデータの種類に非常に依存する
可能性がある。さらに、比較されたデータは、異なる仮想電極構成にたいして得られた同
じ種類の情報を比較することができる。
【００３４】
　時間的比較データの実施例として、（例えば、同じ仮想電極構成に対応する）同じ所定
の解剖学的位置に対する１つ以上の測定値または取得値を、異なる心拍間隔に対して比較
することができる。例えば、ユーザは、第１の間隔の場合の最も速い興奮伝達時間と、第
２の間隔の場合の最も速い興奮伝達時間との比較を実行できる方法を採用することができ
、この結果は、患者の臓器の同じ表示に重ね合わせて、または、患者の臓器の２つの異な
る表示に対する並列比較として、出力表示に表示することができる。
【００３５】
　また別の実施例として、元のデータセットがユニポーラデータとして取得されている場
合には、上記方法は、例えば、２つの異なる仮想電極間で既に決められている電気生理学
データを減算することにより、対応するバイポーラデータを生成するのに用いることがで
きる。２つの異なる仮想電極は、自動的に選択することができ、例えば、各ペアは、最近
傍アルゴリズムを適用することにより選択される。別法として、該仮想電極のペアは、例
えば、ポインタを用いて該電極を選択することにより、または、テキストベースのデータ
入力法における名称によって該電極を識別することにより定義できる。
【００３６】
　本願明細書に記載されているように予め定義されたアルゴリズムのセットを適用するこ
とに加えて、ユーザインタフェース２８は、ユーザがユーザ定義の新たなアルゴリズムを
構成するための手段を生成することもできる。例えば、新たなアルゴリズムは、測定した
変数の種類および得られた変数の種類を含むことができる１つ以上の特性を定義するよう
に、および選択された電極間に相対的関係を与えるように構成することができる。該新た
なアルゴリズムは、該システムによって用いられる定義済みのスクリプト言語に従って、
生成することができる。
【００３７】
　また、１つ以上のアルゴリズムを、例えば、ユーザが選択したアルゴリズムまたは機能
範囲に従って、ユーザ定義の基準に合う１つ以上の解剖学的位置を動的に決定および識別
するのに用いることもできる。ユーザは、ユーザ定義の基準を満たす患者の臓器の解剖学
的位置に、仮想電極（または、マップ等の他の識別子）からなるセットを含む視覚表示を
自動的に動的に生成するようにプログラムされた方法を採用することができる。
【００３８】
　さらなる実施例として、ユーザインタフェース２８は、患者の形状データ１６から生成
されたグラフィック表示上の位置をユーザが選択するための手段を生成することができる
。選択された位置は、患者の形状データに一致する座標系の３次元位置に対応することの
できる位置データに変換することができる。一実施例として、ユーザは、ポインティング
デバイス（例えば、マウス）を介したカーソルを用いて、患者形状の２次元グラフィック
表示上の位置を識別および選択することができる。２－Ｄスクリーン位置は、選択された
位置に従って、該モデル上の対応する３－Ｄ位置に変換することができる。
【００３９】
　上述したように、分析システム２０は、１つ以上の分析法２２を電気解剖学的データ１
４および患者の形状データ１６に適用することにより、視覚表示出力データを生成するよ
うにプログラムされる。例えば、出力装置２４は、患者の形状データ１６のグラフィック
表示に隣接する別のウィンドウ内に表示することのできるグラフ、テキストまたは数値の
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形式の視覚化２６を実現できるディスプレイとすることができる。加えて、または別法と
して、分析システム２０は、矢印３０で示す患者モデルのグラフィック表示に対してグラ
フィックに重ね合わされたオブジェクトとして描画される（例えば、グラフまたは数値の
形式の）対応する視覚表示を生成するように構成されている出力装置に、出力データを与
えることができる。
【００４０】
　図２は、患者の生理学的データを視覚化するための別のシステム５０の一実施例を示す
。図２の実施例においては、視覚表示の前処理、分析および生成を実行するためのシステ
ム５０の機能が図示されている。システム５０の前処理部は、データを前処理して、１つ
以上の拍動を含むことのできるような適切な時間間隔に対して適切な形式に変換するのに
利用することができる。システム５０は、ユーザ入力に応動する前処理グラフィカルユー
ザインタフェース（ＧＵＩ）５２を含む。前処理ＧＵＩ５２は、各々が、対応する前処理
方法５４を作動させることのできる複数の選択機構を含むことができる。
【００４１】
　図２の実施例において、前処理ＧＵＩ５２は、ユーザに関心のある可能性のある１つ以
上の時間間隔を選択するのに利用することのできる間隔セレクタ５６を含む。心電図解析
の実施例の場合、該間隔は、電気的データ５８がその期間にわたって取得されてきた、ユ
ーザ定義の時間間隔の拍動または心周期（例えば、１つ以上の周期の一部）に対応させる
ことができる。別の実施例として、該間隔は、スプライシングされた信号の延びた間隔に
よる向上した周波数分解能を有するスプライシングされた信号を生成するように統合する
ことのできるように、時間的に連続しないものとすることができる。
【００４２】
　図１に関して説明したように、患者の電気的データは、侵襲的または非侵襲的なアプロ
ーチを含む様々な手法で取得することができる。従って、患者の電気的データ５８は、複
数の電極の各々に対して取得された信号を表すように、患者のために取得されている実質
的な生データに対応させることができる。
【００４３】
　また、前処理ＧＵＩ５２は、どの電極を、さらなる処理および分析に利用するための出
力結果セットを投入するのに用いるべきかを選択するのに用いられる電極セレクタ６０を
含むこともできる。電極の選択は、自動式、手動式または手動と自動の組合せとすること
ができる。電極セレクタ６０は、対応する解剖学的位置で、患者の電気的データを取得す
るのに利用されている複数の電極の各々を、ユーザが選択的に作動可能または作動不能に
できるＧＵＩを介して設けることができる。一実施例として、複数の電極を、サンプリン
グ期間中に、電気的情報を取得するために、患者の胴の表面に分散させることができる。
従って、該電極セレクタは、どのセンサが、患者の電気的データ５８のサブセットを取得
および定義するのに用いられるかを設定するのに利用することができる。また、自動化し
た方法は、不良チャネルを検出して除去するのに利用することもできる。
【００４４】
　また、前処理ＧＵＩ５２は、患者の電気的データ５８の選択したセットのための１つ以
上の前処理フィルタ６４を選択するのに利用することのできるフィルタセレクタ６２を含
むこともできる。該前処理フィルタは、例えば、ローパスフィルタ、ＤＣ除去フィルタ、
トレンド除去フィルタまたはウィルソン結合電極（ＷＣＴ）フィルタを含むような、電気
的データ５８をフィルタリングするようにプログラムされたソフトウェア方法を含むこと
ができる。当業者は、フィルタセレクタ６２を介して選択的に作動可能または作動不能に
することのできる他の種類のフィルタ６４について理解し、かつ正しく認識するであろう
。
【００４５】
　該フィルタが作動され、または作動されていないか、あるいは他の方法で（パラメトリ
ックに）調節されている場合、フィルタ方法６４は、（選択された間隔、および選択され
ている電極に従って、低減することもできるように）電気的データ５８に適用して、対応
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する患者の電気的データのフィルタリングされたセットを生成することができる。フィル
タリング、電極／チャネル選択および時間間隔選択が実行された後、前処理ＧＵＩ５２（
または、他の手段あるいは作動化）は、本願明細書に記載されているように、反転法６６
を作動させるのに用いることができる。反転法６６は、（選択された時間間隔、選択され
たチャネルおよびフィルタリングに対して）修正された患者電極データと共に、形状デー
タ６８を用いて、対応する電気的解剖学的表面データ７０を生成する。電気解剖学的デー
タ７０は、所定の表面領域、例えば、患者の心臓の心外膜面または心内膜面に対してイン
デックス付けまたは登録される。
【００４６】
　体表面電極との用途に適した反転法の実例は、「非侵襲性心電イメージングのためのシ
ステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｎｏｎ－ｉｎｖａｓ
ｉｖｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ）」というタイト
ルの米国特許第６，７７２，００４号明細書、および「非侵襲性心電イメージングのため
のシステムおよび方法（Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｎｏｎ－ｉｎｖ
ａｓｉｖｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ）」というタ
イトルの米国特許出願第１１／９９６，４４１号明細書に開示されており、これらの明細
書は参照によって本願に援用する。他のアプローチを、患者の電気的データ５８を取得す
るのに利用される機構に従って、さらに変化する可能性のある該電気解剖学的データを生
成するのに用いることができることは正しく理解されるであろう。
【００４７】
　また、視覚化システム５０は、患者の臓器に関連する生理学的データの表示７４を生成
するための結果データを生成するようにプログラムされている分析法７２も含む。表示７
４は、患者のための電気解剖学的データに基づいて生成することができる。表示７４は、
グラフィック、テキスト情報、またはグラフィックとテキストの組合せを含むことができ
る。システム５０によって生成される表示は、実際に測定された量、または、電気解剖学
的データ７０中に他の方法で生成された量に限定されないが、ユーザが選択的に配置でき
るような１つ以上の仮想電極に対する電気生理学データに対応させることもできることは
、正しく認識されるであろう。
【００４８】
　分析法７２は、ユーザによって設定された、または、治療タイプごとに医師の選択によ
り事前設定されたパラメータに基づいて、結果データを出力ジェネレータ７６に供給する
ことができる。出力ジェネレータ７６は、表示されるデータの種類によって変化する可能
性のある１つ以上の形式で表示７４を生成するようにプログラムされる。
