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(57)【要約】
　本明細書では、医療器具の遠位端の向き（例えば、Ｒ
Ｆ焼灼カテーテルの電極－組織の向き）を求めるシステ
ム、デバイスおよび方法が記載される。１つまたは複数
のプロセッサは、医療器具の遠位端の長さに沿って分散
された複数の温度測定デバイスの各々から温度測定値を
受信し、かつ温度測定値または温度測定値から求められ
た温度応答の特徴が１つまたは複数の向き基準を満足す
るか否かに基づき、２つ以上のあり得る向きオプション
の群から向きを求めるように構成され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、前記細長い本体は、前記細長い本体の遠
位端部分に沿って分散された複数の温度測定デバイスを有する、焼灼カテーテルと、
　標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを、前記細長い本体の前記遠位端部分に
沿って配置された少なくとも１つのエネルギー送達部材に印加するように構成されたエネ
ルギー源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命
令の実行時、
　　複数の時点で前記複数の温度測定デバイスの各々から温度測定値を取得することと、
　　各時点において、前記取得された温度測定値から、前記複数の温度測定デバイスの各
々に関する温度応答の時間ベースの特徴を求めることと、
　　各時点において、前記複数の温度測定デバイスの少なくとも２つに関する前記温度応
答の前記時間ベースの特徴の比較に少なくとも部分的に基づき、複数の向きオプションの
１つから前記細長い本体の遠位端の向きを求めることと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのエネルギー送達部材は、前記焼灼カテーテルの前記遠位端部分の
遠位チップに配置された遠位側電極部材と、前記遠位側電極部材からギャップによって離
間された近位側電極部材とから形成された複合チップ電極を含み、前記焼灼カテーテルの
遠位端は、標的体内組織と接触して配置されるように構成される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　少なくとも第１の周波数を有する信号を前記複合チップ電極に送達するように構成され
た信号源をさらに含み、前記少なくとも１つの処理デバイスは、非一時的コンピュータ可
読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令の実行時、
　少なくとも前記第１の周波数を有する信号が、前記標的体内組織と接触していない第２
の電極の組に印加される間に基準双極インピーダンス値を求めることと、
　前記基準双極インピーダンス値に基づき、少なくとも前記第１の周波数を有する信号が
前記複合チップ電極に印加される間に取得された双極接触インピーダンス値を調整するこ
とと、
　前記調整された双極接触インピーダンス値を用いて、前記焼灼カテーテルの前記遠位端
部分と前記標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算することと
を行うように構成される、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記細長い本体の前記遠位端部分は、
　前記少なくとも１つのエネルギー送達部材と熱連通する少なくとも１つの熱シャント部
材と、
　少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャント部材の外面に沿って配置された少
なくとも１つの層またはコーティングと、
　少なくとも部分的に前記細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管
であって、前記少なくとも１つの熱シャント部材は、前記少なくとも１つの流体導管と熱
連通している、少なくとも１つの流体導管と
を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令
の実行時、焼灼または加熱が行われる各治療位置のための位置を求めることと、各治療位
置で行われる前記焼灼または加熱に関連する少なくとも１つの特性を求めることと、前記
治療位置に関する前記少なくとも１つの特性をユーザに表示するための方式で蓄積するこ
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ととを行うようにさらに構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記温度応答の前記時間ベースの特徴は、現在の時点と以前の時点との間の温度測定値
の変化率である、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記温度応答の前記時間ベースの特徴は、現在の時点における温度測定値と以前の時点
における温度測定値との間の差である、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記複数の時点は、規則的な時間間隔で離間されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記温度測定値は、移動平均値である、請求項６～８のいずれか一項に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記以前の時点における前記温度測定値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギ
ー源によって印加された後の５秒以内に取得された開始温度値である、請求項６～８のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記以前の時点における前記温度値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギー源
によって印加された後の１秒以内に取得された開始温度値である、請求項６～８のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数の温度測定デバイスは、６つの熱電対からなる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　第１の３つの前記熱電対は、同一平面にあり、第２の３つの前記熱電対は、同一平面に
あり、かつ前記第１の３つの前記熱電対に対して近位側に離間されている、請求項１２に
記載のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加
後の１５秒未満で初期向きを求めるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加
後の１０秒未満で初期向きを求めるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加
後の５秒未満で初期向きを求めるように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記複数の向きオプションは、平行の向きおよび垂直の向きからなる、請求項１に記載
のシステム。
【請求項１８】
　前記複数の向きオプションは、平行の向き、垂直の向きおよび斜めの向きからなる、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記斜めの向きについて定義された向き基準に
基づいて前記向きが斜めの向きであるか否かを最初に判断するように構成され、および前
記斜め向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記平行の
向きについて定義された向き基準に基づいて前記向きが平行の向きであるか否かを判断す
るように構成され、および前記平行向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの
処理デバイスは、前記向きが垂直であると判断するように構成される、請求項１８に記載
のシステム。
【請求項２０】
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　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記求められた向きを示す出力を生成するよう
に構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記出力は、前記求められた向きでの電極のグラフィカルアイコンを含む、請求項２０
に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記出力は、前記複数の向きオプションから前記求められた向きを識別する視覚的指標
を含む、請求項２０または２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記出力は、各々に前記複数の向きオプションのそれぞれの１つのテキストラベルが付
随する３つのラジオボタンを含むグラフィカルユーザインタフェースを含み、前記視覚的
指標は、前記求められた向きに対応する前記ラジオボタンを示すことを含む、請求項２２
に記載のシステム。
【請求項２４】
　向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の平均温度上昇値と前記第２の３つの前記熱
電対の平均温度上昇値との間の比較を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２５】
　向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最大温度上昇値と前記第２の３つの前記熱
電対の最大温度上昇値との間の比較を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２６】
　向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最大温度上昇値と前記第２の３つの前記熱
電対の最小温度上昇値との間の比較を含む、請求項１３に記載のシステム。
【請求項２７】
　向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最小温度上昇値と前記第２の３つの前記熱
電対の最大温度上昇値との間の関係を比較することを含む、請求項１３に記載のシステム
。
【請求項２８】
　前記第２の電極の組は、前記複合チップ電極の前記近位側電極部材に対して近位側の位
置で前記細長い本体に沿って配置された基準電極の対を含む、請求項３に記載のシステム
。
【請求項２９】
　前記第２の電極の組は、前記焼灼カテーテルとは別個のデバイスに基準電極の対を含む
、請求項３に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶縁性であり、
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャン
ト部材の内部を通って延在し、
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含み、
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶縁性である、請求項４に記
載のシステム。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で１０００Ω・ｃｍより大きい
電気抵抗率を含む、請求項３１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、熱的に絶縁性である、請求項４に記載
のシステム。
【請求項３４】
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　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で０．００１Ｗ／（ｃｍＫ）未
満の熱伝導率を含む、請求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１～５０μｍの厚さを含む、請求項４
に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１００μｍ未満の厚さを含む、請求項
４に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、単一の層またはコーティングからなる
、請求項４に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２つ以上の層またはコーティングを含
む、請求項４に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置される、請求項４に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置されていない、請求項４に記載のシステム。
【請求項４１】
　少なくとも１つの中間部材または構造は、前記少なくとも１つのシャント部材と前記少
なくとも１つの層またはコーティングとの間に配置される、請求項４０に記載のシステム
。
【請求項４２】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、接着剤を用いて前記少なくとも１つの
シャント部材に固定される、請求項４に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャン
ト部材の内部を通って延在する、請求項４に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンドを含む、請求項４に記載のシス
テム。
【請求項４６】
　行われる前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、以下：電極の向
き、治療されている組織に関する温度データ、前記システム内に含まれる１つまたは複数
のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情報、インピーダンス情報、電位図振幅
データ、マッピングデータ、対象の心拍数データおよび対象の血圧等の１つまたは複数を
含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、テキストによってかつ／
またはグラフィカルに提供される、請求項５に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、出力デバイスにおいて各
治療位置に沿ってまたはその近くに常に表示されるように構成される、請求項５に記載の
システム。
【請求項４９】
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　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、出力デバイスにおいて各
治療位置に沿ってまたはその近くに断続的に表示されるように構成される、請求項５に記
載のシステム。
【請求項５０】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、ユーザによって選択され
たときに出力デバイスに表示されるように構成される、請求項５に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、選択デバイスを用いて特
定の治療位置を選択することによって表示されるように構成される、請求項５０に記載の
システム。
【請求項５２】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項５に記載のシステム。
【請求項５４】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの向きを求めるシステムであって、
　焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、前記細長い本体は、前記細長い本体の遠
位端に沿って分散された複数の温度測定デバイスと、前記細長い本体の前記遠位端に配置
された少なくとも１つの電極部材とを有する、焼灼カテーテルと、
　標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを前記電極部材に印加するように構成さ
れたエネルギー源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命
令の実行時、
　　第１の期間にわたる複数の時点において、第１の向き基準の組に基づいて前記標的組
織に対する前記少なくとも１つの電極部材の接触面の向きを求めることと、
　　前記第１の期間の終了後に開始する第２の期間にわたる複数の時点において、第２の
向き基準の組に基づいて前記標的組織に対する前記少なくとも１つの電極部材の前記接触
面の前記向きを求めることと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項５５】
　前記接触面は、前記少なくとも１つの電極部材の外側遠位面である、請求項５４に記載
のシステム。
【請求項５６】
　前記少なくとも１つの電極部材は、高分解能マッピングおよび高周波エネルギー送達の
ために構成された組合せ電極アセンブリの遠位側電極部材であり、前記組合せ電極アセン
ブリは、電気絶縁ギャップによって分離された前記遠位側電極部材と近位側電極部材とを
含む、請求項５４に記載のシステム。
【請求項５７】
　前記第１の期間は、温度上昇段階に対応し、前記第２の期間は、定常状態段階に対応す
る、請求項５４～５６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記第１の期間は、焼灼エネルギーの初期印加後の１～２０秒である、請求項５７に記
載のシステム。
【請求項５９】
　前記第１の期間は、焼灼エネルギーの初期印加後の５～１３秒である、請求項５８に記
載のシステム。
【請求項６０】
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　前記第１の期間にわたる前記複数の時点は、毎秒発生する、請求項５４～５９のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記第２の期間にわたる前記複数の時点は、毎秒発生する、請求項５４～５９のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記第２の期間にわたる前記複数の時点は、５秒毎に発生する、請求項５４～５９のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記第１の向き基準の組は、時間依存条件を含む、請求項５４～６２のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項６４】
　前記第１の向き基準の組は、静的条件を含む、請求項５４～６３のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項６５】
　前記第２の向き基準の組は、静的条件を含む、請求項５４～６４のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項６６】
　前記第１の向き基準の組は、前記複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの温度応答
の時間ベースの特徴の比較を含む、請求項５４～６５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６７】
　前記第２の向き基準の組は、前記複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの温度測定
値の比較を含む、請求項５４～６６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項６８】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの向きを求めるシステムであって、
　焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、前記細長い本体は、前記細長い本体の遠
位端に沿って分散された複数の温度測定デバイスを有する、焼灼カテーテルと、
　標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを、前記細長い本体の前記遠位端に沿っ
て配置された少なくとも１つのエネルギー送達部材に印加するように構成されたエネルギ
ー源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命
令の実行時、
　複数の時点で前記複数の温度測定デバイスの各々から温度測定値を取得することと、
　各時点において、前記取得された温度測定値から、前記複数の温度測定デバイスの各々
に関する温度応答の時間ベースの特徴を求めることと、
　各時点において、前記複数の温度測定デバイスの少なくとも２つに関する前記温度応答
の前記時間ベースの特徴の比較に少なくとも部分的に基づき、複数の向きオプションの１
つから前記細長い本体の前記遠位端の向きを求めることと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項６９】
　前記温度応答の前記時間ベースの特徴は、現在の時点と以前の時点との間の温度測定値
の変化率である、請求項６８に記載のシステム。
【請求項７０】
　前記温度応答の前記時間ベースの特徴は、現在の時点における温度測定値と以前の時点
における温度測定値との間の差である、請求項６８に記載のシステム。
【請求項７１】
　前記複数の時点は、規則的な時間間隔で離間されている、請求項６８～７０のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項７２】
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　前記温度測定値は、移動平均値である、請求項６８～７０のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項７３】
　前記以前の時点における前記温度測定値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギ
ー源によって印加された後の５秒以内に取得された開始温度値である、請求項６９～７２
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記以前の時点における前記温度測定値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギ
ー源によって印加された後の１秒以内に取得された開始温度値である、請求項６９～７２
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記複数の温度測定デバイスは、６つの熱電対からなる、請求項６８～７４のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項７６】
　第１の３つの前記熱電対は、同一平面にあり、第２の３つの前記熱電対は、同一平面に
あり、かつ前記第１の３つの前記熱電対に対して近位側に離間されている、請求項７５に
記載のシステム。
【請求項７７】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の１５秒未満で求められ
る、請求項６８～７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７８】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の１０秒未満で求められ
る、請求項６８～７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項７９】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の５秒未満で求められる
、請求項６８～７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８０】
　前記複数の向きオプションは、平行の向きおよび垂直の向きからなる、請求項６８～７
９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８１】
　前記複数の向きオプションは、平行の向き、垂直の向きおよび斜めの向きからなる、請
求項６８～７９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８２】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記斜めの向きについて定義された向き基準に
基づいて前記向きが斜めの向きであるか否かを最初に判断するように構成され、および前
記斜め向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記平行の
向きについて定義された向き基準に基づいて前記向きが平行の向きであるか否かを判断す
るように構成され、および前記平行向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの
処理デバイスは、前記向きが垂直であると判断するように構成される、請求項８１に記載
のシステム。
【請求項８３】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記求められた向きを示す出力を生成するよう
に構成される、請求項６８～８２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８４】
　前記出力は、前記求められた向きでの電極のグラフィカルアイコンを含む、請求項８３
に記載のシステム。
【請求項８５】
　前記出力は、前記複数の向きオプションから前記求められた向きを識別する視覚的指標
を含む、請求項８３または８４に記載のシステム。
【請求項８６】



(9) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

　前記出力は、各々に前記複数の向きオプションのそれぞれの１つのテキストラベルが付
随する３つのラジオボタンを含むグラフィカルユーザインタフェースを含み、前記視覚的
指標は、前記求められた向きに対応する前記ラジオボタンを示すことを含む、請求項８５
に記載のシステム。
【請求項８７】
　前記向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の平均温度上昇値と前記第２の３つの前
記熱電対の平均温度上昇値との間の比較を含む、請求項７６～８６のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項８８】
　前記向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最大温度上昇値と前記第２の３つの前
記熱電対の最大温度上昇値との間の比較を含む、請求項７６～８７のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項８９】
　前記向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最大温度上昇値と前記第２の３つの前
記熱電対の最小温度上昇値との間の比較を含む、請求項７６～８８のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項９０】
　前記向き基準は、前記第１の３つの前記熱電対の最小温度上昇値と前記第２の３つの前
記熱電対の最大温度上昇値との間の関係を比較することを含む、請求項７６～８９のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項９１】
　前記少なくとも１つの電極部材は、高分解能マッピングおよび高周波エネルギー送達の
ために構成された組合せ電極アセンブリの遠位側電極部材であり、前記組合せ電極アセン
ブリは、電気絶縁ギャップによって分離された前記遠位側電極部材と近位側電極部材とを
含む、請求項６８～９０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９２】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの向きを求めるシステムであって、
　焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、前記細長い本体は、前記細長い本体の遠
位端に配置された第１の複数の温度測定デバイスおよび前記第１の複数の温度測定デバイ
スに対して近位側に離間された第２の複数の温度測定デバイスと、前記細長い本体の前記
遠位端に配置された少なくとも１つの電極部材とを有する、焼灼カテーテルと、
　標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを前記焼灼カテーテルの前記少なくとも
１つの電極部材に印加するように構成されたエネルギー源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命
令の実行時、
　複数の時点で前記第１の複数の温度測定デバイスの各々および前記第２の複数の温度測
定デバイスの各々から温度測定値を取得することと、
　各時点において、前記取得された温度測定値から、前記第１の複数の温度測定デバイス
の各々および前記第２の複数の温度測定デバイスの各々について以前の時点から現在の時
点までの温度測定値の変化率を求めることと、
　各時点において、前記温度測定デバイスの少なくとも２つに関する前記温度測定値の変
化率の比較に少なくとも部分的に基づき、前記温度測定値が定常状態に達する前に３つの
向きオプションの１つから前記細長い本体の前記遠位端の向きを求めることと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項９３】
　前記複数の時点は、規則的な時間間隔で離間されている、請求項９２に記載のシステム
。
【請求項９４】
　前記現在の時点における前記温度測定値は、移動平均値である、請求項９２または９３
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に記載のシステム。
【請求項９５】
　前記以前の時点における前記温度測定値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギ
ー源によって印加された後の５秒以内に取得された開始温度値である、請求項９２～９４
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９６】
　前記以前の時点における前記温度測定値は、前記焼灼エネルギーが最初に前記エネルギ
ー源によって印加された後の１秒以内に取得された開始温度値である、請求項９２～９５
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９７】
　前記定常状態は、各温度測定デバイスに関する前記温度測定値の移動平均が２０％を超
えて逸脱しない期間である、請求項９２～９６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項９８】
　前記第１の複数の温度測定デバイスは、３つの熱電対からなり、前記第２の複数の温度
測定デバイスは、３つの熱電対からなる、請求項９２～９７のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項９９】
　前記第１の複数の温度測定デバイスは、第１の平面に沿って配置され、前記第２の複数
の温度測定デバイスは、前記第１の平面に対して近位側に離間された第２の平面に沿って
配置される、請求項９２～９８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１００】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の１５秒未満で求められ
る、請求項９２～９９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０１】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の１０秒未満で求められ
る、請求項９２～９９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０２】
　初期向きは、前記エネルギー源による焼灼エネルギーの印加後の５秒未満で求められる
、請求項９２～９９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０３】
　前記向きオプションは、平行の向き、垂直の向きおよび斜めの向きを含む、請求項９２
～１０２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０４】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記斜めの向きについて定義された向き基準に
基づいて前記向きが斜めの向きであるか否かを最初に判断するように構成され、および前
記斜め向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記平行の
向きについて定義された向き基準に基づいて前記向きが平行の向きであるか否かを判断す
るように構成され、および前記平行向き基準が満足されない場合、前記少なくとも１つの
処理デバイスは、前記向きが垂直であると判断するように構成される、請求項１０３に記
載のシステム。
【請求項１０５】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記求められた向きを示す出力を生成するよう
に構成される、請求項９２～１０４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１０６】
　前記出力は、前記求められた向きでの電極のグラフィカルアイコンを含む、請求項１０
５に記載のシステム。
【請求項１０７】
　前記出力は、前記３つの向きオプションから前記求められた向きを識別する視覚的指標
を含む、請求項１０５または１０６に記載のシステム。
【請求項１０８】
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　前記出力は、各々に前記３つの向きオプションのそれぞれの１つのテキストラベルが付
随する３つのラジオボタンを含むグラフィカルユーザインタフェースを含み、前記視覚的
指標は、前記求められた向きに対応する前記ラジオボタンを示すことを含む、請求項１０
７に記載のシステム。
【請求項１０９】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度測定値の変化率の前記比較は、前記
第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の平均変化率と前記第２の複数の温度測定デ
バイスの温度測定値の平均変化率との間の関係を比較することを含む、請求項９２～１０
８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１０】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度測定値の変化率の前記比較は、前記
第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最大変化率と前記第２の複数の温度測定デ
バイスの温度測定値の最大変化率との間の関係を比較することを含む、請求項９２～１０
９のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１１】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度応答の前記時間ベースの特徴の前記
比較は、前記第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最大変化率と前記第２の複数
の温度測定デバイスの温度測定値の最小変化率との間の関係を比較することを含む、請求
項９２～１１０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１２】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度応答の前記時間ベースの特徴の前記
比較は、前記第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最小変化率と前記第２の複数
の温度測定デバイスの温度測定値の最大変化率との間の関係を比較することを含む、請求
項９２～１１１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１３】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度応答の前記時間ベースの特徴の前記
比較は、前記第１の複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの間の、以前の時点から前
記現在の時点までの温度測定値の変化率を比較することを含む、請求項９２～１１２のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１４】
　前記少なくとも２つの温度測定デバイスの前記温度応答の前記時間ベースの特徴の前記
比較は、前記第２の複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの間の、以前の時点から前
記現在の時点までの温度測定値の変化率を比較することを含む、請求項９２～１１３のい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１５】
　前記少なくとも１つの電極部材は、高分解能マッピングおよび高周波エネルギー送達の
ために構成された組合せ電極アセンブリの遠位側電極部材であり、前記組合せ電極アセン
ブリは、電気絶縁ギャップによって分離された前記遠位側電極部材と近位側電極部材とを
含む、請求項９２～１１４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１１６】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求める方法であって、
　第１の期間における第１の複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散
された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記第１の複数の時点の各々において温度測定
値を求めるステップと、
　前記求められた温度測定値に基づいて前記複数の温度センサの各々に関する開始温度値
を計算するステップと、
　前記第１の期間後の第２の期間における第２の複数の時点において、前記複数の温度セ
ンサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記第２の複数の時点の各々において温度測定
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値を求めるステップと、
　前記第２の複数の時点の各々における前記求められた温度値と前記複数の温度センサの
各々に関する開始温度値との間の変化率を計算するステップと、
　前記第２の複数の時点の各時点において、前記複数の温度センサの少なくとも２つの前
記計算された変化率の比較に基づき、標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端
の向きを求めるステップと
を含む方法。
【請求項１１７】
　前記第２の期間後の第３の期間中に前記複数の温度センサから温度を示す信号を受信す
るステップと、
　前記複数の温度センサの各々について温度測定値を求めるステップと、
　前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記温度測定値の比較に基づき、前記標的表
面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の向きを求めるステップと
をさらに含む、請求項１１６に記載の方法。
【請求項１１８】
　前記複数の温度センサの各々に関する前記開始温度値を計算するステップは、前記第１
の複数の時点の各々において求められた前記温度測定値を平均することを含む、請求項１
１６または１１７に記載の方法。
【請求項１１９】
　前記複数の温度センサの各々について、前記第２の複数の時点の各々において温度測定
値を求めるステップは、現在の温度測定値と１つまたは複数の以前の温度測定値とに基づ
き、前記第２の複数の時点の各々において移動平均値を計算することを含む、請求項１１
６～１１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２０】
　前記第２の複数の時点の各々における前記求められた温度値と前記複数の温度センサの
各々に関する前記開始温度値との間の前記変化率を計算するステップは、前記移動平均値
から前記開始温度値を減じ、かつ前記第２の期間の開始から前記現在の時点まで経過した
時間で割ることを含む、請求項１１９に記載の方法。
【請求項１２１】
　前記複数の温度センサは、前記焼灼カテーテルの遠位チップに配置された第１の複数の
温度センサと、前記第１の複数の温度センサに対して近位側に距離を置いて配置された第
２の複数の温度センサとを含む、請求項１１６～１２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２２】
　前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記計算された変化率の比較に基づき、前記
標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の前記向きを求めるステップは、前記
計算された変化率がそれぞれの向きの１つまたは複数の向き基準を満足するか否かを判断
することを含む、請求項１１６～１２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２３】
　前記向きは、複数の向きオプションの１つから求められ、前記向き基準は、前記向きオ
プションの各々について異なる、請求項１２２に記載の方法。
【請求項１２４】
　前記向き基準の少なくともいくつかは、時間依存である、請求項１２３に記載の方法。
【請求項１２５】
　前記向き基準は、経験的に決定される、請求項１２２～１２４のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１２６】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求める方法であって、
　ある期間にわたる複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散された複
数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記複数の時点の各々において温度測定値を求
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めるステップと、
　前記複数の時点の各々における前記求められた温度値と前記複数の温度センサの各々に
関する開始温度値との間の変化率を計算するステップと、
　前記複数の時点の各時点において、前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記計算
された変化率の比較に基づき、標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の向き
を求めるステップと
を含む方法。
【請求項１２７】
　前記複数の温度センサの各々について、前記複数の時点の各々において温度測定値を求
めるステップは、現在の温度測定値と１つまたは複数の以前の温度測定値とに基づき、前
記複数の時点の各々において移動平均値を計算することを含む、請求項１２６に記載の方
法。
【請求項１２８】
　前記複数の時点の各々における前記求められた温度値と前記複数の温度センサの各々に
関する前記開始温度値との間の前記変化率を計算するステップは、前記移動平均値から前
記開始温度値を減じ、かつ前記期間の開始から前記現在の時点まで経過した時間で割るこ
とを含む、請求項１２７に記載の方法。
【請求項１２９】
　前記複数の温度センサは、前記焼灼カテーテルの遠位チップに配置された第１の複数の
温度センサと、前記第１の複数の温度センサに対して近位側に距離を置いて配置された第
２の複数の温度センサとを含む、請求項１２６～１２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３０】
　前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記計算された変化率の比較に基づき、前記
標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の前記向きを求めるステップは、前記
計算された変化率がそれぞれの向きの１つまたは複数の向き基準を満足するか否かを判断
することを含む、請求項１２６～１２９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３１】
　前記向きは、複数の向きオプションの１つから求められ、前記向き基準は、前記向きオ
プションの各々について異なる、請求項１３０に記載の方法。
【請求項１３２】
　前記向き基準の少なくともいくつかは、時間依存である、請求項１３１に記載の方法。
【請求項１３３】
　前記向き基準は、経験的に決定される、請求項１３０～１３２のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１３４】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求める方法であって、
　ある期間にわたる複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散された複
数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記複数の時点の各々において温度測定値を求
めるステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記複数の時点の各々において温度応答の特徴
を求めるステップと、
　前記複数の時点の各時点において、前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記温度
応答の前記特徴の比較に基づき、標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の向
きを求めるステップと
を含む方法。
【請求項１３５】
　前記温度応答の前記特徴は、前記温度応答の変化率である、請求項１３４に記載の方法
。
【請求項１３６】
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　前記温度応答の前記特徴は、現在の時点で取得された温度測定値と以前の時点で取得さ
れた温度測定値との間の差である、請求項１３４に記載の方法。
【請求項１３７】
　前記複数の温度センサの各々について、前記複数の時点の各々において温度測定値を求
めるステップは、現在の温度測定値と１つまたは複数の以前の温度測定値とに基づき、前
記複数の時点の各々において移動平均値を計算することを含む、請求項１３４に記載の方
法。
【請求項１３８】
　前記複数の温度センサは、前記焼灼カテーテルの遠位チップに配置された第１の複数の
温度センサと、前記第１の複数の温度センサに対して近位側に距離を置いて配置された第
２の複数の温度センサとを含む、請求項１３４～１３７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３９】