【００４９】
　一実施例として、出力ジェネレータ７６は、患者の所定の表面領域におけるユーザが選
択した１つ以上の位置に応答して、視覚表示７４を生成するための仮想電極（ＶＥ）ジェ
ネレータ７８を含む。各選択位置は、形状データ６８により定義または表すことのできる
座標系での位置に対応させることができる。例えば、患者形状座標系での位置を選択する
ことにより、最も近い幾何学的位置（または、最も近い位置の集合）に対する電気解剖学
的データ７０における対応する電気的情報は、結果をもたらすための分析法７２によって
利用することができる。また、仮想電極ジェネレータ７８は、分析結果から生理学的デー
タの対応する表示を生成する。
【００５０】
　仮想電極ジェネレータ７８によって生成された表示７４は、例えば、（各単一点仮想電
極の場合）選択された位置に、ならびに多点または多次元仮想電極に対応する複数のユー
ザが選択した位置に沿って、データを生成するために、ユーザ選択に応答して空間的にロ
ーカライズされると考えることができる。各仮想電極に対して生成された生理学的データ
７４の表示は、グラフ、テキスト／数字情報、またはグラフとテキスト／数字情報の組合
せの形式とすることができる。任意の複数の表示を、各仮想電極に対して生成することが
できる。
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【００５１】
　また、出力ジェネレータ７６は、患者の臓器の所定の表面領域上に重ね合わせられる電
気解剖学的マップの形式で生理学的データを生成するためにプログラムされるマップジェ
ネレータ８０も含む。例えば、マップジェネレータ８０は、例えば、２次元または３次元
表示とすることができる、患者の臓器の全表面表示上に、１つ以上のマップを描画するこ
とができる。例えば、マップジェネレータ８０は、どのような種類の電気解剖学的マップ
が生成されるかを選択するために、（例えば、ドロップダウンコンテクストメニューを介
した）ユーザ選択に応答してプログラム可能にすることができる。
【００５２】
　出力ジェネレータ７６は、取得した患者の電気的データから決めることのできる時間的
または空間的特性を含む、本願明細書に記載されたいずれかの機構に従って生成された電
気解剖学的データ７０に基づいて生成できるものと同様の情報を含むように表示７４を生
成することができる。しかし、本願明細書に記載されているように、システム５０は、ユ
ーザが、表示７４がそのために生成される臓器に対するそのようなカテーテルの所定の種
類および配置の１つ以上の仮想電極の構成を決めることを可能にする。
【００５３】
　加えて、または別法として、該仮想電極の構成および配置は、例えば、ユーザ定義のパ
ラメータによって定義することのできる所望の解剖学的位置（例えば、ランドマーク）に
１つ以上の仮想電極の配列を配置するように、分析法７２によって自動的に選択すること
ができる。また、ユーザは、表示７４が含むであろう出力の種類を定義するために、パラ
メータおよび特性を設定することもできる。従って、一旦、電気生理学データが、（何ら
かの手法を用いて）患者のために取得されて、電気解剖学的データ７０として記憶装置に
格納されると、ユーザは、システム５０を用いて、該患者の臓器に対する関心のある生理
学的データを視覚化することができる。それらの結果は、システム５０のユーザが実際に
何らかの新たな電気生理学データを患者から要求することなく得ることができる。その結
果、システム５０は、現存するシステムに対する有力な追加物とすることができ、また、
独立型システムとして利用することができる。
【００５４】
　システム５０は、分析法７２を制御および作動させるためのヒューマン－マシンインタ
フェースを形成するようにプログラムされる分析ユーザインタフェースＧＵＩ８２を含む
。ユーザは、ユーザ入力装置（例えば、マウス、キーボード、タッチスクリーン等）を介
してＧＵＩ８２を用いてユーザ入力を入力して、パラメータおよび変数を設定し、および
分析法７２によって利用される表示方法およびアルゴリズムを制御することができる。
【００５５】
　ユーザインタフェース８２は、１つ以上の結果として生じる表示７４がそのために構成
されることになる１つ以上の電極の構成および配置を決めるのに用いられる構成コンポー
ネント８４を含むことができる。例えば、構成コンポーネント８４は、複数の所定の電極
タイプを含む電極構成データセットをユーザに提供することができる。該所定の電極構成
は、どのような数の複数の電気生理学カテーテルにも対応することができ、これにより、
市販製品に対応することが可能である。例えば、該所定の電極構成は、既に定義されてい
る、またはユーザによって構成されている、あるいは他の方法で、使用可能な仮想電極構
成のライブラリとして記憶装置に格納されている、どのような数の複数の電極構成にも対
応することができる。上述したように、使用可能な電極構成は、（単一点に対応する）単
一の電極または（例えば、カテーテルまたはプローブに沿って配置される）電極の直線上
配列、２次元電極構成（例えば、パッチまたは面構成）または（例えば、電極の体積的構
成を表す）３次元電極構成まで多岐にわたる可能性がある。これらおよび他の仮想電極構
造は、電極構成コンポーネント８４を介して決めることができる。また、ユーザは、電極
の数と、所与の構成に対するそのような電極の空間的分布とを指定することもできる。一
実施例として、単一の電極は、１つの仮想電極の場合のデフォルト設定として定義するこ
とができ、この設定は、構成ＧＵＩ８４を介して異なる構成に変更することができる。
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【００５６】
　ユーザインタフェース８２は、位置選択コンポーネント８６も含む。位置選択コンポー
ネント８６は、（例えば、１つ以上の電極を備える）選択された電極構成が、患者の臓器
に対してそこに配置されることになる１つ以上の位置を識別するのに利用することができ
る。例えば、位置選択コンポーネント８６は、ユーザがポインティングデバイス（例えば
、マウス、タッチスクリーン等）で位置決めできるカーソル等のＧＵＩ要素を用いて、患
者の形状のグラフィック表示上の対応する解剖学的位置を選択することができる。例えば
、該位置は、臓器内の、または臓器に隣接する該臓器の選択された表面領域上とすること
ができる。上述したように、表示７４は、位置データ、所与の仮想電極構成のための電気
解剖学的データに基づいて、選択された位置にたいして生成することができる。
【００５７】
　実施例として、位置選択コンポーネント８６は、ユーザ入力に応動して、選択された電
極構成のグラフィック表示（例えば、カテーテル、パッチまたは他の種類の電気生理学測
定装置の形態の単一の仮想電極または配列仮想電極）を選択した位置に配置させる。該位
置選択コンポーネント８６は、患者の臓器の解剖学的モデルのための２次元または３次元
の座標系に対する、該選択された電極構造の方向（例えば、回転）および位置を調節する
のに利用することもできる。すなわち、本願明細書に記載されているように、画像上のカ
ーソルの選択位置は、既知の患者形状に対する（例えば、３次元座標系における）位置に
変換することができる。加えて、または別法として、位置選択コンポーネント８６は、１
つ以上の予め定義された共通の解剖学的位置のリストを生成することができる。該共通の
位置は、プログラム可能にすることができ、また、ユーザ定義の位置と、該臓器の場合の
電気的活動を視覚化するために有用な位置になる当技術分野において既知の位置とを含む
ことができる。
【００５８】
　さらなる実施例として、ユーザが、仮想電極構成を、単一の電極を有するか、または、
複数の電極を有するカテーテルとして定義する状況においては、位置選択コンポーネント
８６は、該カテーテルが配置されることになる位置を特定するのに利用することもできる
。識別された位置は、該位置を特定するユーザに応答して、患者の人体の対話型表面領域
のグラフィック表示上に重ね合わせられた該仮想電極構造のグラフィック表示と共に投入
することができる。加えて、または別法として、カーソル自体は、例えば、選択された仮
想電極構造が、臓器モデルが表示されているウィンドウを横断する間に、該構造の形態を
とることもできる。
【００５９】
　仮想電極が配置されることになる所望の位置を選択することに加えて、位置選択ＧＵＩ
８６は、ユーザが、患者の臓器のグラフィック表示上の所望の位置に（例えば、左心室に
）輪郭または閉曲面を描くための手段を設けることができる。その結果として生じる輪郭
または閉曲面は、仮想電極構造のための対応する経路または境界を特定することができる
。輪郭の場合、該輪郭の長さは、仮想電極の配列と共に自動的に投入することができる。
同様に、パッチ境界の内部は、電極の配列と共に自動的に投入することができる。電極の
空間的分布および数は、（電極構成コンポーネント８４を介して）ユーザによって指定す
ることができる。所与の構成に対する電極の配列および空間的分布は、（例えば、デフォ
ルト設定として）均一にすることができ、あるいは、ユーザがプログラムできるように、
不均一にしてもよい。
【００６０】
　また、ユーザインタフェース８２は、生成される各表示７４の場合の出力パラメータお
よび特性を設定するのに利用される出力制御コンポーネント８８を含むこともできる。出
力制御コンポーネント８８は、各仮想電極構成の場合の電極構成データおよび位置データ
に基づいて、表示７４の一部として生成することのできる１つ以上の測定または取得電気
生理学パラメータを選択するのに用いることができる。出力制御８８は、各仮想電極に対
して同じアルゴリズムの使用を実行できるようにプログラムすることができ、または、別
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法として、異なるアルゴリズムまたは制約を、各仮想電極に対して定義することができる
。選択された出力制御に対する結果セットは、（例えば、ユニポーラまたはバイポーラ）
電位、電気記録図、興奮伝達時間、周波数情報（例えば、パワースペクトル）および他の
取得量にも関連する統計を含むことができる。
【００６１】
　出力制御コンポーネント８８の別の適用は、比較目的のために、電極構成を選択的に替
えることとすることができる。例えば、出力制御コンポーネント８８は、単独で、または
電極構成コンポーネント８４と共に、患者の臓器に対して２つ以上の選択されたカテーテ
ルを追加または除去ならびに再配置するのに用いて、出力表示７４に生成された結果を変
更することができる。
【００６２】
　出力制御８８はさらに、アルゴリズム間、異なる電気生理学データの時間的セット間で
比較機能を実施するのに用いることができ、あるいは、該出力装置上で視覚化されること
になる結果として生じる出力データを他の方法で制約するのに用いることができる。
【００６３】
　実施例として、出力表示７４は、興奮伝達時間の最大、最小、平均および標準偏差、お
よび電位の最大、最小、平均および標準偏差を含む、（例えば、２－Ｄ仮想電極または仮
想パッチの配置によって定義される）患者の臓器のある領域内の活動の統計値を含むこと
ができる。当業者は、他の統計的分析または特性を、電気解剖学的データ７０の一部とす
ることができること、または、該電気解剖学的データから導出できることを正しく認識す
るであろう。
【００６４】
　追加的な実施例として、出力制御８８は、対応する出力表示を生成するのに、何の情報
が分析法７２によって利用されるかを制御するフィルタを制御または設定するのに用いる
ことができる。例えば、ユーザは、出力制御８８を用いて、興奮伝達時間を確認するため
の間隔、または各仮想電極に対する他の制約を設定することができる。別の実施例として
、各仮想電極に対する優位周波数を判断するのに利用される間隔は、ユーザによって設定
することができる。また、対応する優位周波数マップも生成することができる。従って、
このような制約に基づいて、このような制限時間または他の制約を満たす（解剖学的位置
に対応する）位置を決めて、臓器のグラフィック表示上にグラフィックに（または別の方
法で）表示するために、表示用の出力装置に供給することができる。患者の臓器に対して
配置された電極構成のために測定または計算することのできるどのような種類のデータも
、電気解剖学的データ７０に基づいて、仮想環境内で計算および生成することができるこ
とを正しく認識するであろう。
【００６５】
（電気生理学信号データの前処理）
　図１および図２に関して説明したように、例えば、間隔選択およびフィルタリングを含
む様々な種類の前処理を入力電気データに対して実行することができる。
【００６６】
　図３は、図２のシステム５０に対して実施することのできる前処理ＧＵＩ１００の一部
の実施例を示す。前処理ＧＵＩ１００は、間隔選択およびフィルタ選択ＧＵＩ要素を含む
。図３の実施例において、間隔選択は、波形ウィンドウ１０６内で、キャリパ１０２およ
び１０４の配置によって決定される。この実施例においては、ウィンドウ１０６内に２つ
の波形が図示されているが、当業者は、任意の数のこのような波形をＧＵＩ１００内に描
くことができ、また、ユーザが波形の数を選択できることを、正しく認識し、かつ理解す
るであろう。間隔キャリパ１０２および１０４は、例えば、間隔選択ユーザインタフェー
ス要素１０５の作動に応動して、最初に波形ウィンドウ１０６内の所定位置に配置するこ
とができる。ユーザは、カーソル（または、他のポインティング要素）１０８を介してキ
ャリパ位置を調節することができる。従って、各キャリパ１０２および１０４の一方また
は両方の位置を調節することにより、本願明細書に記載されているようなさらなる処理の



(14) JP 5911726 B2 2016.4.27

10

20

30

40

50

ために、ユーザが所望の間隔または拍動を選択することができる。図３には、キャリパ１
０２および１０４によって単一の間隔が図示されているが、複数のうちの任意の数のこの
ような間隔を、追加的な種類の処理（例えば、図４および図５を参照）のために選択でき
ることを理解し、かつ正しく認識すべきである。アクティブチャネルの各々のためのウィ
ンドウ１１４には、選択された間隔に対する患者の電気信号のセットが示されている。従
って、ウィンドウ１１４内には、（該間隔によって定義された）選択された期間の該チャ
ネルの各々に対する信号が、該信号のセットに適用されるフィルタリングおよび他の補正
係数に従って図示されている。
【００６７】
　図３には、例えば、図２のフィルタセレクタ６２に相当するフィルタ選択ＧＵＩ要素１
１０も描かれている。図３の実施例においては、患者の電気的データに対して、ＷＣＴ参
照フィルタ、ローパスフィルタリング、ＤＣ除去フィルタ、トレンド除去フィルタ、ハイ
パスフィルタおよび基線変動補正を含む様々な種類の補正およびフィルタリングを動的か
つ選択的に実行することができる。従って、所定のフィルタを選択すると、患者の電気的
データに対して、対応するフィルタリング法が作動する。
【００６８】
　加えて、例えば、予想作動パラメータの範囲外にデータが生じた場合には、ＧＵＩ要素
１１２を介して、不良チャネル補正を実施することができる。不良チャネル補正ＧＵＩ要
素１１２は、不良チャネル（または、不良電極）に対応するように決められた波形を検出
および選択する自動化方式を実施するように作動させることができる。また、該波形が、
他の波形と比較して異常と思われる場合には、該波形は、対応するグラフィック波形ウィ
ンドウ１１４からの除去のために手動で選択することができる。当業者は、異常性を除去
するように実施することのでき、または、不良チャネルをセンサデータから除去すること
のできる様々なアプローチを正しく認識するであろう。
【００６９】
　図４は、１つ以上の連続周期を含む間隔を選択するのに利用することのできる前処理Ｇ
ＵＩ１２０の一部の実施例を示す。ＧＵＩ１２０の基本的な構成は、図３に関して示しか
つ説明したのと同様である。従って、同一の参照数字は、本願明細書において既に紹介さ
れている対応する機能を指す。
【００７０】
　図４の実施例において、対応する間隔は、キャリパ１２２とキャリパ１２４の相対位置
によって決まる。隣接する表示ウィンドウ１２６には、信号セグメントの対応するサンプ
ル期間が図示されている。本願明細書に記載されているように、該ウィンドウ内の信号セ
グメントのセットは、キャリパ１２２および１２４を介して選択された対応する期間内の
患者の電気的データを表す。この実施例において、１つの信号間隔は、複数の拍動、また
は、複数のチャネルの各々に対する周期を包含する。ウィンドウ１２６内に信号セグメン
トとして示されているチャネルの数は、本願明細書に記載されているように、ユーザによ
り、および他の種類の前処理によって制御することができる。後の分析のためにより大き
な期間（例えば、１つ以上の周期まては拍動）を選択することにより、情報の追加的な種
類の時間的分析および対応する空間的視覚化を実現することができる。
【００７１】
（信号スプライシング）
　特に、心房細動の場合のユニポーラ心房信号の分析中は、心室波形間の心房信号のセグ
メントを用いなければならない。心房信号の周波数分析中に、心拍数が高すぎて、心房セ
グメントの長さが短すぎる場合、それによって周波数分解能に影響を及ぼす。該信号の長
さは、所定のサンプリング周波数に対して、周波数分解能に直接関連付けられる。例えば
、サンプリング周波数が１０００Ｈｚで、信号長が１０００サンプルの場合、周波数分解
能は１Ｈｚである。時間的に不連続なセグメントデータのより小さなセグメントは、向上
した周波数分解能が得られるようにスプライシングまたは統合することができる。実際に
は時間的に連続していない時間領域信号のスプライシングによって導入された周波数成分
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は、心房信号の優位周期性と比較した相対的ランダム性により無視できる。
【００７２】
　図５は、上述した方法に従って決めることのできる、信号セグメント１４０、１４２お
よび１４４と、結果として生じるスプライシングされた信号の実施例を示す。信号セグメ
ント１４０、１４２および１４４は、時間の関数としての振幅を明示し、この時間は、間
隔セレクタを介して、上述したように選択することができる。図５には、それぞれ、信号
セグメント１４０、１４２および１４４およびスプライシングされた信号１４６の各々に
対するパワースペクトル１５０、１５２、１５４および１５６の実施例（例えば、パワー
または振幅対周波数）も図示されている。また、パワースペクトル１５０、１５２、１５
４および１５６には、それぞれの信号セグメント１４０、１４２、１４４およびスプライ
シングされた信号１４６の各々に対する対応する優位周波数も図示されている。従って、
スプライシングされた信号セグメント１４６が、該スプライシングされた信号におけるよ
り長いサンプルによる周波数情報の向上した分解能を含むことが実証される。
【００７３】
　図６は、一緒にスプライシングすることのできる電気生理学的波形の多数の時間的に不
連続の間隔を選択するのに利用される前処理ＧＵＩ１６０の実施例を示す。ＧＵＩ１６０
の基本的な構成は、図３に関して示しかつ説明したのと同様である。従って、同一の参照
数字は、本願明細書において既に紹介されている対応する機能を指す。
【００７４】
　図６の実施例においては、複数の時間的に不連続の間隔が、キャリパ１６２、１６４お
よび１６６の相対位置によって選択されている。信号セグメントの対応するサンプル期間
は、隣接する表示ウィンドウ１６８に示されている。上述したように、該ウィンドウ内の
信号は、患者の電気的データのチャネルの各々の場合のスプライシングされた信号セグメ
ントに対する患者の電気的活動を表す。その結果として、該信号セグメントは、例えば、
本願明細書に記載されているような周波数分析に対する向上した分解能をもたらす。
【００７５】
（基線除去）
　前処理の別の機能は、フィルタリングユーザインタフェース要素（例えば、図３、図４
および図６におけるフィルタ機能）を介して、選択された患者電気的データに対して作動
させることのできるような基線補正または基線除去である。
【００７６】
　該信号は、単純なハイパスフィルタで除去することのできない基線変動によって汚染さ
れる場合がある。基線補正法は、ウェーブレット変換を用いて無関係な基線変動を除去す
ると共に、関連のある信号内容を保存する多重解像度解析（ＭＲＡ）を用いた信号調節の
手法を含む。ウェーブレットを用いたＥＣＧ信号のＭＲＡ中に、スケーリング関数および
ウェーブレット関数が得られ、それらは、それぞれハーフバンドローパスフィルタおよび
ハーフバンドハイパスフィルタと関連付けられる。基線変動は、基線変動のレベルを表す
ウェーブレット変換の特定のスケーリング係数を除外することにより、実質的に除去され
る。
【００７７】
　図８および図９は、前処理方法の適用を実証する時間の関数としての電圧振幅の典型的