　前記複数の温度センサの少なくとも２つの前記温度応答の前記特徴に基づき、前記標的
表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の前記向きを求めるステップは、前記温度
応答の前記特徴がそれぞれの向きの１つまたは複数の向き基準を満足するか否かを判断す
ることを含む、請求項１３４～１３８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４０】
　前記向きは、複数の向きオプションの１つから求められ、前記向き基準は、前記向きオ
プションの各々について異なる、請求項１３９に記載の方法。
【請求項１４１】
　前記向き基準の少なくともいくつかは、時間依存である、請求項１４０に記載の方法。
【請求項１４２】
　前記向き基準は、経験的に決定される、請求項１３９～１４１のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１４３】
　標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求める方法であって、
　第１の期間にわたる第１の複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散
された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記第１の複数の時点の各々において温度測定
値を求めるステップと、
　前記第１の複数の時点の各時点において、前記求められた温度測定値に適用された第１
の向き基準の組に基づき、標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の向きを求
めるステップと、
　前記第１の期間後の第２の期間にわたる第２の複数の時点において、前記複数の温度セ
ンサから温度を示す信号を受信するステップと、
　前記複数の温度センサの各々について、前記第２の複数の時点の各々において温度測定
値を求めるステップと、
　前記第２の複数の時点の各時点において、前記求められた温度測定値に適用された第２
の向き基準の組に基づき、標的表面に対する前記焼灼カテーテルの前記遠位端の向きを求
めるステップであって、前記第２の向き基準の組は、前記第１の向き基準の組と異なる、
ステップと
を含む方法。
【請求項１４４】
　前記第１の期間は、温度上昇段階に対応し、前記第２の期間は、定常状態段階に対応す
る、請求項１４３に記載の方法。
【請求項１４５】
　前記第１の期間は、焼灼エネルギーの初期印加後の１～２０秒である、請求項１４３に
記載の方法。
【請求項１４６】
　前記第１の期間は、焼灼エネルギーの初期印加後の５～１３秒である、請求項１４３に
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記載の方法。
【請求項１４７】
　前記第１の期間にわたる前記複数の時点は、毎秒発生する、請求項１４３に記載の方法
。
【請求項１４８】
　前記第２の期間にわたる前記複数の時点は、毎秒発生する、請求項１４３～１４７のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１４９】
　前記第２の期間にわたる前記複数の時点は、５秒毎に発生する、請求項１４３～１４７
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５０】
　前記第１の向き基準の組は、時間依存条件を含む、請求項１４３～１４７のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１５１】
　前記第１の向き基準の組は、静的条件を含む、請求項１４３～１４７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１５２】
　前記第２の向き基準の組は、静的条件を含む、請求項１４３～１４７のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１５３】
　前記第１の向き基準の組は、前記複数の温度センサの少なくとも２つの温度応答の時間
ベースの特徴の比較を含む、請求項１４３～１４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記第２の向き基準の組は、前記複数の温度センサの少なくとも２つの温度測定値の比
較を含む、請求項１４３～１４７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５５】
　前記第１の向き基準の組および前記第２の向き基準の組は、経験的に決定される、請求
項１４３～１５４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５６】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な双極電極－組織接触インピー
ダンス値のドリフトを補償するシステムであって、
　少なくとも第１の周波数を有する信号を、標的体内組織と接触して配置されるように構
成される医療器具の遠位端部分に沿って配置された組合せ電極アセンブリの電極部材の対
に、かつ標的体内組織と接触する可能性が低い前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材
の対の近位側に離間されたリング電極の対に送達するように構成された信号源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れた特定のプログラム命令の実行時、
　前記信号源に前記信号を生成させ、かつそれを前記リング電極の対に印加させることと
、
　少なくとも前記第１の周波数を有する信号が前記リング電極の対に印加されている間に
前記リング電極の対間の少なくとも１つの基準インピーダンス値を求めることと、
　前記信号源に前記信号を生成させ、かつそれを前記組合せ電極アセンブリの前記電極部
材の対に印加させることと、
　前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対間の少なくとも１つの接触インピーダン
ス値を求めることと、
　前記少なくとも１つの基準インピーダンス値に基づいて前記少なくとも１つの接触イン
ピーダンス値を調整することと、
　前記少なくとも１つの調整された実際のインピーダンス値を用いて、前記医療器具の前
記遠位端部分と前記標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算すること
と
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を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項１５７】
　前記少なくとも１つの基準インピーダンス値は、１つまたは複数の電気測定値から計算
される、請求項１５６に記載のシステム。
【請求項１５８】
　前記１つまたは複数の電気測定値は、少なくとも１つの電圧測定値および少なくとも１
つの電流測定値を含む、請求項１５７に記載のシステム。
【請求項１５９】
　前記少なくとも１つの基準インピーダンス値は、前記第１の周波数でのインピーダンス
の大きさに関する第１の基準インピーダンス値と、前記第１の周波数での前記インピーダ
ンスの大きさと第２の周波数でのインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の基
準インピーダンス値と、前記第２の周波数での位相に関する第３の基準インピーダンス値
とを含む、請求項１５６～１５８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６０】
　前記少なくとも１つの接触インピーダンス値は、前記第１の周波数でのインピーダンス
の大きさに関する第１の接触インピーダンス値と、前記第１の周波数での前記インピーダ
ンスの大きさと前記第２の周波数でのインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２
の接触インピーダンス値と、前記第２の周波数での位相に関する第３の接触インピーダン
ス値とを含む、請求項１５９に記載のシステム。
【請求項１６１】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記第１の基準インピーダンス値に基づいて前記第１の接触インピーダンス値を調整す
ることと、
　前記第２の基準インピーダンス値に基づいて前記第２の接触インピーダンス値を調整す
ることと、
　前記第３の基準インピーダンス値に基づいて前記第３の接触インピーダンス値を調整す
ることと
を行うように構成される、請求項１６０に記載のシステム。
【請求項１６２】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記調整された第１、第２および第３の接触イ
ンピーダンス値を用いて前記接触指標値を計算するように構成される、請求項１６１に記
載のシステム。
【請求項１６３】
　前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対は、細長い本体に沿って配置された第１
の電極部材と、前記第１の電極部材に隣接して配置された第２の電極部材とであって、対
象の組織と接触するように構成される第１の電極部材および第２の電極部材と、前記第１
の電極部材と前記第２の電極部材との間に配置された電気絶縁ギャップであって、前記第
１の電極部材と前記第２の電極部材とを分離するギャップ幅を含む電気絶縁ギャップとを
含む、請求項１５６～１６２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６４】
　前記信号源は、高周波エネルギー源を含む、請求項１５６～１６２のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項１６５】
　前記第１の周波数および前記第２の周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚであり、前記
第２の周波数は、前記第１の周波数より大きい、請求項１５６～１６４のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１６６】
　前記標的体内組織を焼灼するために電力を発生させ、かつそれを前記組合せ電極アセン
ブリに印加するように構成された焼灼エネルギー源をさらに含む、請求項１５６～１６５
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のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６７】
　生成され、および前記電極部材の対にかつ前記リング電極に印加される前記信号は、患
者の外部のリモートのパッチ電極まで進まない、請求項１５６～１６６のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１６８】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記計算された接触指標値に基づいて接触のレ
ベルを示す出力を生成し、かつ前記少なくとも１つの処理デバイスと通信するディスプレ
イに前記出力を表示させるようにさらに構成される、請求項１５６～１６７のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１６９】
　前記焼灼エネルギー源および前記信号源は、単一の供給源を構成する、請求項１６６に
記載のシステム。
【請求項１７０】
　前記信号源は、第１の供給源を構成し、および前記焼灼エネルギー源は、前記第１の供
給源から分離しておりかつ別個である第２の供給源を構成する、請求項１６６に記載のシ
ステム。
【請求項１７１】
　前記信号源を含む接触検知サブシステムをさらに含む、請求項１５６～１７０のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項１７２】
　前記接触検知サブシステムは、前記少なくとも１つの処理デバイスを含む、請求項１７
１に記載のシステム。
【請求項１７３】
　前記接触検知サブシステムは、高周波エネルギー発生器のハウジング内に収容される、
請求項１７１または１７２に記載のシステム。
【請求項１７４】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な双極電極－組織接触インピー
ダンス値のドリフトを補償するシステムであって、
　少なくとも第１の周波数および第２の周波数を有する信号を、標的体内組織と接触して
配置されるように構成される医療器具の遠位端部分に沿って配置された組合せ電極アセン
ブリの電極部材の対に送達するように構成された信号源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れた特定のプログラム命令の実行時、
　前記第１の周波数および前記第２の周波数を有する信号が、前記標的体内組織と接触し
ていない電極の対に印加される間に基準双極インピーダンス値を求めることと、
　前記基準双極インピーダンス値に基づき、前記第１の周波数および前記第２の周波数を
有する信号が前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対に印加される間に取得された
双極接触インピーダンス値を調整することと、
　前記調整された双極接触インピーダンス値を用いて、前記医療器具の前記遠位端部分と
前記標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算することと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項１７５】
　前記基準双極インピーダンス値は、前記標的体内組織と接触していない前記電極の対を
用いて取得された１つまたは複数の電気測定値から計算される、請求項１７４に記載のシ
ステム。
【請求項１７６】
　前記１つまたは複数の電気測定値は、少なくとも１つの電圧測定値および少なくとも１
つの電流測定値を含む、請求項１７５に記載のシステム。
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【請求項１７７】
　前記電極の対は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材が前記標的体内組織と接触
していない時点において、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材と同じ電極である、
請求項１７４～１７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７８】
　前記電極の対は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対に対して近位側の位置
で前記医療器具に沿って配置された２つの離間されたリング電極を含む、請求項１７４～
１７６のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７９】
　前記リング電極の遠位側のリング電極は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の
対の近位側の電極部材から２ｍｍ～５ｍｍの距離だけ分離される、請求項１７８に記載の
システム。
【請求項１８０】
　前記リング電極の前記遠位側のリング電極の近位縁と前記リング電極の近位側のリング
電極の遠位縁との間の距離は、１ｍｍ～３ｍｍである、請求項１７８または１７９に記載
のシステム。
【請求項１８１】
　前記基準双極インピーダンス値は、前記第１の周波数でのインピーダンスの大きさに関
する第１の基準双極インピーダンス値と、前記第１の周波数での前記インピーダンスの大
きさと前記第２の周波数でのインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の基準双
極インピーダンス値と、前記第２の周波数での位相に関する第３の基準双極インピーダン
ス値とを含む、請求項１７４～１８０のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８２】
　前記双極接触インピーダンス値は、前記第１の周波数でのインピーダンスの大きさに関
する第１の双極接触インピーダンス値と、前記第１の周波数での前記インピーダンスの大
きさと前記第２の周波数でのインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の双極接
触インピーダンス値と、前記第２の周波数での位相に関する第３の双極接触インピーダン
ス値とを含む、請求項１８１に記載のシステム。
【請求項１８３】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、
　前記第１の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第１の双極接触インピーダンス値
を調整することと、
　前記第２の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第２の双極接触インピーダンス値
を調整することと、
　前記第３の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第３の双極接触インピーダンス値
を調整することと
を行うように構成される、請求項１８２に記載のシステム。
【請求項１８４】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記調整された第１、第２および第３の双極接
触インピーダンス値を用いて前記接触指標値を計算するように構成される、請求項１８３
に記載のシステム。
【請求項１８５】
　前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対は、細長い本体に沿って配置された第１
の電極部材と、前記第１の電極部材に隣接して配置された第２の電極部材とであって、対
象の組織と接触するように構成される第１の電極部材および第２の電極部材と、前記第１
の電極部材と前記第２の電極部材との間に配置された電気絶縁ギャップであって、前記第
１の電極部材と前記第２の電極部材とを分離するギャップ幅を含む電気絶縁ギャップとを
含む、請求項１７４～１８４のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８６】
　前記信号源は、高周波エネルギー源を含む、請求項１７４～１８５のいずれか一項に記
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載のシステム。
【請求項１８７】
　前記第１の周波数および前記第２の周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚであり、前記
第２の周波数は、前記第１の周波数より大きい、請求項１７４～１８６のいずれか一項に
記載のシステム。
【請求項１８８】
　前記標的体内組織を焼灼するために電力を発生させ、かつそれを前記組合せ電極アセン
ブリに印加するように構成された焼灼エネルギー源をさらに含む、請求項１７４～１８７
のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１８９】
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、前記計算された接触指標値に基づいて接触のレ
ベルを示す出力を生成し、かつ前記少なくとも１つの処理デバイスと通信するディスプレ
イに前記出力を表示させるようにさらに構成される、請求項１７４～１８８のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項１９０】
　前記焼灼エネルギー源および前記信号源は、単一の供給源を構成する、請求項１８８に
記載のシステム。
【請求項１９１】
　前記信号源は、第１の供給源を構成し、および前記焼灼エネルギー源は、前記第１の供
給源から分離しておりかつ別個である第２の供給源を構成する、請求項１８８に記載のシ
ステム。
【請求項１９２】
　前記信号源を含む接触検知サブシステムをさらに含む、請求項１７４～１９１のいずれ
か一項に記載のシステム。
【請求項１９３】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な双極電極－組織接触インピー
ダンス値のドリフトを補償する方法であって、
　基準電極の対を用いて、前記基準電極の対が血液と接触しているが組織と接触していな
い時点において、基準双極インピーダンス値を求めるステップと、
　医療器具の遠位端部分において、標的組織焼灼部位で標的組織と接触して配置された組
合せ電極アセンブリの電極部材の対を用いて、双極接触インピーダンス値を求めるステッ
プと、
　前記求められた基準双極インピーダンス値に基づいて前記双極接触インピーダンス値を
調整し、それにより、経時的に血液抵抗率の変化によってもたらされる前記双極接触イン
ピーダンス値のドリフトを補償する調整された双極接触インピーダンス値をもたらすステ
ップと
を含む方法。
【請求項１９４】
　基準双極インピーダンス値を求めるステップは、前記基準電極の対を用いて取得された
１つまたは複数の電気測定値から基準双極インピーダンスを計算することを含む、請求項
１９３に記載の方法。
【請求項１９５】
　前記１つまたは複数の電気測定値は、少なくとも１つの電圧測定値および少なくとも１
つの電流測定値を含む、請求項１９４に記載の方法。
【請求項１９６】
　前記基準電極の対は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対に対して近位側の
位置で前記医療器具に沿って配置された２つの離間されたリング電極を含む、請求項１９
４に記載の方法。
【請求項１９７】
　前記リング電極の遠位側のリング電極は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の
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対の近位側の電極部材から２ｍｍ～５ｍｍの距離だけ分離される、請求項１９６に記載の
方法。
【請求項１９８】
　前記リング電極の前記遠位側のリング電極の近位縁と前記リング電極の近位側のリング
電極の遠位縁との間の距離は、１ｍｍ～３ｍｍである、請求項１９６または１９７に記載
の方法。
【請求項１９９】
　基準双極インピーダンス値を求める前記ステップは、
　第１の周波数を有する信号が前記基準電極の対に印加されている間にインピーダンスの
大きさに関する第１の基準双極インピーダンス値を求めることと、
　前記第１の周波数を有する前記信号が前記基準電極の対に印加されている間の前記イン
ピーダンスの大きさと、第２の周波数を有する信号が前記基準電極の対に印加されている
間のインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の基準双極インピーダンス値を求
めることと、
　前記第２の周波数を有する前記信号が前記基準電極の対に印加されている間に位相に関
する第３の基準双極インピーダンス値を求めることと
を含む、請求項１９３～１９７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２００】
　双極接触インピーダンス値を求める前記ステップは、
　前記第１の周波数を有する前記信号が前記組合せ電極アセンブリに印加されている間に
インピーダンスの大きさに関する第１の双極接触インピーダンス値を求めることと、
　前記第１の周波数を有する前記信号が前記組合せ電極アセンブリに印加されている間の
前記インピーダンスの大きさと、前記第２の周波数を有する前記信号が前記組合せ電極ア
センブリに印加されている間のインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の双極
接触インピーダンス値を求めることと、
　前記第２の周波数を有する前記信号が前記組合せ電極アセンブリに印加されている間に
位相に関する第３の双極接触インピーダンス値を求めることと
を含む、請求項１９９に記載の方法。
【請求項２０１】
　前記双極接触インピーダンス値を調整する前記ステップは、
　前記第１の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第１の双極接触インピーダンス値
を調整することと、
　前記第２の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第２の双極接触インピーダンス値
を調整することと、
　前記第３の基準双極インピーダンス値に基づいて前記第３の双極接触インピーダンス値
を調整することと
を含む、請求項２００に記載の方法。
【請求項２０２】
　前記調整された第１、第２および第３の双極接触インピーダンス値を用いて接触指標値
を計算するステップをさらに含む、請求項２０１に記載の方法。
【請求項２０３】
　前記調整された双極接触インピーダンス値を用いて接触の定性的評価を示す接触指標値
を計算するステップをさらに含む、請求項１９３に記載の方法。
【請求項２０４】
　エネルギー送達システムの接触検知サブシステムの少なくとも１つの処理デバイスによ
って自動的に実行される、請求項１９３～２０３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０５】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な電極－組織接触インピーダン
ス値のドリフトを補償する方法であって、
　血液と接触しているが組織と接触していない１つまたは複数の測定デバイスを用いて取
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得された電気測定値に基づいて基準インピーダンス値を求めるステップと、
　医療器具の遠位端部分において、標的組織焼灼部位で標的組織と接触して配置された組
合せ電極アセンブリの電極部材の対を用いて、双極接触インピーダンス値を求めるステッ
プと、
　前記求められた基準インピーダンス値に基づいて前記双極接触インピーダンス値を調整
し、それにより、経時的に血液抵抗率の変化によってもたらされる前記双極接触インピー
ダンス値のドリフトを補償する調整された双極接触インピーダンス値をもたらすステップ
と
を含む方法。
【請求項２０６】
　前記電気測定値は、少なくとも１つの電圧測定値および少なくとも１つの電流測定値を
含む、請求項２０５に記載の方法。
【請求項２０７】
　標的組織焼灼部位に隣接して血液と接触しているが、組織と接触していない１つまたは
複数の測定デバイスを用いて取得された電気測定値に基づいて基準インピーダンス値を求
める前記ステップは、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対を組織と接触しない
ような位置に配置し、かつ前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対によって取得さ
れた電気測定値に基づいて基準インピーダンス値を求めることを含む、請求項２０５また
は２０６に記載の方法。
【請求項２０８】
　前記１つまたは複数の測定デバイスは、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の対
に対して近位側の位置で前記医療器具に沿って配置された２つの離間されたリング電極を
含む、請求項２０５または２０６に記載の方法。
【請求項２０９】
　前記リング電極の遠位側のリング電極は、前記組合せ電極アセンブリの前記電極部材の
対の近位側の電極部材から２ｍｍ～５ｍｍの距離だけ分離される、請求項２０８に記載の
方法。
【請求項２１０】
　前記リング電極の前記遠位側のリング電極の近位縁と前記リング電極の近位側のリング
電極の遠位縁との間の距離は、１ｍｍ～３ｍｍである、請求項２０８または２０９に記載
の方法。
【請求項２１１】
　前記調整された双極接触インピーダンス値を用いて接触の定性的評価を示す接触指標値
を計算するステップをさらに含む、請求項２０５～２１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１２】
　エネルギー送達システムの接触検知サブシステムの少なくとも１つの処理デバイスによ
って自動的に実行される、請求項２０５～２１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１３】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な双極電極－組織接触インピー
ダンス値のドリフトを補償するシステムであって、
　少なくとも第１の周波数を有する信号を、標的体内組織と接触して配置されるように構
成される医療器具の遠位端部分に沿って配置された第１の電極部材の組に、かつ標的体内
組織と接触する可能性が低い第２の電極の組に送達するように構成された信号源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れた特定のプログラム命令の実行時、
　前記信号源に前記信号を生成させ、かつそれを前記第２の電極の組に印加させることと
、
　少なくとも前記第１の周波数を有する信号が前記第２の電極の組に印加されている間に
前記第２の電極の組間の少なくとも１つの基準インピーダンス値を求めることと、
　前記信号源に前記信号を生成させ、かつそれを前記第１の電極の組に印加させることと
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、
　前記第１の電極の組間の少なくとも１つの接触インピーダンス値を求めることと、
　前記少なくとも１つの基準インピーダンス値に基づいて前記少なくとも１つの接触イン
ピーダンス値を調整することと、
　前記少なくとも１つの調整された実際のインピーダンス値を用いて、前記医療器具の前
記遠位端部分と前記標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算すること
と
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項２１４】
　前記第１の電極の組は、組合せ電極アセンブリの近位側電極部材および遠位側電極部材
を含む、請求項２１３に記載のシステム。
【請求項２１５】
　前記第２の電極の組は、前記第１の電極の組に対して近位側の位置で前記医療器具に沿
って配置された基準電極の対を含む、請求項２１３または２１４に記載のシステム。
【請求項２１６】
　前記第２の電極の組は、前記医療器具とは別個のデバイスにおける基準電極の対を含む
、請求項２１３または２１４に記載のシステム。
【請求項２１７】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な電極－組織接触インピーダン
ス値のドリフトを補償するシステムであって、
　少なくとも第１の周波数を有する信号を、標的体内組織と接触して配置されるように構
成される医療器具の遠位端部分に沿って配置された第１の電極の組に送達するように構成
された信号源と、
　少なくとも１つの処理デバイスであって、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に格納さ
れた特定のプログラム命令の実行時、
　前記第１の周波数を有する信号が前記標的体内組織と接触していない第２の電極の組に
印加される間に基準双極インピーダンス値を求めることと、
　前記基準双極インピーダンス値に基づき、少なくとも前記第１の周波数を有する信号が
前記第１の電極の組に印加される間に取得された双極接触インピーダンス値を調整するこ
とと、
　前記調整された双極接触インピーダンス値を用いて、前記医療器具の前記遠位端部分と
前記標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算することと
を行うように構成された少なくとも１つの処理デバイスと
を含むシステム。
【請求項２１８】
　前記第１の電極の組は、組合せ電極アセンブリの近位側電極部材および遠位側電極部材
を含む、請求項２１７に記載のシステム。
【請求項２１９】
　前記第２の電極の組は、前記第１の電極の組に対して近位側の位置で前記医療器具に沿
って配置された基準電極の対を含む、請求項２１７または２１８に記載のシステム。
【請求項２２０】
　前記第２の電極の組は、前記医療器具とは別個のデバイスにおける基準電極の対を含む
、請求項２１７または２１８に記載のシステム。
【請求項２２１】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な電極－組織接触インピーダン
ス値のドリフトを補償する方法であって、
　血液と接触している１つまたは複数の測定デバイスを用いて取得された電気測定値に基
づいて基準インピーダンス値を求めるステップと、
　医療器具の遠位端部分において、標的組織焼灼部位で標的組織と接触して配置された電
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極部材の対を用いて、双極接触インピーダンス値を求めるステップと、
　前記求められた基準双極インピーダンス値に基づいて前記双極接触インピーダンス値を
調整し、それにより、経時的に血液抵抗率の変化によってもたらされる前記双極接触イン
ピーダンス値のドリフトを補償する調整された双極接触インピーダンス値をもたらすステ
ップと
を含む方法。
【請求項２２２】
　前記１つまたは複数の測定デバイスが組織と接触していないと判断するステップをさら
に含む、請求項２２１に記載の方法。
【請求項２２３】
　前記双極接触インピーダンス値を調整するステップは、前記求められた基準インピーダ
ンス値と前記双極接触インピーダンス値との間の比例を求め、かつ前記求められた比例に
基づいて補正係数を適用することを含む、請求項２２１または２２２に記載の方法。
【請求項２２４】
　血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的な電極－組織接触インピーダン
ス値のドリフトを補償する方法であって、
　医療器具に沿って配置された電極部材の対を用いて、前記電極部材が血液と接触してい
ないときに取得された電気測定値に基づき、基準インピーダンス値を求めるステップと、
　前記電極部材の対を用いて、前記電極部材が標的組織焼灼部位で標的組織と接触して配
置されるときに双極接触インピーダンス値を求めるステップと、
　前記求められた基準双極インピーダンス値に基づいて前記双極接触インピーダンス値を
調整し、それにより、経時的に血液抵抗率の変化によってもたらされる前記双極接触イン
ピーダンス値のドリフトを補償する調整された双極接触インピーダンス値をもたらすステ
ップと
を含む方法。
【請求項２２５】
　基準インピーダンス値を求める前記ステップは、前記電極部材の対が組織と接触してい
ないと判断することを含む、請求項２２４に記載の方法。
【請求項２２６】
　前記双極接触インピーダンス値を調整する前記ステップは、前記求められた基準インピ
ーダンス値と前記双極接触インピーダンス値との間の比例を求め、かつ前記求められた比
例に基づいて補正係数を適用することを含む、請求項２２４または２２５に記載の方法。
【請求項２２７】
　エネルギー送達システムの接触検知サブシステムの少なくとも１つの処理デバイスによ
って自動的に実行される、請求項２２１～２２６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２８】
　治療されている標的解剖学的位置に関するデータを処理するように構成されたマッピン
グシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令
の実行時、前記標的解剖学的位置のマッピングデータを受信および処理し、かつ前記標的
解剖学的位置の３次元モデルを生成するように構成される、少なくとも１つのプロセッサ
と、
　前記標的解剖学的位置の前記３次元モデルをユーザに表示する少なくとも１つの出力デ
バイスと
を含み、
　前記プロセッサは、別個の焼灼システムの少なくとも１つの構成要素に動作可能に結合
されるように構成され、前記別個の焼灼システムは、前記標的解剖学的位置の少なくとも
一部を選択的に焼灼するように構成され、前記別個の焼灼システムは、カテーテルの遠位
端に沿って配置された少なくとも１つの電極を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記別個の焼灼システムから焼灼データを受信す
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るように構成され、前記焼灼データは、前記標的解剖学的位置の組織に沿って行われる少
なくとも１つの焼灼に関し、
　前記マッピングシステムは、前記標的解剖学的位置の前記３次元モデルに対する前記少
なくとも１つの電極のリアルタイムの位置を求めて、ユーザが前記標的解剖学的位置の前
記組織を焼灼することを支援するように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つの出力デバイスにおける表現
を生成するように構成され、前記表現は、前記標的解剖学的位置の前記３次元モデル、前
記少なくとも１つの電極の前記リアルタイムの位置、および前記別個の焼灼システムから
受信される前記焼灼データの少なくとも一部を含む、マッピングシステム。
【請求項２２９】
　治療されている標的解剖学的位置に関するデータを処理するように構成されたマッピン
グシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサを含み、
　前記プロセッサは、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令の実行時、前記標的
解剖学的位置のマッピングデータを受信および処理し、かつ前記標的解剖学的位置の３次
元モデルを生成するように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記標的解剖学的位置の前記３次元モデルをユー
ザに表示する少なくとも１つの出力デバイスに動作可能に結合されるように構成され、
　前記プロセッサは、別個の焼灼システムの少なくとも１つの構成要素に動作可能に結合
されるように構成され、前記別個の焼灼システムは、前記標的解剖学的位置の少なくとも
一部を選択的に焼灼するように構成され、前記別個の焼灼システムは、カテーテルの遠位
端に沿って配置された少なくとも１つの電極を含み、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記別個の焼灼システムから焼灼データを受信す
るように構成され、前記焼灼データは、前記標的解剖学的位置の組織に沿って行われる少
なくとも１つの焼灼に関し、
　前記マッピングシステムは、前記標的解剖学的位置の３次元モデルに対する前記少なく
とも１つの電極のリアルタイムの位置を求めて、ユーザが前記標的解剖学的位置の前記組
織を焼灼することを支援するように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つの出力デバイスにおける表現
を生成するように構成され、前記表現は、前記標的解剖学的位置の前記３次元モデル、前
記少なくとも１つの電極の前記リアルタイムの位置、および前記別個の焼灼システムから
受信される前記焼灼データの少なくとも一部を含む、マッピングシステム。
【請求項２３０】
　前記別個の焼灼システムは、前記マッピングシステムを備える単一のシステム内に組み
込まれる、請求項２２８または２２９に記載のシステム。
【請求項２３１】
　前記マッピングシステムの前記少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つの別個
のマッピングシステムに動作可能に結合されるように構成され、前記少なくとも１つの別
個のマッピングシステムは、前記標的解剖学的位置のＥＧＭまたは他の電気活動データを
取得および処理するように構成される、請求項２２８～２３０のいずれか一項に記載のシ
ステム。
【請求項２３２】
　前記少なくとも１つの別個のマッピングシステムは、複数のマッピング電極を含む、請
求項２３１に記載のシステム。
【請求項２３３】
　前記少なくとも１つの別個のマッピングシステムは、前記マッピングシステムに統合さ
れる、請求項２３１または２３２に記載のシステム。
【請求項２３４】
　前記焼灼データは、以下：電極の向き、治療されている組織に関する温度データ、前記
システム内に含まれる１つまたは複数のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情
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報、インピーダンス情報、前記焼灼システムによって生成される損傷部の長さまたは幅、
前記焼灼システムによって生成される損傷部の体積、対象の心拍数データおよび対象の血
圧データ等の１つまたは複数を含む、請求項２２８～２３３のいずれか一項に記載のシス
テム。
【請求項２３５】
　前記少なくとも１つの出力デバイスにおける前記表現は、ＥＧＭデータ、ロータマップ
データおよび／または他の電気活動データをさらに含む、請求項２２８に記載のシステム
。
【請求項２３６】
　前記ＥＧＭデータ、ロータマップデータおよび／または他の電気活動データは、前記マ
ッピングシステムに動作可能に結合される別個のマッピングシステムを介して前記少なく
とも１つのプロセッサによって受信される、請求項２３５に記載のシステム。
【請求項２３７】
　前記少なくとも１つの出力デバイスにおける前記表現の前記データは、テキストによっ
てかつ／またはグラフィカルに提供される、請求項２３４～２３６のいずれか一項に記載
のシステム。
【請求項２３８】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、前記少なくとも１つの出力デバイスにおいて
対応する焼灼位置に沿ってまたはその近くに表示される、請求項２２８に記載のシステム
。
【請求項２３９】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、前記少なくとも１つの出力デバイスの前記表
現において断続的に表示されるように構成される、請求項２２８に記載のシステム。
【請求項２４０】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、ユーザによって選択されたときに前記少なく
とも１つの出力デバイスの前記表現に表示される、請求項２３９に記載のシステム。
【請求項２４１】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、選択デバイスを用いて特定の治療位置を選択
することによって前記表現に表示されるように構成される、請求項２４０に記載のシステ
ム。
【請求項２４２】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項２４１に記載のシステム。
【請求項２４３】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項２４１に記載のシステム。
【請求項２４４】
　前記焼灼システムをさらに含む、請求項２２８～２４３のいずれか一項に記載のシステ
ム。
【請求項２４５】
　前記焼灼システムは、高周波焼灼システムを含む、請求項２２８～２４３のいずれか一
項に記載のシステム。
【請求項２４６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記マッピングシステムの一部である、請求項２
２８～２４５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２４７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記マッピングシステムの一部ではないが、前記
マッピングシステムに動作可能に結合される、請求項２２８～２４５のいずれか一項に記
載のシステム。
【請求項２４８】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記別個の焼灼システムの一部である、請求項２
４７に記載のシステム。
【請求項２４９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記マッピングシステムに結合される独立型イン
タフェースユニットの一部である、請求項２４７に記載のシステム。
【請求項２５０】
　焼灼デバイスからのデータをマッピングデータと統合する方法であって、
　マッピングシステムを用いて標的解剖学的位置の３次元マップを生成するステップと、
　焼灼システムから焼灼データを受信するステップと、
　前記３次元マップと前記焼灼データの少なくとも一部とを単一の出力デバイスに表示す
るステップと
を含む方法。
【請求項２５１】
　前記マッピングシステムは、電気解剖学的ナビゲーションシステムを含む、請求項２５
０に記載の方法。
【請求項２５２】
　前記マッピングシステムおよび前記焼灼システムは、単一のシステムに組み込まれる、
請求項２５０または２５１に記載の方法。
【請求項２５３】
　前記マッピングシステムおよび前記焼灼システムは、互いに別個である、請求項２５０
または２５１に記載の方法。
【請求項２５４】
　第２のマッピングシステムから電気活動データを受信するステップをさらに含む、請求
項２５０に記載の方法。
【請求項２５５】
　前記電気活動データは、ＥＧＭ活動データまたはロータマッピングデータを含む、請求
項２５４に記載の方法。
【請求項２５６】
　前記焼灼データは、以下：電極の向き、治療されている組織に関する温度データ、前記
システム内に含まれる１つまたは複数のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情
報、インピーダンス情報、前記焼灼システムによって生成される損傷部の長さまたは幅、
前記焼灼システムによって生成される損傷部の体積、対象の心拍数データおよび対象の血
圧データ等の１つまたは複数を含む、請求項２５０～２５５のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２５７】
　前記焼灼データは、前記出力デバイスにおいてテキストによってかつ／またはグラフィ
カルに提供される、請求項２５０～２５６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５８】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、前記出力デバイスにおいて対応する焼灼位置
に沿ってまたはその近くに表示される、請求項２５０～２５７のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２５９】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、前記出力デバイスにおいて断続的に表示され
るように構成される、請求項２５０～２５８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６０】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、ユーザによって選択されたときに前記出力デ
バイスに表示される、請求項２５９に記載の方法。
【請求項２６１】
　前記焼灼データの前記少なくとも一部は、選択デバイスを用いて特定の治療位置を選択
することによって表示されるように構成される、請求項２６０に記載の方法。
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【請求項２６２】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項２６１に記載の方法。
【請求項２６３】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項２６１に記載の方法。
【請求項２６４】
　標的解剖学的位置に沿ったあり得るギャップをユーザに警告するステップをさらに含む