なプロットを示す。図８は、元の信号２０２、フィルタリングされた信号２０４および該
元の信号に付随する計算された基線変動に対応する信号２０６を含むプロット２００を示
す。同様に、図９は、元の信号２１２と、フィルタリングされた信号２１４と、該元の信
号に付随する計算された基線変動に対応する信号２１６とを含むプロット２１０を示す。
複数の信号の各々に対して基線変動２０６および２１６を識別することにより、ウェーブ
レット変換の対応するスケーリング成分を排除して、このような各信号から基線変動を実
質的に取除くことができる。
【００７８】
　追加的な実施例として、ＥＣＧ信号の長さは、ＭＲＡの場合の分解のレベルの最大数を
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決める。また、分解の各レベルは、それに関連する特定の帯域の周波数を有する。所定の
サンプリングレート、例えば、１０００サンプル／秒の場合、９分の1のレベルの分解は
、[０，１]Ｈｚからの周波数成分からなることになり、また１０分の１のレベルの分解の
場合は、[０，０．５]Ｈｚの範囲の周波数からなることになる。該基線変動（低周波数成
分）は、スケーリング係数上に現れる。例えば、１Ｈｚ帯域以下の周波数を表す信号にお
ける変動は、９分の1のレベルの分解に相当するスケーリング係数を排除することによっ
て除去することができる。
【００７９】
（分析方法および関連する視覚化）
　以下は、本発明の態様による、生理学的データの対応する空間的視覚化を生成するため
に、分析システム（例えば、図１または図２）によって用いることのできる方法のうちの
いくつかの説明である。
【００８０】
（興奮伝達時間）
　本願明細書に示され、かつ記載されている分析法（例えば、図１および図２）は、ユー
ザが選択した間隔に応動して、患者の臓器の表面の１つ以上の選択位置に対して興奮伝達
時間を計算するようにプログラムすることができる。また、興奮伝達時間は、電気解剖学
的データが、対応する期間、それに対して取得または計算される該患者の臓器上の各箇所
に対して計算することもできる。従って、ユーザは、（例えば、ポインティングユーザイ
ンタフェース要素を介した）ユーザ入力に応動して、間隔を選択することができる。該間
隔は、該間隔を変更するさらなるユーザ入力に応動して変更することができ、あるいは、
該間隔は、該間隔に対して変更が行われない場合には、固定したままでもよい。
【００８１】
　興奮伝達時間は、上記ＧＵＩに付随する仮想電極機能を用いて、心臓上のいずれかの空
間的位置における部位特異的データとして表すことができる。該データは、例えば、図１
６に関して示され、かつ説明されている空間的に分散された興奮伝達時間に対応する波面
伝播（スタートマップ）を示す３Ｄマップまたはアニメーションとして表すことができる
。この伝播マップの変動は、興奮伝達シネマップである。ここで、ユーザは、電気記録図
上で、固定した周期長の間隔を選択する。該電気記録図は、この間隔を介して段階的に移
動され、該間隔を介した該電気記録図の各ステップに対して、等時線マップの動的に変化
する視覚化を生成する。
【００８２】
　図９は、患者の心臓２５４の表面のグラフィック表示上に重ね合わせられた等時線マッ
プとして示されている興奮伝達時間の視覚化を説明するＧＵＩ２５０の実施例を示す。図
９の実施例のＧＵＩ２５０においては、複数の仮想電極２５２Ａ、２５２Ｂ、２５２Ｃ、
２５２Ｄ、２５２Ｅ、２５２Ｆ、２５２Ｇおよび２５２Ｈが、患者の心臓２５４の表示上
のユーザが選択した位置に配置されている。本願明細書に記載されているように、任意の
数の仮想電極の構成を、表面２５４に配置できることは正しく理解されるであろう。表面
の表示２５４が描かれているウィンドウに隣接して、追加的な分析および評価ツールが図
示されている。
【００８３】
　図９の実施例において、電気記録図ウィンドウ２５６には、それぞれ、仮想電極２５２
Ａ、２５２Ｂ、２５２Ｃ、２５２Ｄ、２５２Ｅ、２５２Ｆ、２５２Ｇおよび２５２Ｈの各
々に対する電気記録図２５８Ａ、２５８Ｂ、２５８Ｃ、２５８Ｄ、２５８Ｅ、２５８Ｆ、
２５８Ｇおよび２５８Ｈが投入されている。従って、各電気記録図は、それぞれの仮想電
極がそこに配置されている各箇所に対して決められた電気解剖学的データに従って、電気
的活動（電圧対時間）を表示する。
【００８４】
　図９には、仮想電極２５２Ａ、２５２Ｂ、２５２Ｃ、２５２Ｄ、２５２Ｅ、２５２Ｆ、
２５２Ｇおよび２５２Ｈの各々に対するパワースペクトルグラフ２６０Ａ、２６０Ｂ、２
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６０Ｃ、２６０Ｄ、２６０Ｅ、２６０Ｆ、２６０Ｇおよび２６０Ｈを含むウィンドウ２５
９がさらに図示されている。パワースペクトルは、例えば、それぞれの仮想電極２５２Ａ
、２５２Ｂ、２５２Ｃ、２５２Ｄ、２５２Ｅ、２５２Ｆ、２５２Ｇおよび２５２Ｈの各々
と関連付けられた電気記録図２５８Ａ、２５８Ｂ、２５８Ｃ、２５８Ｄ、２５８Ｅ、２５
８Ｆ、２５８Ｇおよび２５８Ｈから算出できるような周波数対振幅を説明する。
【００８５】
　また、図１０の実施例において、座標軸Ａ１が、患者の心臓モデル２５４の相対方向を
説明する表面モデルに隣接して図示されている。さらに、ユーザは、仮想電極を選択して
、１つ以上の選択された表面領域に適用するために（例えば、カーソルまたは他のイメー
ジ制御を介して）３次元表面モデル２５４を所望の方向に回転させることができる。
【００８６】
　また、ＧＵＩ２５０は、興奮伝達時間をそれのために計算することのできる電気記録図
ウィンドウ内で時間間隔相対を定義する機構も含む。例えば、間隔選択ユーザインタフェ
ース要素（例えば、ボタン）２６２を選択するユーザに応動して、スタートおよびストッ
プ時間を決めるキャリパユーザインタフェース２６４を、電気記録図ウィンドウ２５６内
の各電気記録図上に設けることができる。間隔選択機能を作動させるこのようなユーザ選
択に応動して、興奮伝達時間を、選択された間隔に従って計算することができる。興奮伝
達時間の指示は、指定された間隔に従って、該電気記録図の各々に対して生成することが
できる。該心臓の全表面での複数個所の各々に対する興奮伝達時間は、該間隔に対して計
算することができ、また、対応する興奮伝達（または等時線）マップは、図に示すように
、表面２５４の上に興奮伝達時間を空間的に表すように生成することができる。等時線マ
ップ２６８は、電気記録図ウィンドウ２５８内で（ＧＵＩ要素またはボタン２６２を介し
て）選択された間隔の関数として計算されている興奮伝達時間を示す。グラフィックスケ
ール（または、カラーキー）２７２は、該マップ内の各陰影または色が表すことをユーザ
に知らせるために、等時線マップ２６８に隣接して設けることができる。各電気記録図に
対する計算された興奮伝達時間は、各電気記録図２５８Ａ、２５８Ｂ、２５８Ｃ、２５８
Ｄ、２５８Ｅ、２５８Ｆ、２５８Ｇおよび２５８Ｈに対する符号２６５Ａ、２６５Ｂ、２
６５Ｃ、２６５Ｄ、２６５Ｅ、２６５Ｆ、２６５Ｇおよび２６５Ｈにも示されている。
【００８７】
　図１０で論証するように、該キャリパユーザインタフェース要素２６４は、２つの時間
の間の差が時間間隔を決めるように、該間隔のための第１の時間を定義する第１のキャリ
パと、該間隔のための第２の時間を定義する第２のキャリパとを含むことができる。この
時間間隔は、図で論証するように、該電気記録図の各々に対して共通とすることができる
。ユーザはさらに、該時間間隔を変更して、患者の心臓上に重ね合わせられている興奮伝
達マップ内に表示されている興奮伝達時間に対する対応する変更を生じることができる。
例えば、カーソル２６７を利用してキャリパ２６４の一方または両方を選択的に調節し、
表示されている電気記録図内の間隔を調節することができる。所与のキャリパの変化に応
動して、該電気記録図の選択された間隔が変化する。キャリパ２６４が調節された場合、
対応する興奮伝達時間を、それぞれの仮想電極に対する電気記録図２５８Ａ、２５８Ｂ、
２５８Ｃ、２５８Ｄ、２５８Ｅ、２５８Ｆ、２５８Ｇおよび２５８Ｈの各々に対して再計
算することができる。複数の箇所（例えば、何千箇所）の各々に対する興奮伝達時間は、
該間隔の変化に応動して同様に計算される。周波数スペクトルを計算するための対応する
方法は、ユーザが選択した間隔の変更に応動して再適用することもできる。視覚表示（例
えば、心臓の上に重ね合わせられた電気解剖学的マップ）は、ユーザが選択した間隔の変
更に応動して動的に変更される。
【００８８】
　追加的な実施例として、興奮伝達時間は、選択された時間間隔内での経時的な電圧の変
化を分析することによって計算することができる。別法として、または追加的に、例えば
、波形の種類により、所定の波形の場合の興奮伝達時間を確定するために、ウェーブレッ
ト解析を実行することができる。しかし、心房細動の場合には、周期長は、雑然とした分
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割波形からは識別できず、その結果として、周期長に関係なく、およびある間隔内で、ま
たはリアルタイムで所定の電気記録図内で１つ以上の興奮伝達時間を識別できる興奮伝達
時間方法が必要となる。
【００８９】
　本発明の態様による分析システムは、ウェーブレット解析を利用して、所定の電気記録
図内に存在する全ての局所的な興奮伝達を識別するようにプログラムされた方法を含むこ
とができる。すなわち、ウェーブレット解析は、それぞれの波形内に存在する可能性のあ
る任意の数の複数の局所的な興奮伝達を判断することができる。このような解析は、特別
にデザインされたウェーブレット（「固有ウェーブレット」とも呼ばれる）を利用する。
固有ウェーブレットは、典型的な局所的興奮伝達である。従って、全てのまたは選択され
た位置からの１つ以上の電気記録図は、固有ウェーブレットの段階的な拡大縮小および変
換バージョンを備えるウェーブレット変換を介して分解される。結果として得られるウェ
ーブレット係数は、該電気記録図の各時間フレームに対して解析される。より小さなスケ
ールにおいては、ウェーブレット係数は、近接効果を含む信号における詳細を反映する。
低位から中間のスケールにおいては、ウェーブレット係数は、前記電気記録図の近傍での
心筋の束を反映する。より大きなスケールにおいては、該ウェーブレット変換は、該電気
記録図の広範囲の構造に対して好適である。局所的な近接効果は、該信号内で同時にどこ
にでも存在し、そのため、全ての分解レベルを介して反映される。多くの興奮伝達時間検
出法は、この特性を利用して局所的な活動を識別し、対応する時間フレームを妥当な興奮
伝達時間として割当てる。このウェーブレット判断基準を満たす時刻がない場合、興奮伝
達時間は当該箇所には割当てられない。このことはさらに、（例えば、瘢痕組織のような
）不活動の領域を自動的に識別するのに役立つ可能性がある。
【００９０】
　追加的な実施例として、各スケールの場合の時間に関するウェーブレット係数曲線の変
化が計算される。該曲線のピークが検出されて、最大ピークの指定された閾値（「ピーク
－閾値」）内の優位ピークが、各スケールに対して選択される。ピークがそこで全てのス
ケールにわたって登録される指定された許容範囲または幅（「ウィンドウ－幅」）内の時
間フレームが、興奮伝達時間として選択される。変換は、該電気記録図の元のサンプリン
グ周波数で行うことができ、あるいは、アップサンプリングまたはダウンサンプリングす
ることができる。該ピーク－閾値は、より少ないピークまたはより多くのピークを含むよ
うに調節することができる。同様に、ウィンドウ－幅は、ユーザがプログラム可能であり
、従って、より厳密にまたはより柔軟にすることができる。
【００９１】
　興奮伝達時間を検出するために、多くの方法をプログラムすることができる。プログラ
ムされた方法のうちの所与の１つは、所定の電気記録図の周期長を容易に確定できるか否
かにより選択することができる。当業者は、興奮伝達時間を計算するための異なる方法を
、該電気記録図の各々に対して選択的に採用できることを正しく認識するであろう。例え
ば、識別可能な周期長を有する各電気記録図に対して興奮伝達時間を決定するために、ｄ
Ｖ／ｄｔ計算を利用することができ、一方、ウェーブレット解析は、該周期長をそれのた
めに確定することのできない電気記録図に対して利用することができる。
【００９２】
　図１０は、電気記録図３００と、ウェーブレット係数曲線３０８と、本願明細書に記載
されている方法に基づいて計算することのできる連鎖ウェーブレット係数のプロット３１
０とを示すプロットの実施例を示す。電気記録図セグメント３００に対する計算された興
奮伝達時間は、符号３０２、３０４および３０６における星印によって明示されている。
当業者は、本願明細書に記載されているように興奮伝達時間を計算する１つ以上の方法を
選択的に実施するように、システムまたは方法をプログラムすることができることを理解
するであろう。
【００９３】
　また、信号セグメントに対する興奮伝達時間は、周期長、ならびに、全心外膜面を含む
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患者の心臓の表面領域上の複数の箇所の各々に対する関連する統計的量を計算するのに用
いることができる。実施例として、図１１は、電気記録図の波形３１２の選択された間隔
の実施例である。本願明細書に記載されている方法のうちのいずれか１つ以上に基づいて
、１つ以上の興奮伝達時間３１４Ａ、３１４Ｂ、３１４Ｃおよび３１４Ｄを電気記録図２
８０のために計算することができる。従って、図１１の実施例においては、該電気記録図
の間隔に対して、４つの興奮伝達時間が決定されている。電気記録図の各順次的なペア間
の時間的距離は、符号３１６Ａ、３１６Ｂおよび３１６Ｃで示す興奮伝達時間のペア間の
周期長に一致する。興奮伝達時間の数、周期長の情報、およびそのような情報に基づいて
算出される量は、本願明細書に示し、かつ説明されているように、（例えば、電気解剖学
的マップ上に）空間的に表示することができる。
【００９４】
　このような周期長分析は、複雑な断片化された電気記録図（ＣＦＥ、例えば、図１６を
参照）、ならびに、よりシンプルな組織的リズムによって特徴付けられる他の種類の電気
記録図に対して適用可能であることは、正しく認識されるであろう。加えて、本願明細書
に記載されている方法は、ユニポーラ電気記録図に対して利用されるように記載されてい
るが、当業者は、バイポーラ電気記録図に対しても同じ方法を利用できることを理解し、
正しく認識するであろう。
【００９５】
　また、本願明細書に記載されているように、関連する周波数成分を抽出する信号前処理
は、いくつかの場合に適用することができる。それらは、例えば、時間的平均の減算を介
したＤＣオフセット除去、キャリパ波形の始まりと終わりのゼロ補正、１Ｈｚ未満カット
オフのハイパスフィルタリング、および有効な低周波数帯域リミッタと見なすことのでき
る移動平均およびカルマンフィルタリングのような適応フィルタリング法を含む基線補正
方法を含む。３０Ｈｚ以上カットオフのローパスフィルタ、およびサビツキー・ゴーレイ
・フィルタのような特殊フィルタは、有効な高周波数帯域リミッタと見なすことができる
。
【００９６】
　ウェーブレット解析の変形例は、全ての電気記録図にわたる絶対最大変換係数を検出し
て、対応する時間フレームを興奮伝達時間として割当てることである。別の変形例は、よ
り低いスケールで優位係数を有する時間フレームに対して、さらに詳細なウェーブレット
解析を実行することである。
【００９７】
（周波数解析）
　本願明細書に記載されている方法は、心臓の複雑な電気的活動の周波数スペクトルを抽
出して解析する方法の概要を述べている。周波数マッピングは、心房細動様興奮伝播を持
続する「トリガ」に関連する高速で周期的な活動の部位の識別および局所化を容易にする
。周波数解析における最初のステップは、電気記録図信号を関連する周波数の帯域に帯域
制限することを実行することである。除去されるべき低い周波数は、ＤＣオフセット、呼
吸およびその他による基線変動を含む。
【００９８】
　時間的平均の減算を介したＤＣオフセット除去、キャリパ波形の始まりと終わりのゼロ
補正、１Ｈｚ未満のカットオフでのハイパスフィルタリング、移動平均およびカルマンフ
ィルタリングのような適応フィルタリング法を含む基線補正技術は、有効な低周波数帯域
意リミッタと見なすことができる。３０Ｈｚ以上のカットオフでのローパスフィルタ、お
よびサビツキー・ゴーレイ・フィルタのような特殊フィルタは、有効な高周波数帯域リミ
ッタと見なすことができる。また、０．５～３０Ｈｚの帯域内の信号を制限する帯域通過
フィルタも、上述した２ステップフィルタリングプロセスの代わりに考慮することもでき
る。
【００９９】
　次に、電気記録図の周波数スペクトルを抽出するために、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
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を用いる。ＦＦＴは、入力信号（Ｎ）の長さに最も近い２の最高パワーを用いて計算する
ことができ、および第１の（Ｎ＋１）／２ポイントが抽出される。次いで、ＦＦＴの大き
さは、Ｎの関数にならないように、該長さでスケーリングされた後、２乗される。（後半
は冗長であるため）該スペクトルの前半のみを用いることが必要であるため、該スペクト
ル全体のエネルギは、２を乗算することによって考慮される。ＤＣ成分およびナイキスト
成分が存在する場合（すなわち、Ｎが偶数）、それらは固有であり、そのため２は乗算さ
れない。ＦＦＴは、信号の元のサンプリング周波数で（例えば、１０００Ｈｚで）実行す
ることができ、または、アップサンプリングあるいはダウンサンプリングすることができ
る。該信号の長さは、周波数分解能を改善するためのいくつかのケースにおいては、ゼロ
詰めすることによって延長することができる。時間が不連続な電気記録図セグメントは、
スプライシングして、（「スプライシング」の項で述べる）結果として生じる結合信号に
対して周波数解析を実行することができる。電気記録図の周波数解析は、断続的な心室活
動の除去のための手法（「ＱＲＳ減算」）を用いることにより、リアルタイムで連続的に
実行することができる。
【０１００】
　心臓の各空間的位置で計算された周波数スペクトルは、逆参照により、および該ＧＵＩ
の仮想電極機能を介して再現することができる。各電気記録図の周波数スペクトルから、
最強のパワーが優位周波数（ＤＦ）として指定される。パワー対周波数を実証する例示的
な周波数スペクトルを図１２に示す。
【０１０１】
　図１３は、マッピング制御が、符号３３２で示す患者の心臓のグラフィック表示上に重
ね合わせられた優位周波数マップを描くように作動されている例示的なＧＵＩ３３０を示
す。図１１の実施例においては、４つの仮想電極３３４Ａ、３３４Ｂ、３３４Ｃおよび３
３４Ｄが、患者の心臓の所望の位置に配置されている。対応する電気記録図３３６Ａ、３
３６Ｂ、３３６Ｃおよび３３６Ｄと、パワースペクトルプロット３３８Ａ、３３８Ｂ、３
３８Ｃおよび３３８Ｄとが、それぞれウィンドウ３４０および３４２内に図示されている
。
【０１０２】
　また、図１３においては、該優位周波数マップは、例えば、カラーコードまたはグレー
スケールコードとして実装することのできるようなスケール３４４に従って、心臓３３２
の表面での優位周波数に関する空間的情報を生成する。従って、画面を見る際にスケール
３４４を参照すると、心臓３３２の優位周波数マップは、ユーザに対して、該心臓の各領
域の場合の優位周波数を明示する。
【０１０３】
　該優位周波数は、その間に該優位周波数が計算される該間隔により、変化する可能性が
ある。従って、図１３においては、例えば、ポインタまたはカーソルを介して、ユーザが
、該優位周波数がその間に計算される時間間隔を選択または変更できるようにするために
、キャリパユーザインタフェース要素３４８を該電気記録図ウィンドウ内に設けることが
できる。キャリパユーザインタフェース要素３４８は、例えば、ボタンまたは他のユーザ
インタフェース機能である対応する間隔セレクタユーザインタフェース要素３５０の作動
に応動して、該間隔を選択するために作動させることができる。
【０１０４】
　また、図１３には、どのような種類の電気解剖学的マップが心臓３３２上に重ね合わせ
られるかを決めるユーザインタフェース要素（例えば、ドロップダウンコンテクストメニ
ュー）３５２も図示されている。従って、図１３の実施例において、優位周波数が選択さ
れて、図示のマップが生じる。例えば、本願明細書に示し、かつ記載されているような該
心臓上に重ね合わせられた表示のために、（ユーザインタフェース要素３５２を介して）
ユーザが他の種類のマップを選択できることは、正しく理解されるであろう。
【０１０５】
　本発明の一実施形態において、各電気記録図における優位周波数は、心臓３３２の３Ｄ