、請求項２５０～２６３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６５】
　ユーザに警告するステップは、前記出力デバイスにおいてギャップを強調表示すること
を含む、請求項２６４に記載の方法。
【請求項２６６】
　焼灼処置中に組織を焼灼し、かつユーザに焼灼データを提供するシステムであって、
　少なくとも１つのプロセッサであって、
　細長い本体を含む焼灼カテーテルに動作可能に結合されるように構成され、
　少なくとも１つの電極部材は、前記細長い本体の遠位端に配置され、
　エネルギー送達源は、標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを前記少なくとも
１つの電極部材に提供するように構成され、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令の
実行時、
　焼灼または加熱が行われる各治療位置のための位置を求めることと、
　各治療位置で行われる前記焼灼または加熱に関連する少なくとも１つの特性を求めるこ
とと、
　前記少なくとも１つの特性を各治療位置に関連付けることと
を行うように構成される、少なくとも１つのプロセッサと、
　前記治療位置に関する前記少なくとも１つの特性を、治療されている解剖学的領域のモ
デルとともに表示する出力デバイスと
を含み、
　治療されている解剖学的領域のモデルを生成するように構成されるシステム。
【請求項２６７】
　行われる前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、以下：電極の向
き、治療されている組織に関する温度データ、前記システム内に含まれる１つまたは複数
のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情報、インピーダンス情報、電位図振幅
データ、マッピングデータ、対象の心拍数データおよび対象の血圧等の１つまたは複数を
含む、請求項２６６に記載のシステム。
【請求項２６８】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、テキストによってかつ／
またはグラフィカルに提供される、請求項２６７に記載のシステム。
【請求項２６９】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに常に表示されるように構成される、請求項２６６
～２６８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２７０】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに断続的に表示されるように構成される、請求項２
６６～２６８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２７１】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、ユーザによって選択され
たときに前記出力デバイスに表示されるように構成される、請求項２６６～２６８のいず
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れか一項に記載のシステム。
【請求項２７２】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、選択デバイスを用いて特
定の治療位置を選択することによって表示されるように構成される、請求項２７１に記載
のシステム。
【請求項２７３】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項２７２に記載のシステム。
【請求項２７４】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項２７２に記載のシステム。
【請求項２７５】
　焼灼処置中に組織を焼灼し、かつユーザに焼灼データを提供するシステムであって、
　少なくとも１つの処理デバイスを含み、
　前記少なくとも１つの処理デバイスは、細長い本体を含む焼灼カテーテルに動作可能に
結合されるように構成され、
　少なくとも１つの電極部材は、前記細長い本体の遠位端に配置され、
　エネルギー源は、標的組織を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーを前記少なくとも１つ
の電極部材に印加するように構成され、
　少なくとも１つの処理デバイスは、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令の実
行時、
　焼灼または加熱が行われる各治療位置のための位置を求めることと、
　各治療位置で行われる前記焼灼または加熱に関連する少なくとも１つの特性を求めるこ
とと、
　前記治療位置に関する前記少なくとも１つの特性を前記ユーザに表示するための方式で
蓄積することと
を行うように構成される、システム。
【請求項２７６】
　治療されている解剖学的領域のモデルを生成するように構成される、請求項２７５に記
載のシステム。
【請求項２７７】
　前記治療位置に関する前記少なくとも１つの特性を、治療されている解剖学的領域のモ
デルとともに表示する出力デバイスをさらに含む、請求項２７５または２７６に記載のシ
ステム。
【請求項２７８】
　前記出力デバイスは、モニタまたはディスプレイを含む、請求項２７７に記載のシステ
ム。
【請求項２７９】
　前記モニタまたはディスプレイは、組織を焼灼し、かつ焼灼データをユーザに提供する
前記システムに含まれる、請求項２７８に記載のシステム。
【請求項２８０】
　前記モニタまたはディスプレイは、組織を焼灼し、かつ焼灼データをユーザに提供する
前記システムに含まれない、請求項２７８に記載のシステム。
【請求項２８１】
　前記モニタまたはディスプレイは、治療されている解剖学的領域のモデルを生成するよ
うに構成された別個のマッピングシステムに含まれる、請求項２８０に記載のシステム。
【請求項２８２】
　行われる前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、以下：電極の向
き、治療されている組織に関する温度データ、前記システム内に含まれる１つまたは複数
のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情報、インピーダンス情報、電位図振幅
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データ、マッピングデータ、対象の心拍数データおよび対象の血圧等の１つまたは複数を
含む、請求項２７５～２８１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２８３】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、テキストによってかつ／
またはグラフィカルに提供される、請求項２８２に記載のシステム。
【請求項２８４】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに常に表示されるように構成される、請求項２７５
～２８１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２８５】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに断続的に表示されるように構成される、請求項２
７５～２８１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２８６】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、ユーザによって選択され
たときに前記出力デバイスに表示されるように構成される、請求項２７５～２８１のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項２８７】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、選択デバイスを用いて特
定の治療位置を選択することによって表示されるように構成される、請求項２８６に記載
のシステム。
【請求項２８８】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項２８７に記載のシステム。
【請求項２８９】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項２８７に記載のシステム。
【請求項２９０】
　焼灼処置中に情報を求めかつ表示する方法であって、
　カテーテルデバイスから、標的組織に沿った治療位置に関するデータを受信するステッ
プであって、前記カテーテルデバイスは、前記カテーテルデバイスの遠位端に沿って少な
くとも１つの電極を含み、前記カテーテルデバイスは、焼灼システムの一部である、ステ
ップと、
　前記データを処理して、前記治療位置で行われる焼灼または加熱に関連する少なくとも
１つの特性を求めるステップと、
　前記少なくとも１つの特性を各治療位置に関連付けるステップと、
　前記少なくとも１つの特性を、前記治療位置の３次元モデルおよび前記治療位置に隣接
する対象の解剖学的構造のモデルとともにユーザに表示するステップと
を含む方法。
【請求項２９１】
　前記データを処理して少なくとも１つの特性を求めるステップは、前記焼灼システムに
動作可能に結合されるマッピングシステムのプロセッサによって実行される、請求項２９
０に記載の方法。
【請求項２９２】
　前記データを処理して少なくとも１つの特性を求めるステップは、前記焼灼システムと
は別個のプロセッサによって実行される、請求項２９０に記載の方法。
【請求項２９３】
　前記プロセッサは、マッピングシステムの一部であり、前記別個のマッピングシステム
は、前記焼灼システムに動作可能に結合され、かつ前記治療位置に隣接する前記対象の解
剖学的構造の前記モデルを生成するように構成される、請求項２９２に記載の方法。
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【請求項２９４】
　前記少なくとも１つの特性をユーザに表示するステップは、前記少なくとも１つの特性
をモニタ、ディスプレイまたは他の出力デバイスに表示することを含む、請求項２９０～
２９３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９５】
　行われる前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、以下：電極の向
き、治療されている組織に関する温度データ、前記システム内に含まれる１つまたは複数
のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情報、インピーダンス情報、電位図振幅
データ、マッピングデータ、対象の心拍数データおよび対象の血圧等の１つまたは複数を
含む、請求項２９０～２９４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９６】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、テキストによってかつ／
またはグラフィカルに提供される、請求項２９５に記載の方法。
【請求項２９７】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに常に表示されるように構成される、請求項２９０
～２９６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９８】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、前記出力デバイスにおい
て各治療位置に沿ってまたはその近くに断続的に表示されるように構成される、請求項２
９０～２９６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９９】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、ユーザによって選択され
たときに前記出力デバイスに表示されるように構成される、請求項２９０～２９６のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項３００】
　前記焼灼または加熱に関連する前記少なくとも１つの特性は、選択デバイスを用いて特
定の治療位置を選択することによって表示されるように構成される、請求項２９９に記載
の方法。
【請求項３０１】
　前記選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまたは別のタイプの操作可能コ
ントローラを含む、請求項３００に記載の方法。
【請求項３０２】
　前記選択デバイスは、タッチスクリーンを含み、前記ユーザは、自らの指を用いて前記
タッチスクリーン上で選択を行うことができる、請求項３００に記載の方法。
【請求項３０３】
　焼灼デバイスであって、
　遠位端を含む細長い本体と、
　前記細長い本体の前記遠位端に配置された電極と、
　前記電極が活性化されると、前記電極および前記電極によって治療されている組織の少
なくとも一方から選択的に熱を除去するように、熱吸収要素を前記電極と熱連通させて配
置する少なくとも１つの熱シャント部材であって、
　使用中に前記電極から熱を放散させかつ除去するように、前記電極の内部を通って延在
し、
　前記少なくとも１つの熱シャント部材が前記細長い本体の外部まで延在しないように少
なくとも１つの層またはコーティングを含む、少なくとも１つの熱シャント部材と、
　少なくとも部分的に前記細長い本体の内部を通って、かつ少なくとも部分的に前記少な
くとも１つの熱シャント部材の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管であって
、前記少なくとも１つの熱シャント部材は、前記少なくとも１つの流体導管と熱連通し、
前記少なくとも１つの流体導管は、前記電極または組織から選択的に熱を除去するように



(31) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

、前記電極を流体源と流体連通させて配置するように構成される、少なくとも１つの流体
導管と
を含む焼灼デバイス。
【請求項３０４】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含み、
　前記電極は、複合電極を含み、前記複合電極は、第１の電極部分および少なくとも第２
の電極部分を含み、電気絶縁ギャップは、標的解剖学的エリアに沿った高分解能マッピン
グを促進するように前記第１の電極部分と前記少なくとも第２の電極部分との間に配置さ
れ、
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含む、請求項３０３に記
載のデバイス。
【請求項３０５】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶縁性である、請求項３０３
または３０４に記載のデバイス。
【請求項３０６】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で１０００Ω・ｃｍより大きい
電気抵抗率を含む、請求項３０５に記載のデバイス。
【請求項３０７】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、熱的に絶縁性である、請求項３０３～
３０６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３０８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で０．００１Ｗ／（ｃｍＫ）未
満の熱伝導率を含む、請求項３０７に記載のデバイス。
【請求項３０９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、ポリマー材料を含む、請求項３０３～
３０８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１０】
　前記ポリマー材料は、以下：熱硬化性ポリマー、ポリイミド、ＰＥＥＫ、ポリエステル
、ポリエチレン、ポリウレタン、ペバックス、ナイロンおよび水和性ポリマーの少なくと
も１つを含む、請求項３０９に記載のデバイス。
【請求項３１１】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１～５０μｍの厚さを含む、請求項３
０３～３１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１２】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１００μｍ未満の厚さを含む、請求項
３０３～３１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１３】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、単一の層またはコーティングを含む、
請求項３０３～３１２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１４】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２つ以上の層またはコーティングを含
む、請求項３０３～３１２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１５】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置される、請求項３０３～３１４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１６】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置されていない、請求項３０３～３１４のいずれか一項に記載のデバ
イス。
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【請求項３１７】
　少なくとも１つの中間部材または構造は、前記少なくとも１つのシャント部材と前記少
なくとも１つの層またはコーティングとの間に配置される、請求項３１６に記載のデバイ
ス。
【請求項３１８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、接着剤を用いて前記少なくとも１つの
熱シャント部材に固定される、請求項３０３～３１７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３１９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、押込み嵌め接続、ディップ成形または
他の成形技術を用いて前記少なくとも１つの熱シャント部材に固定される、請求項３０３
～３１７のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２０】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含む、請求項３０３～３１９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２１】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンドを含む、請求項３０３～３２０
のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２２】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、グラフェンまたは別の炭素系材料を含む、請
求項３０３～３２０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２３】
　前記電極は、複合電極を含み、前記複合電極は、第１の電極部分および少なくとも第２
の電極部分を含み、電気絶縁ギャップは、前記第１の電極部分と前記少なくとも第２の電
極部分との間に配置される、請求項３０３～３２２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２４】
　前記少なくとも１つの流体導管は、前記少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通
している、請求項３０３～３２３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２５】
　前記少なくとも１つの流体導管は、前記少なくとも１つの熱シャント部材と間接熱連通
している、請求項３０３～３２４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２６】
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含み、前記少なくとも１
つの開口部は、前記少なくとも１つの流体導管を通過する灌注流体を、前記少なくとも１
つの熱シャント部材の少なくとも一部と直接物理的に接触させて配置する、請求項３０３
～３２５のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３２７】
　焼灼デバイスであって、
　遠位端を含む細長い本体と、
　前記細長い本体の前記遠位端に配置された焼灼部材と、
　前記焼灼部材が活性化されると、前記焼灼部材または前記焼灼部材によって治療されて
いる組織の少なくとも一部から選択的に熱を除去するように、熱分流要素を前記焼灼部材
と熱連通させて配置する少なくとも１つの熱シャント部材であって、前記少なくとも１つ
の熱シャントの前記熱分流要素は、使用中に前記焼灼部材によって生成される熱を除去し
かつ放散させるのに役立つように、少なくとも部分的に前記焼灼部材の内部を通って延在
する、少なくとも１つの熱シャント部材と、
　少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャント部材の外面に沿って配置された少
なくとも１つの層またはコーティングと、
　少なくとも部分的に前記細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管
であって、前記少なくとも１つの熱シャント部材は、前記少なくとも１つの流体導管と熱
連通している、少なくとも１つの流体導管と



(33) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

を含む焼灼デバイス。
【請求項３２８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶縁性であり、
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャン
ト部材の内部を通って延在し、
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含み、
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含む、請求項３２７に記載のデバイス。
【請求項３２９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶縁性である、請求項３２７
または３２８に記載のデバイス。
【請求項３３０】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で１０００Ω・ｃｍより大きい
電気抵抗率を含む、請求項３２９に記載のデバイス。
【請求項３３１】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、熱的に絶縁性である、請求項３２７～
３３０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３２】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で０．００１Ｗ／（ｃｍＫ）未
満の熱伝導率を含む、請求項３３１に記載のデバイス。
【請求項３３３】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、ポリマー材料を含む、請求項３２７～
３３２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３４】
　前記ポリマー材料は、以下：熱硬化性ポリマー、ポリイミド、ＰＥＥＫ、ポリエステル
、ポリエチレン、ポリウレタン、ペバックス、ナイロンおよび水和性ポリマーの少なくと
も１つを含む、請求項３３３に記載のデバイス。
【請求項３３５】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１～５０μｍの厚さを含む、請求項３
２７～３３４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３６】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１００μｍ未満の厚さを含む、請求項
３２７～３３４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３７】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、単一の層またはコーティングを含む、
請求項３２７～３３６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２つ以上の層またはコーティングを含
む、請求項３２７～３３６のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３３９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置される、請求項３２７～３３８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４０】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、前記少なくとも１つのシャント部材の
表面に沿って直接配置されていない、請求項３２７～３３８のいずれか一項に記載のデバ
イス。
【請求項３４１】
　少なくとも１つの中間部材または構造は、前記少なくとも１つのシャント部材と前記少
なくとも１つの層またはコーティングとの間に配置される、請求項３４０に記載のデバイ
ス。
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【請求項３４２】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、接着剤を用いて前記少なくとも１つの
シャント部材に固定される、請求項３２７～３４１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４３】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、押込み嵌め接続、ディップ成形または
他の成形技術を用いて前記少なくとも１つの熱シャント部材に固定される、請求項３２７
～３４１のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４４】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を
含む、請求項３２７～３４３のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４５】
　前記少なくとも１つの流体導管は、少なくとも部分的に前記少なくとも１つの熱シャン
ト部材の内部を通って延在する、請求項３２７～３４４のいずれか一項に記載のデバイス
。
【請求項３４６】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンドを含む、請求項３２７～３４５
のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４７】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、炭素系材料を含む、請求項３２７～３４５の
いずれか一項に記載のデバイス。
【請求項３４８】
　組織治療処置中の焼灼部材からの熱除去の方法であって、
　焼灼システムを起動するステップであって、前記システムは、遠位端を含む細長い本体
を含み、焼灼部材は、前記細長い本体の前記遠位端に配置され、
　前記焼灼システムの前記細長い本体は、その遠位端に沿って少なくとも１つの熱シャン
ト部材を含み、前記少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に前記焼灼部
材の内部を通って延在し、少なくとも１つの層またはコーティングは、少なくとも部分的
に前記少なくとも１つの熱シャント部材の外面に沿って配置される、ステップと、
　前記細長い本体の前記遠位端に沿った局所化ホットスポットの可能性を低減させるよう
に、前記細長い本体の前記遠位端に沿って前記焼灼部材によって生成される熱を、前記少
なくとも１つの熱シャント部材を介して少なくとも部分的に除去するステップであって、
　前記細長い本体は、少なくとも部分的に前記細長い本体の内部を通って延在する少なく
とも１つの流体導管または通路をさらに含む、ステップと、
　前記焼灼部材が活性化されると、前記焼灼部材から選択的に熱を除去するように、前記
少なくとも１つの流体導管または通路を通して流体を送達するステップと
を含む方法。
【請求項３４９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、熱的および電気的に絶縁性であり、
　前記焼灼部材は、高周波電極を含み、
　前記少なくとも１つの流体導管または通路は、前記焼灼部材および／または前記焼灼部
材に隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去するように、前記焼灼部材を流
体源に流体連通させて配置するように構成される、請求項３４８に記載の方法。
【請求項３５０】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、熱を保持していない間に熱を迅速に伝達する
ように構成され、前記少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大
きい熱拡散率を含む、請求項３４８または３４９に記載の方法。
【請求項３５１】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で１０００Ω・ｃｍより大きい
電気抵抗率を含む、請求項３４８に記載の方法。
【請求項３５２】
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　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、熱的に絶縁性である、請求項３４８に
記載の方法。
【請求項３５３】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２０℃で０．００１Ｗ／（ｃｍＫ）未
満の熱伝導率を含む、請求項３５１に記載の方法。
【請求項３５４】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、ポリマー材料を含む、請求項３４８～
３５３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５５】
　前記ポリマー材料は、以下：熱硬化性ポリマー、ポリイミド、ＰＥＥＫ、ポリエステル
、ポリエチレン、ポリウレタン、ペバックス、ナイロンおよび水和性ポリマーの少なくと
も１つを含む、請求項３５４に記載の方法。
【請求項３５６】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１～５０μｍの厚さを含む、請求項３
４８～３５５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５７】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、１００μｍ未満の厚さを含む、請求項
３４８～３５５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５８】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、単一の層またはコーティングを含む、
請求項３４８～３５７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３５９】
　前記少なくとも１つの層またはコーティングは、２つ以上の層またはコーティングを含
む、請求項３４８～３５７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６０】
　前記少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンドを含み、前記焼灼部材は、高周
波電極を含む、請求項３５９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
任意の優先権出願に対する参照による援用
　本出願は、２０１６年３月１５日に出願された米国仮特許出願第６２／３０８，４６１
号明細書、２０１６年３月３０日に出願された米国仮特許出願第６２／３１５，６６１号
明細書、２０１６年４月１５日に出願された米国仮特許出願第６２／３２３，５０２号明
細書、および２０１６年１１月４日に出願された米国仮特許出願第６２／４１８，０５７
号明細書に対する優先権を主張し、それらの各々の全内容が全体として参照により本明細
書に援用される。
【背景技術】
【０００２】
　種々の臨床疾患を治療するために、組織焼灼を使用する場合がある。例えば、組織焼灼
を用いて、本来、心筋に異常な電気信号を伝導するであろう異常経路を少なくとも部分的
に破壊する（例えば、少なくとも部分的にまたは完全に焼灼する、遮断する、阻止する、
その伝導を終わらせる、他の方法で影響を与える等）により、心臓不整脈を治療すること
ができる。クライオ焼灼、マイクロ波焼灼、高周波（ＲＦ）焼灼および高周波超音波焼灼
を含む、いくつかの焼灼技法が開発された。心臓用途の場合、こうした技法は、通常、臨
床医によって行われ、臨床医は、静脈血管系を介して心内膜に焼灼チップを有するカテー
テルを導入し、触覚フィードバック、マッピング心電図（ＥＣＧ）信号、解剖学的構造お
よび／またはＸ線透視撮像に基づき、臨床医が心内膜の適切な領域であると考える場所に
隣接して焼灼チップを位置決めし、選択された領域の表面を冷却するように灌注液の流れ
を作動させ、次いで、ある期間、選択された領域において組織を破壊するのに十分である



(36) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

と考えられる電力で焼灼チップを作動させる。１つまたは複数の電極を用いる高周波エネ
ルギー送達を含む焼灼処置では、臨床医は、電極と焼灼される組織との間の安定かつ均一
な接触を確立しようとする。
【０００３】
　電気生理学処置の成功には、解剖学的基質に関する正確な知識が必要である。さらに、
焼灼処置は、その完了後の短期間内に評価される可能性がある。心臓焼灼カテーテルは、
通常、標準的なマッピング電極のみを支持する。心臓焼灼カテーテルは、高分解能マッピ
ング電極を組み込む場合がある。こうした高分解能マッピング電極は、解剖学的基質およ
び焼灼処置の転帰に関するより正確かつより詳細な情報を提供する。高分解能マッピング
電極により、電気生理学は、電位図の形態、それらの振幅および幅を精密に評価し、ペー
シング閾値の変化を求めることができる可能性がある。形態、振幅およびペーシング閾値
は、焼灼の転帰に関する有用な情報を提供する、許容されかつ信頼性の高い電気生理学（
ＥＰ）マーカである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体と、細長い本
体の遠位端に配置された電極と、電極が活性化されると、電極および電極によって治療さ
れている組織の少なくとも一方から選択的に熱を除去するように、熱吸収要素を電極と熱
連通させて配置する少なくとも１つの熱シャント部材であって、使用中に電極から熱を放
散させかつ除去するように、電極の内部を通って延在し、少なくとも１つの熱シャント部
材が細長い本体の外部まで延在しないように少なくとも１つの層またはコーティングを含
む、少なくとも１つの熱シャント部材と、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って
、かつ少なくとも部分的に少なくとも１つの熱シャント部材の内部を通って延在する少な
くとも１つの流体導管であって、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも１つの
流体導管と熱連通し、少なくとも１つの流体導管は、電極または組織から選択的に熱を除
去するように、電極を流体源と流体連通させて配置するように構成される、少なくとも１
つの流体導管とを含む。
【０００５】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい熱拡散率を含み、電極は、複合電極を含み、複合電極は、第１の電極部分
および少なくとも第２の電極部分を含み、電気絶縁ギャップは、標的解剖学的エリアに沿
った高分解能マッピングを促進するように第１の電極部分と少なくとも第２の電極部分と
の間に配置され、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含む。
【０００６】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された焼灼部材と、焼灼部材
が活性化されると、焼灼部材または焼灼部材によって治療されている組織の少なくとも一
部から選択的に熱を除去するように、熱分流要素を焼灼部材と熱連通させて配置する少な
くとも１つの熱シャント部材であって、少なくとも１つの熱シャントの熱分流要素は、使
用中に焼灼部材によって生成される熱を除去しかつ放散させるのに役立つように、少なく
とも部分的に焼灼部材の内部を通って延在する、少なくとも１つの熱シャント部材と、少
なくとも部分的に少なくとも１つの熱シャント部材の外面に沿って配置された少なくとも
１つの層またはコーティングと、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する
少なくとも１つの流体導管であって、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも１
つの流体導管と熱連通している、少なくとも１つの流体導管とを含む。
【０００７】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶
縁性であり、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも部分的に少なくとも１つの熱シャ
ント部材の内部を通って延在し、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部
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を含み、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率
を含む。
【０００８】
　いくつかの実施形態によれば、組織治療処置中の焼灼部材からの熱除去の方法は、焼灼
システムを起動するステップであって、システムは、遠位端を含む細長い本体を含み、焼
灼部材は、細長い本体の遠位端に配置され、焼灼システムの細長い本体は、その遠位端に
沿って少なくとも１つの熱シャント部材を含み、少なくとも１つの熱シャント部材は、少
なくとも部分的に焼灼部材の内部を通って延在し、少なくとも１つの層またはコーティン
グは、少なくとも部分的に少なくとも１つの熱シャント部材の外面に沿って配置される、
ステップと、細長い本体の遠位端に沿った局所化ホットスポットの可能性を低減させるよ
うに、細長い本体の遠位端に沿って焼灼部材によって生成される熱を、少なくとも１つの
熱シャント部材を介して少なくとも部分的に除去するステップであって、細長い本体は、
少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または
通路をさらに含む、ステップと、焼灼部材が活性化されると、焼灼部材から選択的に熱を
除去するように、少なくとも１つの流体導管または通路を通して流体を送達するステップ
とを含む。
【０００９】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの層またはコーティングは、電気的に絶
縁性である。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティングは、２０
℃で１０００Ωｃｍより大きい電気抵抗率を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも
１つの層またはコーティングは、熱的に絶縁性である。いくつかの実施形態では、少なく
とも１つの層またはコーティングは、２０℃で０．００１Ｗ／（ｃｍＫ）未満の熱伝導率
を含む。いくつかの構成では、少なくとも１つの層またはコーティングは、ポリマー材料
（例えば、熱硬化性ポリマー、ポリイミド、ＰＥＥＫ、ポリエステル、ポリエチレン、ポ
リウレタン、ペバックス、ナイロンおよび／または水和性ポリマー等）を含む。いくつか
の実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティングは、１～５０μｍの厚さを含む
。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティングは、１００μｍ未満
の厚さを含む。いくつかの構成では、少なくとも１つの層またはコーティングは、単一の
層またはコーティングを含む。他の実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティン
グは、２つ以上の層またはコーティングを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１
つの層またはコーティングは、少なくとも１つのシャント部材の表面に沿って直接配置さ
れる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティングは、少なくとも
１つのシャント部材の表面に沿って直接配置されていない。いくつかの実施形態では、少
なくとも１つの中間部材または構造は、少なくとも１つのシャント部材と少なくとも１つ
の層またはコーティングとの間に配置される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つ
の層またはコーティングは、接着剤を用いて少なくとも１つのシャント部材に固定される
。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの層またはコーティングは、押込み嵌め接続
、ディップ成形または他の成形技術を用いて少なくとも１つの熱シャント部材に固定され
る。
【００１０】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい熱拡散率を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント
部材は、ダイヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では
、少なくとも１つの熱シャント部材は、グラフェンまたは別の炭素系材料を含む。
【００１１】
　いくつかの実施形態によれば、電極は、複合電極を含み、複合電極は、第１の電極部分
および少なくとも第２の電極部分を含み、電気絶縁ギャップは、第１の電極部分と少なく
とも第２の電極部分との間に配置される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流
体導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通している。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と間接熱連通して
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いる。いくつかの構成では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含
み、少なくとも１つの開口部は、少なくとも１つの流体導管を通過する灌注流体を少なく
とも１つの熱シャント部材の少なくとも一部と直接物理的に接触させて配置する。
【００１２】
　いくつかの実施形態によれば、治療されている標的解剖学的位置に関するデータを処理
するように構成されたマッピングシステムは、少なくとも１つのプロセッサであって、コ
ンピュータ可読媒体に格納された特定の命令の実行時、標的解剖学的位置のマッピングデ
ータを受信および処理し、かつ標的解剖学的位置の３次元モデルを生成するように構成さ
れる、少なくとも１つのプロセッサと、標的解剖学的位置の３次元モデルをユーザに表示
する少なくとも１つの出力デバイスとを含み、プロセッサは、別個の焼灼システムの少な
くとも１つの構成要素に動作可能に結合されるように構成され、別個の焼灼システムは、
標的解剖学的位置の少なくとも一部を選択的に焼灼するように構成され、別個の焼灼シス
テムは、カテーテルの遠位端に沿って配置された少なくとも１つの電極を含み、少なくと
も１つのプロセッサは、別個の焼灼システムから焼灼データを受信するように構成され、
焼灼データは、標的解剖学的位置の組織に沿って行われる少なくとも１つの焼灼に関し、
マッピングシステムは、標的解剖学的位置の３次元モデルに対する少なくとも１つの電極
のリアルタイムの位置を求めて、ユーザが標的解剖学的位置の組織を焼灼することを支援
するように構成され、少なくとも１つのプロセッサは、少なくとも１つの出力デバイスに
おける表現を生成するように構成され、表現は、標的解剖学的位置の３次元モデル、少な
くとも１つの電極のリアルタイムの位置、および別個の焼灼システムから受信される焼灼
データの少なくとも一部を含む。
【００１３】
　いくつかの実施形態によれば、治療されている標的解剖学的位置に関するデータを処理
するように構成されたマッピングシステムは、少なくとも１つのプロセッサを含み、プロ
セッサは、コンピュータ可読媒体に格納された特定の命令の実行時、標的解剖学的位置の
マッピングデータを受信および処理し、かつ標的解剖学的位置の３次元モデルを生成する
ように構成され、少なくとも１つのプロセッサは、標的解剖学的位置の３次元モデルをユ
ーザに表示する少なくとも１つの出力デバイスに動作可能に結合されるように構成され、
プロセッサは、別個の焼灼システムの少なくとも１つの構成要素に動作可能に結合される
ように構成され、別個の焼灼システムは、標的解剖学的位置の少なくとも一部を選択的に
焼灼するように構成され、別個の焼灼システムは、カテーテルの遠位端に沿って配置され
た少なくとも１つの電極を含み、少なくとも１つのプロセッサは、別個の焼灼システムか
ら焼灼データを受信するように構成され、焼灼データは、標的解剖学的位置の組織に沿っ
て行われる少なくとも１つの焼灼に関し、マッピングシステムは、標的解剖学的位置の３
次元モデルに対する少なくとも１つの電極のリアルタイムの位置を求めて、ユーザが標的
解剖学的位置の組織を焼灼することを支援するように構成され、少なくとも１つのプロセ
ッサは、少なくとも１つの出力デバイスにおける表現を生成するように構成され、表現は
、標的解剖学的位置の３次元モデル、少なくとも１つの電極のリアルタイムの位置、およ
び別個の焼灼システムから受信される焼灼データの少なくとも一部を含む。
【００１４】
　いくつかの実施形態によれば、別個の焼灼システムは、マッピングシステムを備える単
一のシステム内に組み込まれる。いくつかの実施形態では、マッピングシステムの少なく