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形状の上に空間的に表示され、このことは、リアルタイムスペクトルマップ（ＲＴＳＭ）
と呼ぶことができる。最低から最高の各周波数は、固有のカラーマップによって視覚的に
識別される。様々な電気記録図セグメントからのＲＴＳＭは、独立した心臓フレームで視
覚的に、あるいは、差異マップおよび相関係数を含む評価基準を利用して統計的に比較す
ることができる。各ＲＴＳＭにおける優位周波数の空間的変動性、勾配および分散は、計
算して、例えば、数値データとして示し、該ＧＵＩの仮想電極を介して問合せ、あるいは
、３Ｄマップとして示すこともできる。
【０１０６】
　スペクトル内の優位周波数の時間的構成、規則性は、例えば、該優位周波数の狭帯域（
パワーが該優位周波数における最大パワーの５０％を下回る＋／－帯域）および指定され
た帯域（例えば、約５Ｈｚ）内の全範囲に対する高調波の各々の下で該範囲を分割するこ
とによって、数学的に評価することができる。優位周波数部位のこのような規則性の判断
基準は、ＲＴＳＭの観察および問合せによって、空間的に識別することが可能である。従
って、所与の仮想電極の場合の規則性は、計算して、規則性インデックスとして示すこと
ができる。整合性または再現性インデックスは、連続的なセグメントからのＲＴＳＭを比
較することによって導出することができる。
【０１０７】
　該優位周波数は、解析データのセグメントにわたるＤＦ部位、すなわち、スタースペク
トルマップの整合性および／または分布を示す経時的な３Ｄアニメーションとして示すこ
ともできる。
【０１０８】
（関心領域の分析）
　適当なＧＵＩ要素を介して実施できる別の機能は、比較機能であり、これは、電気的活
動を空間的および／または時間的に比較するのに利用することができる。例えば、ユーザ
は、同じ心拍に対する患者の心臓の２つの異なる空間的位置に対して、電気的活動を比較
することができる。加えて、または別法として、ユーザは、２つの異なる心拍に対して、
同じ空間的位置の電気的活動を比較することができる。実施例として、ユーザは、例えば
、（例えば、仮想電極に対応する）患者の心臓の同じ空間的位置に対して、不整脈拍動と
一定速度の拍動を、あるいは、不整脈拍動と正常収縮を比較することができる。この比較
の結果は、例えば、本願明細書に示し、かつ記載されている表示と同様の患者の心臓の３
Ｄ表示上に重ね合わせられたマップのかたちでユーザに対して表示することができる。こ
の比較は、数値比較および何らかの統計的比較とすることができる。
【０１０９】
　また、本願明細書に記載されているように、該システムおよび方法は、例えば、電気生
理学試験時に、説明的に利用することができる。例えば、ユーザは、アブレーション前に
、アブレーション手術中ならびにアブレーション後に、所定の解剖学的関心領域に対する
拍動を比較することができる。このような比較の結果は、マップとして、または複数の表
示として、該比較の関数として示すことができる。
【０１１０】
　実施例として、図１４は、関心領域分析が、患者の心臓３６２の表面の１つ以上の領域
の電気生理学的評価のために作動されている例示的なＧＵＩ３６０を示す。図１４の実施
例においては、点線３６４および３６６で示す２つの領域が、評価のために識別されてい
る。当業者は、該領域を選択するのに利用できる様々な方法を正しく認識するであろう。
一つの実施例として、ユーザは、各関心領域３６４および３６６上に個別の仮想電極を配
置することができ、例えば、電極３６８を領域３６４に、および仮想電極３７０を領域３
６６に配置する。図示されている実施例において、領域３６４は、患者の左心室に相当し
、領域３６６は、患者の右心室に相当する。
【０１１１】
　例えば、該仮想電極を伴う各関心領域をマークするのに利用される色、サイズおよび方
法を制御するために、ＧＵＩ制御部３７２を隣接するウィンドウ内に設けることができる
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。また、ＧＵＩ制御部３７２は、仮想電極または各領域の一部の配置を選択的に除去また
は編集するのに用いることもできる。
【０１１２】
　実施例として、始動ユーザインタフェース要素（例えば、ボタン）３７４を選択するこ
とにより、所定の領域に対して選択モードを入力することができる。所望数の仮想電極を
該領域に配置した後、ユーザは、別のユーザインタフェース要素３７６を介して、当該領
域に対する配置モードを終了する。別のユーザインタフェース要素３７８は、所定領域に
対する仮想電極の数または分布を編集するために利用することができる。
【０１１３】
　分析のための領域をマークするためには、他のアプローチを採用することができる。例
えば、ユーザは、描画ツールまたは同様のユーザインタフェース機能を用いて、心臓３６
２の上の１つ以上の領域３６４および３６６の各々を識別することができる。そして、識
別された各領域には、仮想電極３６８および３７０の配置を自動的に投入することができ
る。該電極の数および空間的分布は、ユーザがプログラムすることができる。また別の代
替的アプローチとして、（患者の形状データに基づく）所定の解剖学的ランドマークのリ
ストを、選択のためにユーザに提供することができる。選択された各ランドマークには、
分析用の１つ以上の仮想電極からなるセットを自動的に投入することができる。
【０１１４】
　一旦、領域３６４、３６６が、仮想電極構造として構成されると、隣接する表示ウィン
ドウ３８０内に、電気的情報を表示することができる。各領域の電気的活動に関連する情
報は、仮想電極の構成および配置に従って生成することができる。該情報は、各領域に対
する統計的情報、例えば、平均、最大および最小興奮伝達時間を含むことができる。また
、対応する電気解剖学的マップを、心臓３６２の表面に重ね合わせることもできる（例え
ば、図１４の実施例に図示されている等時線マップ）。当業者は、仮想電極３６８および
３７０の配置に基づいて計算して、ユーザに提示できる、数値およびグラフィック情報を
含むことができる他の様々な種類の情報を理解し、および認識するであろう。
【０１１５】
（電気記録図の形態学的分析）
　複雑な断片化した電気記録図（ＣＦＥ）のアブレーションターゲットとしての関連性が
、臨床的に観察されている。これらの電気記録図は、病変または梗塞組織の領域、遅い伝
導領域、あるいは、細動ウェーブレットが、機能的または解剖学的なブロックのラインで
反転する回転中心で主に見られる。本発明のこのサブパートでは、ＣＦＥを識別して、そ
れらを関連付けてまたは一時的に分類するために、方法およびアルゴリズムを説明してい
る。該電気記録図の断片化の評価基準または断片化インデックス（ＦＩ）は、信号内の遷
移の数を計数し、それを本開示に記載されている多数の興奮伝達時間検出アルゴリズムに
よって検出される局所的活動の数と結合することによって導出することができる。ＦＩの
より厳密な定義は、振幅閾値と、本開示にも記載されている周波数解析から得られる周期
長とを含むことができる。本発明の一実施形態において、断片化の程度は、３Ｄの複雑な
断片化電気記録図マップ（ＣＦＥＭ）として、空間的に表示することができる。断片化の
最低から最高の程度は、固有のカラーマップによって、視覚的に識別することができる。
様々な電気記録図セグメントからのＣＦＥＭは、別の心臓フレームで視覚的に比較するこ
とができ、または、差異マップおよび相関係数を含む評価基準を用いて、統計的に分析す
ることができる。各ＣＦＥＭの空間的変動は、定量化して、関連のあるＣＦＥ領域を処理
ターゲットとして分類するのに用いることも可能である。
【０１１６】
　該電気記録図の形状および形態は、解析して、ＲＳ、ｒＳ、ＱＲＳ、ｑＲＳ、ＱＳ、Ｒ
ＳＲのような既知のまたは典型的な形態に分類することができる。この分類化は、カラー
コードとすることができ、３Ｄマップとして表示することができる。ＥＰマッピングに対
してよく知られているものは、複雑な電気記録図を伴う複雑な不整脈において、この種の
空間的形態マッピングが、医師が良性部位と原因部位を分類することを可能にすること、
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例えば、遅い活動領域を除外することができ、および速い活動領域の可能性をさらに分析
することができることを認識するであろう。
【０１１７】
（周期長および周期長変動（ＣＬＶ））
　図１０に関して示し、かつ説明したように、周期長は、本願明細書に示し、かつ記載さ
れているような多数の興奮伝達時間方法から評価および計算することができる。連続的ま
たは逐次的活動の各ペア間の時間差は、対応する周期長を構成する。電気記録図内の、お
よび全てのまたは選択された電気記録図の空間的に間の周期長の変動の評価基準は、定量
化して、周期長の変動を評価することができる。例えば、優位周波数の逆数は、平均周期
長を算出するのに用いることができる。
【０１１８】
　周期長の判断に対する空間的時間領域アプローチは、周期長を代表する箇所を選択し、
その値を用いて、他の全ての空間的電気記録図に対する自動関連インデックスを導出する
ことによる。このことは、特定の周期長に属する領域と、異常値である箇所とを示す空間
的マップとして表示することができる。このプロセスは、処理ターゲットを識別する際に
重要である変化の領域および異常値の周期長を速やかに評価するために、他の電気記録図
－周期長の組合せに対して繰返すことができる。
【０１１９】
　この周期長、および変動の領域は、空間的な３Ｄマップ、周期長マップ（ＣＬＭ）とし
て提示される。また、ＣＬの変動および分散も、３Ｄマップとして提示することができる
。
【０１２０】
　実施例として、図１５は、ＣＦＥマップが、心臓モデル４０２のグラフィック表示の表
面に重ね合わせられているＧＵＩ４００の実施例を示す。図１５の実施例においては、Ｇ
ＵＩ４００は、選択された間隔の場合の各箇所に対する多数の活動に基づいて、心臓の表
面の複数の箇所に対して計算することのできる最小活動面周期長のマップを含む。図１５
の実施例においては、２つの仮想電極４０４および４０６が、ユーザが選択した位置に配
置されている。電気記録図４１０および４１２は、仮想電極４０４および４０６の各々に
対する電気解剖学的データおよび位置データに基づいて、隣接するウィンドウ４０８内に
生成される。
【０１２１】
　時間間隔も設定されている。本願明細書に記載されているのと同様に、ユーザは、間隔