とも１つのプロセッサは、少なくとも１つの別個のマッピングシステムに動作可能に結合
されるように構成され、少なくとも１つの別個のマッピングシステムは、標的解剖学的位
置のＥＧＭまたは他の電気活動データを取得および処理するように構成される。一実施形
態では、少なくとも１つの別個のマッピングシステムは、複数のマッピング電極を含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも１つの別個のマッピングシステムは、マッピングシ
ステムに統合される。
【００１５】
　いくつかの実施形態によれば、先行する請求項の任意のもののシステムであって、焼灼
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データは、以下：電極の向き、治療されている組織に関する温度データ、システム内に含
まれる１つまたは複数のセンサの温度データ、定性的または定量的接触情報、インピーダ
ンス情報、焼灼システムによって生成される損傷部の長さまたは幅、焼灼システムによっ
て生成される損傷部の体積、対象の心拍数データおよび対象の血圧データ等の１つまたは
複数を含む、システムである。
【００１６】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの出力デバイスにおける表現は、ＥＧＭ
データ、ロータマップデータおよび／または他の電気活動データをさらに含む。いくつか
の実施形態では、ＥＧＭデータ、ロータマップデータおよび／または他の電気活動データ
は、マッピングシステムに動作可能に結合される別個のマッピングシステムを介して少な
くとも１つのプロセッサによって受信される。
【００１７】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの出力デバイスにおける表現のデータは
、テキストによってかつ／またはグラフィカルに提供される。いくつかの実施形態では、
焼灼データの少なくとも一部は、少なくとも１つの出力デバイスにおいて対応する焼灼位
置に沿ってまたはその近くに表示される。
【００１８】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼データの少なくとも一部は、少なくとも１つの出力
デバイスの表現において断続的に表示されるように構成される。いくつかの実施形態では
、焼灼データの少なくとも一部は、ユーザによって選択されたときに少なくとも１つの出
力デバイスの表現に表示される。いくつかの実施形態では、焼灼データの少なくとも一部
は、選択デバイスを用いて特定の治療位置を選択することによって表現に表示されるよう
に構成される。一実施形態では、選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤルまた
は別のタイプの操作可能コントローラを含む。いくつかの構成では、選択デバイスは、タ
ッチスクリーンを含み、ユーザは、自らの指を用いてタッチスクリーン上で選択を行うこ
とができる。
【００１９】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、焼灼システム（例えば、少なくとも１つの
遠位側電極または他のエネルギー送達部材、発生器等を含む焼灼システム）をさらに含む
。いくつかの実施形態では、焼灼システムは、高周波焼灼システムを含む。
【００２０】
　いくつかの実施形態によれば、プロセッサは、マッピングシステムの一部である。いく
つかの実施形態では、プロセッサは、マッピングシステムの一部ではないが、マッピング
システムに動作可能に結合される。一実施形態では、プロセッサは、別個の焼灼システム
の一部である。一実施形態では、プロセッサは、マッピングシステムに結合される独立型
インタフェースユニットの一部である。
【００２１】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスからのデータをマッピングデータと統合す
る方法は、マッピングシステムを用いて標的解剖学的位置の３次元マップを生成するステ
ップと、焼灼システムから焼灼データを受信するステップと、３次元マップと焼灼データ
の少なくとも一部とを単一の出力デバイス（例えば、モニタ、スクリーン等）に表示する
ステップとを含む。
【００２２】
　いくつかの実施形態によれば、マッピングシステムは、電気解剖学的ナビゲーションシ
ステムを含む。いくつかの実施形態では、マッピングシステムおよび焼灼システムは、単
一のシステムに組み込まれる。他の実施形態では、マッピングシステムおよび焼灼システ
ムは、互いに別個である。いくつかの実施形態では、本方法は、第２のマッピングシステ
ムから電気活動データを受信するステップをさらに含む。いくつかの実施形態では、電気
活動データは、ＥＧＭ活動データ、ロータマッピングデータ、および／または他の任意の
電気データを含む。
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【００２３】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼データは、以下：電極の向き、治療されている組織
に関する温度データ、システム内に含まれる１つまたは複数のセンサの温度データ、定性
的または定量的接触情報、インピーダンス情報、焼灼システムによって生成される損傷部
の長さまたは幅、焼灼システムによって生成される損傷部の体積、対象の心拍数データお
よび対象の血圧データ等の１つまたは複数を含む。
【００２４】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼データは、出力デバイスにおいてテキストによって
かつ／またはグラフィカルに提供される。いくつかの実施形態では、焼灼データの少なく
とも一部は、出力デバイスにおいて対応する焼灼位置に沿ってまたはその近くに表示され
る。いくつかの実施形態では、焼灼データの少なくとも一部は、出力デバイスにおいて断
続的に表示されるように構成される。
【００２５】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼データの少なくとも一部は、ユーザによって選択さ
れたときに出力デバイスに表示される。いくつかの実施形態では、焼灼データの少なくと
も一部は、選択デバイスを用いて特定の治療位置を選択することによって表示されるよう
に構成される。いくつかの構成では、選択デバイスは、マウス、タッチパッド、ダイヤル
または別のタイプの操作可能コントローラを含む。いくつかの実施形態では、選択デバイ
スは、タッチスクリーンを含み、ユーザは、自らの指を用いてタッチスクリーン上で選択
を行うことができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態によれば、本方法は、標的解剖学的位置に沿ったあり得るギャップ
をユーザに警告するステップをさらに含む。一実施形態では、ユーザに警告するステップ
は、出力デバイスにおいてギャップを強調表示することを含む。
【００２７】
　いくつかの実施形態によれば、心臓組織の焼灼および高分解能のためのデバイスは、遠
位端を含む細長い本体（例えば、カテーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端
に沿って配置された電極アセンブリであって、第１の電極部分と、第１の電極部分に隣接
して配置された第２の電極部分であって、前記第１の電極部分および前記第２の電極部分
は、対象の組織と接触し、かつ組織を少なくとも部分的に焼灼するのに十分な高周波エネ
ルギーを送達するように構成されている、少なくとも１つの第２の電極部分と、第１の電
極部分と第２の電極部分との間に配置された少なくとも１つの電気絶縁ギャップであって
、第１の電極部分と第２の電極部分とを分離するギャップ幅を有する、少なくとも１つの
電気絶縁ギャップと、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内に配置された少なくとも１つ
のセパレータであって、第１の電極部分の近位端および第２の電極部分の遠位端と接触す
る少なくとも１つのセパレータとを含む、電極アセンブリとを含む。デバイスは、エネル
ギー送達モジュールを第１の電極部分および第２の電極部分のうちの少なくとも１つに電
気的に結合するように構成された少なくとも１つの導体であって、エネルギー送達モジュ
ールに電気的に結合され、第１の電極部分および第２の電極部分に提供されるエネルギー
の周波数は高周波範囲内にある少なくとも１つの導体をさらに含む。
【００２８】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、第１の電極部分を第２の電極部分に電気的
に結合し、かつ第１の電極部分および第２の電極部分を介して焼灼エネルギーを送達する
ために使用される周波数で低インピーダンスを示す（例えば、２つの電極部分を有効に短
くする）ように構成されたフィルタリング素子をさらに含み、フィルタリング素子は、コ
ンデンサを含み、コンデンサは、５０～３００ｎＦ（例えば、１００ｎＦ、５０～１００
ｎＦ、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００～２５０ｎＦ、２５０～３００
ｎＦ、上記範囲間の値等）の静電容量を含み、細長い本体は、少なくとも１つの灌注通路
を含み、前記少なくとも１つの灌注通路は、第１の電極部分まで延在し、第１の電極部分
は、少なくとも１つの灌注通路と流体連通している少なくとも１つの出口ポートを含み、
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ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍｍであり（例えば、０．２ｍｍ、０．２～０．３
ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７
ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値
、０．２ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）、約３オーム（Ω）より低い（例えば、
０～１オーム、１～２オーム、２～３オーム、上記範囲間の値等）直列インピーダンスは
、動作ＲＦ周波数範囲で第１の電極部分および第２の電極部分にわたって導入され、動作
ＲＦ周波数範囲は、２００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ（例えば、２００～３００ｋＨｚ、３００
～４００ｋＨｚ、４００～５００ｋＨｚ、５００～６００ｋＨｚ、６００～７００ｋＨｚ
、７００～８００ｋＨｚ、８００～９００ｋＨｚ、９００～１０００ｋＨｚ、最大１０Ｍ
Ｈｚ、または上記値の範囲間の高い方の周波数等）である。本明細書では、電極部分また
はセクションは、電極と同義で使用する場合がある。
【００２９】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、電極アセンブリの遠位端に形成された別個
の開口部内に配置された第１の複数の温度測定デバイスであって、電極アセンブリから熱
的に絶縁されている第１の複数の温度測定デバイス（例えば、熱電対、他の温度センサ等
）と、電極アセンブリの近位端に関連して配置された別個の開口部内に配置された第２の
複数の温度測定デバイス（例えば、熱電対、他の温度センサ等）であって、電極アセンブ
リから熱的に絶縁されている第２の複数の温度測定デバイスとであって、第１の複数の温
度測定デバイスおよび第２の複数の温度測定デバイスから求められる温度測定値により、
治療されている組織に対する電極アセンブリの向きの判断が容易になる、第１の複数の温
度測定デバイスおよび第２の複数の温度測定デバイスと、熱吸収要素を電極アセンブリと
熱連通させて、電極アセンブリが活性化されると、電極アセンブリおよび電極アセンブリ
によって治療されている組織の少なくとも１つから選択的に熱を除去する少なくとも１つ
の熱シャント部材と、電極アセンブリにある範囲の周波数を送達するように構成された信
号源を含む接触検知サブシステムと、処理デバイスであって、信号源によって電極アセン
ブリに上記周波数の範囲内の異なる周波数が印可されている間にインピーダンス測定値を
取得し、異なる周波数で取得されたインピーダンス測定値を処理し、およびインピーダン
ス測定値の前記処理に基づき、電極アセンブリが組織と接触しているか否かを判断するよ
うに構成された処理デバイスとをさらに含み、細長い本体は、少なくとも１つの灌注通路
を含み、前記少なくとも１つの灌注通路は、第１の電極部分まで延在する。
【００３０】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、電極アセンブリの遠位端に形成された別個
の開口部内に配置された第１の複数の温度測定デバイス（例えば、熱電対、他の温度セン
サ等）であって、電極アセンブリから熱的に絶縁されている第１の複数の温度測定デバイ
スと、電極アセンブリの近位端に関連して配置された別個の開口部内に配置された第２の
複数の温度測定デバイス（例えば、熱電対、他の温度センサ等）であって、電極アセンブ
リから熱的に絶縁されている第２の複数の温度測定デバイスとをさらに含み、第１の複数
の温度測定デバイスおよび第２の複数の温度測定デバイスから求められる温度測定値によ
り、治療されている組織に対する電極アセンブリの向きの判断が容易になる。
【００３１】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、熱吸収要素を電極アセンブリと熱連通させ
て、電極アセンブリが活性化されると、電極アセンブリおよび電極アセンブリによって治
療されている組織の少なくとも１つから選択的に熱を除去する少なくとも１つの熱シャン
ト部材をさらに含む。
【００３２】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、電極アセンブリにある範囲の周波数を送達
するように構成された信号源を含む接触検知サブシステムと、処理デバイスであって、信
号源によって電極アセンブリに上記周波数の範囲内の異なる周波数が印可されている間に
インピーダンス測定値を取得し、異なる周波数で取得されたインピーダンス測定値を処理
し、およびインピーダンス測定値の前記処理に基づき、電極アセンブリが組織と接触して
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いるか否かを判断するように構成された処理デバイスとをさらに含む。
【００３３】
　いくつかの実施形態によれば、フィルタリング素子は、コンデンサを含む。いくつかの
実施形態では、コンデンサは、５０～３００ｎＦ（例えば、１００ｎＦ、５０～１００ｎ
Ｆ、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００～２５０ｎＦ、２５０～３００ｎ
Ｆ、上記範囲間の値等）の静電容量を含む。
【００３４】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的
に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管（例えば、内部通路）と
熱連通し、少なくとも１つの流体導管は、電極を流体源と流体連通させて、電極アセンブ
リおよび／または電極アセンブリに隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去
するように構成される。
【００３５】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい熱拡散率を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント
部材は、ダイヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）を含む。
【００３６】
　いくつかの実施形態によれば、第２の複数の温度測定デバイスは、細長い本体の遠位端
の長手方向軸に対して実質的に垂直である平面に沿って配置され、かつ第１の複数の温度
測定デバイスに対して近位側に離間されている。いくつかの実施形態では、温度測定デバ
イスの各々は、熱電対、サーミスタ、および／あるいは他の任意のタイプの温度センサま
たは温度測定デバイスもしくは構成要素を含む。いくつかの実施形態では、第１の複数の
温度測定デバイスは、少なくとも３つ（例えば、３、４、５、６、７つ以上等）の温度セ
ンサを含み、第２の複数の温度測定デバイスは、少なくとも３つ（例えば、３、４、５、
６、７つ以上等）の温度センサを含む。
【００３７】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、高分解能マッピングを容易にする手段をさ
らに含む。いくつかの実施形態では、第１の電極部分と第２の電極部分とを電気的に分離
することにより、標的解剖学的領域に沿った高分解能マッピングが容易になる。いくつか
の実施形態では、デバイスは、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内に配置された少なく
とも１つのセパレータをさらに含む。一実施形態では、少なくとも１つのセパレータは、
第１の電極の近位端および第２の電極部分の遠位端と接触する。
【００３８】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、エネルギー送達モジュールを第１の電極お
よび第２の電極の少なくとも１つに電気的に結合するように構成された少なくとも１つの
導体をさらに含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの導体は、エネルギー送達
モジュールに電気的に結合される。
【００３９】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの
周波数は、高周波範囲内にある。いくつかの実施形態では、第１の電極および第２の電極
にわたって導入される直流インピーダンスは、（ｉ）電極部分をエネルギー送達モジュー
ルに電気的に結合する導体のインピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組織のイン
ピーダンスより低い。いくつかの実施形態では、ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍ
ｍ（例えば、０．５ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍ
ｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍ
ｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値、０．２ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等
）である。いくつかの実施形態では、細長い本体（例えば、カテーテル）は、少なくとも
１つの灌注通路を含み、前記少なくとも１つの灌注通路は、第１の電極まで延在する。
【００４０】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも第２の電極は、第２の電極部分および第３の
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電極部分を含み、第２の電極部分は、第１の電極部分と第３の電極部分との間に軸方向に
配置され、電気絶縁ギャップは、第２の電極部分と第３の電極部分とを分離する。いくつ
かの実施形態では、焼灼された組織表面に対するマッピングされた組織表面の比を増大さ
せるように、第１の電極部分と第２の電極部分との間および第２の電極部分と第３の電極
部分との間にギャップが含まれる。いくつかの実施形態では、比は、０．２～０．８（例
えば、０．２～０．３、０．３～０．４、０．４～０．５、０．５～０．６、０．６～０
．７、０．７～０．８、上記範囲間の比等）である。いくつかの実施形態では、デバイス
は、第２の電極部分と第３の電極部分との間のギャップ内に配置されたセパレータをさら
に含む。
【００４１】
　いくつかの実施形態によれば、組織をマッピングおよび焼灼するデバイスは、近位端お
よび遠位端を含む細長い本体（例えば、カテーテル、他の医療器具等）、細長い本体に配
置された第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と、第１の電極に隣接して配
置された少なくとも第２の電極（または電極部分もしくはセクション）であって、第１の
電極および第２の電極が対象の組織と接触し、かつ組織を少なくとも部分的に焼灼するの
に十分な高周波エネルギーを送達するように構成されている、少なくとも１つの第２の電
極と、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と第２の電極（または電極部分
もしくはセクション）との間に配置された少なくとも１つの電気絶縁ギャップであって、
第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と第２の電極（または電極部分もしく
はセクション）とを分離するギャップ幅を有する、少なくとも１つの電気絶縁ギャップと
、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）を第２の電極（または電極部分もし
くはセクション）に電気的に結合し、かつ第１の電極（または電極部分もしくはセクショ
ン）および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）を介して焼灼エネルギーを
送達するために使用される周波数で低インピーダンスを示す（例えば、２つの電極、部分
またはセクションを有効に短くする）ように構成されたフィルタリング素子と、を含む。
【００４２】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、高分解能マッピングを容易にする手段をさ
らに含む。いくつかの実施形態では、第１の電極と第２の電極（または電極部分もしくは
セクション）とを電気的に分離することにより、標的解剖学的領域（例えば、心臓組織）
に沿った高分解能マッピングが容易になる。いくつかの実施形態では、デバイスは、少な
くとも１つの電気絶縁ギャップ内に配置された少なくとも１つのセパレータをさらに含む
。一実施形態では、少なくとも１つのセパレータは、第１の電極（または電極部分もしく
はセクション）の近位端および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）の遠位
端と接触する。いくつかの実施形態では、デバイスは、エネルギー送達モジュールを第１
の電極（または電極部分もしくはセクション）および第２の電極（または電極部分もしく
はセクション）の少なくとも１つに電気的に結合するように構成された少なくとも１つの
導体をさらに含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの導体は、エネルギー送達
モジュールに電気的に結合される。
【００４３】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの
周波数は、高周波範囲内にある。いくつかの実施形態では、フィルタリング素子は、コン
デンサを含む。いくつかの実施形態では、コンデンサは、５０～３００ｎＦ（例えば、１
００ｎＦ、５０～１００ｎＦ、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００～２５
０ｎＦ、２５０～３００ｎＦ、上記範囲間の値等）の静電容量を含む。いくつかの実施形
態では、コンデンサは、１００ｎＦの静電容量を含む。いくつかの実施形態では、約３オ
ーム（Ω）より低い（例えば、０～１オーム、１～２オーム、２～３オーム、上記範囲間
の値等）直列インピーダンスは、動作ＲＦ周波数範囲で第１の電極および第２の電極にわ
たって導入される。いくつかの実施形態では、動作ＲＦ周波数範囲は、２００ｋＨｚ～１
０ＭＨｚ（例えば、２００～３００ｋＨｚ、３００～４００ｋＨｚ、４００～５００ｋＨ
ｚ、５００～６００ｋＨｚ、６００～７００ｋＨｚ、７００～８００ｋＨｚ、８００～９
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００ｋＨｚ、９００～１０００ｋＨｚ、最大１０ＭＨｚ、または上記値の範囲間の高い方
の周波数等）である。
【００４４】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極にわたって導入される直流
インピーダンスは、（ｉ）電極をエネルギー送達モジュールに電気的に結合する導体のイ
ンピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組織のインピーダンスより低い。いくつか
の実施形態では、ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍｍ（例えば、０．２ｍｍ、０．
２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．
６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記
範囲間の値、０．２ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）である。いくつかの実施形態
では、ギャップ幅は、０．５ｍｍである。
【００４５】
　いくつかの実施形態によれば、細長い本体は、少なくとも１つの灌注通路を含み、少な
くとも１つの灌注通路は、第１の電極まで延在する。いくつかの実施形態では、第１の電
極（または電極部分もしくはセクション）は、少なくとも１つの灌注通路と流体連通して
いる少なくとも１つの出口ポートを含む。
【００４６】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも第２の電極（または電極部分もしくはセクシ
ョン）は、第２の電極（または電極部分もしくはセクション）および第３の電極（または
電極部分もしくはセクション）を含み、第２の電極（または電極部分もしくはセクション
）は、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分
もしくはセクション）との間に軸方向に配置され、電気絶縁ギャップは、第２の電極（ま
たは電極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクション）
とを分離する。いくつかの実施形態では、焼灼された組織表面に対するマッピングされた
組織表面の比を増大させるように、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と
第２の電極（または電極部分もしくはセクション）との間および第２の電極（または電極
部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクション）との間に
ギャップが含まれる。いくつかの実施形態では、比は、０．２～０．８（例えば、０．２
～０．３、０．３～０．４、０．４～０．５、０．５～０．６、０．６～０．７、０．７
～０．８、上記範囲間の比等）である。いくつかの実施形態では、デバイスは、第２の電
極（または電極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクシ
ョン）との間のギャップ内に配置されたセパレータをさらに含む。
【００４７】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、カテーテルの遠位端に配置された第１
の電極（または電極部分もしくはセクション）と、第１の電極（または電極部分もしくは
セクション）の近位側の位置に配置された少なくとも第２の電極（または電極部分もしく
はセクション）であって、第１の電極及び第２の電極が対象の組織（例えば、心臓組織、
他の標的解剖学的組織等）と接触し、かつ組織を少なくとも部分的に焼灼するのに十分な
エネルギーを送達するように構成される、少なくとも１つの第２の電極と、第１の電極（
または電極部分もしくはセクション）と第２の電極（または電極部分もしくはセクション
）との間に配置された電気絶縁ギャップであって、第１の電極（または電極部分もしくは
セクション）と第２の電極（または電極部分もしくはセクション）とを分離するギャップ
幅を含む、電気絶縁ギャップと、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）を第
２の電極（または電極部分もしくはセクション）に電気的に結合するフィルタリング素子
と、を含む。
【００４８】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と第
２の電極（または電極部分もしくはセクション）とを電気的に分離することにより、標的
解剖学的領域に沿った高分解能マッピングが容易になる。いくつかの実施形態では、デバ
イスは、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内に配置された少なくとも１つのセパレータ
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をさらに含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのセパレータは、第１の電極（
または電極部分もしくはセクション）の近位端および第２の電極（または電極部分もしく
はセクション）の遠位端と接触する。
【００４９】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、第１の電極（または電極部分もしくはセク
ション）および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）の少なくとも１つに通
電するように構成された少なくとも１つの導体をさらに含む。一実施形態では、少なくと
も１つの導体は、エネルギー送達モジュール（例えば、ＦＲ発生器）に電気的に結合され
る。
【００５０】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、電気生理学レコーダに接続するための手段
をさらに含む。いくつかの実施形態では、デバイスは、電気生理学レコーダに接続するよ
うに構成される。
【００５１】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの
周波数は、高周波（ＲＦ）範囲内にある。いくつかの実施形態では、動作ＲＦ周波数範囲
は、２００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ（例えば、２００～３００ｋＨｚ、３００～４００ｋＨｚ
、４００～５００ｋＨｚ、５００～６００ｋＨｚ、６００～７００ｋＨｚ、７００～８０
０ｋＨｚ、８００～９００ｋＨｚ、９００～１０００ｋＨｚ、最大１０ＭＨｚ、または上
記範囲間の高い方の周波数等）である。いくつかの実施形態では、フィルタリング素子は
、コンデンサを含む。いくつかの実施形態では、コンデンサは、５０～３００ｎＦ（例え
ば、１００ｎＦ、５０～１００ｎＦ、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００
～２５０ｎＦ、２５０～３００ｎＦ、上記範囲間の値等）の静電容量を含む。いくつかの
実施形態では、３オーム（Ω）より低い（例えば、０～１オーム、１～２オーム、２～３
オーム、上記範囲間の値等）直列インピーダンスは、５００ｋＨｚで第１の電極（または
電極部分もしくはセクション）および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）
にわたって導入される。
【００５２】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極にわたって導入される直流
インピーダンスは、（ｉ）電極をエネルギー送達モジュールに電気的に結合する導体のイ
ンピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組織のインピーダンスより低い。いくつか
の実施形態では、ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍｍ（例えば、０．２ｍｍ、０．
２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．
６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記
範囲間の値、０．２ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）である。一実施形態では、ギ
ャップ幅は、０．５ｍｍである。
【００５３】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも第２の電極（または電極部分もしくはセクシ
ョン）は、第２の電極（または電極部分もしくはセクション）および第３の電極（または
電極部分もしくはセクション）を含み、第２の電極（または電極部分もしくはセクション
）は、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分
もしくはセクション）との間に軸方向に配置され、電気絶縁ギャップは、第２の電極（ま
たは電極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクション）
とを分離する。いくつかの実施形態では、セパレータが第２の電極（または電極部分もし
くはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクション）との間のギャップ
内に配置される。いくつかの実施形態では、焼灼された組織表面に対するマッピングされ
た組織表面の比を増大させるように、第１の電極（または電極部分もしくはセクション）
と第２の電極（または電極部分もしくはセクション）との間および第２の電極（または電
極部分もしくはセクション）と第３の電極（または電極部分もしくはセクション）との間
にギャップが含まれる。いくつかの実施形態では、比は、０．２～０．８（例えば、０．
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２～０．３、０．３～０．４、０．４～０．５、０．５～０．６、０．６～０．７、０．
７～０．８、上記範囲間の比等）である。
【００５４】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、電気生理学レコーダに接続するための手段
をさらに含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学レコーダに接続するよ
うに構成される。いくつかの実施形態では、システムは、焼灼デバイスと、（ｉ）デバイ
スに選択的に通電する発生器および（ｉｉ）電気生理学レコーダの少なくとも１つとを含
む。
【００５５】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスにエネルギーを送達する方法は、カテーテ
ル（または他の医療器具）に配置されたスプリットチップまたはスプリットセクション電
極に通電するステップであって、スプリットチップまたはスプリットセクション電極は、
第１の電極（または電極部分もしくはセクション）および第２の電極（または電極部分も
しくはセクション）を含み、第１の電極および第２の電極は、対象の組織と接触し、かつ
少なくとも部分的に組織を焼灼するのに十分なエネルギーを送達するように構成される、
ステップを含み、電気絶縁ギャップは、第１の電極と第２の電極との間に配置され、電気
絶縁ギャップは、第１の電極と第２の電極とを分離するギャップ幅を含み、フィルタリン
グ要素は、第１の電極を第２の電極に電気的に結合し、第１の電極と第２の電極とを電気
的に分離することにより、標的解剖学的領域に沿った高分解能マッピングが容易になる。
【００５６】
　いくつかの実施形態によれば、本方法は、第１の電極（または電極部分もしくはセクシ
ョン）および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）から高分解能マッピング
データを受信するステップをさらに含み、高分解能マッピングデータは、第１の電極（ま
たは電極部分もしくはセクション）および第２の電極（または電極部分もしくはセクショ
ン）に隣接する対象の組織に関する。いくつかの実施形態では、高分解能マッピングデー
タを受信するステップは、カテーテルに配置されたスプリットチップ電極に通電する前、
通電する間または通電した後に発生する。
【００５７】
　いくつかの実施形態によれば、対象の組織をマッピングする方法は、複合チップ電極（
例えば、スプリットチップまたはスプリットセクション電極）を用いて高分解能マッピン
グデータを受信するステップを含み、前記複合チップ電極は、カテーテルに配置されかつ
電気絶縁ギャップで分離される第１の電極および第２の電極または第１の電極部分および
第２の電極部分を含み、フィルタリング素子は、動作ＲＦ範囲で第１の電極を第２の電極
に電気的に結合し、第１の電極および第２の電極を絶縁することにより、標的解剖学的領
域に沿った高分解能マッピングが促進される。
【００５８】
　いくつかの実施形態によれば、本方法は、対象の組織を少なくとも部分的に焼灼するの
に十分なエネルギーを送達するように、第１の電極および第２の電極の少なくとも１つに
通電するステップをさらに含む。いくつかの実施形態では、高分解能マッピングデータは
、第１の電極および第２の電極に隣接する対象の組織に関する。いくつかの実施形態では
、高分解能マッピングデータを受信するステップは、カテーテルに配置されたスプリット
チップまたはスプリットセクション電極に通電する前、通電する間または通電した後に発
生する。
【００５９】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内にセパレータが配
置される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのセパレータは、第１の電極の近位
端および第２の電極の遠位端と接触する。いくつかの実施形態では、第１の電極および第
２の電極は、エネルギー送達モジュールに電気的に結合された少なくとも１つの導体を用
いて選択的に通電される。いくつかの実施形態では、マッピングデータは、電気生理学レ
コーダに提供される。
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【００６０】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの
周波数は、高周波（ＲＦ）範囲内にある。いくつかの実施形態では、フィルタリング素子
は、コンデンサを含む。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、動作ＲＦ周波数範囲は、２００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ（例えば
、２００～３００ｋＨｚ、３００～４００ｋＨｚ、４００～５００ｋＨｚ、５００～６０
０ｋＨｚ、４００～６００ｋＨｚ、６００～７００ｋＨｚ、７００～８００ｋＨｚ、８０
０～９００ｋＨｚ、９００～１０００ｋＨｚ、最大１０ＭＨｚ、または上記値の範囲間の
高い方の周波数等）である。いくつかの実施形態では、フィルタリング要素は、コンデン
サを含む。いくつかの実施形態では、コンデンサは、５０～３００ｎＦ（例えば、１００
ｎＦ、５０～１００ｎＦ、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００～２５０ｎ
Ｆ、２５０～３００ｎＦ、上記範囲間の値等）の静電容量を含む。いくつかの実施形態で
は、３オーム（Ω）より低い（例えば、０～１オーム、１～２オーム、２～３オーム、上
記範囲間の値等）直列インピーダンスは、５００ｋＨｚで第１の電極（または電極部分も
しくはセクション）および第２の電極（または電極部分もしくはセクション）にわたって
導入される。
【００６２】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極および第２の電極にわたって導入される直流
インピーダンスは、（ｉ）電極をエネルギー送達モジュールに電気的に結合する導体のイ
ンピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組織のインピーダンスより低い。いくつか
の実施形態は、ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍｍ（例えば、０．２ｍｍ、０．２
～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６
～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範
囲間の値、０．２ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）である。一実施形態では、ギャ
ップ幅は、０．５ｍｍである。
【００６３】
　いくつかの実施形態によれば、心臓組織の焼灼および高分解能マッピングのためのキッ
トは、高分解能マッピングのためのデバイスを含み、デバイスは、標的組織に焼灼エネル
ギーを提供するようにさらに構成され、近位端および遠位端を含む細長い本体（例えば、
カテーテル、他の医療器具等）であって、電極アセンブリを含み、電極アセンブリは、第
１の高分解能部分および第２の高分解能部分を含み、第１の高分解能電極部分は、細長い
本体に配置され、第２の電極部分は、第１の電極部分に隣接して配置され、第１の電極部
分および第２の電極部分は、対象の組織と接触するように構成される、細長い本体と、第
１の電極部分と第２の電極部分との間に配置された少なくとも１つの電気絶縁ギャップで
あって、第１の電極部分と第２の電極部分とを分離するギャップ幅を含む、少なくとも１
つの電気絶縁ギャップとを含み、第１の電極部分は、フィルタリング素子を用いて第２の
電極部分に電気的に結合するように構成され、フィルタリング素子は、第１の電極部分お
よび第２の電極部分を介して焼灼エネルギーを送達するために使用される周波数で低イン
ピーダンスを示すように構成され、デバイスは、焼灼エネルギーが第１の電極部分および
第２の電極部分に送達されないときに、前記組織に関連する高分解能マッピングデータを
取得するように、対象の標的組織内に配置されるように構成される。キットは、電極アセ
ンブリに送達するエネルギーを生成するように構成されたエネルギー送達モジュールと、
エネルギー送達モジュールから電極アセンブリへのエネルギーの送達を調節するように構
成されたプロセッサとをさらに含む。
【００６４】
　いくつかの実施形態によれば、心臓組織の焼灼および高分解能マッピングのためのキッ
トは、焼灼デバイスと、電極アセンブリに送達するエネルギーを生成するように構成され
たエネルギー送達モジュール（例えば、発生器）と、エネルギー送達モジュールから電極
アセンブリへのエネルギーの送達を調節するように構成されたプロセッサとを含む。いく
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つかの実施形態では、エネルギー送達モジュールは、ＲＦ発生器を含む。いくつかの実施
形態では、エネルギー送達モジュールは、デバイスに結合するように構成される。
【００６５】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスにエネルギーを選択的に送達する発生器は
、焼灼デバイスに送達する焼灼エネルギーを生成するように構成されたエネルギー送達モ
ジュールと、エネルギー送達モジュールから焼灼デバイスへのエネルギーの送達を調節す
るように構成されたプロセッサとを含む。
【００６６】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された電極と、熱吸収要素を
電極と熱連通させて、電極が活性化されると、電極および電極によって治療されている組
織の少なくとも１つから選択的に熱を除去する少なくとも１つの熱シャント部材とを含み
、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に電極の内部を通って延在して
、使用中に電極から熱を放散させかつ除去する。
【００６７】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的
に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管と熱連通し、少なくとも
１つの流体導管は、電極を流体源と流体連通させて、電極および／または電極に隣接して
配置された対象の組織から選択的に熱を除去するように構成される。いくつかの実施形態
では、流体導管または通路は、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する。
いくつかの実施形態では、流体導管または通路は、少なくとも部分的に少なくとも１つの
熱シャント部材を通って延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャン
ト部材は、少なくとも部分的に熱的対流流体と熱連通している。いくつかの実施形態では
、熱的対流流体の流量は、焼灼処置中に電極に沿って所望の温度を維持するために１５ｍ
ｌ／ｍｉｎより小さい。いくつかの実施形態では、熱的対流流体の流量は、焼灼処置中に
電極に沿って所望の温度を維持するためにおよそ１０ｍｌ／ｍｉｎより小さい。いくつか
の実施形態では、熱的対流流体の流量は、焼灼処置中に電極に沿って所望の温度を維持す
るためにおよそ５ｍｌ／ｍｉｎより小さい。いくつかの実施形態では、焼灼処置中の電極
に沿った所望の温度は、６０℃である。いくつかの実施形態では、熱的対流流体は、血液
および／または別の体液を含む。
【００６８】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャ
ント部材と直接熱連通している。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管は
、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通していない。いくつかの実施形態では、
少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含み、少なくとも１つの開口部
は、少なくとも１つの流体導管を通過する灌注流体を少なくとも１つの熱シャント部材の
少なくとも一部と直接物理的に接触させる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
開口部は、少なくとも１つの導管の穿孔部分に沿って配置され、少なくとも１つの導管の
穿孔部分は、電極の遠位側に配置される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流
体導管は、細長い本体の遠位端に沿って配置された出口ポートとのみ流体連通している。
いくつかの構成では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と
直接接触する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つ
の熱シャント部材と接触しない。
【００６９】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい熱拡散率を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント
部材は、ダイヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）を含む。他の実施形態では、少な
くとも１つの熱シャント部材は、炭素系材料（例えば、グラフェン、シリカ等）を含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の温度は、焼灼処置中に電極
に沿って所望の温度を維持しながら６０～６２℃を超えない。いくつかの実施形態では、
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焼灼処置中の電極に沿った所望の温度は、６０℃である。
【００７０】
　いくつかの実施形態によれば、電極は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの実施形
態では、電極は、複合電極（例えば、スプリットチップ電極またはスプリットセクション
電極）を含む。いくつかの構成では、複合電極は、第１の電極部分と少なくとも第２の電
極部分とを含み、標的解剖学的領域に沿った高分解能マッピングを容易にするように、第
１の電極部分と少なくとも第２の電極部分との間に電気絶縁ギャップが配置される。
【００７１】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、
電極の近位端に隣接するカテーテルの外側まで延在する。いくつかの実施形態では、少な
くとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、電極の遠位端に隣接するカテーテルの
外側まで延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の少なく
とも一部は、電極の近位端に対して近位側に延在する。いくつかの実施形態では、少なく
とも１つの熱シャント部材は、ディスクまたは他の円筒状部材を含む。いくつかの実施形
態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、基礎部材から外向きに延在する少なくとも
１つの拡張部材を含む。
【００７２】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの流体送
達導管と少なくとも１つの流体戻り導管とを含み、流体は、少なくとも部分的に、少なく
とも１つの流体送達導管および少なくとも１つの流体戻り導管を介して細長い本体の内部
を通って循環し、少なくとも１つの流体導管は、閉ループまたは非開放冷却システムの一
部である。いくつかの実施形態では、細長い本体は、細長い本体の遠位端に沿って冷却チ
ャンバを含み、冷却チャンバは、少なくとも１つの流体導管と流体連通するように構成さ
れる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管は、金属材料および／または
合金等を含む。いくつかの実施形態では、細長い本体は、流体導管を含まない。いくつか
の実施形態では、細長い本体の遠位端の内部は、略電極の位置に沿って内部部材を含む。
いくつかの実施形態では、内部部材は、電極によって生成される熱を放散させかつ／また
は伝達するように構成された少なくとも１つの熱伝導性材料を含む。
【００７３】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された焼灼部材と、熱分流要
素を電極と熱連通させて、電極が活性化されると、電極および／または電極によって治療
されている組織の少なくとも一部から選択的に熱を除去する少なくとも１つの熱シャント
部材であって、少なくとも１つの熱シャントの熱分流要素は、少なくとも部分的に焼灼部
材の内部を通って延在して、使用中に焼灼部材によって生成される熱を除去しかつ放散さ
せるのに役立つ、少なくとも１つの熱シャント部材とを含む。
【００７４】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的
に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または通路と熱連通し、
少なくとも１つの流体導管または通路は、焼灼部材を流体源と流体連通させて、焼灼部材
および／または焼灼部材に隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去するよう
に構成される。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくと
も部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または通路を含
む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に
細長い本体の内部を通って延在する流体導管または通路を含まない。いくつかの実施形態
では、細長い本体の遠位端の内部は、略焼灼部材の位置に沿って内部部材を含む。幾つか
の構成では、内部部材は、焼灼部材によって生成される熱を放散させかつ／または伝達す
るように構成された少なくとも１つの熱伝導性材料を含む。
【００７５】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの実
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施形態では、焼灼部材は、マイクロ波エミッタ、超音波変換器およびクライオ焼灼部材の
１つを含む。
【００７６】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい（例えば、１．５ｃｍ２／ｓｅｃまたは５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい）（
例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓ
ｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃ
ｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ
、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、
１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上
記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい等）熱拡散率を含む。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの熱シャント部材は、５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を含む
。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンド（例えば
、工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント
部材は、炭素系材料（例えば、グラフェン、シリカ等）を含む。いくつかの実施形態では
、高周波（ＲＦ）電極は、複合電極（例えば、スプリットチップＲＦ電極または他の高分
解能電極）を含む。
【００７７】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１
つの熱シャント部材と直接熱連通している。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
流体導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通していない。いくつかの構成
では、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接
接触する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくと
も１つの熱シャント部材と接触しない。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体
導管または通路は、少なくとも１つの開口部を含み、少なくとも１つの開口部は、少なく
とも１つの流体導管または通路を通過する灌注流体を少なくとも１つの熱シャント部材の
少なくとも一部と直接物理的に接触させる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
開口部は、少なくとも１つの導管または通路の穿孔部分に沿って配置され、少なくとも１
つの導管または通路の穿孔部分は、電極の遠位側に配置される。
【００７８】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、
焼灼部材の近位端に隣接するカテーテルの外側まで延在する。いくつかの実施形態では、
少なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、焼灼部材の遠位端に隣接するカテ
ーテルの外側まで延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材
の少なくとも一部は、焼灼部材の近位端に対して近位側に延在する。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ディスクまたは他の円筒状部材を含む。いく
つかの構成では、少なくとも１つの熱シャント部材は、基礎部材から外向きに延在する少
なくとも１つの拡張部材を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの拡張部材は
、フィン、ピンまたは羽根の少なくとも１つを含む。いくつかの実施形態では、少なくと
も１つの流体導管または通路は、金属材料を含む。
【００７９】
　いくつかの実施形態によれば、組織治療処置中の焼灼部材からの熱除去の方法は、焼灼
システムを作動させるステップであって、システムは、遠位端を含む細長い本体（例えば
、カテーテル、他の医療器具等）、細長い本体の遠位端に配置された焼灼部材を含み、焼
灼システムの細長い本体は、その遠位端に沿って少なくとも１つの熱シャント部材を含み
、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に焼灼部材の内部を通って延在
する、ステップと、細長い本体の遠位端に沿った局所的なホットスポットの可能性を低減
させるように、細長い本体の遠位端に沿って焼灼部材によって生成される熱を、少なくと
も１つの熱シャント部材を介して少なくとも部分的に除去するステップとを含む。
【００８０】
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　いくつかの実施形態によれば、細長い本体は、少なくとも部分的に細長い本体の内部を
通って延在する少なくとも１つの流体導管または通路をさらに含み、本方法は、少なくと
も１つの流体導管または通路を通して流体を送達するステップをさらに含み、少なくとも
１つの熱シャント部材は、少なくとも１つの流体導管または通路を焼灼部材の近位部分と
熱連通させて、電極が活性化されると、焼灼部材の近位部分から選択的に熱を除去し、少
なくとも１つの流体導管または通路は、焼灼部材を流体源と流体連通させて、焼灼部材お
よび／または焼灼部材に隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去するように
構成される。
【００８１】
　いくつかの実施形態によれば、細長い本体は、対象の体内腔を通って対象の標的解剖学
的位置まで前進される。いくつかの実施形態では、対象の体内腔は、血管、気道の気管も
しくは別の管腔、消化管の管腔、尿管、または別の体内腔を含む。いくつかの実施形態で
は、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの構成では、焼灼部材は、マイク
ロ波エミッタ、超音波変換器およびクライオ焼灼部材の１つを含む。
【００８２】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい（例えば、１．５ｃｍ２／ｓｅｃまたは５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい）（
例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓ
ｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃ
ｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ
、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、
１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上
記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい等）熱拡散率を含む。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの熱シャント部材は、５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい熱拡散率を含む
。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンド（例えば
、工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント
部材は、炭素系材料（例えば、グラフェン、シリカ等）を含む。いくつかの実施形態では
、高周波（ＲＦ）電極は、複合電極（例えば、スプリットチップＲＦ電極または他の高分
解能電極）を含む。いくつかの実施形態では、本方法は、焼灼部材に隣接する対象の標的
解剖学的位置の少なくとも１つの高解像度画像を取得するステップをさらに含む。
【００８３】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１
つの熱シャント部材と直接熱連通している。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
灌注導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通していない。いくつかの実施
形態によれば、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１つの熱シャント部
材と直接接触する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管または通路は、
少なくとも１つの熱シャント部材と接触しない。いくつかの実施形態では、少なくとも１
つの流体導管または通路を通して流体を送達するステップは、開放灌注システムにおいて
カテーテルの遠位端までかつそれを通して流体を送達することを含む。いくつかの構成で
は、少なくとも１つの流体導管または通路を通して流体を送達するステップは、閉鎖流体
冷却システムにおいて焼灼部材に隣接するカテーテルの遠位端を通して流体を循環させる
ことを含む。
【００８４】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼システムの細長い本体は、いかなる流体導管または
通路も含まない。一実施形態では、細長い本体は、内部部材を含む。いくつかの実施形態
では、内部部材は、使用中に焼灼部材によって生成される熱を放散させかつ分散させるの
に役立つように少なくとも１つの熱シャント部材と熱連通する熱伝導性材料を含む。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、焼灼部材の
近位端に隣接するカテーテルの外側まで延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも
１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、焼灼部材の近位端に対して近位側に延在する
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。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、焼灼
部材の近位端に対して遠位側に延在し、それにより、少なくとも１つの熱シャント部材の
少なくとも一部が焼灼部材の長さに沿って配置される。いくつかの構成では、少なくとも
１つの熱シャント部材は、ディスクまたは他の円筒状部材を含む。いくつかの構成では、
少なくとも１つの熱シャント部材は、基礎部材から外向きに延在する少なくとも１つの拡
張部材を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの拡張部材は、フィン、ピンま
たは羽根等の少なくとも１つを含む。
【００８５】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、電気生理学レコーダに接続するための手段
を含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学レコーダに接続するように構
成される。いくつかの実施形態では、システムは、（ｉ）デバイスに選択的に通電する発
生器および（ｉｉ）電気生理学レコーダの少なくとも１つをさらに含む。いくつかの実施
形態では、システムは、（ｉ）デバイスに選択的に通電する発生器および（ｉｉ）電気生
理学レコーダの両方をさらに含む。
【００８６】
　いくつかの実施形態によれば、対象の標的組織にエネルギーを送達するシステムは、高
分解能電極（例えば、スプリットチップまたはスプリットセクション電極等の複合電極）
を有するカテーテルを含む。複合電極は、電気絶縁ギャップによって分離される２つ以上
の電極または電極部分を含むことができる。フィルタリング素子は、第１の電極および第
２の電極もしくは第１の電極部分および第２の電極部分、または任意の隣接する電極セク
ションを（例えば、円周方向または半径方向配置で）電気的に結合することができ、第１
の電極および第２の電極または第１の電極部分および第２の電極部分を介して焼灼エネル
ギーを送達するために使用される周波数で低インピーダンスを（例えば、２つの電極、部
分またはセクションを有効に短絡させて）提示するように構成され得る。いくつかの実施
形態では、第１の電極と第２の電極とを、または（例えば、円周方向配置または半径方向
配置における）電極部分を電気的に分離することにより、標的解剖学的領域に沿った高分
解能マッピングが容易になる。カテーテルは、電極から熱的に絶縁され、かつある深さで
組織温度を検出するように構成された複数の温度センサ（例えば、熱電対）をさらに含む
ことができる。カテーテルはまた、電極および／または治療されている組織から離れるよ
うに熱を伝達する１つもしくは複数の熱シャント部材および／または構成要素も含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、こうした熱シャント部材および／または構成要素は
、ダイヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）および／または好ましい熱拡散率特徴を
有する他の材料を含む。さらに、電極と標的組織との間で接触が達成されたか否かおよび
どの程度達成されたかを検出するようにシステムを構成することができる。
【００８７】
　いくつかの実施形態によれば、エネルギー送達デバイス（例えば、焼灼デバイス）は、
近位端および遠位端を含む細長い本体（例えば、カテーテル）と、細長い本体の遠位端に
配置された第１の電極（例えば、高周波電極）と、第１の電極の近位側の位置に配置され
た１つまたは複数の第２の電極（例えば、高周波電極）とを含み、第１の電極および第２
の電極は、対象の組織と接触し、かつ組織を少なくとも部分的に焼灼するのに十分な高周
波エネルギーを送達するように構成される。代替実施形態では、電極は、カテーテルの周
囲に円周方向に（例えば、ギャップによって分離されるカテーテルシャフトの円周にわた
って分散配置された４つの四分円セクションに沿って）分散配置されまたは他の方法で配
置される。他の実施形態では、カテーテルは、追加の支持構造を有することができ、支持
構造の上に分散配置された複数の電極を採用することができる。デバイスは、第１の電極
と第２の電極との間、または円周方向電極のセクション間に配置された少なくとも１つの
電気絶縁ギャップであって、第１の電極と第２の電極とを分離するギャップ幅を有する電
気絶縁ギャップと、第１の電極を第２の電極に、または（例えば、円周方向配置または半
径方向配置における）任意の隣接する電極セクションを電気的に結合し、かつ第１の電極
および第２の電極を介して焼灼エネルギーを送達するために使用される周波数で低いイン
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ピーダンスを示す（２つの電極またはセクションを有効に短くする）ように構成されたバ
ンドパスフィルタリング素子とをさらに含む。いくつかの実施形態では、第１の電極およ
び第２の電極または（例えば、円周方向配置または半径方向配置における）電極セクショ
ンを電気的に分離することにより、標的解剖学的領域に沿った高分解能マッピングが容易
になる。いくつかの実施形態では、マッピングされた組織の面積に対する焼灼された組織
の面積の比が改善される（例えば、最適化される）。
【００８８】
　本出願において開示するいくつかの実施形態は、以下の利点の１つ、複数またはすべて
を含むため、特に有利である。すなわち、対象の解剖学的組織にエネルギー（例えば、焼
灼または他のタイプのエネルギー）を送達するように構成され、かつ高分解能マッピング
に対して構成されたシステム、対象の解剖学的組織にエネルギーを送達するように構成さ
れ、かつその高分解能マッピング能力および機能を用いて結果としての治療処置の有効性
を検出するように構成されたシステム。複合チップ設計（例えば、スプリットチップまた
はスプリットセクション設計等）は、対象の標的解剖学的組織にエネルギーをより均一に
提供するように単体チップまたはセクションとして通電されるように構成され得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内に配
置されたセパレータをさらに含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのセパレー
タは、第１の電極の近位端および第２の電極の遠位端と接触する。いくつかの実施形態で
は、セパレータは、少なくとも部分的に、１つの電極セクションの側と隣接する電極セク
ションの対向する側と接触する。一実施形態では、第１の電極および第２の電極とセパレ
ータとは円筒状である。一実施形態では、電極およびセパレータの外径は等しい。いくつ
かの実施形態では、第１の電極および第２の電極は、カテーテルシャフトに円周方向に分
散配置される四分円または他のセクションを含む。いくつかの実施形態では、第１の電極
および第２の電極は、カテーテルシャフトに分散配置されるのに好適とし、かつ狭い非導
電性ギャップによって分離されるようにもする他の形状を含む。いくつかの実施形態では
、デバイスは、第１の電極および第２の電極の少なくとも１つにエネルギー送達モジュー
ル（例えば、ＲＦ発生器または他の発生器）を電気的に結合するように構成された少なく
とも１つの導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）をさらに含む。いくつかの実施形態では
、デバイスは、前記電極によってピックアップされる信号（例えば、心臓信号）を電気生
理学（ＥＰ）レコーダに分配する、第１の電極および第２の電極の各々に結合された１つ
または複数のさらなる導体をさらに含む。
【００９０】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、電気生理学レコーダをさらに含む。いくつ
かの実施形態では、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの周波数は、動
作高周波（ＲＦ）範囲（例えば、およそ３００ｋＨｚ～１０ＭＨｚ）である。
【００９１】
　いくつかの実施形態によれば、バンドパスフィルタリング素子は、コンデンサを含む。
いくつかの実施形態では、コンデンサは、例えば、焼灼エネルギーを送達するために使用
される動作周波数に応じて、５０～３００ｎＦ（例えば、１００ｎＦ、５０～１００ｎＦ
、１００～１５０ｎＦ、１５０～２００ｎＦ、２００～２５０ｎＦ、２５０～３００ｎＦ
、上記範囲間の値等）の静電容量を含む。いくつかの実施形態では、約３オーム（Ω）ま
たは約３オームより低い（例えば、０～１オーム、１～２オーム、２～３オーム、上記範
囲間の値等）の直列インピーダンスは、動作ＲＦ周波数範囲（例えば、３００ｋＨｚ～１
０ＭＨｚ）で第１の電極と第２の電極との間に導入される。例えば、周波数範囲が高いほ
ど（例えば、１０ＭＨｚ）低い静電容量値（例えば、５～１０ｎＦ）を使用することがで
きる。いくつかの実施形態では、５００ｋＨｚ周波数範囲での適用に対して、１００ｎＦ
静電容量値が非常に適している可能性がある。いくつかの実施形態では、第１の電極およ
び第２の電極にわたって導入される直列インピーダンスは、（ｉ）エネルギー送達モジュ
ールに電極を電気的に結合する導体のインピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組
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織のインピーダンスより低い。いくつかの実施形態では、デバイスは、第２の電極を第３
の電極に、または（例えば、円周方向配置または半径方向配置における）任意の隣接する
電極セクションを電気的に結合し、かつ第２の電極および第３の電極を介して焼灼エネル
ギーを送達するために使用される周波数で低インピーダンスを示すように構成されたバン
ドパスフィルタリング素子をさらに含む。
【００９２】
　いくつかの実施形態によれば、第１の電極と第２の電極との間のギャップ幅は、およそ
０．２～１．０ｍｍ（例えば、０．５ｍｍ）である。いくつかの実施形態では、細長い本
体は、少なくとも１つの灌注通路を含み、前記少なくとも１つの灌注通路は、第１の電極
まで延在する。一実施形態では、第１の電極は、少なくとも１つの灌注通路と流体連通す
る少なくとも１つの出口ポートを含む。
【００９３】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、第３の電極をさらに含み、第２の電極は、
第１の電極と第３の電極との間に軸方向に配置され、電気絶縁ギャップは、第２の電極と
第３の電極とを分離する。いくつかの実施形態では、デバイスは、第２の電極と第３の電
極との間のギャップ内に配置されたセパレータをさらに含む。
【００９４】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、本明細書に開示する実施形態の任意のもの
による焼灼デバイスを含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学レコーダ
に接続するための手段をさらに含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学
レコーダと接続するように構成される。いくつかの実施形態では、システムは、（ｉ）デ
バイスに選択的に通電する発生器および（ｉｉ）電気生理学レコーダの少なくとも１つを
さらに含む。
【００９５】
　いくつかの実施形態によれば、同時に焼灼デバイスにエネルギーを送達し、かつ対象の
組織をマッピングする方法は、第１の電極および第２の電極から非導電性ギャップによっ
て分離される複合電極（例えば、スプリットチップ電極またはスプリットセクション電極
等）に通電するステップであって、第２の電極は、第１の電極の近位側に配置され、第１
の電極および第２の電極は、対象の組織と接触して、かつ組織を少なくとも部分的に焼灼
するのに十分なエネルギーを送達するように、および高分解能マッピングデータを受信す
るように構成され、高分解能マッピングは、第１の電極および第２の電極に隣接する対象
の組織に関する、ステップを含む。いくつかの実施形態では、電気絶縁ギャップは、第１
の電極と第２の電極との間に配置され、電気絶縁ギャップは、第１の電極と第２の電極と
を分離するギャップ幅を有する。いくつかの実施形態では、フィルタリング素子は、動作
ＲＦ周波数範囲でのみ第１の電極を第２の電極に電気的に結合する。一実施形態では、第
１の電極および第２の電極を電気的に分離することにより、標的解剖学的領域に沿った高
分解能マッピングが容易になる。
【００９６】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内にセパレータが配
置される。一実施形態では、少なくとも１つのセパレータは、第１の電極の近位端および
第２の電極の遠位端と接触する。
【００９７】
　いくつかの実施形態によれば、マッピングデータは、電気生理学レコーダに提供される
。いくつかの実施形態では、第１の電極および第２の電極に提供されるエネルギーの周波
数は、高周波範囲にある。
【００９８】
　いくつかの実施形態によれば、フィルタリング素子は、コンデンサを含む。一実施形態
では、コンデンサは、例えば、焼灼エネルギーに使用される動作周波数に応じて、５０～
３００ｎＦ（例えば、１００ｎＦ）の静電容量を含む。いくつかの実施形態では、約３オ
ーム（Ω）の直列インピーダンスは、５００ｋＨｚで第１の電極および第２の電極にわた
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って導入される。いくつかの実施形態では、第１の電極および第２の電極にわたって導入
される直列インピーダンスは、（ｉ）エネルギー送達モジュールに電極を電気的に結合す
る導体のインピーダンス、および（ｉｉ）治療されている組織のインピーダンスより低い
。
【００９９】
　いくつかの実施形態によれば、ギャップ幅は、およそ０．２～１．０ｍｍである。一実
施形態では、ギャップ幅は、０．５ｍｍである。
【０１００】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された電極と、熱吸収要素を
電極と熱連通させて、電極が活性化されると、電極および電極によって治療されている組
織の少なくとも１つから選択的に熱を除去する少なくとも１つの熱シャント部材とを含み
、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に電極の内部を通って延在して
、使用中に電極から熱を放散させかつ除去する。いくつかの実施形態では、少なくとも１
つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくと
も１つの流体導管と熱連通し、少なくとも１つの流体導管は、電極および／または電極に
隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去するように、電極を流体源と流体連
通させるように構成される。いくつかの実施形態では、流体導管または通路は、少なくと
も部分的に細長い本体の内部を通って延在する。一実施形態では、流体導管または通路は
、少なくとも部分的に少なくとも１つの熱シャント部材を通って延在する。いくつかの実
施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に熱的対流流体と熱
連通する。いくつかの実施形態では、熱的対流流体は、血液および／または別の体液を含
む。
【０１０１】
　いくつかの実施形態によれば、熱的対流流体の流量は、焼灼処置中に電極に沿って所望
の温度を維持するために１５ｍｌ／ｍｉｎより小さい。いくつかの実施形態では、熱的対
流流体の流量は、焼灼処置中に電極に沿って所望の温度を維持するために略１０ｍｌ／ｍ
ｉｎより小さい。いくつかの実施形態では、熱的対流流体の流量は、焼灼処置中に電極に
沿って所望の温度を維持するために略５ｍｌ／ｍｉｎより小さい。いくつかの実施形態に
よれば、焼灼処置中の電極に沿った所望の温度は、６０℃である。
【０１０２】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓ
ｅｃまたは５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい（例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．
５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／
ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９
ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ
２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２

／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい
等）熱拡散率を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ダ
イヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくと
も１つの熱シャント部材は、炭素系材料を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１
つの熱シャント部材は、グラフェンおよびシリカの少なくとも１つを含む。
【０１０３】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材の温度は、焼灼処置中
に電極に沿って所望の温度を維持しながら６０～６２℃を超えない。いくつかの実施形態
では、焼灼処置中の電極に沿った所望の温度は、６０℃である。
【０１０４】
　いくつかの実施形態によれば、電極は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの実施形
態では、電極は、複合電極（例えば、スプリットチップ電極）を含む。いくつかの実施形
態では、複合電極は、第１の電極部分と少なくとも第２の電極部分とを含み、標的解剖学
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的領域に沿った高分解能マッピングを容易にするために、第１の電極部分と少なくとも第
２の電極部分との間に電気絶縁ギャップが配置される。
【０１０５】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャ
ント部材と直接熱連通する。いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの流体導管は
、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通しない。いくつかの実施形態では、少な
くとも１つの流体導管は、少なくとも１つの開口部を含み、少なくとも１つの開口部は、
少なくとも１つの流体導管を通過する灌注流体を少なくとも１つの熱シャント部材の少な
くとも一部と直接物理的に接触させる。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの開口
部は、少なくとも１つの導管の穿孔部分に沿って配置され、少なくとも１つの導管の穿孔
部分は電極の遠位側に配置される。一実施形態では、少なくとも１つの流体導管は、細長
い本体の遠位端に沿って配置された出口ポートとのみ流体連通する。いくつかの実施形態
では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接接触する。
いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管は、少なくとも１つの熱シャント部
材と接触しない。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の少なくと
も一部は、電極の近位端に隣接するカテーテルの外側まで延在する。一実施形態では、少
なくとも１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、電極の遠位端に隣接するカテーテル
の外側まで延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材の少な
くとも一部は、電極の近位端に対して近位側に延在する。いくつかの実施形態では、少な
くとも１つの熱シャント部材は、ディスクまたは他の円筒状部材を含む。
【０１０６】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された焼灼部材と、熱分流要
素を電極と熱連通させて、電極が活性化されると、電極および／または電極によって治療
されている組織の少なくとも１つから選択的に熱を除去する少なくとも１つの熱シャント
部材とを含み、少なくとも１つの熱シャントの熱分流要素は、使用中に焼灼部材によって
生成される熱を除去しかつ放散させるのに役立つように、少なくとも部分的に焼灼部材の
内部を通って延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、
少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または
通路と熱連通し、少なくとも１つの流体導管または通路は、焼灼部材を流体源と流体連通
させて、焼灼部材および／または焼灼部材に隣接して配置された対象の組織から選択的に
熱を除去する。
【０１０７】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的
に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または通路を含む。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも部分的に細長い本
体の内部を通って延在する流体導管または通路を含まない。いくつかの実施形態では、細
長い本体の遠位端の内部は、略焼灼部材の位置に沿った内部部材を含む。一実施形態では
、内部部材は、焼灼部材によって生成される熱を放散させかつ／または伝達するように構
成された少なくとも１つの熱伝導性材料を含む。
【０１０８】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの実
施形態では、焼灼部材は、マイクロ波エミッタ、超音波変換器およびクライオ焼灼部材の
１つを含む。
【０１０９】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの熱シャント部材は、基礎部材から外向
きに延在する少なくとも１つの拡張部材を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１
つの流体導管は、少なくとも１つの流体送達導管および少なくとも１つの流体戻り導管を
含み、流体は、少なくとも部分的に、少なくとも１つの流体送達導管および少なくとも１
つの流体戻り導管を介して細長い本体の内部を通って循環し、少なくとも１つの流体導管
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は、閉ループまたは非開放冷却システムの一部である。いくつかの実施形態では、細長い
本体は、細長い本体の遠位端に沿って冷却チャンバを含み、冷却チャンバは、少なくとも
１つの流体導管と流体連通するように構成される。いくつかの実施形態では、少なくとも
１つの流体導管は、金属材料および合金の少なくとも１つを含む。いくつかの実施形態で
は、細長い本体は、流体導管を含まない。一実施形態では、細長い本体の遠位端の内部は
、略電極の位置に沿って内部部材を含む。いくつかの実施形態では、内部部材は、電極に
よって生成される熱を放散させかつ／または伝達するように構成された少なくとも１つの
熱伝導性材料を含む。
【０１１０】
　いくつかの実施形態によれば、組織治療処置中の焼灼部材からの熱除去の方法は、焼灼
システムを作動させるステップであって、システムは、遠位端を含む細長い本体と、細長
い本体の遠位端に配置された焼灼部材とを含み、焼灼システムの細長い本体は、その遠位
端に沿って少なくとも１つの熱シャント部材を含み、少なくとも１つの熱シャント部材は
、少なくとも部分的に焼灼部材の内部を通って延在する、ステップと、細長い本体の遠位
端に沿った局所化したホットスポットの可能性を低減させるように、細長い本体の遠位端
に沿って焼灼部材によって生成される熱を、少なくとも１つの熱シャント部材を介して少
なくとも部分的に除去するステップとを含む。
【０１１１】
　いくつかの実施形態によれば、細長い本体（例えば、カテーテル、医療器具等）は、少
なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの流体導管または通
路をさらに含み、本方法は、少なくとも１つの流体導管または通路を通して流体を送達す
るステップをさらに含み、少なくとも１つの熱シャント部材は、少なくとも１つの流体導
管または通路を焼灼部材の近位部分と熱連通させて、電極が活性化されるときに焼灼部材
の近位部分から選択的に熱を除去し、少なくとも１つの流体導管または通路は、焼灼部材
を流体源と流体連通させて、焼灼部材および／または焼灼部材に隣接して配置された対象
の組織から選択的に熱を除去するように構成される。
【０１１２】
　いくつかの実施形態によれば、細長い本体は、対象の体内腔を通って対象の標的解剖学
的位置まで前進される。いくつかの実施形態では、対象の体内腔は、血管、気道の気管も
しくは別の管腔、消化管の管腔、尿管、または別の体内腔を含む。いくつかの実施形態で
は、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極を含む。いくつかの実施形態では、焼灼部材は、マ
イクロ波エミッタ、超音波変換器およびクライオ焼灼部材の１つを含む。いくつかの実施
形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃまたは５ｃｍ２／
ｓｅｃより大きい（例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２
．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２

／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～
１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１
３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０
ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい等）熱拡散率を含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ダイヤモンド（例えば、
工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部
材は、炭素系材料を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は
、グラフェンおよびシリカの少なくとも１つを含む。
【０１１３】
　いくつかの実施形態によれば、複合ＲＦ電極（例えば、スプリットチップＲＦ電極）は
、スプリットチップＲＦ電極を含む。いくつかの実施形態では、本方法は、焼灼部材に隣
接する対象の標的解剖学的位置の少なくとも１つの高解像度画像を取得するステップをさ
らに含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくと
も１つの熱シャント部材と直接熱連通する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
灌注導管は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接熱連通しない。いくつかの実施形態
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では、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１つの熱シャント部材と直接
接触する。一実施形態では、少なくとも１つの流体導管または通路は、少なくとも１つの
熱シャント部材と接触しない。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの流体導管また
は通路を通して流体を送達するステップは、開放灌注システムでカテーテルの遠位端まで
かつそこを通して流体を送達することを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つ
の流体導管または通路を通して流体を送達するステップは、閉鎖流体冷却システムで焼灼
部材に隣接するカテーテルの遠位端を通して流体を循環させることを含む。
【０１１４】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼システムの細長い本体（例えば、カテーテル、医療
器具等）は、いかなる流体導管または通路も含まない。いくつかの実施形態では、細長い
本体の遠位端は内部部材を含む。いくつかの実施形態では、内部部材は、使用中に焼灼部
材によって生成される熱を放散させかつ分散させるのに役立つように、少なくとも１つの
熱シャント部材と熱連通する熱伝導性材料を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも
１つの熱シャント部材の少なくとも一部は、焼灼部材の近位端に隣接するカテーテルの外
側まで延在する。一実施形態では、少なくとも１つのシャント部材の少なくとも一部は、
焼灼部材の近位端の近位側に延在する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つのシャ
ント部材の少なくとも一部は、焼灼部材の近位端の遠位側に延在し、それにより、少なく
とも１つの熱シャント部材の少なくとも一部が焼灼部材の長さに沿って配置される。いく
つかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、ディスクまたは他の円筒状部
材を含む。一実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材は、基礎部材から外向きに
延在する少なくとも１つの拡張部材を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの
拡張部材は、フィン、ピンまたは羽根の少なくとも１つを含む。
【０１１５】
　いくつかの実施形態によれば、本出願によるデバイスを含むシステムは、電気生理学レ
コーダに接続するための手段をさらに含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気
生理学レコーダに接続するように構成される。いくつかの実施形態では、システムは、（
ｉ）デバイスに選択的に通電する発生器および（ｉｉ）電気生理学レコーダの少なくとも
１つをさらに含む。
【０１１６】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を有する細長い本体（例えば、
カテーテル）と、細長い本体の遠位端に配置された電極（例えば、ＲＦ電極、複合電極等
）と、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの灌注導管
であって、電極を流体源と流体連通させて、電極および／または電極に隣接して配置され
た対象の組織から選択的に熱を除去するように構成された少なくとも１つの灌注導管と、
少なくとも１つの灌注導管を電極の近位部分と熱連通させて、電極が活性化されると、電
極の近位部分から選択的に熱を除去する少なくとも１つの伝熱部材とを含む。
【０１１７】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、遠位端を含む細長い本体（例えば、カ
テーテル、他の医療器具等）と、細長い本体の遠位端に配置された焼灼部材と、少なくと
も部分的に細長い本体の内部を通って延在する少なくとも１つの灌注導管であって、焼灼
部材を流体源と流体連通させるように構成された少なくとも１つの灌注導管と、少なくと
も１つの灌注導管を焼灼部材の近位部分と熱連通させて、電極が活性化されると、焼灼部
材の近位部分から選択的に熱を除去する少なくとも１つの伝熱部材とを含む。いくつかの