選択機能を作動させるために、ボタンまたは他のユーザインタフェース要素４１４を利用
することができる。該間隔セレクタの作動に応動して、それぞれのキャリパ４１６および
４１８が、該間隔を調節するために表示される。心臓上の複数の箇所の各々に対する興奮
伝達時間および周期長も、該間隔に従って計算することができる。心臓上の各箇所に対す
る最小周期長の対応する静的表示は、図１５に示すようにグラフィックに表示することが
できる。該最小周期長が心臓４０２の表面に重なっていることをユーザが分かるように、
対応するスケールを表示することができる。
【０１２２】
　図１５は、生成されているマップの場合の振幅範囲を定義するために作動および設定す
ることのできる振幅キャリパ４２０および４２２も図示している。従って、選択された範
囲から外れる電気記録図は、興奮伝達時間を計算し、該興奮伝達時間から最小値（または
、他の統計学的量）を判断する際の考慮事項から除外することができる。
【０１２３】
　図１６は、実装することのできる別のＧＵＩ４３０の別の実施例を示す。この実施例に
おいては、患者の心臓の３Ｄ表示上に重ね合わせられた伝播マップが、所定の時間的事例
に対して符号４３２に図示されている。（心臓の心外膜面での興奮伝達時間の伝播に対応
する）該伝播マップが、該心臓の電気的活動に従って、時間の関数として変化することを
理解し、および正しく認識すべきである。該表面の複数の箇所での興奮伝達時間は、例え
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ば、本願明細書に示し、かつ記載されている方法に従って計算することができる。図１６
の実施例においては、隣接する電気記録図ウィンドウ４３８が対応する電気記録図４４２
および４４４を表示することに応答して、２つの仮想電極４３４および４３６が、患者の
心臓４３２のグラフィック表示上のユーザが選択した位置に配置されている。
【０１２４】
　間隔セレクタは、間隔セレクタユーザインタフェース要素４４０を選択することによっ
て作動させることができる。該間隔セレクタの作動に応答して、該間隔を選択的に調節す
るために、それぞれのキャリパ４４６および４４８が表示される。心臓の上の複数の箇所
の各々に対する興奮伝達時間は、該選択された間隔に従って計算することができる。
【０１２５】
　図１６の実施例においては、活動面の伝播は、動画マップとして動的に視覚化すること
ができる。例えば、この動的な視覚化は、利用可能なツールの「シネ（ＣＩＮＥ）」キャ
リパ機能の利用に基づいて、ユーザに対して視覚化および選択的に表示することができる
。例えば、ＧＵＩ４３０は、間隔キャリパ４４６および４４８間の動きのための電気記録
図ウィンドウ４３８上に重ね合わせられているカーソルまたはキャリパ４５０によって、
ユーザに示すように選択することのできるＧＵＩ要素を含むことができる。実施例、すな
わち、図１６において、カーソル４５０は、電気記録図ウィンドウ４３８内で水平方向に
移動可能である垂直線として描かれている。該ＣＩＮＥキャリパの水平位置は、活動情報
が符号４３２において該マップ上に表示される現在時刻に対応する。当業者は、加えて、
または別法として、表示されている該マップに関連する該現在時刻を識別するために、他
の手段を設けることができることを正しく理解するであろう。例えば、該動的マップに対
する経過時間を示すために、クロックまたはカウンタを設けることができる。対応するマ
ップが、そのために表示されている該電気記録図に対して、現在位置を時間的に明示する
ために、他のグラフィック要素も設けることができる。この結果、ＣＩＮＥカーソル４５
０は、スタートおよびストップ時間キャリパ４４６および４４８間を横断することができ
、これらのキャリパは、該動的マップが経時的に変化する間、固定することができる。当
然、該キャリパは、本願明細書に示し、かつ記載されているように調節することができ、
このことは、手動で、または自動的に実行することができる。
【０１２６】
　追加的な実施例として、ユーザは、例えば、マウスまたは他のユーザ入力装置（例えば
、タッチスクリーン）を用いることにより、カーソル４５０のグラフィック表示を、スタ
ートおよびストップ時間間隔４４６および４４８間の所望の位置にドラッグすることがで
きる。該ＣＩＮＥカーソルは、該電気記録図の全域にドラッグされるため、患者の心臓の
対応する表示は、該電気記録図に対するＣＩＮＥカーソル２５０の位置に従って、該マッ
プフレーム内に情報を表示するように変更される。加えて、または別法として、ユーザは
、対応するユーザインタフェース要素を用いて、ＣＩＮＥカーソル４５０を、該電気記録
図の全域にわたるスタート時間からストップ時間まで、該電気記録図の全域で自動的に移
動させることができる。該カーソルは、該スタート時間からストップ時間まで自動的に横
断するため、符号４３２における対応する可能性のあるマップは、変化して、該ＣＩＮＥ
カーソルに関連する時間に従って、現在のデータを反映することになる。
【０１２７】
　適切なユーザインタフェース要素を設定して、該ＣＩＮＥカーソルを、スタートおよび
エンドキャリパ４４６および４４８間で繰り返し前後に揺すらせるために、別のワークフ
ローツール機能を利用することができる。該カーソルのこの前後の動きは、通常の将来の
時間に、および逆の時間的方向に、符号２４０に表示される可能性マップの変化を視覚化
する機会をユーザに与える。
【０１２８】
　ユーザは、スタートおよびストップ位置２６６および２６８を適当な位置にドラッグす
ることにより、それらの各位置を手動で調節することができる。別法として、または加え
て、本願明細書に記載されている方法は、例えば、所定の心拍、ある種の心拍、１つ以上
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の心拍のセット、または、所定の種類の電気的活動を中心とするある期間に対応して、ユ
ーザ定義の間隔を自動的に選択するのに利用することができる。
【０１２９】
（組織インデックス（ＯＩ））
　心房細動アブレーション手術の間、雑然としたリズムは、粗動や頻脈を含むよりまとま
りのあるリズムになる場合がある。組織インデックスは、各リアルタイム電気記録図セグ
メントに対する心臓全体にわたる電気記録図の周期性を測定することによって導出するこ
とができる。１というＯＩは、マクロリエントリー性粗動のような周期性の高い活動を示
す。ある間隔における一様な周期長の領域は、高度にまとまりのある領域として表示され
ることになる。該ＧＵＩにおけるＯＩインジケータは、手術中に該リズムがまとまる回数
および箇所を定量化する際に非常に有用となる。
【０１３０】
（ペースマッピング）
　特別なケースとして、１～４に記載されている分析法は、ペースマッピングとの関連で
用いることができる。ペースマッピングは、心臓上の異なる部位をシミュレートして、ペ
ーシング拍動を導き出すことを含む。ペーシングは、前述の方法によって識別された部位
で実行することができる。結果として生じるペーシング拍動は、複雑な電気的活動の場合
に対して説明した同じ方法を用いて分析および提示することができる。結果として生じる
マップは、固有の電気的活動マップと共に心臓フレーム内に提示することができ、また問
合せおよび比較を行うこともできる。固有の活動およびペーシング活動のためのマップは
、視覚的に、または、３Ｄ空間マップとしても表示される相関係数のような数学的手段を
用いて、空間的に比較することができる。
【０１３１】
（再分極マッピング）
　興奮の後の心臓の各領域の回復は、該心臓の回復を理解するために分析することができ
る。心臓の回復は、興奮とは異なり、各心臓細胞の特性である。疾患は、細胞の特性を変
え、それによって、広範囲の再分極を変える。また、一定期間、カオス的活動中の心室は
、その回復の変化を進展させることを始める。マッピング局所回復特性は、細動伝導を維
持しかつ持続する際に役に立つ可能性のある領域を識別する潜在力を有する。
【０１３２】
　空間的回復時間は、第１の時間導関数を計算することによって、各空間的電気記録図（
例えば、Ｔ波）の回復成分から推定することができる。この回復時間と、（本出願で前述
した）興奮伝達時間との差は、局所的な回復／再分極特性を表す空間的興奮回復間隔（Ａ
ＲＩ）の推測を与える各空間的電気記録図に対して計算することができる。該ＡＲＩは、
（例えば、電気記録図に対応する）電気解剖学的データが、それのために利用可能である
心臓の表面の複数の箇所の各々に対して計算することができる。このＡＲＩは、本願明細
書に示しかつ記載されている他のマップと同様に、心臓の表面の空間的３Ｄマップの形態
で表示することができる。
【０１３３】
　ＡＲＩは、ＡＲＩの分散の空間的推定（基礎疾患のインジケータ）を導出するために、
心臓の解剖学的領域間で比較することができる。例えば、ユーザは、心臓上の箇所で２つ
以上の仮想電極を選択することができる。仮想電極位置の各ペアの場合のＡＲＩ間の差は
、該仮想電極ペアの場合の分散の指示をもたらす。
【０１３４】
（動作環境の実施例）
　図１８は、患者の臓器に関連する生理学的データを視覚化するための、本願明細書に記
載されているシステムおよび方法の１つ以上の実施形態を実施するのに用いることのでき
るタイプのコンピュータシステム５００の一実施例を示す。コンピュータシステム５００
は、１つ以上の汎用ネットワークコンピュータシステム、組込型コンピュータシステム、
ルータ、スイッチ、サーバ装置、クライアント装置、様々な媒介装置／ノードおよび／ま
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たはスタンドアロン型コンピュータシステムに実装することができる。また、コンピュー
タシステム５００あるいはその一部は、例えば、ラップトップまたはノートブックコンピ
ュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）等のモバイルまたはポータブルクライアントに実装する
ことができる。
【０１３５】
　システムバス５０８は、例えば、２～３例を挙げると、メモリバスまたはメモリコント
ローラ、周辺機器バス、およびＰＣＩ、ＶＥＳＡ、マイクロチャネル、ＩＳＡおよびＥＩ
ＳＡ等の様々な従来のバスアーキテクチャの何れかを用いたローカルバスを含むいくつか
の種類のバス構造のうちの何れかとすることができる。システムメモリ５０６は、読出し
専用メモリ（ＲＯＭ）５１０と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）５１２とを含む。例