実施形態では、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極、マイクロ波エミッタ、超音波変換器、
クライオ焼灼部材および／または他の任意の部材を含む。
【０１１８】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの伝熱部材は、３００Ｗ／ｍ／℃より大
きい（例えば、３００～３５０Ｗ／ｍ／℃、３５０～４００Ｗ／ｍ／℃、４００～４５０
Ｗ／ｍ／℃、上記値間の範囲等）熱伝導率を有する。他の実施形態では、少なくとも１つ
の伝熱部材は、５００Ｗ／ｍ／℃より大きい（例えば、５００～５５０Ｗ／ｍ／℃、５５
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０～６００Ｗ／ｍ／℃、６００～６５０Ｗ／ｍ／℃、６５０～７００Ｗ／ｍ／℃、７００
～８００Ｗ／ｍ／℃、８００～９００Ｗ／ｍ／℃、９００～１０００Ｗ／ｍ／℃、上記範
囲間の範囲、１０００Ｗ／ｍ／℃より大きい等）熱伝導率を有する。
【０１１９】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの伝熱部材は、ダイヤモンド（例えば、
工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの伝熱部材は、
金属および合金の少なくとも１つ（例えば、銅、ベリリウム、真鍮等）を含む。
【０１２０】
　いくつかの実施形態によれば、電極は、高周波（ＲＦ）電極を含む。一実施形態では、
電極は、複合電極（例えば、スプリットチップ電極）を含む。いくつかの実施形態では、
複合電極は、第１の電極部分と少なくとも第２の電極部分とを含み、標的解剖学的領域に
沿った高分解能マッピングを容易にするために、第１の電極部分と少なくとも第２の電極
部分との間に電気絶縁ギャップが配置される。
【０１２１】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、放射計をさらに含む。いくつかの実施形態
では、放射計は、カテーテル内（例えば、電極または他の焼灼部材にまたはその近くに）
配置される。しかしながら、他の実施形態では、放射計は、デバイスのハンドルに、かつ
／またはデバイスおよび／または付随するシステムの別の場所に配置される。放射計を含
むデバイスの実施形態では、カテーテルは、組織によって放出されるマイクロ波信号を検
出するように構成された１つまたは複数のアンテナを（例えば、電極にまたはその近くに
）含む。いくつかの実施形態では、デバイスは、放射計を含まず、または（例えば組織の
温度を測定するために）放射測定技術を組み込んでいない。本明細書で考察するように、
デバイスまたはシステムに他のタイプの温度測定デバイス（例えば、熱電対、サーミスタ
、他の温度センサ等）を組み込むことができる。
【０１２２】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、本質的に、カテーテルと、焼灼部材（
例えば、ＲＦ電極、複合電極等）と、カテーテルの内部を通って焼灼部材までまたはその
近くまで延在する灌注導管と、焼灼部材を選択的に活性化する少なくとも１つの導体（例
えば、ワイヤ、ケーブル等）と、焼灼部材の少なくとも一部（例えば、焼灼部材の近位部
分）を灌注導管と熱連通させる少なくとも１つの伝熱部材とからなる。
【０１２３】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼デバイスは、本質的に、カテーテルと、焼灼部材（
例えば、ＲＦ電極、複合電極等）と、カテーテルの内部を通って焼灼部材までまたはその
近くまで延在する灌注導管と、焼灼部材を選択的に活性化する少なくとも１つの導体（例
えば、ワイヤ、ケーブル等）と、対象の組織によって放出されるマイクロ波信号を受信す
るように構成されたアンテナと、放射計と、焼灼部材の少なくとも一部（例えば、焼灼部
材の近位部分）を灌注導管と熱連通させる少なくとも１つの伝熱部材とからなる。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの灌注導管は、少なくとも１つの伝熱部材と
直接熱連通する。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの灌注導管は、少なくとも１
つの伝熱部材と直接熱連通しない。いくつかの実施形態では、灌注導管は、細長い本体の
遠位端に沿って配置された出口ポートとのみ流体連通する。いくつかの実施形態では、カ
テーテルは、カテーテルの遠位端のみに沿って（例えば、遠位端または電極に沿って）灌
注出口開口部を含む。いくつかの実施形態では、システムは、伝熱部材に沿っていかなる
灌注開口部も含まない。
【０１２５】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの灌注導管は、少なくとも１つの伝熱部
材と直接接触する。いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの灌注導管は、少なく
とも１つの伝熱部材と接触しない。一実施形態では、伝熱部材の少なくとも一部は、電極
の近位端に隣接するカテーテルの外側まで延在する。いくつかの実施形態では、伝熱部材
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の少なくとも一部は、電極の近位端の近位側まで延在する。いくつかの実施形態では、伝
熱部材の少なくとも一部は、電極の近位端の遠位側まで延在し、それにより、伝熱部材の
少なくとも一部が電極の長さに沿って配置される。いくつかの実施形態によれば、少なく
とも１つの灌注導管は、金属材料および／または他の熱伝導性材料を含む。
【０１２６】
　いくつかの実施形態によれば、伝熱部材は、ディスクまたは他の円筒状部材を含む。い
くつかの実施形態では、伝熱部材は、基礎部材から外向きに延在する少なくとも１つの拡
張部材を含む。
【０１２７】
　いくつかの実施形態によれば、デバイスは、デバイスおよび／または付随するシステム
がある深さで対象の組織の温度を検出することができるようにする放射計をさらに含む。
いくつかの実施形態では、放射計は、少なくとも部分的にカテーテルに含まれる。他の実
施形態では、放射計は、少なくとも部分的にシステムのハンドルに、かつ／またはデバイ
スおよび／またはカテーテルの外側の付随するシステムの一部に配置される。
【０１２８】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼処置中の焼灼部材からの熱除去の方法は、焼灼シス
テムを作動させるステップであって、システムは、遠位端を含む細長い本体と、細長い本
体の遠位端に配置された焼灼部材と、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って延在
する少なくとも１つの灌注導管と、少なくとも１つの伝熱部材とを含み、少なくとも１つ
の灌注導管は、焼灼部材を流体源と流体連通させて、焼灼部材および／または焼灼部材に
隣接して配置された対象の組織から選択的に熱を除去するように構成される、ステップと
、少なくとも１つの灌注導管を通して流体を送達するステップであって、少なくとも１つ
の伝熱部材は、少なくとも１つの灌注導管を焼灼部材の近位部分と熱連通させて、電極が
活性化されるときに焼灼部材の近位部分から選択的に熱を除去する、ステップとを含む。
【０１２９】
　いくつかの実施形態によれば、細長い本体は、対象の体内腔を通って対象の標的解剖学
的位置まで前進される。いくつかの実施形態では、対象の体内腔は、血管、気道の気管も
しくは別の管腔、消化管の管腔、尿管、または別の体内腔を含む。
【０１３０】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼部材は、高周波（ＲＦ）電極、マイクロ波エミッタ
、超音波変換器、クライオ焼灼部材等を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つ
の伝熱部材は、３００Ｗ／ｍ／℃より大きい熱拡散率を含む。一実施形態では、少なくと
も１つの伝熱部材は、５００Ｗ／ｍ／℃より大きい熱伝導率を有する。
【０１３１】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの伝熱部材は、ダイヤモンド（例えば、
工業用ダイヤモンド）を含む。いくつかの実施形態では、少なくとも１つの伝熱部材は、
金属および合金の少なくとも１つ（例えば、銅、ベリリウム、真鍮等）を含む。
【０１３２】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、本明細書に開示する実施形態の任意のもの
による焼灼デバイスを含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学レコーダ
に接続するための手段をさらに含む。いくつかの実施形態では、システムは、電気生理学
レコーダと接続するように構成される。いくつかの実施形態では、システムは、（ｉ）デ
バイスに選択的に通電する発生器および（ｉｉ）電気生理学レコーダの少なくとも１つを
さらに含む。
【０１３３】
　一実施形態によれば、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）は、近位端および遠位端を
含む細長い本体を含む。医療器具はまた、標的組織にエネルギーを送達するように構成さ
れる、細長い本体の遠位端に配置されたエネルギー送達部材も含む。医療器具は、エネル
ギー送達部材内に配置された第１の複数の温度測定デバイスであって、エネルギー送達部
材から熱的に絶縁されている第１の複数の温度測定デバイスと、細長い本体に沿って配置
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されかつ第１の複数の温度測定デバイスから軸方向に離間された第２の複数の温度測定デ
バイスであって、同様にエネルギー送達部材から熱的に絶縁されている第２の複数の温度
測定デバイスとをさらに含む。エネルギー送達部材は、任意選択的に、組織と接触するよ
うに構成することができる。第１の複数の温度測定デバイスは、任意選択的に、細長い本
体の長手方向軸に対して実質的に垂直である第１の平面に沿って配置することができる。
第２の複数の温度測定デバイスは、任意選択的に、細長い本体の長手方向軸に対して実質
的に垂直である第２の平面に沿って配置し、第１の平面に対して近位側に長手方向軸に沿
って軸方向に離間され得る。エネルギー送達部材は、任意選択的に、１つもしくは複数の
電極部分、１つもしくは複数の超音波変換器、１つもしくは複数のレーザ素子、または１
つもしくは複数のマイクロ波エミッタを含むことができる。
【０１３４】
　一実施形態によれば、医療器具（例えば、焼灼カテーテルまたは他のデバイス）は、近
位端および遠位端を有する細長い本体を含む。医療器具は、細長い本体の遠位端に配置さ
れた少なくとも１つのエネルギー送達部材（例えば、チップ電極または複数の電極部分）
を含む。この実施形態では、少なくとも１つのエネルギー送達部材は、標的組織に、組織
と接触してもしなくても、エネルギー（例えば、高周波エネルギー、音響エネルギー、マ
イクロ波出力、レーザエネルギー）を送達するように構成される。一実施形態では、エネ
ルギーは、標的組織の表面からある深さで損傷部を生成するのに十分である。医療器具の
実施形態は、少なくとも１つのエネルギー送達部材の遠位端（例えば、最遠位面）に形成
された別個の穴、凹部または他の開口部によって支持されるかまたはその中に配置される
第１の複数の温度測定デバイスを含む。第１の複数の温度測定デバイスは、エネルギー送
達部材から熱的に絶縁されている。医療器具の実施形態は、少なくとも１つのエネルギー
送達部材の近位端に隣接して（例えば、その１ｍｍの範囲内に）配置された（例えば、エ
ネルギー送達部材によってもしくはその中に支持され、またはエネルギー送達部材の近位
端の近位側で細長い本体によってもしくはその中に支持された）第２の複数の温度測定デ
バイスを含み、第２の複数の温度測定デバイスは、少なくとも１つのエネルギー送達部材
から熱的に絶縁されている。第２の複数の温度測定デバイスは、少なくとも１つのエネル
ギー送達部材の近位端のすぐ近位にまたはすぐ遠位に配置することができる。医療器具が
２つ以上のエネルギー送達部材を含む場合、第２の複数の温度測定デバイスは、最近位の
エネルギー送達部材の近位縁に隣接して配置することができ、第１の複数の温度測定デバ
イスは、最遠位のエネルギー送達部材内に配置することができる。いくつかの実施形態で
は、第２の複数の温度測定デバイスは、少なくとも１つのエネルギー送達部材の近位側の
熱シャント部材（例えば、伝熱部材）に沿って配置される。いくつかの実施形態では、第
２の複数の温度測定デバイスは、細長い本体の遠位端の長手方向軸に対して垂直または実
質的に垂直である平面に沿って配置され、第１の複数の温度測定デバイスに対して近位側
に離間される。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、温度測定デバイスの各々は、熱電対またはサーミスタ（例え
ば、タイプＫまたはタイプＴ熱電対）を含む。いくつかの実施形態では、第１の複数の温
度測定デバイスは、少なくとも３つの温度測定デバイスを含み、第２の複数の温度測定デ
バイスは、少なくとも３つの温度測定デバイスを含む。一実施形態では、第１の複数の温
度測定デバイスは、３つの温度測定デバイスのみからなり、第２の複数の温度測定デバイ
スは、３つの温度測定デバイスのみからなる。第１の複数の温度測定デバイスの各々およ
び第２の複数の温度測定デバイスの各々は、（例えば、細長い本体の外面にわたって円周
方向にもしくは半径方向に、または他の方法で配置された）そのそれぞれの群の温度測定
デバイスの各々から離間（等距離でまたは不等距離で離間）され得る。例えば、３つの温
度測定デバイスが各複数、群またはセットに含まれる場合、温度測定デバイスは、約１２
０度だけ離間され得る。いくつかの実施形態では、第１の複数の温度測定デバイスおよび
第２の複数の温度測定デバイスは、標的組織内の挿入（例えば、埋込み）の深さの増大を
促進するように細長い本体の外面を越えて突出するかまたは他の方法で延在する。一実施
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形態では、細長い本体は、円筒状または実質的に円筒状である。温度測定デバイスの遠位
端は、標的組織を穿孔するかまたは削る可能性を低減させるように、概して丸いケーシン
グまたはシェルを含むことができる。
【０１３６】
　一実施形態によれば、医療器具（例えば、焼灼デバイス）は、近位端および遠位端を有
する細長い本体と、細長い本体の遠位端に配置された組合せまたは高分解能電極アセンブ
リ（例えば、スプリットチップ電極アセンブリ等の複合電極アセンブリ）とを含む。複合
電極アセンブリまたは他の高分解能電極アセンブリは、細長い本体の遠位端の遠位先端に
配置された第１の電極部材と、第１の電極部材に対して近位側に配置されかつ第１の電極
部材から離間された第２の電極部材と、第１の電極部材と第２の電極部材との間の電気絶
縁ギャップとを含む。第１の電極部材および第２の電極部材は、対象の組織と接触するよ
うに、かつ組織に高周波エネルギーを送達するように構成することができる。いくつかの
実施形態では、エネルギーは、組織を焼灼するのに十分であり得る。電気絶縁ギャップは
、第１の電極部材と第２の電極部材とを分離するギャップ幅を有することができる。医療
器具の実施形態は、第１の電極部材に形成された別個の開口部、アパーチャ、スリット、
スロット、溝またはボア内に配置されかつ（例えば、円周方向に、半径方向にまたは他の
方法で）離間された第１の複数の温度センサと、第２の電極部材に対して近位側の領域に
（例えば、第２の電極部材の近位縁に隣接して（第２の電極部材の近位縁から１ｍｍ未満
以内ですぐ近位側またはすぐ遠位側））に配置された第２の複数の温度センサとを含む。
近位縁から１ｍｍ以内に配置することは、通常、最も高温のスポットが電極の近位縁に形
成されるため、より有用または重要な温度測定値を有利に提供することができる。第２の
複数の温度センサは、第２の電極部材から熱的に絶縁されている。いくつかの実施形態で
は、第２の複数の温度センサは、細長い本体の外周面にわたって円周方向にまたは半径方
向に離間される。第１の複数の温度センサは、第１の電極部材から熱的に絶縁することが
でき、第１の電極部材の外面（例えば、最外面）を越えて延在することができる。一実施
形態では、第２の複数の温度センサの少なくとも一部は、細長い本体の外周面を越えて延
在する。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、医療器具は、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って
延在する熱交換チャンバ（例えば、灌注導管）を含む。熱交換チャンバに冷却流体を供給
するように構成された流体源と、流体源から熱交換チャンバ内の１つまたは複数の内腔を
通る熱交換チャンバへの冷却流体の送達を制御するように構成されたポンプとに医療器具
を結合することができる。一実施形態では、第１の電極部材は、熱交換チャンバと流体連
通する複数の灌注出口ポートを含み、それにより、流体源によって供給される冷却流体が
灌注出口ポートから放出され、それによって複合電極アセンブルまたは他の高分解能電極
アセンブリ、血液および／または加熱されている組織に冷却を提供する。
【０１３８】
　開放灌注構成では、医療器具（例えば、焼灼デバイス）は、規則的な流量で灌注出口ポ
ートから生理食塩水または他の流体を放出するために速度の上昇を容易にするように、熱
交換チャンバ（例えば、灌注導管）の内腔より小さい直径または他の断面寸法を有する流
体送達内腔を含むことができる。閉鎖灌注構成では、医療器具は、熱交換チャンバと流体
源との間に延在する入口内腔（例えば、流体送達内腔）と、熱交換チャンバ（例えば、灌
注導管）と医療器具の外部の戻りリザーバとの間に延在する出口内腔（例えば、戻り内腔
）とを含むことができる。一実施形態では、熱交換チャンバ内に乱流または他の循環を引
き起こすように、入口内腔の遠位端（例えば、出口）は、出口内腔の遠位端（例えば、入
口）から遠位側に離間される。さまざまな実施形態では、灌注流量は、１０ｍＬ／ｍｉｎ
以下（例えば、９ｍＬ／ｍｉｎ以下、８ｍＬ／ｍｉｎ以下、７ｍＬ／ｍｉｎ以下、６ｍＬ
／ｍｉｎ以下、５ｍＬ／ｍｉｎ以下）である。いくつかの実施形態では、医療器具は、灌
注されない。
【０１３９】
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　一実施形態によれば、医療器具（例えば、焼灼デバイス）は、近位端および遠位端と近
位端から遠位端まで延在する長手方向軸とを含む細長い本体（例えば、カテーテル、ワイ
ヤ、プローブ等）を含む。医療器具は、組合せまたは高分解能電極アセンブリ（例えば、
スプリットチップ電極アセンブリ等の複合電極アセンブリ）を含む。実施形態では、複合
電極アセンブリは、細長い本体の遠位端の遠位先端に配置された第１の電極部材と、第１
の電極部材の近位側に配置され、かつ第１の電極部材から離間された第２の電極部材とを
含む。第１の電極部材および第２の電極部材は、対象の組織と接触し、かつ組織に高周波
エネルギーを送達するように構成される。送達されるエネルギーは、組織を少なくとも部
分的に焼灼するかまたは他の方法で加熱するのに十分であり得る。複合電極アセンブリは
また、第１の電極部材と第２の電極部材とを分離するギャップ幅を有する電気絶縁ギャッ
プも含む。焼灼デバイスの実施形態は、第１の電極部材および第２の電極部材から選択的
に熱を除去するかまたは放散するように、第１の電極部材および第２の電極部材と熱連通
する少なくとも１つの伝熱部材と、第１の電極部材内に配置されかつ（例えば、円周方向
に、半径方向に）離間された第１の複数の温度測定デバイスと、第２の電極部材の近位側
で少なくとも１つの熱シャント部材（例えば、伝熱部材）の一部に配置された第２の複数
の温度測定デバイスとをさらに含む。第１の複数の温度測定デバイスは、第１の電極部材
から熱的に絶縁され、細長い本体の長手方向軸に対して少なくとも実質的に平行である方
向において第１の電極部材の外面を越えて延在することができる。第２の複数の熱電対は
、第２の電極部材から熱的に絶縁され、細長い本体の長手方向軸に対して少なくとも実質
的に垂直である方向において少なくとも１つの熱シャント部材の外面を越えて延在するこ
とができる。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、医療器具は、少なくとも部分的に細長い本体の内部を通って
延在する熱交換チャンバ（例えば、灌注導管）を含む。熱交換チャンバに冷却流体を供給
するように構成された流体源と、冷却流体の送達を制御するように構成されたポンプとに
医療器具を結合することができる。一実施形態では、第１の電極部材は、熱交換チャンバ
と流体連通する複数の灌注出口ポートを含み、それにより、流体源によって供給される冷
却流体が灌注出口ポートから放出され、それによって複合電極アセンブリ（例えば、スプ
リットチップ電極アセンブリ）に冷却を提供する。いくつかの実施形態では、熱交換チャ
ンバの少なくとも内面または層は、ステンレス鋼等の生体適合性材料を含む。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの熱シャント部材（例えば、熱シャント網ま
たは伝熱部材）は、３００Ｗ／ｍ／℃より大きい（例えば、３００～３５０Ｗ／ｍ／℃、
３５０～４００Ｗ／ｍ／℃、４００～４５０Ｗ／ｍ／℃、４５０～５００Ｗ／ｍ／℃、上
記値間の範囲等）熱コンダクタンスを有する。他の実施形態では、少なくとも１つの伝熱
部材は、５００Ｗ／ｍ／℃より大きい（例えば、５００～５５０Ｗ／ｍ／℃、５５０～６
００Ｗ／ｍ／℃、６００～６５０Ｗ／ｍ／℃、６５０～７００Ｗ／ｍ／℃、７００～８０
０Ｗ／ｍ／℃、８００～９００Ｗ／ｍ／℃、９００～１０００Ｗ／ｍ／℃、上記値間の範
囲、１０００Ｗ／ｍ／℃より大きい等）熱コンダクタンスを有する。いくつかの実施形態
によれば、少なくとも１つの伝熱部材は、ダイヤモンド（例えば、工業用ダイヤモンド）
を含む。
【０１４２】
　実施形態の任意のものでは、電極部材は、白金を含むことができる。温度測定デバイス
は、以下のタイプ：ニッケル合金、白金／ロジウム合金、タングステン／レニウム合金、
金／鉄合金、貴金属合金、白金／モリブデン合金、イリジウム／ロジウム合金、純貴金属
、タイプＫ、タイプＴ、タイプＥ、タイプＪ、タイプＭ、タイプＮ、タイプＢ、タイプＲ
、タイプＳ、タイプＣ、タイプＤ、タイプＧおよび／またはタイプＰの熱電対の１つまた
は複数を含むことができる。
【０１４３】
　いくつかの実施形態によれば、医療器具は、少なくとも１つの電気絶縁ギャップ内に配
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置された少なくとも１つのセパレータを含む。一実施形態では、少なくとも１つのセパレ
ータは、少なくとも１つの伝熱部材の一部を構成する。例えば、少なくとも１つのセパレ
ータは、工業用ダイヤモンドを含むことができる。
【０１４４】
　いくつかの実施形態によれば、医療器具は、エネルギー源から複合電極アセンブリ（例
えば、スプリットチップ電極アセンブリ）または他の焼灼部材に電流を伝導するように構
成された少なくとも１つの導体を含む。いくつかの実施形態では、第１の複数の熱電対ま
たは他の温度測定デバイスおよび第２の複数の熱電対または他の温度測定デバイスは、そ
れぞれ第１の電極部材および少なくとも１つの伝熱部材の外面を最大１ｍｍ越えて延在す
る。
【０１４５】
　いくつかの実施形態によれば、第２の複数の温度測定デバイスを含む少なくとも１つの
伝熱部材の一部の外径は、組織内へのより深い挿入を促進するように細長い本体の外径よ
り大きく、それにより、電極部材の熱的影響から熱電対または他の温度測定デバイスがさ
らに隔離される。
【０１４６】
　いくつかの実施形態によれば、治療システムは、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）
、プロセッサおよびエネルギー源を含む。医療器具は、近位端および遠位端を有する細長
い本体と、細長い本体の遠位端に配置されたエネルギー送達部材（例えば、電極）と、エ
ネルギー送達部材によって支持されるかまたはそれに沿ってもしくはその中に配置された
第１の複数の温度測定デバイスと、細長い本体に沿って電極の近位側に配置された第２の
複数の温度測定デバイスとを含む。エネルギー送達部材は、対象の組織と接触し、かつエ
ネルギー源によって生成されるエネルギーを組織に送達するように構成することができる
。いくつかの実施形態では、エネルギーは、組織を少なくとも部分的に焼灼するのに十分
である。いくつかの実施形態では、第１の複数の温度測定デバイスは、エネルギー送達部
材から熱的に絶縁され、第２の複数の温度測定デバイスは、エネルギー送達部材から熱的
に絶縁されている。一実施形態では、第２の複数の温度測定デバイスは、細長い本体の外
面にわたって離間される。システムの実施形態のエネルギー源は、エネルギー源からエネ
ルギー送達部材まで延在する１つまたは複数の導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）を通
してエネルギー送達部材にエネルギーを提供するように構成することができる。
【０１４７】
　システムの実施形態のプロセッサは、温度測定デバイスの各々から温度を示す信号を受
信し、かつ受信された信号に基づき、組織に対する焼灼カテーテルの細長い本体の遠位端
の向きを決定するようにプログラムされ、または他の方法で（例えば、非一時的なコンピ
ュータ可読記憶媒体に格納された命令の実行により）構成することができる。いくつかの
実施形態では、プロセッサは、決定した向きに基づいて１つまたは複数の治療パラメータ
を調整するように構成することができる。１つまたは複数の治療パラメータとしては、特
に治療の持続時間、エネルギーの出力、目標または設定温度および最大温度を挙げること
ができる。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、決定した向きの識別がディスプレイに出力さ
れるようにするようにさらに構成される。出力は、テキスト情報（語、句、文字または数
字等）を含むことができる。いくつかの実施形態では、ディスプレイは、グラフィカルユ
ーザインタフェースを含み、出力は、決定した向きを示す１つまたは複数のグラフィカル
画像を含む。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、組織に対する、医療器具の細長い本体の遠位端の向きの決定
は、受信された信号から求められる組織測定値の互いに対する比較に基づく。向きは、３
つの向きの選択肢、すなわち垂直、平行および角度付きもしくは斜めの１つから選択する
ことができる。一実施形態では、プロセッサは、決定した向きがエネルギー送達中に変化
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する場合、エネルギーの送達を終了する出力、例えば、ユーザに対してエネルギー送達を
手動で終了させる警報またはエネルギー送達の終了を自動的にもたらす信号を生成するよ
うにさらに構成される。いくつかの実施形態では、プロセッサは、求められた向きに基づ
いて１つまたは複数の治療パラメータを調整するように構成することができる。１つまた
は複数の治療パラメータとしては、特に治療の持続時間、エネルギーの出力、目標または
設定温度および最大温度を挙げることができる。
【０１５０】
　いくつかの実施形態によれば、治療システムは、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）
とプロセッサとを含む。医療器具は、近位端および遠位端を有する細長い本体と、細長い
本体の遠位端に配置されたエネルギー送達部材であって、対象の組織と接触し、かつエネ
ルギー（例えば、焼灼エネルギー）を組織に送達するように構成されたエネルギー送達部
材と、エネルギー送達部材内に配置された第１の複数の温度測定デバイスと、細長い本体
に沿ってエネルギー送達部材の近位側に配置された第２の複数の温度測定デバイスとを含
む。第１の複数の温度測定デバイスは、エネルギー送達部材から熱的に絶縁することがで
き、かつ互いに離間することができ、第２の複数の温度測定デバイスは、エネルギー送達
部材から熱的に絶縁することができ、かつ細長い本体の外面にわたって離間することがで
きる。
【０１５１】
　治療システムの実施形態のプロセッサは、温度測定デバイスの各々から信号を受信し、
かつ受信された信号に基づいてある深さの組織のピーク温度を計算するようにプログラム
されまたは他の方法で（例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された命令
の実行により）構成することができる。ピーク温度は、極値温度（例えば、山または谷／
谷間温度、高温または低温の温度、正のピークまたは負のピーク）を含むことができる。
【０１５２】
　いくつかの実施形態によれば、プロセッサは、受信された信号から求められる個々の温
度測定値を互いに比較することにより、ある深さの組織のピーク温度を計算するように構
成される。いくつかの実施形態では、プロセッサは、計算されたピーク温度に基づき、治
療の持続時間、エネルギーの出力、目標温度および最大温度を含む１つまたは複数の治療
パラメータを調整するように構成される。
【０１５３】
　いくつかの実施形態によれば、プロセッサは、計算されたピーク温度が閾値を超える場
合、エネルギーの送達を自動的に終了する出力を生成するように、またはユーザに対して
エネルギー送達を手動で終了させるように警告を生成するように構成される。いくつかの
実施形態では、プロセッサは、計算されたピーク温度の識別が（例えば、色、テキスト情
報および／または数値情報を用いて）ディスプレイに出力されるようにするように構成さ
れる。
【０１５４】
　いくつかの実施形態によれば、治療システムは、近位端および遠位端を含む細長い本体
と、細長い本体の遠位端に配置されたエネルギー送達部材とを含む、医療器具（例えば、
焼灼カテーテル）を含む。一実施形態では、エネルギー送達部材（例えば、電極）は、対
象の組織と接触し、かつ組織にエネルギー（例えば、焼灼エネルギー）を送達するように
構成される。医療器具は、エネルギー送達部材内に形成された別個の開口部または穴内に
配置された第１の複数の温度測定デバイスと、細長い本体に沿ってエネルギー送達部材の
近位側に配置された第２の複数の温度測定デバイスとを含む。第１の複数の温度測定デバ
イスは、電極から熱的に絶縁し、互いに離間することができ、第２の複数の温度測定デバ
イスは、電極から熱的に絶縁することができる。一実施形態では、第２の複数の温度測定
デバイスは、細長い本体の外面の周囲に離間される。治療システムはまた、温度測定デバ
イスの各々から信号を受信し、受信された信号に少なくとも部分的に基づき、組織内のあ
る深さにおけるピーク温度ゾーンの推定位置を求めるようにプログラムされまたは他の方
法で（例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された命令の実行により）構
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成されるプロセッサも含むことができる。いくつかの実施形態では、プロセッサは、受信
された信号に基づいて個々の温度測定値を求め、それらを比較してピーク温度の推定位置
を求める。プロセッサは、持続時間、出力、目標温度および最大温度を含む、推定位置に
関する１つまたは複数の治療パラメータを調整するように構成することができる。プロセ
ッサはまた、推定位置の識別がディスプレイに出力されるようにするように構成すること
も可能である。出力は、ピーク温度ゾーンの推定位置を示す英数字情報および／または１
つもしくは複数のグラフィカル画像を含むことができる。
【０１５５】
　いくつかの実施形態によれば、組織の表面からある深さで焼灼されている組織のピーク
温度を求める方法は、焼灼カテーテルの遠位端に配置された第１の複数の温度センサから
、温度を示す信号を受信するステップを含むことができる。一実施形態では、第１の複数
の温度センサの各々は、焼灼カテーテルの遠位端の周囲で離間される。本方法はまた、第
１の複数の温度センサの近位側に離間された第２の複数の温度センサから、温度を示す信
号を受信するステップを含む。本方法は、第１の複数の温度センサおよび第２の複数の温
度センサから受信された信号から、温度測定値を求めるステップと、求められた温度測定
値を互いに比較するステップとをさらに含む。いくつかの実施形態では、本方法は、少な
くとも部分的に上記比較に基づき、求められた温度測定値の１つまたは複数に１つまたは
複数の補正係数を適用して、ピーク温度を求めるステップを含む。一実施形態では、本方
法は、求められたピーク温度をディスプレイにテキストで視覚的にかつ／またはグラフィ
カルに出力するステップを含む。一実施形態では、本方法は、求められたホットスポット
温度に基づいて１つもしくは複数の治療（例えば、焼灼）パラメータを調整し、かつ／ま
たは焼灼を終了するステップを含む。第２の複数の温度センサは、焼灼カテーテルまたは
他の医療器具の円周に離間することができる。
【０１５６】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼されている組織内でピーク温度ゾーンの位置を求め
る方法は、焼灼カテーテルの遠位端に配置された第１の複数の温度センサから、温度を示
す信号を受信するステップを含む。一実施形態では、第１の複数の温度センサの各々は、
焼灼カテーテルの遠位端の周囲に離間される。本方法は、第１の複数の温度センサの近位
側に離間された第２の複数の温度センサから、温度を示す信号を受信するステップを含む
。本方法は、第１の複数の温度センサおよび第２の複数の温度センサから受信された信号
から、温度測定値を求めるステップと、求められた温度測定値を比較するステップとをさ
らに含む。本方法は、少なくとも部分的に上記比較に基づき、熱的損傷部のピーク温度ゾ
ーンの位置を求めるステップを含むことができる。一実施形態では、本方法は、求められ
たピーク位置をディスプレイにテキストで視覚的にかつ／またはグラフィカルに出力する
ステップを含む。一実施形態では、第２の複数の温度センサの各々は、焼灼カテーテルの
円周に離間される。
【０１５７】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼カテーテルの遠位チップの、遠位チップと接触して
いる組織に対する向きを求める方法は、焼灼カテーテルの遠位端に配置された第１の複数
の温度センサから、温度を示す信号を受信するステップと、第１の複数の温度センサの近
位側に離間された第２の複数の温度センサから、温度を示す信号を受信するステップとを
さらに含む。本方法は、第１の複数の温度センサおよび第２の複数の温度センサから受信
された信号から、温度測定値を求めるステップと、求められた温度測定値の各々を互いに
比較するステップとを含む。一実施形態では、本方法は、求められた向きをディスプレイ
に出力するステップを含む。出力は、テキスト情報または１つもしくは複数のグラフィカ
ル画像を含むことができる。本方法の実施形態はまた、エネルギー送達を終了するか、ま
たはユーザに対してエネルギー送達を終了するべきであることを知らせる出力（例えば、
警告）を生成するステップも含むことができる。いくつかの実施形態では、第１の複数の
温度センサの各々は、焼灼カテーテルの遠位端の周囲で離間され、第２の複数の温度セン
サの各々は、焼灼カテーテルの円周にわたって離間される。
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【０１５８】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの向きを迅速に求める
システムは、焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、細長い本体は、細長い本体の
遠位部に沿って分散された複数の温度測定デバイスと、細長い本体の遠位端に配置された
少なくとも１つの電極部材とを有する、焼灼カテーテルと、標的組織を焼灼するのに十分
な焼灼エネルギーを電極部材に印加するように構成されたエネルギー源と、少なくとも１
つの処理デバイスとを含む。少なくとも１つの処理デバイスは、コンピュータ可読媒体に
格納された特定の命令の実行時、第１の期間にわたる複数の時点において、第１の向き基
準の組に基づいて標的組織に対する少なくとも１つの電極部材の接触面の向きを求めるよ
うに構成される。
【０１５９】
　少なくとも１つの電極部材の接触面は、少なくとも１つの電極部材（例えば、平面また
は曲線状の外側遠位面を有するチップ電極部材）の外側遠位面であり得る。いくつかの実
施形態では、少なくとも１つの電極部材は、本明細書に記載する組合せ電極アセンブリ等
、高分解能マッピングおよび高周波エネルギー送達のために構成された組合せ電極アセン
ブリの遠位側電極部材であり、組合せ電極アセンブリは、電気絶縁ギャップによって分離
された遠位側電極部材と近位側電極部材とを含む。いくつかの実施形態では、少なくとも
１つの処理デバイスは、第１の期間の終了後に開始する第２の期間にわたる複数の時点に
おいて、第２の向き基準の組に基づいて標的組織に対する少なくとも１つの電極部材の接
触面の向きを求めるように構成される。第２の向き基準の組は、第１の向き基準と異なり
得る。２つの向き基準の組を含む実施形態では、第１の期間は、温度が上昇している温度
上昇段階に対応することができ、第２の期間は、温度が著しい逸脱なしに安定したピーク
温度であり続ける定常状態段階に対応する。例えば、第１の期間は、焼灼エネルギーの初
期印加後の１～２０秒、５～２０秒、５～１３秒、３～１５秒または５～１０秒およびそ
れらのオーバーラップする範囲または範囲内の任意の値であり得る。いくつかの実施形態
では、第１の期間および第２の期間にわたる複数の時点は、毎秒発生するが、両方の期間
について、他の頻度（例えば、１００ｍｓ毎、５００ｍｓ毎、１５００ｍｓ毎、２秒毎、
３秒毎、４秒毎、５秒毎）が可能である。いくつかの実施形態では、第２の期間にわたる
時点の頻度は、第１の期間にわたる時点の頻度より長い。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、第１の向き基準の組は、時間依存条件および／または静的条
件を含み、第２の向き基準の組は、静的条件のみからなる。温度上昇期間における第１の
向き基準の組は、複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの温度応答の時間ベースの特
徴（例えば、ある期間または開始温度から特定の温度まで上昇するためにかかる時間にわ
たる温度の変化率）の比較を含むことができる。例えば、温度応答の時間ベースの特徴の
比較は、近位側の温度測定デバイスの群の温度応答の時間ベースの特徴と、遠位側の温度
測定デバイスの温度応答の時間ベースの特徴との間の種々の比較を含むことができる。少
なくとも１つの処理デバイスは、それらの比較に基づいて複数の向きまたは位置合せの候
補もしくはオプションから向きを求めるように構成することができる。例えば、平均近位
側温度上昇が平均遠位側温度上昇より一定の係数だけ大きい場合、これは、電極－組織の
向きが斜めであるという指標であり得る。別の例として、温度上昇段階中の向きの決定に
役立つように時間依存閾値を用いることができる。例えば、最小遠位側温度上昇から最大
近位側温度上昇を減じることができ、この値を時間依存閾値と比較することができる。閾
値を超えた場合、これは、向きが斜めであるという指標であり得る。第２の向き基準の組
は、複数の温度測定デバイスの少なくとも２つの温度測定値の比較を含むことができる。
【０１６１】
　第１の向き基準の組および第２の向き基準の組は、両方とも第１の向きに対する第１の
試験を含み、第１の向きに対する向き基準が満足されない場合、その後、第２の向きに対
する試験を含むことができる。第２の向きに対する向き基準が満たされない場合、少なく
とも１つの処理デバイスは、３つの向きオプションのみがある場合、焼灼カテーテルがデ
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フォルトで第３の向きにあると判断することができる。第１の向き基準の組および第２の
向き基準の組は、両方とも同じ順序（例えば、斜め、次いで平行、次いで垂直）または異
なる順序で向きの試験を含むことができる。向き基準は、向きオプションの試験の順序に
応じて変更することができる。いくつかの実施形態では、温度は、所望の期間中に常に上
昇する可能性があり、そのため、１つのみの向き基準の組が使用される。
【０１６２】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの向きを求めるシステ
ムは、焼灼カテーテルであって、細長い本体を含み、細長い本体は、細長い本体の遠位端
に沿って分散された複数の温度測定デバイスを有する、焼灼カテーテルと、標的組織を焼
灼するのに十分な焼灼エネルギーを、焼灼カテーテルの遠位端に沿って配置された少なく
とも１つのエネルギー送達部材に印加するように構成されたエネルギー源と、少なくとも
１つの処理デバイスとを含む。少なくとも１つの処理デバイスは、コンピュータ可読媒体
に格納された特定の命令の実行時、複数の時点で複数の温度測定デバイスの各々から温度
測定値を取得することと、各時点において、取得された温度測定値から、複数の温度測定
デバイスの各々に関する温度応答の時間ベースの特徴を求めることと、各時点において、
複数の温度測定デバイスの少なくとも２つに関する温度応答の時間ベースの特徴の比較に
少なくとも部分的に基づき、複数の向きオプションの１つから細長い本体の遠位端の向き
を求めることとを行うように構成される。
【０１６３】
　温度応答の時間ベースの特徴は、現在の時点と以前の時点との間の温度測定値の変化率
、または開始温度値と事前定義されたもしくは所定の増大した温度値との間で経過した時
間であり得る。いくつかの実施形態では、温度応答の時間ベースの特徴は、現在の時点に
おける温度測定値と以前の時点における温度測定値との間の差である。いくつかの実施形
態では、複数の時点は、規則的な時間間隔で（例えば、毎秒）離間されている。温度測定
値は、移動平均値であり得る。いくつかの実施形態では、以前の時点における温度測定値
は、焼灼エネルギーが最初にエネルギー源によって印加された後の５秒以内に取得された
開始温度値であるが、５秒以外の時間（例えば、１０秒以内、８秒以内、６秒以内、４秒
以内、３秒以内、２秒以内、１秒または１秒以内）を使用することができる。開始温度値
は、ある期間にわたって取得された温度値の平均（例えば、エネルギー送達後の０～１秒
で１００ｍｓ毎に取得された温度値の平均）であり得る。
【０１６４】
　さまざまな実施形態では、複数の温度測定デバイスは、２つの離間された温度測定デバ
イスの群からなる。一実施形態では、温度測定デバイスは、６つの熱電対からなる。６つ
の熱電対は、３つの同一平面の熱電対の第１の群と、３つの熱電対の第１の群に対して近
位側に離間されている、３つの同一平面の熱電対の第２の群とを含むことができる。要求
および／または必要に応じて、他の数の温度測定デバイスを使用することができる。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、初期向きは、有利には、エネルギー源による焼灼エネルギー
の印加後に迅速に（例えば、２０秒未満、１５秒未満、１０秒未満、５秒未満）求められ
る。いくつかの実施形態によれば、温度測定デバイスの温度応答の比較は、定常状態に達
した後の値の広がりまたは差ではなく、変化率に基づくため、向きを迅速に求めることが
できる。複数の向きオプションは、２つまたは３つの向きを含むことができる。２つの向
きオプションが可能である場合、オプションは、平行の向きおよび垂直な向きから構成さ
れ得る。３つの向きが可能である場合、オプションは、平行の向き、垂直の向きおよび斜
めの（角度付きの）向きから構成され得る。３つの向きオプションを含む実施形態では、
少なくとも１つの処理デバイスは、斜めの向きについて定義された向き基準に基づいて向
きが斜めの向きであるか否かを最初に判断するように構成される。斜め向き基準が満足さ
れる場合、向きは斜めであると判断される。斜め向き基準が満足されない場合、少なくと
も１つの処理デバイスは、平行の向きについて定義された向き基準に基づいて向きが平行
の向きであるか否かを判断するように構成される。平行向き基準が満足される場合、向き
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は平行であると判断される。平行向き基準が満足されない場合、少なくとも１つの処理デ
バイスは、焼灼カテーテルが必然的にデフォルトで垂直の向きであると判断する。他の順
序を使用することができる。例えば、２つの向きオプションのみが可能である場合、最初
に垂直条件または平行条件を試験することができる。
【０１６６】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも１つの処理デバイスは、求められた向きを示
す出力を生成するように構成される。出力は、求められた向きでの電極のグラフィカルア
イコンおよび／または複数の向きオプションから求められた向きを識別する視覚的指標を
含むことができる。例えば、出力は、各々に複数の向きオプションのそれぞれの１つのテ
キストラベルが付随する３つのラジオボタンを含むグラフィカルユーザインタフェースを
含むことができ、視覚的指標は、求められた向きに対応するラジオボタンを示すかまたは
マークすることができる。
【０１６７】
　向き基準は、第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の平均変化率と第２の複数の
温度測定デバイスの温度測定値の平均変化率との間の関係の比較、第１の複数の温度測定
デバイスの温度測定値の最大変化率と第２の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最大
変化率との間の関係の比較、第１の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最大変化率と
第２の複数の温度測定デバイスの温度測定値の最小変化率との間の関係の比較、第１の複
数の温度測定デバイスの温度測定値の最小変化率と第２の複数の温度測定デバイスの温度
測定値の最大変化率との間の関係の比較、第１の複数の温度測定値の少なくとも２つの間
の、以前の時点から現在の時点までの温度測定値の変化率の比較、および／または第２の
複数の温度測定値の少なくとも２つの間の、以前の時点から現在の時点までの温度測定値
の変化率の比較の１つまたは複数を含むことができる。
【０１６８】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求め
る方法は、ある期間にわたる複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散
された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度センサの
各々について、複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップと、複数の時点の
各々における求められた温度値と複数の温度センサの各々に関する開始温度値との間の変
化率を計算するステップと、複数の時点の各時点において、複数の温度センサの少なくと
も２つの計算された変化率の比較に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位端の
向きを求めるステップとを含む。
【０１６９】
　いくつかの実施形態では、複数の温度センサの各々について、複数の時点の各々におい
て温度測定値を求めるステップは、現在の温度測定値と１つまたは複数の以前の温度測定
値とに基づき、複数の時点の各々において移動平均値を計算することを含む。複数の時点
の各々における求められた温度値と複数の温度センサの各々に関する開始温度値との間の
変化率を計算するステップは、移動平均値から開始温度値を減じ、かつ期間の開始から現
在の時点まで経過した時間で割ることを含むことができる。いくつかの実施形態では、開
始温度値は、第１の期間における第１の複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に
沿って分散された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温
度センサの各々について、第１の複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップ
と、求められた温度測定値に基づいて複数の温度センサの各々に関する開始温度値を計算
するステップとによって求めることができる。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、複数の温度センサは、焼灼カテーテルの遠位チップに配置さ
れた第１の複数の温度センサ（例えば、３つの熱電対またはサーミスタの第１の同一平面
の群）と、第１の複数の温度センサに対して近位側に距離を置いて配置された第２の複数
の温度センサ（例えば、３つの熱電対またはサーミスタの第２の同一平面の群）とを含む
。いくつかの実施形態では、複数の温度センサの少なくとも２つの計算された変化率の比
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較に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるステップは、計算
された変化率がそれぞれの向き（例えば、斜め、平行または垂直）の１つまたは複数の向
き基準を満足するか否かを判断することを含む。向き基準は、向きオプションの各々につ
いて異なり得る。向き基準の少なくともいくつかは、時間依存である。いくつかの実施形
態によれば、向き基準は、以前のデータに基づいて経験的に決定される。
【０１７１】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求め
る方法は、ある期間にわたる複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿って分散
された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度センサの
各々について、複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップと、複数の温度セ
ンサの各々について、複数の時点の各々において温度応答の特徴を求めるステップと、複
数の時点の各時点において、複数の温度センサの少なくとも２つの温度応答の特徴の比較
に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるステップとを含む。
温度応答の特徴は、温度の変化率、または現在の時点で取得された温度測定値と以前の時
点で取得された温度測定値との間の差、または開始温度値を所定の増大した温度値まで上
昇させるためにかかる時間であり得る。
【０１７２】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求め
る方法は、第１の期間にわたる第１の複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿
って分散された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度
センサの各々について、第１の複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップと
、第１の複数の時点の各時点において、求められた温度測定値に適用された第１の向き基
準の組に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるステップと、
第１の期間後の第２の期間にわたる第２の複数の時点において、複数の温度センサから温
度を示す信号を受信するステップと、複数の温度センサの各々について、第２の複数の時
点の各々において温度測定値を求めるステップと、第２の複数の時点の各時点において、
求められた温度測定値に適用された第２の向き基準の組に基づき、標的表面に対する焼灼
カテーテルの遠位端の向きを求めるステップとを含む。いくつかの実施形態では、第２の
向き基準の組は、第１の向き基準の組と異なる。例えば、第１の向き基準の組は、複数の
温度センサの少なくとも２つの温度応答の時間ベースの特徴の比較を含むことができ、第
２の向き基準の組は、複数の温度センサの少なくとも２つの温度測定値の比較を含む。第
１の期間は、温度上昇段階に対応することができ、第２の期間は、定常状態段階に対応す
ることができる。第１の向き基準の組および第２の向き基準の組は、経験的に決定するこ
とができる。
【０１７３】
　いくつかの実施形態によれば、標的領域に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求め
る方法は、第１の期間における第１の複数の時点において、焼灼カテーテルの遠位端に沿
って分散された複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度
センサの各々について、第１の複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップと
、求められた温度測定値に基づいて複数の温度センサの各々に関する開始温度値を計算す
るステップと、第１の期間後の第２の期間における第２の複数の時点において、複数の温
度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度センサの各々について、
第２の複数の時点の各々において温度測定値を求めるステップと、第２の複数の時点の各
々における求められた温度値と複数の温度センサの各々に関する開始温度値との間の変化
率を計算するステップと、第２の複数の時点の各時点において、複数の温度センサの少な
くとも２つの計算された変化率の比較に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位
端の向きを求めるステップとを含む。いくつかの実施形態では、方法は、第２の期間後の
第３の期間中に複数の温度センサから温度を示す信号を受信するステップと、複数の温度
センサの各々に関する温度測定値を求めるステップと、複数の温度センサの少なくとも２
つの温度測定値の比較に基づき、標的表面に対する焼灼カテーテルの遠位端の向きを求め
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るステップとをさらに含む。
【０１７４】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、少なくとも第１の周波数および第２の周波
数を電極または複合電極もしくは電極アセンブリの電極部分の対に送達するように構成さ
れた少なくとも１つの信号源を含む。システムはまた、第１の周波数および第２の周波数
が信号源によって電極の対に印加されている間にインピーダンス測定値を取得し、第１の
周波数および第２の周波数で取得された電気（例えば、電圧、電流、インピーダンス）測
定値を処理し、電気（例えば、インピーダンス）測定値の前記処理に基づき、電極の対が
組織と接触しているか否かを判断するように構成された処理デバイスも含む。電極の対は
、医療器具に沿って（例えば、焼灼カテーテルの遠位端に）配置することができる。電極
の対は、高周波電極を含むことができ、少なくとも１つの信号源は、１つ、２つまたは３
つ以上の高周波エネルギー源を含む。
【０１７５】
　信号源は、電極の対に対し、組織焼灼のために構成された周波数を有する信号を生成、
送達または印加するように構成された第１の信号源と、電極の対に対し、接触検知および
／または組織タイプ判断（例えば、組織が焼灼されているかまたは依然として生存してい
るか）に適合された周波数を有する信号を生成、送達または印加するように構成された第
２の信号源とを含むことができる。第１の信号源および第２の信号源は、エネルギー送達
モジュール（例えば、ＲＦ発生器）内または細長い本体もしくは医療器具（例えば、焼灼
カテーテル）のハンドル内に組み込むことができる。いくつかの実施形態では、第２の信
号源は、接触検知サブシステム内にあり、接触検知サブシステムは、エネルギー送達モジ
ュールおよび医療器具とは別個のかつ分離した構成要素であるか、またはエネルギー送達
モジュールもしくは医療器具内に組み込むことができる。一実施形態では、焼灼または他
の治療に対して適合された周波数を有する信号と、接触検知または組織タイプ判断機能に
適合された周波数を有する信号とを印加することができる１つの信号源のみが使用される
。接触検知または組織タイプ判断に適合された周波数は、治療周波数範囲内または治療周
波数範囲外であり得る。例として、１つの限定しない実施形態では、システムは、組織焼
灼または他の治療に対して構成された周波数を有するエネルギーを送達するように少なく
とも電極部材の対に対して（かつ接地パッドまたは参照電極に対して）信号を生成、送達
または印加するように適合されたエネルギー源と、接触検知および／または組織タイプ判
断（例えば、組織が焼灼されたかまたは依然として生存しているか）に対して適合された
周波数を有する信号を電極部材の対に対して生成、送達または印加する（接地パッドまた
は参照電極に対して生成、送達、印加されない）ように構成された信号源とを含む。信号
源によって生成される信号は、定電流ＡＣ励起信号またはＡＣ電圧励起信号を含むことが
できる。励起信号は、有利には、焼灼周波数および／または電位図マッピング周波数の周
波数範囲外であり得る。エネルギー源および信号源を両方ともエネルギー送達モジュール
（例えば、ＲＦ発生器）内に組み込むことができ、または供給源の一方（例えば、信号源
）を医療器具（例えば、焼灼カテーテル）の細長い本体またはハンドル内に組み込むこと
ができる。いくつかの実施形態では、信号源は、エネルギー送達モジュールおよび医療器
具とは別個の分離した構成要素であり得る接触検知サブシステム内にあるか、またはエネ
ルギー送達モジュールもしくは医療器具内に組み込まれている。いくつかの実施形態では
、焼灼または他の治療に適合された周波数を有する信号を印加するように構成され、かつ
接触検知または組織タイプ判断機能に適合された周波数を有する信号を印加するように構
成された単一の供給源が使用される。治療周波数（例えば、心臓組織の焼灼に適合された
周波数）を有する信号も接地パッドまたは基準電極に送達することができる。
【０１７６】
　いくつかの実施形態では、システムは、医療器具（例えば、エネルギー送達デバイス）
、１つまたは複数のエネルギー源、１つまたは複数の信号源、および１つまたは複数の処
理デバイスから本質的に構成されるかまたはそれらを含む。医療器具（例えば、エネルギ
ー送達カテーテル）は、近位端および遠位端を有する細長い本体と、細長い本体の遠位端
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に配置された電極または電極部分の対（例えば、スプリットチップ電極アセンブリ等、組
合せまたは複合電極アセンブリ）とを含むことができる。一実施形態では、電極の対は、
細長い本体に配置された第１の電極と第１の電極に隣接して（例えば、その近位側に）配
置された第２の電極とを含むかまたは本質的にそれらからなる。第１の電極および第２の
電極は、対象の組織と接触し、組織の表面からある深さにおいて組織を加熱する（例えば
、焼灼するかまたは他の方法で治療する）ために組織にエネルギーを提供するように構成
することができる。一実施形態では、電極の対は、第１の電極と第２の電極との間に配置
された電気絶縁ギャップを含み、電気絶縁ギャップは、第１の電極と第２の電極とを分離
するギャップ幅を有する。電気絶縁ギャップ内にセパレータ（例えば、コンデンサまたは
絶縁材料）を配置することができる。
【０１７７】
　１つまたは複数の信号源は、ある範囲の周波数（例えば、高周波範囲内の周波数）にわ
たって信号を送達するように構成することができる。いくつかの実施形態では、処理デバ
イスは、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令を実行
して、周波数の範囲内の異なる周波数のエネルギーが信号源によって電極の対に印加され
ている間にインピーダンスまたは他の電気測定値を取得し、第１の周波数および第２の周
波数で取得されたインピーダンスまたは他の電気測定値を処理し、インピーダンスまたは
他の電気測定値の前記処理に基づき、電極の対の少なくとも１つ（例えば、最遠位電極）
が組織と接触しているか否かを判断するように構成される。いくつかの実施形態によれば
、インピーダンス測定値は、電極の対間または組合せ電極アセンブリの電極部材間の双極
接触インピーダンスを構成し、電極と標的組織との間のインピーダンスを構成しない。い
くつかの実施形態によれば、インピーダンスまたは他の電気測定値は、医療器具の外部の
位置または標的組織からリモートの位置（例えば、患者の首、胴および／または脚におけ
る皮膚の位置）に配置される１つまたは複数のパッチまたは基準電極まで通る電流を通す
ことを必要としない。
【０１７８】
　いくつかの実施形態では、医療器具は、本質的に、高周波焼灼カテーテルからなるかま
たはそれを含み、第１の電極および第２の電極または電極部分は、高周波電極を含む。信
号源は、高周波（ＲＦ）発生器を含むことができる。一実施形態では、（例えば、接触検
知サブシステムの）信号源によって送達される周波数の範囲は、少なくとも１ｋＨｚ～５
ＭＨｚ（例えば、５～１０００ｋＨｚ、１０～５００ｋＨｚ、５～８００ｋＨＺ、２０～
８００ｋＨｚ、５０～５ＭＨｚ、１００～１０００ｋＨｚ、およびそれらの部分的に重な
る範囲）の範囲を含む。信号源はまた、この範囲を超え、かつこの範囲より小さい周波数
を送達するように構成することも可能である。周波数は、第１の電極および第２の電極ま
たは電極部分によって取得される高分解能マッピング画像または機能を干渉しないように
、電位図マッピング周波数の少なくとも５倍を超えるかまたは少なくとも１０倍を超える
可能性がある。一実施形態では、インピーダンス測定値が取得される異なる周波数は、２
つの別個の周波数のみからなる。別の実施形態では、異なる周波数は２つ以上の別個の周
波数を含む。いくつかの実施形態では、処理デバイスは、周波数の範囲の最小周波数から
最大周波数までの周波数の全範囲が電極または電極部分の対に印加される間にインピーダ
ンス測定値を取得するように構成される。一例として、周波数の範囲は、５ｋＨｚ～１０
００ｋＨｚである。第２の周波数は、第１の周波数と異なる（例えば、それより高いかま
たは低い）可能性がある。いくつかの実施形態によれば、接触検知または判断に使用され
る周波数は、焼灼周波数の周波数範囲外（例えば、未満）である。
【０１７９】
　システムは、組織（例えば、心臓組織）を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十
分なエネルギーを生成するように電極の対に（かつ場合により接地パッドまたは参照電極
にも）信号を送達するように構成された焼灼エネルギー源（例えば、ＲＦ発生器等の信号
源）を含むことができる。一実施形態では、処理デバイスは、電極の対の少なくとも１つ
が組織と接触しているか否かの判断に基づいて焼灼エネルギーの１つまたは複数のエネル
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ギー送達パラメータを調整するように構成され、かつ／または電極の対の少なくとも１つ
が組織と接触しているかまたはその組織が失われたか否かの判断に基づき、エネルギー送
達を終了するように構成される。いくつかの実施形態では、焼灼エネルギー源および少な
くとも１つの信号源は、単一の供給源を構成する。他の実施形態では、信号源は、第１の
供給源を含み、焼灼エネルギー源は、第１の供給源と分離したかつ別個の第２の供給源を
含む。いくつかの実施形態では、処理は、時間領域で行われる。いくつかの実施形態では
、処理は、周波数領域で行われる。処理の一部は、時間領域および周波数領域の両方で行
うことができる。
【０１８０】
　いくつかの実施形態では、処理デバイスは、接触を示す出力を生成するように、非一時
的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令を実行するように構成
される。処理デバイスは、生成された出力が処理デバイスと通信するディスプレイ（例え
ば、ＬＣＤまたはＬＥＤモニタ）に表示されるように構成することができる。さまざまな
実施形態では、出力は、テキスト情報、定量的情報（例えば、数値情報、接触が存在する
か否かの二値評価）および／または定性的情報（例えば、接触のレベルを示す色または他
の情報）を含む。
【０１８１】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、ある範囲の周波数を有する信号を送達する
ように構成された信号源と、非一時的コンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプロ
グラム命令を実行して、信号源によって電極の対（例えば、組合せ電極または複合（スプ
リットチップ等）電極アセンブリ）に異なる周波数のエネルギーが印加されている間、イ
ンピーダンス（例えば、双極接触インピーダンス）または他の電気測定値を取得すること
と、異なる周波数のエネルギーで取得されたインピーダンス測定値を比較することと、電
極の対の少なくとも１つの接触している組織が焼灼されたか否かを判断することとを行う
ように構成された処理デバイスとを含む。いくつかの実施形態では、接触判断がなされる
周波数の範囲は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚである。一実施形態では、異なる周波数は、
２つの別個の周波数からなり、または他の実施形態では、２つ以上の別個の周波数を含む
ことができる。処理デバイスは、電極の対に周波数の範囲（例えば、５ｋＨｚ～１０００
ｋＨｚ）の最小周波数から最大周波数までの周波数の完全なスイープが適用される間、イ
ンピーダンス測定値を取得するように構成することができる。いくつかの実施形態では、
インピーダンス測定値の１つの成分（例えば、インピーダンスの大きさ）は、第１の周波
数で取得され、異なるインピーダンス測定値の第２の成分（例えば、位相角）は、第２の
周波数で取得される。２つ以上の異なる周波数での電極の対間のインピーダンスの大きさ
の測定値の比較（例えば、インピーダンスの微分値対周波数、インピーダンスのデルタま
たは勾配対周波数）も取得することができる。処理デバイスにより、２つ以上の異なる周
波数でのさまざまなインピーダンス測定値の重み付き組合せを計算し、処理デバイスによ
り、全体的な接触レベルまたは状態を決定するために使用することができる。インピーダ
ンス測定値は、直接取得することができ、または電圧および／もしくは電流測定値等、電
気パラメータ測定値に基づいて計算することができる。いくつかの実施形態によれば、イ
ンピーダンス測定値は、双極インピーダンス測定値を含む。
【０１８２】
　いくつかの実施形態では、処理デバイスは、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格
納された特定のプログラム命令を実行して、電極の対の少なくとも１つと接触している組
織が焼灼されたか否かの判断に基づき、組織タイプを示す出力を生成するように構成され
る。処理デバイスは、生成された出力が処理デバイスと通信するディスプレイに表示され
るように構成することができる。出力は、テキスト情報、色または他の定性的情報よび数
値情報の１つまたは複数を含むことができる。さまざまな実施形態において、処理デバイ
スは、電極の対と接触している組織が焼灼されたか否かの判断に基づいて１つまたは複数
のエネルギー送達パラメータを調整するように構成され、かつ／または電極の対と接触し
ている組織が焼灼されたか否かの判断に基づき、エネルギー送達を終了するように構成さ
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れる。
【０１８３】
　いくつかの実施形態によれば、インピーダンス測定値に少なくとも部分的に基づき、医
療器具が組織と接触しているか否かを判断するシステムは、医療器具の電極の対に異なる
周波数を有する信号を送達するように構成された信号源と、電極の対にわたって定式化す
る（ｆｏｒｍｕｌａｔｅ）結果としての波形を処理して、第１の周波数および第２の周波
数でインピーダンス測定値を取得し、第２の周波数および第１の周波数でのインピーダン
スの大きさの比を求めるように構成された処理デバイスとを含む。求められた比が接触を
示す所定の閾値未満である場合、処理デバイスは、コンピュータ可読媒体における格納さ
れた命令の実行時、接触を示す第１の出力を生成するように構成される。求められた比が
所定の閾値を超える場合、処理デバイスは、コンピュータ可読媒体における格納された命
令の実行時、非接触を示す第２の出力を生成するように構成される。一実施形態では、信
号源は、高周波エネルギー源を含む。第１の周波数および第２の周波数は、５ｋＨｚ～１
０００ｋＨｚであり得る。いくつかの実施形態では、信号源は、組織を焼灼するように適
合された周波数を有する信号を生成するように構成される。他の実施形態では、システム
は、組織を焼灼するように適合された周波数を有する信号を生成するように構成された第
２の信号源（または焼灼エネルギー源）を含む。組織焼灼に適合された周波数は、４００
ｋＨｚ～６００ｋＨｚ（例えば、４００ｋＨＺ、４５０ｋＨｚ、４６０ｋＨｚ、４８０ｋ
ＨＺ、５００ｋＨｚ、５５０ｋＨｚ、６００ｋＨｚ、４００～５００ｋＨｚ、４５０～５
５０ｋＨｚ、５００～６００ｋＨｚ、またはその部分的に重なる範囲）であり得る。さま
ざまな実施形態では、所定の閾値は、０．５～０．９の値である。波形を処理するステッ
プは、電圧および／または電流測定値を取得することと、電圧および／または電流測定値
に基づいてインピーダンス測定値を計算するかまたはインピーダンス測定値を直接取得す
ることとを含むことができる。
【０１８４】
　少なくとも部分的に電気測定値（例えば、インピーダンス測定値）に基づき、医療器具
が標的領域（例えば、組織）と接触しているか否かを判断する方法は、医療機器の電極ま
たは電極部分の対に第１の周波数および第２の周波数を有する信号を印加するステップと
、結果としての波形を処理して第１の周波数および第２の周波数でのインピーダンス測定
値を取得するステップと、第２の周波数および第１の周波数でのインピーダンスの大きさ
の間の比を求めるステップとを含むことができる。求められた比が接触を示す所定の閾値
未満である場合、本方法は、接触を示す第１の出力を生成するステップを含む。求められ
た比が所定の閾値を超える場合、本方法は、非接触を示す第２の出力を生成するステップ
を含む。本方法は、電極または電極部分の対により、標的領域（例えば、心臓組織または
他の体内組織）を焼灼するのに十分な焼灼エネルギーが送達されるようにするように適合
された信号を印加するステップをさらに含むことができる。
【０１８５】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも部分的に電気測定値に基づき、医療器具の遠
位部分の標的領域（例えば、組織）と接触状態を判断するシステムは、複合電極アセンブ
リの電極部材の対に印加されるように第１の周波数および第２の周波数を有する少なくと
も１つの信号を生成するように構成された信号源を含む。信号源は、接触検知もしくは検
出サブシステム、または高周波発生器等のエネルギー送達モジュールの構成要素であり得
る。システムはまた、メモリまたは非一時的なコンピュータ可読機構媒体に格納された特
定のプログラム命令の実行時、信号源に対し、電極部材の対のための少なくとも１つの信
号を生成および印加させるように構成されたプロセッサまたは他のコンピューティングデ
バイスも含む。信号は、単一のマルチトーン波形もしくは信号、または単一周波数を有す
る複数の波形もしくは信号であり得る。
【０１８６】
　プロセッサは、電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処理して、複数の周
波数の第１の周波数で電気測定値を取得し、電極の対にわたって定式化する結果としての



(75) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

波形を処理して、複数の周波数の第２の周波数で第２の電気測定値を取得するように構成
することができる。プロセッサは、第１の電気測定値（例えば、電圧および／または電流
測定値）に基づいてインピーダンスの大きさを求め、第２の電極測定値に基づいてインピ
ーダンスの大きさおよび位相を求め、第１の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさ
、第１の電気測定値および第２の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさの比、およ
び第２の電気測定値に基づく位相を結合する基準に基づき、医療器具の遠位端部分と標的
領域との間の接触の状態を示す接触表示値を計算するようにさらに構成される。第１の電
気測定値および第２の電気測定値は、電圧および／または電流測定値、または電極部材の
対間の直接インピーダンス測定値を含むことができる。いくつかの実施形態では、第１の
電気測定値および第２の電気測定値は、電気パラメータまたは電極と組織との間の結合の
程度の直接的な測定値を含まないが、２つの電極部材間の測定値である。インピーダンス
測定値は、電圧および／または電流測定値に基づいて計算することができ、またはインピ
ーダンス測定値を出力するように構成された器具またはデバイスによって直接取得するか
または測定することができる。インピーダンス測定値は、実数成分および虚数成分からな
る複素インピーダンス測定値（例えば、インピーダンスの大きさおよび位相角測定値また
は抵抗およびリアクタンス測定値）を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、
インピーダンス測定値は、２つの電極部材間の双極接触インピーダンス測定値を含む。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、基準は、第１の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさ
と、第１の電気測定値および第２の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさの比と、
第２の電気測定値に基づく位相との重み付きの組合せを含む。いくつかの実施形態では、
基準は、図１１および図１１Ａに関連して記載するような、ｉｆ－ｔｈｅｎ　ｃａｓｅ条
件付き基準を含む。さまざまな実施形態では、接触状態を判断するために、１つのインピ
ーダンス測定値もしくは計算（例えば、インピーダンスの大きさのみ、インピーダンスの
大きさの値間の勾配のみ、または位相のみ）または２つのタイプのインピーダンス測定値
もしくは計算が使用される。
【０１８８】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、医
療器具が標的領域（例えば、組織）と接触しているか否かを判断するシステムは、本質的
に、（例えば、医療器具、カテーテルまたはプローブの遠位端に配置された）電極の対に
対して第１の周波数および第２の周波数を有する１つまたは複数の信号を生成するように
構成された信号源と、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプログラ
ム命令を実行して、電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処理して、第１の
周波数および第２の周波数でインピーダンス測定値を取得するように構成された処理デバ
イスとからなるかまたはそれらを含む。第１の周波数および／または第２の周波数でのイ
ンピーダンスの大きさが接触を示す所定の閾値を超える場合、処理デバイスは、コンピュ
ータ可読記憶媒体の格納された命令の実行時、接触を示す第１の出力を生成するように構
成される。第１の周波数および／または第２の周波数でのインピーダンスの大きさが非接
触を示す所定の閾値未満である場合、処理デバイスは、コンピュータ可読記憶媒体の格納
された命令の実行時、非接触を示す第２の出力を生成するように構成される。波形を処理
するステップは、電圧および／または電流測定値を取得することと、電圧および／または
電流測定値に基づいてインピーダンス測定値を計算するかまたはインピーダンス測定値を
直接取得することとを含むことができる。
【０１８９】
　少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、医療器具が標的領域（例えば、組
織）と接触しているか否かを判断する方法は、電極または電極部分の対に第１の周波数お
よび第２の周波数を有する少なくとも１つの信号（例えば、マルチトーン波形）を送達す
るステップと、電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処理して、第１の周波
数および第２の周波数でのインピーダンス測定値を取得するステップとを含む。第１の周
波数および／または第２の周波数でのインピーダンスの大きさが接触を示す所定の閾値を
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超える場合、方法は、接触を示す第１の出力を生成するステップを含む。第１の周波数お
よび／または第２の周波数でのインピーダンスの大きさが非接触を示す所定の閾値未満で
ある場合、本方法は、非接触を示す第２の出力を生成するステップを含む。本方法は、電
極または電極部分の対により、心臓組織または他の体内組織を焼灼するかまたは他の方法
で治療するのに十分な焼灼エネルギーが送達されるようにするように適合された信号を印
加するステップをさらに含むことができる。
【０１９０】
　少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、医療器具が標的領域（例えば、組
織）と接触しているか否かを判断する方法は、電極の対に第１の周波数および第２の周波
数を有するマルチトーン波形を含む信号を印加するステップと、結果としての波形を処理
して、第１の周波数および第２の周波数でインピーダンス測定値を取得するステップと、
第１の周波数および第２の周波数でのインピーダンス測定値の値を血液または血液および
生理食塩水混合物の既知のインピーダンス（または他の既知の組織インピーダンス）と比
較するステップと、第１の周波数および第２の周波数でのインピーダンス測定値の値を互
いに比較するステップと、前記比較に基づき、医療器具が組織と接触しているか否かを示
す出力を生成するステップとを含むことができる。少なくとも部分的にインピーダンス測
定値に基づき、医療器具が組織と接触しているか否かを判断するシステムは、（例えば、
組合せ電極（スプリットチップ電極等）のカテーテルの遠位端における）電極の対に対す
る第１の周波数および第２の周波数を有するマルチトーン波形を生成するように構成され
た信号源と、処理デバイスとを含むことができる。処理デバイスは、コンピュータ可読記
憶媒体の格納された命令の実行時、結果としての波形を処理して、第１の周波数および第
２の周波数でインピーダンス測定値を取得し、第１の周波数および第２の周波数でのイン
ピーダンス測定値の値を血液または血液および生理食塩水混合物の既知のインピーダンス
と比較し、第１の周波数および第２の周波数でのインピーダンス測定値の値を互いに比較
し、および／または前記比較に基づき、医療器具が組織と接触しているか否かを示す出力
を生成するように構成することができる。本方法は、電極または電極部分の対により、心
臓組織または他の体内組織を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十分な焼灼エネル
ギーが送達されるようにするように適合された信号を印加するステップをさらに含むこと
ができる。
【０１９１】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、電
極または電極部分の対を含む医療器具が標的領域（例えば、組織）と接触しているか否か
を判断する方法は、医療器具の電極の対に複数の周波数を有する少なくとも１つの信号（
例えば、マルチトーン波形）を印加するステップと、電極の対にわたって定式化する結果
としての波形を処理して、複数の周波数の第１の周波数および第２の周波数でインピーダ
ンス測定値を取得するステップとを含む。周波数の範囲にわたるインピーダンス測定値の
変動が、パラメータ値が接触を示すモデルに従う場合、本方法は、接触を示す第１の出力
を生成するステップを含む。周波数の範囲にわたるインピーダンス測定値の変動が、パラ
メータ値が非接触を示すモデルに従う場合、本方法は、非接触を示す第２の出力を生成す
るステップを含む。モデルは、図５Ｂに示すようなフィッティング関数または回路モデル
を含むことができる。本方法は、電極または電極部分の対により、心臓組織または他の体
内組織を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十分な焼灼エネルギーが送達されるよ
うにするように適合された信号を印加するステップをさらに含むことができる。
【０１９２】
　少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、医療器具が組織と接触しているか
否かを判断するシステムは、電極の対に対する第１の周波数および第２の周波数を有する
少なくとも１つの信号を生成するように構成された信号源と処理デバイスとを含む。処理
デバイスは、コンピュータ可読媒体における格納された命令の実行時、医療器具の電極の
対に複数の周波数を有する少なくとも１つの信号を印加し、電極の対にわたって定式化す
る結果としての波形を処理して、複数の周波数の第１の周波数および第２の周波数でイン
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ピーダンス測定値を取得するように構成することができる。周波数の範囲にわたるインピ
ーダンス測定値の変動が、パラメータ値が接触を示すモデルに従う場合、プロセッサは、
接触を示す第１の出力を生成するように構成される。周波数の範囲にわたるインピーダン
ス測定値の変動が、パラメータ値が非接触を示すモデルに従う場合、プロセッサは、非接
触を示す第２の出力を生成するように構成される。波形を処理してインピーダンス測定値
を取得するステップは、電圧および／または電流測定値を取得することと、電圧および／
または電流測定値に基づいてインピーダンス測定値を計算するかまたはインピーダンス測
定値を直接取得することとを含む。
【０１９３】
　いくつかの実施形態によれば、電極の対を含む焼灼カテーテルによって組織が焼灼され
たか否かを判断する方法が提供される。本方法は、焼灼カテーテルに沿った電極の対に対
して第１の周波数および第２の周波数を有する１つまたは複数の信号（例えば、マルチト
ーン波形）を印加するステップと、電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処
理して、第１の周波数および第２の周波数でインピーダンス測定値を取得するステップと
を含む。本方法は、インピーダンスの絶対変化とともにインピーダンス間の勾配または比
を評価するステップを含むことができる。第１の周波数および／または第２の周波数の第
１のインピーダンス測定値が血液の既知のインピーダンスレベルより大きい場合、かつ第
１のインピーダンス測定値に対する第２のインピーダンス測定値の比が所定の閾値を超え
る場合、本方法は、焼灼された組織を示す第１の出力を生成するステップを含む。第１の
周波数および／または第２の周波数の第１のインピーダンス測定値が血液の既知のインピ
ーダンスレベルより大きい場合、かつ第１のインピーダンス測定値に対する第２のインピ
ーダンス測定値の比が所定の閾値未満である場合、本方法は、生存組織を示す第２の出力
を生成するステップを含む。波形を処理してインピーダンス測定値を取得するステップは
、電圧および／または電流測定値を取得することと、電圧および／または電流測定値に基
づいてインピーダンス測定値を計算するかまたはインピーダンス測定値を直接取得するこ
ととを含むことができる。本方法は、電極または電極部分の対により、心臓組織または他
の体内組織を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十分な焼灼エネルギーが送達され
るようにするように適合された信号を印加するステップをさらに含むことができる。
【０１９４】
　いくつかの実施形態では、第１の周波数および／または第２の周波数でのインピーダン
ス測定値の位相は、血液または血液および生理食塩水混合物に対する既知の位相応答と比
較され、インピーダンス測定値の大きさの値とともに利用されて、医療器具が組織と接触
しているか否かを示す出力を生成する。電極または電極部分の対を含む焼灼カテーテルに
よって組織が焼灼されたか否かを判断するシステムは、焼灼カテーテルに沿った電極の対
に対する第１の周波数および第２の周波数を有する少なくとも１つの信号を生成するよう
に構成された信号源と、処理デバイスとを含むことができる。処理デバイスは、コンピュ
ータ可読記憶媒体における格納された命令の実行時、電極の対にわたって定式化する結果
としての波形を処理して、第１の周波数および第２の周波数でインピーダンス測定値を取
得するように構成することができる。第１の周波数および／または第２の周波数での第１
のインピーダンス測定値が血液の既知のインピーダンスレベルより大きい場合、かつ第１
のインピーダンス測定値に対する第２のインピーダンス測定値の比が所定の閾値を超える
場合、処理デバイスは、焼灼された組織を示す第１の出力を生成するように構成される。
第１のインピーダンス測定値に対する第２のインピーダンス測定値の比が所定の閾値未満
である場合、プロセッサは、生存（未焼灼）組織を示す第２の出力を生成するように構成
される。波形を処理してインピーダンス測定値を取得するステップは、電圧および／また
は電流測定値を取得することと、電圧および／または電流測定値に基づいてインピーダン
ス測定値を計算するかまたはインピーダンス測定値を直接取得することとを含むことがで
きる。
【０１９５】
　結果としての波形を処理するステップは、波形に変換（例えば、フーリエ変換）を適用
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してインピーダンス測定値を取得することを含むことができる。いくつかの実施形態では
、第１の周波数および第２の周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚの範囲内にある。一実
施形態では、第２の周波数は、第１の周波数より高い。インピーダンス測定値は、同時に
または逐次取得することができる。第２の周波数は、第１の周波数より少なくとも２０ｋ
Ｈｚ高い場合がある。一実施形態では、第１の周波数は、１０ｋＨｚ～１００ｋＨｚ（例
えば、１０～３０ｋＨＺ、１５～４０ｋＨｚ、２０～５０ｋＨｚ、３０～６０ｋＨｚ、４
０～８０ｋＨｚ、５０～９０ｋＨｚ、６０～１００ｋＨｚ、それらの部分的に重なる範囲
、２０ｋＨｚ、または１０ｋＨｚおよび１００ｋＨｚからの任意の値）であり、第２の周
波数は、４００ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ（例えば、４００～６００ｋＨｚ、４５０～７５
０ｋＨｚ、５００～８００ｋＨｚ、６００～８５０ｋＨｚ、７００～９００ｋＨｚ、８０
０～１０００ｋＨｚ、それらの部分的に重なる範囲、８００ｋＨｚ、または４００～１０
００ｋＨｚの任意の値）である。所定の閾値は、０．５～０．９の値を有することができ
る。いくつかの実施形態では、第１の出力を生成するステップおよび第２の出力を生成す
るステップは、第１の出力または第２の出力がディスプレイに（例えば、１つまたは複数
のディスプレイドライバを介して）表示されるようにすることを含む。出力は、接触状態
を示すテキスト情報、定量的測定値および／または定性的評価を含むことができる。いく
つかの実施形態では、出力は、接触のレベルに対応する接触力の量（例えば、力のグラム
）を含む。
【０１９６】
　少なくとも部分的にインピーダンス測定値に基づき、電極または電極部分の対を有する
医療器具が標的領域（例えば、組織）と接触しているか否かを判断する方法は、ある周波
数の範囲内の第１の周波数で第１のインピーダンス測定値を取得するステップと、周波数
の範囲内の第２の周波数で第２のインピーダンス測定値を取得するステップと、周波数の
範囲内の第３の周波数で第３のインピーダンス測定値を取得するステップとを含むことが
できる。周波数の範囲にわたるインピーダンス測定値の変動が接触を示す所定の閾値を超
える場合、本方法は、接触を示す第１の出力を生成するステップを含む。周波数の範囲に
わたるインピーダンス測定値の変動が所定の閾値未満である場合、本方法は、非接触を示
す第２の出力を生成するステップを含む。インピーダンス測定値は、電圧および／または
電流測定値に基づいて計算することができ、または直接測定されたインピーダンス測定値
とすることができる。本方法は、電極または電極部分の対により、心臓組織または他の体
内組織を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十分な焼灼エネルギーが送達されるよ
うにするように適合された信号を印加するステップをさらに含むことができる。
【０１９７】
　周波数の範囲は、５ｋＨｚ～５ＭＨｚ（例えば、５～１０００ｋＨｚ、１～３ＭＨｚ、
２．５～５ＭＨｚ、またはそれらの部分的に重なる範囲）であり得る。一実施形態では、
第１の周波数は、１０ｋＨｚ～１００ｋＨｚ（例えば、１０～３０ｋＨＺ、１５～４０ｋ
Ｈｚ、２０～５０ｋＨｚ、３０～６０ｋＨｚ、４０～８０ｋＨｚ、５０～９０ｋＨｚ、６
０～１００ｋＨｚ、それらの部分的に重なる範囲、２０ｋＨｚ、または１０～１０００ｋ
Ｈｚの任意の値）であり、第２の周波数は、４００ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ（例えば、４
００～６００ｋＨｚ、４５０～７５０ｋＨｚ、５００～８００ｋＨｚ、６００～８５０ｋ
Ｈｚ、７００～９００ｋＨｚ、８００～１０００ｋＨｚ、それらの部分的に重なる範囲、
８００ｋＨｚ、または４００～１０００ｋＨｚの任意の値）であり、第３の周波数は、２
０ｋＨｚ～８００ｋＨｚである。所定の閾値は、０．５～０．９の値であり得る。いくつ
かの実施形態では、第１の出力を生成するステップおよび第２の出力を生成するステップ
は、第１の出力または第２の出力がディスプレイに表示されるようにすることを含む。出
力は、接触状態を示すテキスト情報を含むことができる。一実施形態では、出力は、接触
の定量的測定値および／または定性的評価を含むことができる。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、医療器具の遠位端部分は、第１の電極部分と第１の電極部分
から離間されかつ絶縁された第２の電極部分とを含む高分解能電極アセンブリ（例えば、
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複合電極アセンブリまたは複合高周波電極）を含む。制御ユニットは、高分解能電極アセ
ンブリから信号を受信するように構成された接触検出サブシステムまたはモジュールを含
み、接触検出サブシステムまたはモジュールの制御ユニット（例えば、プロセッサ）また
は別個のプロセッサは、高分解能電極アセンブリからの受信された信号に基づき組織（例
えば、心臓組織）との接触のレベルまたは接触状態を判断し、判断された接触のレベルま
たは接触状態に少なくとも部分的に基づき、反力モータによって提供される反力を調整す
るように構成する（例えば、特に非一時的なコンピュータ可読媒体内または上に格納され
た命令によりプログラムする）ことができる。制御ユニットは、医療器具の遠位端部分の
少なくとも一部と接触している組織の焼灼を行うのに十分なレベルで高分解能電極アセン
ブリに高周波電力を印加するように構成された電力送達モジュールをさらに含むことがで
きる。
【０１９９】
　いくつかの実施形態では、制御ユニット（例えば、プロセッサ）は、制御ユニットに（
例えば、１つまたは複数のディスプレイドライバを介して）結合されたディスプレイに表
示するために接触のレベルを示す出力を生成するように構成される。さまざまな実施形態
では、出力は、複数の電気パラメータ測定値（電圧測定値、電流測定値またはインピーダ
ンス測定値等）を結合する１つまたは複数の基準に基づいて求められる接触関数に基づく
。一実施形態では、接触関数は、直接測定されるか、または電圧および／または電流測定
値に基づいて計算されるインピーダンス（例えば、双極インピーダンス）測定値の重み付
きの組合せを合計することによって求められる。一実施形態では、接触関数は、１つまた
は複数のｉｆ－ｔｈｅｎ　ｃａｓｅ条件付き基準に基づく。一実施形態では、インピーダ
ンス測定値は、第１の周波数で接触検出サブシステムによって求められた１つまたは複数
のインピーダンスの大きさと、第１の周波数および第２の周波数でのインピーダンスの大
きさの比と、第２の周波数での複素インピーダンス測定値の位相とによって求められる。
第２の周波数は、第１の周波数より高い可能性がある（例えば、第１の周波数より少なく
とも２０ｋＨｚ高い）。いくつかの実施形態では、第１の周波数および第２の周波数は、
５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚである。一実施形態では、第１の周波数は、１０ｋＨｚ～１０
０ｋＨｚ（例えば、１０～３０ｋＨＺ、１５～４０ｋＨｚ、２０～５０ｋＨｚ、３０～６
０ｋＨｚ、４０～８０ｋＨｚ、５０～９０ｋＨｚ、６０～１００ｋＨｚ、それらの部分的
に重なる範囲、２０ｋＨｚ、または１０～１０００ｋＨｚの任意の値）であり、第２の周
波数は、４００ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ（例えば、４００～６００ｋＨｚ、４５０～７５
０ｋＨｚ、５００～８００ｋＨｚ、６００～８５０ｋＨｚ、７００～９００ｋＨｚ、８０
０～１０００ｋＨｚ、それらの部分的に重なる範囲、８００ｋＨｚ、または４００～１０
００ｋＨｚの任意の値）であるが、要求および／または必要に応じて他の周波数を使用す
ることができる。いくつかの実施形態では、インピーダンス測定値が取得される周波数は
、治療（例えば、焼灼）周波数範囲外である。いくつかの実施形態では、フィルタ（バン
ドパスフィルタ等）を使用して、インピーダンス測定値周波数範囲から治療周波数範囲が
隔離される。
【０２００】
　いくつかの実施形態では、医療器具のハンドルは、動き検出要素（例えば、加速度計お
よびジャイロスコープの少なくとも１つ）をさらに含む。いくつかの実施形態では、第１
のモータは、動き検出要素がハンドルの動きを検出しているときにのみ駆動されるように
構成される。
【０２０１】
　いくつかの実施形態によれば、医療器具の遠位端部分の標的領域、例えば組織との接触
状態を判断する方法は、医療器具の遠位端部分に沿って配置された複合電極アセンブリの
電極または電極部分の対に複数の周波数を有する少なくとも１つの信号を印加するステッ
プを含む。本方法は、電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処理して、複数
の周波数の第１の周波数で第１のインピーダンス測定値を取得するステップと、電極の対
にわたって定式化する結果としての波形を処理して、複数の周波数の第２の周波数で第２
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のインピーダンス測定値を取得するステップとを含む。本方法は、第１のインピーダンス
測定値の大きさを求めるステップと、第２のインピーダンス測定値の大きさおよび位相を
求めるステップと、接触関数を（例えば、非一時的なコンピュータ記憶媒体に格納された
コンピュータプログラムの実行を介して）適用して、医療器具の遠位端部分と標的領域（
例えば、心臓組織）との間の接触の状態を示す接触表示値を計算するステップとを含む。
接触関数は、第１のインピーダンス測定値の大きさと、第１のインピーダンス測定値およ