えば、起動中に、コンピュータ５０２内の構成要素間で情報を転送するのに役に立つ基本
的なルーチンを含む基本入出力システム（ＢＩＯＳ）は、ＲＯＭ５１０に格納されている
。
【０１３６】
　コンピュータ５０２は、例えば、ハードディスクドライブ５１４と、例えば、リムーバ
ブルディスク５１８から読出し、および該ディスクに書込むための磁気ディスクドライブ
５１６と、例えば、ＣＤ－ＲＯＭディスク５２２または他の光学メディアから読出し、お
よび該ディスクに書込むための光ディスクドライブ５２０とを含むことができる。ハード
ディスクドライブ５１４、磁気ディスクドライブ５１６および光ディスクドライブ５２０
は、それぞれ、ハードディスクドライブインタフェース５２４、磁気ディスクドライブイ
ンタフェース５２６および光ディスクドライブインタフェース５２８によってシステムバ
ス５０８に接続されている。これらのドライブおよび付随するコンピュータ可読媒体は、
データ、データ構造、例えば、コンピュータ５０２のためのコンピュータが実行可能な命
令の不揮発性記憶装置を形成する。上記のコンピュータ可読媒体の記載は、ハードディス
ク、リムーバブル磁気ディスクおよびＣＤを指すが、当業者は、磁気カセット、フラッシ
ュメモリカード、デジタルビデオディスク、ベルヌーイカートリッジ等の、コンピュータ
によって読出し可能である他の種類の媒体も、例示的な動作環境５００において利用でき
ること、さらに、このような媒体はどれも、本発明の方法を実行するためのコンピュータ
が実行可能な命令を含むことができることを正しく認識すべきである。
【０１３７】
　オペレーティングシステム５３０、１つ以上のアプリケーションプログラム５３２、他
のプログラムモジュール５３４およびプログラムデータ５３６を含む多数のプログラムモ
ジュールを、上記のドライブおよびＲＡＭ５１２に格納することができる。コンピュータ
５０２におけるオペレーティングシステム５３０は、何らかの適当なオペレーティングシ
ステムまたはオペレーティングシステムの組合せとすることができる。アプリケーション
プログラム５１６、他のプログラムモジュール５１７およびプログラムデータ５１８は、
本願明細書に示しかつ記載されているように、患者の臓器の場合の出力結果の視覚化を実
行できるように協働することができる。
【０１３８】
　ユーザは、コマンドおよび情報を、キーボード５３８およびポインティングデバイス（
例えば、マウス５４０）等の１つ以上のユーザ入力装置を介してコンピュータ５０２に入
力することができる。他の入力装置（図示せず）は、マイクロフォン、ジョイスティック
、ゲームパッド、パラボラアンテナ、スキャナ等を含むことができる。これらおよび他の
入力装置は、たいていの場合、システムバス５０８に結合されているシリアルポートイン
タフェース５４２を介して処理ユニット５０４に接続されているが、パラレルポート、ゲ
ームポートまたはユニバーサルシリアルポート（ＵＳＢ）等の他のインタフェースによっ
て接続してもよい。また、モニタ５４４または他の種類の表示装置も、ビデオアダプタ５
４６等インタフェースを介してシステムバス５０８に接続されている。コンピュータ５０
２は、モニタ５４４に加えて、スピーカ、プリンタ等の他の周辺出力装置（図示せず）を
含むことができる。従って、仮想電極の場合の出力表示は、ディスプレイ上でのグラフィ
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ック表示に限定されない。
【０１３９】
　コンピュータ５０２は、１つ以上のリモートコンピュータ５６０への論理接続を用いた
ネットワーク環境で作動することができる。リモートコンピュータ５６０は、ワークステ
ーション、サーバコンピュータ、ルータ、ピアデバイスまたは他の共有ネットワークノー
ドとすることができ、およびコンピュータ５０２に関連して記載されている構成要素の多
くまたは全てを典型的に含むが、簡潔にするために、図１５には、記憶装置５６２のみが
図示されている。図１５に示した論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）５
６４およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）５６６を含むことができる。このような
ネットワーク環境は、オフィス、企業規模のコンピュータネットワーク、イントラネット
およびインターネットにおいて一般的である。
【０１４０】
　ＬＡＮネットワーク環境で用いる場合、コンピュータ５０２は、ネットワークインタフ
ェースまたはアダプタ５６８を介してローカルネットワーク５６４に接続される。ＷＡＮ
ネットワーク環境で用いる場合、コンピュータ５０２は、典型的には、モデム５７０を含
み、または、関連するＬＡＮ上の通信サーバに接続され、あるいは、ＷＡＮ５６６を通じ
て通信を確立するための他の手段、例えば、インターネットを有する。内部または外部に
あってもよいモデム５７０は、シリアルポートインタフェース５４２を介してシステムバ
ス５０８に接続されている。ネットワーク環境において、コンピュータ５０２に関連して
図示されているプログラムモジュール、またはその一部は、遠隔記憶装置５６２に格納す
ることができる。図示されているネットワーク接続は、例示的なものであり、およびコン
ピュータ５０２とコンピュータ５６０との間で通信リンクを確立する他の手段を用いても
よいことは、正しく認識されるであろう。
【０１４１】
　コンピュータプログラミングの当業者の実施に従って、本発明は、他に指示のない限り
、コンピュータ５０２またはリモートコンピュータ５６０等のコンピュータによって実行
される動作および機能の記号表示を参照して説明されている。そのような動作および機能
は、コンピュータが実行するといわれる場合がある。該動作および記号的に表示された機
能は、電気信号表示の結果として生じる変換または低減、および（システムメモリ５０６
、ハードドライブ５１４、フロッピーディスク５１８、ＣＤ－ＲＯＭ５２２および共用記
憶装置５１０を含む）記憶システム内の記憶位置でのデータビットの維持が、それによっ
て該コンピュータシステムの機能ならびに信号の他の処理を再構成または他に変更させる
データビットを表す電気信号の、処理ユニット５０４による操作を含むことは、正しく理
解されるであろう。そのようなデータビットが維持される記憶位置は、該データビットに
対応する特定の電気的、磁気的または光学的特性を有する物理的位置である。
【０１４２】
　本願明細書に示しかつ記載されている特徴を考慮すれば、当業者は、利用することので
きる空間的視覚化の様々な変更例および実施を理解し、および正しく認識するであろう。
実施例として、ユーザは、心臓フレーム上に生成することのできる対応するユーザインタ
フェース要素を介して、様々な他の機能を選択することができる。例えば、ユーザは、１
つ以上の電気記録図から１つ以上の拍動を分離することができる。拍動の分離は、例えば
、本願明細書に示しかつ記載されているのと同様のキャリパを用いることによる手動操作
とすることができる。別法として、または追加的に、所与の拍動の識別および分離は、対
応する方法を実行することによって自動化することができる。
【０１４３】
　加えて、一実施形態において、データは、心臓全体に対する心外膜データとして同時に
取得される。このような方法でデータを取得する結果として、（例えば、心臓フレーム内
に）提示されるデータの表示は、患者の心臓の単一の心室、２つの心室、３つの心室また
は４つ全ての心室の電気的活動に対応させることができる。該データは、全ての心室に対
して同時に取得されるため、ユーザは、本願明細書に示しかつ記載されている方法を用い



(28) JP 5911726 B2 2016.4.27

10

20

30

て、任意の数の心室に対する比較を実行することができる。このような比較は、関心のあ
る分離拍動の場合の多数の心室に対する時間的比較を含むことができる。視覚表示はさら
に、ユーザに追加的に提示することのできる患者の心臓の選択した心室の場合の比較を実
行することができる。
【０１４４】
　さらなる実施例として、上記方法は、関心のある１つ以上の間隔の各々に対する最小ま
たは最大の興奮伝達時間を計算するのに用いることができる。また、該方法は、選択され
ている１つ以上の間隔にわたる標準偏差、すなわち統計値を計算するのに用いることもで
きる。
【０１４５】
　本願明細書に記載されているアプローチはさらに、パターンマッチングを容易にするこ
とが可能である。例えば、パターンマッチング法は、（統計的可能性の程度に関して）パ
ターンの再現性を判断するのに用いることができる。従って、パターンは、本願明細書に
示しかつ記載されている方法に基づいて検出および分析することができる。該パターンマ
ッチングは、周波数領域スペクトルにおいて、または、時間領域スペクトルにおいて用い
ることができる。
【０１４６】
　心臓フレームと関連付けることのできる、および特に等時線マップと関連付けることの
できる１つの追加的な機能性は、「ブロックのライン」を識別することである。該ブロッ
クのラインは、例えば、所定の等時線マップに対して計算された勾配に基づいて計算する
ことができる。従って、該方法は、該等時線マップの勾配を分析するのに、および最大伝
導速度を計算するのに利用することができる。複数の拍動にわたる勾配の追加的な分析に
基づいて、該ブロックのラインが、心拍間隔を変えて、通常、再現可能ではない、心臓に
関連する機能状態に一致するか否かを判断することができる。また、このような分析から
、そのようなブロックのラインが、該ブロックのラインが患者の心臓の所定領域に対して
再現可能である可能性があるため、構造上の欠陥による可能性がある解剖学的条件に一致
するか否かを判断することもできる。
【０１４７】
　上述したことは、本発明の実施例および実施形態である。当然、本発明を説明するため
に、構成要素または方法の全ての考えられる組合せについて記載することは不可能である
が、当業者は、本発明の多数の追加的な組合せおよび置換えが可能であることを認識する
であろう。従って、本発明は、添付クレームの範囲内にある、そのような全ての代替例、
変更例および変形例を包含することが意図されている。クレームにおいては、特に指示の
ない限り、「１つの」という用語は、「１つまたは１つ以上」を意味する。
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