び第２のインピーダンス測定値の大きさの比と、第２のインピーダンス測定値の位相との
重み付きの組合せを合計することによって求めることができる。さまざまな実施形態では
、第１の周波数および第２の周波数は、異なる。一実施形態では、第２の周波数は、第１
の周波数より高い。
【０２０２】
　本方法は、ディスプレイモニタに（例えば、１つまたは複数のディスプレイドライバを
介して）表示されるように接触表示値に対応する出力を生成するステップをさらに含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、出力は、定性的出力および／または定量的出力を
含む。出力は、０～１または０～１．５の数値を含むことができ、１を超える値は過剰な
接触を示す。いくつかの実施形態では、出力は、接触力の量（例えば、接触力のグラム）
に対応するパーセンテージ値または数字を含む。出力は、接触状態を示す色および／もし
くはパターン、ならびに／またはゲージ、バーもしくはスケールの１つまたは複数を含む
ことができる。本方法は、電極または電極部分の対により、心臓組織または他の体内組織
を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十分な焼灼エネルギーが送達されるようにす
るように適合された信号を印加するステップをさらに含むことができる。
【０２０３】
　いくつかの実施形態によれば、少なくとも部分的に電気パラメータ測定値に基づき、医
療器具の遠位端部分の標的領域（例えば、組織）との接触状態を判断するシステムは、本
質的に、複合電極アセンブリの電極部材の対（例えば、ギャップによって分離された２つ
の電極部材）に印加される第１の周波数および第２の周波数を有する少なくとも１つの信
号を生成するように構成された信号源からなるかまたはそれを含む。本システムはまた、
本質的に、（ａ）信号源に対して、少なくとも１つの信号を生成して電極部材の対に印加
させ、（ｂ）電極の対にわたって定式化する結果としての波形を処理して、第１の周波数
で第１の電気測定値を取得し、（ｃ）電極の対にわたって定式化する結果としての波形を
処理して、複数の周波数の第２の周波数で第２のインピーダンス測定値を取得し、（ｄ）
第１の電気測定値に基づいてインピーダンスの大きさを求め、（ｅ）第２の電気測定値に
基づいてインピーダンスの大きさおよび位相を求め、（ｆ）第１の電気測定値に基づくイ
ンピーダンスの大きさと、第１の電気測定値および第２の電気測定値に基づくインピーダ
ンスの大きさの比と、第２の電気測定値に基づく位相とを組み合わせる基準に基づき、医
療器具の遠位端部分と標的領域との間の接触の状態を示す接触表示値を計算するように構
成された処理デバイスからなるかまたはそれを含む。電気測定値は、電圧、電流および／
または他の電気パラメータ測定値を含むことができ、そこから、インピーダンス測定値（
インピーダンスの大きさまたは位相等）を計算することができ、または電気測定値は、直
接取得されたインピーダンス測定値を含むことができる。基準は、第１の電気測定値と、
第１の電気測定値および第２の電気測定値に基づくインピーダンス測定値の比と、第２の
電気測定値に基づく位相との重み付きの組合せを含むことができ、または基準は、ｉｆ－
ｔｈｅｎ　ｃａｓｅ条件付き基準を含むことができる。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、本システムは、高周波焼灼カテーテルであり得る医療器具を
さらに含む。第１の周波数および第２の周波数は、異なる場合がある。いくつかの実施形
態では、第２の周波数は、第１の周波数より高い。他の実施形態では、第２の周波数は、
第１の周波数より低い。いくつかの実施形態では、第１の周波数および第２の周波数は、
５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ（例えば、５～５０ｋＨｚ、１０～１００ｋＨｚ、５０～２０
０ｋＨｚ、１００～５００ｋＨｚ、２００～８００ｋＨｚ、４００～１０００ｋＨｚ、ま
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たはそれらの部分的に重なる範囲）である。さまざまな実施形態では、２つの周波数は、
少なくとも２０ｋＨｚ周波数が離れている。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、コンピュータ可読媒体内または上に格納され
た特定の命令の実行時、ディスプレイモニタに表示する接触表示値に対応する出力を生成
するようにさらに構成される。いくつかの実施形態では、出力は、０～１の数値を含む。
いくつかの実施形態では、出力は、定性的出力（接触状態を示す色および／またはパター
ン等）を含む。いくつかの実施形態では、出力は、ゲージ、バー、メータまたはスケール
の１つまたは複数を含む。一実施形態では、出力は、変化する接触のレベルまたは接触状
態を示す複数の領域（例えば、２つ、３つ、４つ、５つまたは６つ以上の領域またはセグ
メント）を有する仮想ゲージを含む。複数の領域を異なる色で表すことができる。複数の
領域の各々は、変化する接触のレベルを示す数値の異なる範囲に対応することができる。
【０２０６】
　いくつかの実施形態によれば、医療器具の遠位チップの標的領域（例えば、体内組織）
との接触状態を患者モニタに表示するシステムは、患者モニタに表示する出力を生成する
ように構成されたプロセッサを含む。出力は、患者モニタのグラフィカルユーザインタフ
ェースにおいて生成することができる。一実施形態では、出力は、医療器具によって取得
されるインピーダンス測定値に少なくとも部分的に基づいて処理デバイスによって計算さ
れる、医療器具の遠位チップと体内組織との間の接触状態を示す接触関数を表示するグラ
フを含む。グラフは、スクロールする波形であり得る。出力はまた、グラフによって表示
される接触関数のリアルタイム数値に対応するリアルタイムの接触状態を示す、グラフと
は別個のゲージも含む。ゲージは、変化する接触状態を示す複数の領域を含む。いくつか
の実施形態では、複数の領域の各領域は、任意選択的に、リアルタイムの接触状態の定性
的表示を提供するように異なる色または目盛りで表示される。一実施形態では、ゲージは
、３つの領域またはセグメントからなる。３つの領域に対して、赤色、黄色および緑色で
着色することができる。別の実施形態では、ゲージは、４つの領域またはセグメントから
なる。４つの領域に対して、赤色、オレンジ色、黄色および緑色で着色することができる
。複数の領域の各々は、現接触状態を示す数値の異なる範囲に対応することができる。ゲ
ージは、接触関数のリアルタイムな数値に対応するゲージにおけるレベルを示すポインタ
を含むことができる。リアルタイム数値は、０～１、または０～１．２５、または０～１
．５の範囲とすることができる。１を超える値は、組織の穿孔をもたらす可能性がある過
剰な接触を防止する、臨床医に対する「接触警告」を生成することができる。例として、
ゲージは、双極インピーダンスの大きさ、双極インピーダンス－周波数勾配および双極イ
ンピーダンス位相に基づいて計算された組織－電極接触の質の接触指標を含むことができ
る。
【０２０７】
　出力は、複数の周波数でのインピーダンス測定値（例えば、インピーダンスの大きさお
よび位相）の個々の成分、または２つのインピーダンス測定値（例えば、２つの異なる周
波数でのインピーダンスの大きさ）の比較（例えば、勾配）の他のグラフまたは波形も含
むことができる。
【０２０８】
　いくつかの実施形態では、接触関数は、第１の周波数での第１のインピーダンス測定値
の大きさと、第１のインピーダンス測定値と第１の周波数と異なる第２の周波数での第２
のインピーダンス測定値との大きさの比と、第２の周波数での第２のインピーダンス測定
値の位相との重み付きの組合せに基づいて計算される。一実施形態では、第２の周波数は
、第１の周波数より高い。別の実施形態では、第２の周波数は、第１の周波数より低い。
第１の周波数および第２の周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚであり得る。いくつかの
実施形態では、システムは、患者モニタをさらに含む。
【０２０９】
　いくつかの実施形態によれば、複合電極アセンブリの離間された電極部材の対を有する
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焼灼カテーテルの遠位端部分と、標的領域、例えば組織との間の接触のレベルを評価する
システムは、離間された電極部材の対に印加される、少なくとも第１の周波数および第２
の周波数を有する信号を生成するように構成された信号源を含む。システムはまた、コン
ピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令の実行時、信号源と離間された
電極部材の対との間に複数のハードウェアコンポーネントを含むネットワーク測定回路の
入力において、ネットワークパラメータを測定するように構成されたプロセッサを含む。
プロセッサはまた、ネットワーク測定回路のハードウェアコンポーネントによってもたら
される測定されたネットワークパラメータ値に対する総合的な影響を求め、総合的な影響
を除去して、離間された電極部材の対間の補正されたネットワークパラメータ値をもたら
し、補正されたネットワークパラメータ値に少なくとも部分的に基づいて接触のレベルを
求めるように構成することも可能である。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、表示する接触のレベルを示す出力を生成する
ように構成される。信号源は、高周波発生器内にまたは焼灼カテーテル内に配置すること
ができる。プロセッサは、少なくとも２つの周波数（例えば、２つの周波数、３つの周波
数、４つの周波数、または５つ以上の周波数）でネットワークパラメータを測定するよう
に構成することができる。いくつかの実施形態では、周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨ
ｚである。２つの周波数を含む実施形態では、第２の周波数は、第１の周波数より少なく
とも２０ｋＨｚ高い場合がある。例えば、第１の周波数は、１０ｋＨｚ～１００ｋＨｚで
ある場合があり、第２の周波数は、４００ｋＨｚ～１０００ｋＨｚである。第３の周波数
は、第１の周波数より高く、かつ第２の周波数より低い可能性がある（例えば、第３の周
波数は、２０ｋＨｚ～１２０ｋＨｚであり得る）。
【０２１１】
　ネットワークパラメータは、散乱パラメータまたは他の電気パラメータ（電圧、電流、
インピーダンス等）を含むことができる。ネットワークパラメータ値は、例えば、電圧お
よび電流値、または直接測定されるかもしくは電圧および／または電流値から求められる
インピーダンス値を含むことができる。インピーダンス値は、インピーダンスの大きさの
値およびインピーダンスの位相の値を含むことができる。インピーダンスの大きさの値は
、２つ以上の周波数で取得することができ、異なる周波数での大きさの値間で勾配を求め
ることができる。インピーダンスの位相の値は、１つまたは複数の周波数で取得すること
ができる。
【０２１２】
　いくつかの実施形態によれば、離間された電極部材の対を有する焼灼カテーテルの遠位
端部分の接触レベルの判断を評価する方法は、信号源と離間された電極部材の対との間の
ハードウェアコンポーネントのネットワークパラメータ回路の入力においてネットワーク
パラメータを測定するステップを含む。本方法はまた、ハードウェアコンポーネントによ
ってもたらされるネットワークパラメータから求められる測定されたネットワークパラメ
ータ値に対する総合的な影響を求めるステップと、総合的な影響を除去して、離間された
電極部材の対間の補正されたネットワークパラメータ値をもたらすステップと、補正され
たネットワークパラメータ値に少なくとも部分的に基づいて接触のレベルを求めるステッ
プとを含む。
【０２１３】
　ネットワークパラメータを測定するステップは、複数の周波数でネットワークパラメー
タを測定することを含むことができる。いくつかの実施形態では、ネットワークパラメー
タ回路のハードウェアコンポーネントによってもたらされる測定されたネットワークパラ
メータ値に対する総合的な影響を求めるステップは、各個々のハードウェアコンポーネン
トに関連するネットワークパラメータを測定することを含む。いくつかの実施形態では、
ネットワークパラメータ回路のハードウェアコンポーネントによってもたらされる測定さ
れたネットワークパラメータ値に対する総合的な影響を求めるステップは、個々のハード
ウェアコンポーネントのネットワークパラメータを結合して複数の周波数での全体的なネ
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ットワークパラメータにすることを含む。離間された電極部材の対間で実際のネットワー
クパラメータ値を隔離するように総合的な影響を除去するステップは、測定された入力反
射係数から全体的なネットワークパラメータを取り除いて、実際のネットワークパラメー
タ値に対応する実際の反射係数をもたらすことを含むことができる。いくつかの実施形態
では、本方法は、プロセッサによって自動的に行われる。本方法は、離間された電極部材
の対により、心臓組織または他の体内組織を焼灼するかまたは他の方法で治療するのに十
分な焼灼エネルギーが送達されるようにするように適合された信号を印加するステップを
さらに含むことができる。
【０２１４】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、少なくとも第１の周波数および第２の周波
数を有する信号を、医療器具（例えば、高周波焼灼カテーテル）の遠位端部分に沿って配
置された組合せ電極アセンブリの電極部材の対（例えば、離間された電極部材の双極対）
に送達するように構成された信号源（例えば、高周波エネルギーまたは励起信号源）を含
む。システムの実施形態はまた、処理デバイス（例えば、専用プロセッサ）であって、コ
ンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令の実行時、信号源に信号を生
成させ、かつそれを電極部材の対に印加させることと、少なくとも第１の周波数および第
２の周波数を有する信号が電極部材の対に印加されている間に電極部材の対間の電気測定
値（例えば、直接測定されるか、または電圧および／もしくは電流測定値から計算される
かもしくは他の方法で求められる双極接触インピーダンス測定値）を取得することと、第
１の周波数および第２の周波数で取得された電気測定値を処理することと、電気測定値の
前記処理に基づいて組合せ電極アセンブリが組織と接触しているか否かを判断することと
を行うように構成された処理デバイス（例えば、専用プロセッサ）も含む。処理デバイス
は、接触を示す出力を生成するように構成される。出力は、本明細書に記載する任意のタ
イプの出力（例えば、視覚、可聴）を含むことができ、処理デバイスと通信するディスプ
レイに出力することができる。システムの実施形態は、信号源および処理デバイスを含む
接触検知サブシステムを含むことができる。システムはまた、本明細書に記載するように
、標的領域を焼灼するように電力を発生させ、かつそれを組合せ電極アセンブリに印加す
るように構成された焼灼エネルギー源も含むことができる。処理デバイスは、組合せ電極
アセンブリが組織と接触しているか否かの判断に基づき、焼灼エネルギーの１つまたは複
数のエネルギー送達パラメータを調整するように、かつ／または組合せ電極アセンブリが
組織と接触しているか否かの判断に基づき、エネルギー送達を終了するように構成する（
例えば、具体的にプログラムする）ことができる。いくつかの実施形態では、焼灼エネル
ギー源および信号源は、単一の供給源を構成する。いくつかの実施形態では、信号源は第
１の供給源を構成し、および焼灼エネルギー源は、第１の供給源から分離されておりかつ
別個である第２の供給源を構成する。いくつかの実施形態では、接触検知サブシステムは
、エネルギー送達デバイス内に配置される。信号源および焼灼エネルギー源が別個の供給
源であるいくつかの実施形態では、接触検知サブシステムは、ハウジング内に配置され、
ハウジングは、焼灼エネルギー源も収容する。
【０２１５】
　システムの実施形態は、任意選択的に、医療器具自体を含む。医療器具は、近位端およ
び遠位端を有する細長い本体を含む焼灼カテーテルから本質的に構成されるかまたはそれ
を含むことができ、エネルギー送達デバイスは、組合せ電極アセンブリを含む。組合せ電
極アセンブリは、細長い本体に沿って（例えば、遠位先端に）配置された第１の電極部材
と、第１の電極部材に隣接して（例えば、２つの電極部材を絶縁するのに十分なギャップ
によって離間されて）配置された第２の電極部材とを含む。２つの電極部材は、対象の組
織と接触させて配置し、そのような形状とし、サイズとし、かつ／またはそのように設計
する（例えば、構成する）ことができる。組合せ電極アセンブリはまた、第１の電極部材
と第２の電極部材との間に配置された電気絶縁ギャップも含み、電気絶縁ギャップは、第
１の電極部材と第２の電極部材とを分離するギャップ幅を有する。
【０２１６】
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　いくつかの実施形態では、システムの処理デバイスは、第１の周波数の信号から取得さ
れた第１の電気測定値に基づいてインピーダンスの大きさの値を求め、かつ第２の周波数
の信号から取得された第２の電気測定値に基づいてインピーダンスの大きさの値およびイ
ンピーダンス位相角値を求めるように構成される。いくつかの実施形態では、処理デバイ
スは、第１の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさの値、第１の電気測定値に基づ
くインピーダンスの大きさの値と第２の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさの値
との比、および第２の電気測定値に基づくインピーダンス位相に基づき、医療器具の遠位
端部分と標的領域との間の接触状態を示す接触指標値を計算するように構成される。基準
は、第１の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさ、第１の電気測定値に基づくイン
ピーダンスの大きさの値と第２の電気測定値に基づくインピーダンスの大きさの値との比
、および第２の電気測定値に基づくインピーダンス位相の重み付き組合せを含むことがで
き、または基準は、ｉｆ－ｔｈｅｎ条件基準を含むことができる。いくつかの実施形態で
は、生成されかつ電極部材の対に印加される信号は、２つの電極部材間の双極接触測定を
容易にするように標的領域からリモートのパッチ電極まで進まない。
【０２１７】
　本明細書に記載するように、システムの実施形態の処理デバイスは、信号源と電極部材
の対との間に複数のハードウェアコンポーネントを含むネットワーク測定回路の入力にお
けるネットワークパラメータを測定し、ネットワーク測定回路のハードウェアコンポーネ
ントによってもたらされる、測定されたネットワークパラメータ値に対する総合的な影響
を求め、電極部材の対間に補正されたネットワークパラメータ値をもたらすように総合的
な影響を除去し、補正されたネットワークパラメータ値に少なくとも部分的に基づき、電
極部材の対と組織との間の接触のレベルを求めるように構成することができる。第１の印
加周波数は、１０ｋＨｚ～１００ｋＨｚとすることができ、第２の印加周波数は、４００
ｋＨｚ～１０００ｋＨｚとすることができる。いくつかの実施形態では、信号源は、離間
された電極部材の対に印加される第３の周波数を有する信号を生成するようにさらに構成
され、処理デバイスは、第３の周波数でネットワークパラメータを測定するようにさらに
構成される。いくつかの実施形態では、第３の周波数は、第１の周波数より高く、第２の
周波数より低い。さまざまな実施形態において、第３の周波数は、２０ｋＨｚ～１２０ｋ
Ｈｚである。ネットワークパラメータは、散乱パラメータまたはインピーダンスパラメー
タであり得る。ネットワークパラメータ値は、双極インピーダンスの大きさの値、双極イ
ンピーダンス位相値、および／または異なる周波数でのインピーダンスの大きさの値間の
双極勾配値からなるインピーダンス値であり得る。
【０２１８】
　いくつかの実施形態によれば、キットは、焼灼エネルギー源を含む高周波発生器と、ギ
ャップによって分離された電極部材の対を含む焼灼カテーテルであって、電極部材の対は
、焼灼カテーテルの遠位端部分に沿って配置される、焼灼カテーテルと、接触検知サブシ
ステムとを含み、接触検知サブシステムは、少なくとも２つの異なる周波数を有する信号
を発生させ、かつそれを電極部材の対に印加するように構成された信号源と、少なくとも
２つの異なる周波数を有する信号が印加されている間に、電極部材の対間の電気測定値に
少なくとも部分的に基づき、電極部材の対と標的組織との間の接触のレベルを求めるよう
に構成されたプロセッサとを含む。
【０２１９】
　キットの接触検知サブシステムは、高周波発生器内に収容することができ、または高周
波発生器から別個の構成要素とすることができる。キットは、任意選択的に、焼灼カテー
テルを高周波発生器に接続し、かつ／または焼灼カテーテルを接触検知サブシステムに接
続する電気ケーブルを含むことができる。高周波発生器は、一体化されたディスプレイを
含むことができ、接触検知サブシステムは、接触のレベルを示す出力をディスプレイに生
成するように構成することができる。
【０２２０】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼システムは、本質的に、カテーテルと、焼灼部材（
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例えば、ＲＦ電極、複合（例えば、スプリットチップ）電極、別のタイプの高分解能電極
等）と、カテーテルの内部を通って焼灼部材までまたはその近くまで延在する灌注導管と
、焼灼部材を選択的に作動させる少なくとも１つの導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）
と、焼灼部材の少なくとも一部（例えば、焼灼部材の近位部分）を灌注導管と熱連通させ
る少なくとも１つの伝熱部材と、電極および／または治療されている組織から離れるよう
に有効に熱を伝達するように構成された少なくとも１つの熱シャント部材と、カテーテル
の２つの異なる長手方向位置に沿って配置される複数の温度センサ（例えば、熱電対）で
あって、電極から熱的に絶縁されかつある深さの組織の組織の温度を検出するように構成
された温度センサとからなる。
【０２２１】
　いくつかの実施形態によれば、血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的
な電極－組織接触インピーダンス値のドリフトを補償するシステムは、信号を、標的体内
組織（例えば、心臓組織）と接触して配置されるように構成される医療器具（例えば、Ｒ
Ｆ焼灼カテーテル）の遠位端部分に沿って配置された第１の電極の組に送達するように構
成された信号源と、少なくとも１つの処理デバイスとを含むかまたは本質的にそれらから
なる。少なくとも１つの処理デバイスは、信号源に通信可能に結合される。
【０２２２】
　いくつかの実施形態では、少なくとも１つの処理デバイスは、非一時的コンピュータ可
読記憶媒体に格納された特定のプログラム命令の実行時、少なくとも１つの周波数（例え
ば、単一の周波数または２つの周波数）を有する信号が、標的体内組織と接触していない
第２の電極の組に印加される間に基準インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値
）を求めることと、基準インピーダンス値に基づき、少なくとも１つの周波数を有する信
号が第１の電極の組に印加される間に取得された接触インピーダンス値（例えば、双極イ
ンピーダンス値）を調整することと、調整された接触インピーダンス値を用いて、医療器
具の遠位端部分と標的体内組織との間の接触のレベル（例えば、接触なし、不十分な接触
、中位の接触、十分な接触）を示す接触指標値を計算することとを行うように構成される
。
【０２２３】
　いくつかの実施形態では、信号源は、少なくとも第１の周波数を有する信号を、標的体
内組織と接触して配置されるように構成される医療器具の遠位端部分に沿って配置された
第１の電極部材の組に、かつ標的体内組織と接触する可能性が低い第２の電極の組に送達
するように構成され、少なくとも１つの処理デバイスは、非一時的コンピュータ可読記憶
媒体に格納された特定のプログラム命令の実行時、信号源に信号を生成させ、かつそれを
第２の電極の組に印加させることと、少なくとも第１の周波数を有する信号が第２の電極
の組に印加されている間に第２の電極の組間の少なくとも１つの基準インピーダンス値を
求めることと、信号源に信号を生成させ、かつそれを第１の電極の組に印加させることと
、第１の電極の組間の少なくとも１つの接触インピーダンス値を求めることと、少なくと
も１つの基準インピーダンス値に基づいて少なくとも１つの接触インピーダンス値を調整
することと、少なくとも１つの調整された実際のインピーダンス値を用いて、医療器具の
遠位端部分と標的体内組織との間の接触のレベルを示す接触指標値を計算することとを行
うように構成される。
【０２２４】
　第１の電極の組は、電極の双極対を含むことができる。電極の双極対は、高分解能マッ
ピングおよび組織焼灼の両方のために構成された組合せ電極アセンブリの近位側電極部材
および遠位側電極部材であり得る。第２の電極の組は、第１の電極の組に対して近位側の
位置において医療器具に沿って配置された基準電極の対（または３つ、４つもしくは５つ
以上の電極）を含むことができる。例えば、電極の対は、ドリフトを補正するために基準
測定値に対して使用されることに加えて、マッピングに使用される離間されたリング電極
の対を含むことができる。いくつかの実施形態では、第２の電極の組は、医療器具とは別
個のデバイスに基準電極の対または他の測定デバイスを含む。信号源によって送達される
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信号は、電気測定値（例えば、直接インピーダンス測定値、または電圧および／もしくは
電流測定値から取得されるインピーダンス値）を容易にするように構成された少なくとも
１つの周波数（例えば、１つの周波数、２つの異なる周波数、３つの異なる周波数）を有
することができ、それは、電極－組織接触評価（例えば、接触しているか否かまたは接触
状態もしくはレベルの定性的評価）を容易にするために使用される。
【０２２５】
　いくつかの実施形態では、基準インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値）は
、標的体内組織と接触していない電極の対を用いて取得される１つまたは複数の電気測定
値（例えば、少なくとも１つの電圧測定値および少なくとも１つの電流測定値）から計算
される。いくつかの実施形態では、第２の電極の組は、第１の電極の組と同じ電極の組で
あるが、基準測定値または値は、第１の電極の組が標的体内組織と接触していない時点で
取得される。第２の電極の組として離間されたリング電極の対を含むいくつかの実施形態
では、リング電極の遠位側のリング電極は、第１の電極の組の近位側の電極から２ｍｍ～
５ｍｍの距離だけ分離され、リング電極の遠位側のリング電極の近位縁とリング電極の近
位側のリング電極の遠位縁との間の距離は、１ｍｍ～３ｍｍである。
【０２２６】
　いくつかの実施形態では、基準インピーダンス値は、第１の周波数でのインピーダンス
の大きさに関する第１の基準双極インピーダンス値と、第１の周波数でのインピーダンス
の大きさと第２の周波数でのインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の基準双
極インピーダンス値と、第２の周波数での位相に関する第３の基準双極インピーダンス値
とを含む。こうした実施形態では、少なくとも１つの処理デバイスは、第１の基準双極イ
ンピーダンス値に基づいて第１の双極接触インピーダンス値を調整し、第２の基準双極イ
ンピーダンス値に基づいて第２の双極接触インピーダンス値を調整し、かつ第３の基準双
極インピーダンス値に基づいて第３の双極接触インピーダンス値を調整するように構成す
ることができる。少なくとも１つの処理デバイスはまた、調整された第１の双極接触イン
ピーダンス値、第２の双極接触インピーダンス値および第３の双極接触インピーダンス値
を用いて接触指標値を計算するようにも構成することができる。
【０２２７】
　いくつかの実施形態では、第１の電極の組は、組合せ電極アセンブリの電極部材の対を
含む。組合せ電極アセンブリは、細長い本体に沿って配置された第１の電極部材と、第１
の電極部材に隣接して配置された第２の電極部材とを含むことができ、第１の電極部材お
よび第２の電極部材は、対象の組織と接触するように構成される。第１の電極部材と第２
の電極部材との間に電気絶縁ギャップが配置され、電気絶縁ギャップは、第１の電極部材
と第２の電極部材とを分離するギャップ幅を有する。ギャップ幅内にフィルタリング素子
（例えば、コンデンサ）を配置することができる。
【０２２８】
　信号源は、単一の周波数を有する信号、または複数の異なる周波数（例えば、第１の周
波数および第２の周波数）での信号を発生させるように構成された高周波エネルギー源を
含むことができる。第１の周波数および第２の周波数は、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚであ
り得る。いくつかの実施形態では、第２の周波数は、第１の周波数より高い。
【０２２９】
　いくつかの実施形態では、ドリフトを補正するかまたは考慮するシステムは、標的体内
組織を焼灼するために電力を発生させ、かつそれを第１の電極の組（例えば、組合せ電極
アセンブリ）に印加するように構成された焼灼エネルギー源をさらに含む。少なくとも１
つの処理デバイスは、計算された接触指標値に基づいて接触のレベルを示す出力を生成し
、かつ少なくとも１つの処理デバイスと通信するディスプレイに出力を表示させるように
するようにさらに構成することができる。焼灼エネルギー源および信号源は、単一の供給
源から構成することができ、または分離しておりかつ別個の供給源であり得る。いくつか
の実施形態では、システムは、信号源を含む（例えば、信号源内に存在するかまたは信号
源に通信可能に結合される）接触検知サブシステムおよび／または少なくとも１つの処理



(87) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

デバイスを含む。いくつかの実施形態では、接触検知サブシステムは、高周波エネルギー
発生器のハウジング内に収容される。
【０２３０】
　いくつかの実施形態によれば、（例えば、焼灼処置中の液体の導入による）血液インピ
ーダンスの変化によってもたらされる経時的な電極－組織接触インピーダンス値のドリフ
トを補償する（例えば、補正するかまたは考慮する）方法は、医療器具に沿って配置され
た電極部材の対を用いて、電極部材が血液と接触しているときに取得された電気測定値に
基づき、基準インピーダンス値を求めるステップと、電極部材の対を用いて、電極部材が
標的組織焼灼部位において標的組織と接触して配置されるときに双極接触インピーダンス
値を求めるステップと、求められた基準インピーダンス値に基づいて双極接触インピーダ
ンス値を調整し、それにより、経時的に血液抵抗率の変化によってもたらされる双極接触
インピーダンス値のドリフトを補償する調整された双極接触インピーダンス値をもたらす
ステップとを含むかまたは本質的にそれらからなる。本方法は、１つまたは複数の測定デ
バイスが組織と接触していないと判断するステップをさらに含むことができる。いくつか
の実施形態では、接触インピーダンス値を調整するステップは、求められた基準インピー
ダンス値または求められた基準インピーダンス値におけるドリフトと、双極接触インピー
ダンス値または双極接触インピーダンス値におけるドリフトとの間の比例（または他の関
係）を求めることと、求められた比例（または他の関係）に基づいて補正係数またはスケ
ーリング値を適用することとを含む。
【０２３１】
　いくつかの実施形態によれば、血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的
な電極－組織接触インピーダンス値のドリフトを補償する方法は、血液と接触している１
つまたは複数の測定デバイスを用いて取得された電気測定値に基づき、基準インピーダン
ス値（例えば、双極インピーダンス値）を求めるステップと、医療器具の遠位端部分にお
いて、標的組織焼灼部位で標的組織と接触するように配置された電極部材の対を用いて、
接触インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値）を求めるステップと、求められ
た基準インピーダンス値に基づいて接触インピーダンス値を調整し、それにより、経時的
に血液のインピーダンスおよび／または抵抗率の変化によってもたらされる接触インピー
ダンス値のドリフトを補償する調整された接触インピーダンス値をもたらすステップとを
含むかまたは本質的にそれらからなる。基準インピーダンス値を求めるステップは、電極
部材の対が組織と接触していないと判断することを含むことができる。いくつかの実施形
態では、接触インピーダンス値を調整するステップは、求められた基準インピーダンス値
と接触インピーダンス値との比例または他の関係を求めることと、求められた比例または
他の関係に基づいて補正係数を適用することとを含む。
【０２３２】
　いくつかの実施形態によれば、血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的
な電極－組織接触インピーダンス値のドリフトを補償する方法は、血液と接触しているが
組織と接触していない１つまたは複数の測定デバイスを用いて取得された電気測定値に基
づき、基準インピーダンス値を求めるステップと、医療器具の遠位端部分において、標的
組織焼灼部位で標的組織と接触するように配置された組合せ電極アセンブリの電極部材の
対を用いて、接触インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値）を求めるステップ
と、求められた基準インピーダンス値に基づいて接触インピーダンス値を調整し、それに
より、経時的に血液のインピーダンスおよび／または抵抗率の変化によってもたらされる
接触インピーダンス値のドリフトを補償する調整された接触インピーダンス値をもたらす
ステップとを含むかまたは本質的にそれらからなる。電気測定値は、少なくとも１つの電
圧測定値および少なくとも１つの電流測定値を含む。標的組織焼灼部位に隣接する血液と
接触しているが、組織と接触していない１つまたは複数の測定デバイスを用いて取得され
た電気測定値に基づき、基準インピーダンス値を求めるステップは、組合せ電極アセンブ
リの電極部材の対を組織と接触しない位置に配置することと、組合せ電極アセンブリの電
極部材の対を用いて取得された電気測定値に基づいて基準インピーダンス値を求めること
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とを含むことができる。いくつかの実装形態では、１つまたは複数の測定デバイスは、組
合せ電極アセンブリの電極部材の対の近位側の位置で医療器具に沿って配置された２つの
離間されたリング電極を含む。本方法は、調整された接触インピーダンス値を用いて、接
触の定性的評価を示す接触指標値を計算するステップをさらに含むことができる。
【０２３３】
　いくつかの実施形態によれば、血液インピーダンスの変化によってもたらされる経時的
な電極－組織接触インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値）のドリフトを補償
する方法は、基準電極の対を用いて、基準電極の対が血液と接触しているが組織と接触し
ていない時点において、基準インピーダンス値（例えば、双極インピーダンス値）を求め
るステップと、医療器具の遠位端部分において、標的組織焼灼部位で標的組織と接触する
ように配置された組合せ電極アセンブリの電極部材の対を用いて、接触インピーダンス値
（例えば、双極接触インピーダンス値）を求めるステップと、求められた基準インピーダ
ンス値に基づいて接触インピーダンス値を調整し、それにより、経時的に血液の抵抗率ま
たはインピーダンスの変化によってもたらされる接触インピーダンス値のドリフトを補償
する調整された接触インピーダンス値をもたらすステップとを含むかまたは本質的にそれ
らからなる。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、基準インピーダンス値を求めるステップは、基準電極の対を
用いて取得された１つまたは複数の電気測定値（例えば、少なくとも１つの電圧測定値お
よび少なくとも１つの電流測定値）から基準インピーダンス値（例えば、双極インピーダ
ンス値）を計算することを含む。基準電極の対は、組合せ電極アセンブリの電極部材の対
に対して近位側の位置で医療器具に沿って配置された２つの離間されたリング電極を含む
ことができる。リング電極の遠位側のリング電極は、組合せ電極アセンブリの電極部材の
対の近位側の電極部材から２ｍｍ～５ｍｍの距離だけ分離することができる。リング電極
の遠位側のリング電極の近位縁とリング電極の近位側のリング電極の遠位縁との間の距離
は、１ｍｍ～３ｍｍであり得る。
【０２３５】
　いくつかの実施形態では、基準インピーダンス値を求めるステップは、第１の周波数を
有する信号が基準電極の対に印加されている間にインピーダンスの大きさに関する第１の
基準双極インピーダンス値を求めることと、第１の周波数を有する信号が基準電極の対に
印加されている間のインピーダンスの大きさと、第２の周波数を有する信号が基準電極の
対に印加されている間のインピーダンスの大きさとの間の勾配に関する第２の基準双極イ
ンピーダンス値を求めることと、第２の周波数を有する信号が基準電極の対に印加されて
いる間の位相に関する第３の基準双極インピーダンス値を求めることとを含む。いくつか
の実施形態では、双極接触インピーダンス値を求めるステップは、第１の周波数を有する
信号が組合せ電極アセンブリに印加されている間にインピーダンスの大きさに関する第１
の双極接触インピーダンス値を求めることと、第１の周波数を有する信号が組合せ電極ア
センブリに印加されている間のインピーダンスの大きさと、第２の周波数を有する信号が
組合せ電極アセンブリに印加されている間のインピーダンスの大きさとの間の勾配に関す
る第２の双極接触インピーダンス値を求めることと、第２の周波数を有する信号が組合せ
電極アセンブリに印加されている間の位相に関する第３の双極接触インピーダンス値を求
めることとを含む。いくつかの実施形態では、双極接触インピーダンス値を調整するステ
ップは、第１の基準双極インピーダンス値に基づいて第１の双極接触インピーダンス値を
調整することと、第２の基準双極インピーダンス値に基づいて第２の双極接触インピーダ
ンス値を調整することと、第３の基準双極インピーダンス値に基づいて第３の双極接触イ
ンピーダンス値を調整することとを含む。本方法は、調整された第１の双極接触インピー
ダンス値、第２の双極接触インピーダンス値および第３の双極接触インピーダンス値を用
いて接触指標値を計算すること、または調整された双極接触インピーダンス値を用いて接
触の定性的評価を示す接触指標値を計算することをさらに含むことができる。
【０２３６】
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　上記の概要セクションまたは下記の詳細な説明に記載されている方法または方法の一部
のいずれも、単一のプロセッサのみが記載されている場合でも１つまたは複数の処理デバ
イスによって実行することができる。本明細書に記載するドリフト補正方法のいずれも、
エネルギー送達システムの接触検知サブシステムの少なくとも１つの処理デバイスによっ
て自動的に実行することができる。処理デバイス（例えば、プロセッサまたはコントロー
ラ）は、メモリまたは非一時的記憶媒体内に格納された命令の実行時、本明細書に列挙す
る動作を実行するように構成することができる。「プロセッサ」、「処理デバイス」およ
び「コントローラ」という用語は、語の複数形に置き換えることができ、単一のデバイス
に限定されるべきではなく、互いに通信する（例えば、並列に動作する）複数のプロセッ
サ、処理デバイスまたはコントローラを含むことができる。上に概説しさらに詳細に後述
する方法は、医師によって行われる行為について記載している場合があるが、それらは、
他者によるそれらの行為の命令も含む可能性があることが理解されるべきである。例えば
、「エネルギー送達を終了すること」等の行為は、「エネルギー送達の終了を命令するこ
と」を含む。本発明の実施形態のさらなる態様について、本明細書の以下の部分において
考察する。図面に関して、１つの図の要素を他の図の要素と組み合わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３７】
　本出願のこれらおよび他の特徴、態様および利点について、本明細書に開示する概念を
例示するように意図されているが限定するようには意図されていない、いくつかの実施形
態の図面を参照して説明する。添付図面は、本明細書に開示する実施形態の少なくともい
くつかの概念を例示する目的で提供され、正確な縮尺ではない可能性がある。
【０２３８】
【図１】対象の標的組織を選択的に焼灼するかまたは他の方法で加熱するように構成され
た、エネルギー送達システムの一実施形態を概略的に示す。
【図２】一実施形態による高分解能チップ設計を含むシステムのカテーテルの側面図を示
す。
【図３】別の実施形態による高分解能チップ設計を含むシステムのカテーテルの側面図を
示す。
【図４】さらに別の実施形態による高分解能チップ設計を含むシステムのカテーテルの側
面図を示す。
【図５】各々がカテーテルシャフトにおいて円周方向に分散配置された別個のセクション
からなる、２つの高分解能セクション電極を含むシステムのカテーテルの実施形態を示す
。
【図６】カップリングコンデンサからなるハイパスフィルタリング素子の一実施形態を概
略的に示す。フィルタリング素子は、高分解能チップ設計を含むシステムのカテーテルに
組み込むことができる。
【図７】カップリングコンデンサを含む４つのハイパスフィルタリング素子の一実施形態
を概略的に示す。フィルタリング素子は、動作ＲＦ周波数範囲で、システムのカテーテル
電極の別個の電極セクション、例えば図５に示すセクションを動作可能に結合することが
できる。
【図８】焼灼処置が適切に行われたか否かを検出するように構成された、本明細書に開示
する高分解能チップ電極システムから取得されるＥＫＧの実施形態を示す。
【図９】一実施形態による、電極と、使用中に灌注導管への熱の伝達を促進する熱シャン
ト網とを含む焼灼システムのカテーテルの斜視図を示す。
【図１０】図９のシステムの部分的に露出した図を示す。
【図１１】別の実施形態による、電極と、使用中に灌注導管への熱の伝達を促進する熱シ
ャント網とを含む焼灼システムのカテーテルの斜視図を示す。
【図１２】一実施形態による、電極と、使用中に灌注導管への熱の伝達を促進する熱シャ
ント網とを含む焼灼システムのカテーテルの断面図を示す。
【図１３】開放灌注冷却システムを含む焼灼システムのカテーテルの一実施形態の部分断
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面斜視図を示す。
【図１４】閉鎖灌注冷却システムを含む焼灼システムのカテーテルの一実施形態の部分断
面斜視図を示す。
【図１５】焼灼システムのカテーテルの別の実施形態の部分断面斜視図を示す。
【図１６Ａ】伝熱（例えば、熱シャント）部材を含む複合（例えば、スプリットチップ）
ＲＦ焼灼システムの一実施形態の遠位端の側面斜視図を示す。
【図１６Ｂ】図１６Ａのシステムの部分断面斜視図を示す。
【図１６Ｃ】複合電極および伝熱（例えば、熱シャント）部材を含む焼灼システムの別の
実施形態の部分断面斜視図を示す。
【図１７Ａ】伝熱（例えば、熱シャント）部材と近位側電極またはスラグを通って延在す
る流体出口とを含む複合（例えば、スプリットチップ）ＲＦ焼灼システムの一実施形態の
遠位端の側面斜視図を示す。
【図１７Ｂ】図１７Ａのシステムの部分断面斜視図を示す。
【図１８Ａ】一実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する開放灌注式焼灼カテー
テルの遠位部分の斜視図を示す。
【図１８Ｂ】別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する開放灌注式焼灼カテ
ーテルの遠位部分の斜視図を示す。
【図１８Ｃ】別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する開放灌注式焼灼カテ
ーテルの遠位部分の断面図を示す。
【図１８Ｄ】別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する焼灼カテーテルの遠
位部分の斜視図を示す。
【図１８Ｅ】一実施形態による、電極チップからの遠位側温度測定デバイスの隔離を示す
、焼灼カテーテルの遠位部分の斜視図を示す。
【図１８Ｆ】一実施形態による、電極チップからの遠位側温度測定デバイスの隔離を示す
、焼灼カテーテルの遠位部分の断面図を示す。
【図１９Ａ】一実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する閉鎖灌注式焼灼カテー
テルの遠位部分の斜視図を示す。
【図１９Ｂ】別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する閉鎖灌注式焼灼カテ
ーテルの遠位部分の斜視図を示す。
【図１９Ｃ】別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する閉鎖灌注式焼灼カテ
ーテルの遠位部分の断面図を示す。
【図１９Ｄ】一実施形態による、非スプリットチップまたは他の非複合設計を含む開放灌
注式焼灼カテーテルの遠位部分の斜視図を示す。
【図２０】熱分流部材または部分に沿って層またはコーティングを含むカテーテルの一実
施形態の断面斜視図を示す。
【図２１Ａ】一実施形態による、垂直な向きで焼灼される組織と接触している開放灌注式
焼灼カテーテルの遠位部分と、焼灼カテーテルを用いて形成された損傷部とを概略的に示
す。
【図２１Ｂ】一実施形態による、平行の向きで焼灼される組織と接触している開放灌注式
焼灼カテーテルの遠位部分と、焼灼カテーテルを用いて形成された損傷部とを概略的に示
す。
【図２２Ａ】一実施形態による、補正係数または関数によって温度測定デバイスの温度に
損傷部温度のピークを相関させ得ることを示すグラフである。
【図２２Ｂ】組織内のさまざまな深さにおける実際の組織測定値に対して比較された、複
数の温度測定デバイスを有する焼灼カテーテルの実施形態によって求められる推定ピーク
温度を示すプロットである。
【図２３Ａ】平行の向きに対する焼灼カテーテルの実施形態の複数の温度測定デバイスに
よって取得された温度測定値を示すプロットを示す。
【図２３Ｂ】斜めの向きに対する焼灼カテーテルの実施形態の複数の温度測定デバイスに
よって取得された温度測定値を示すプロットを示す。
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【図２３Ｃ】焼灼カテーテルの実施形態の複数の温度測定デバイスによって取得される温
度測定値に少なくとも部分的に基づき、焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるプロセス
の実施形態を示す。
【図２３Ｄ】焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるフロープロセスの実施形態を示す。
【図２３Ｅ】焼灼カテーテルの遠位端の向きを求めるフロープロセスの実施形態を示す。
【図２３Ｆ－１】求められた向きを示す出力の実施形態例を示す。
【図２３Ｆ－２】求められた向きを示す出力の実施形態例を示す。
【図２３Ｆ－３】求められた向きを示す出力の実施形態例を示す。
【図２４】チップ電極が組織と接触しているか否かを判断するために、図２の高分解能チ
ップまたは複合電極設計に印加されている可変周波数の一実施形態を概略的に示す。
【図２５Ａ】周波数の範囲にわたって血液／生理食塩水および組織の正規化抵抗を示すプ
ロットである。
【図２５Ｂ】インピーダンス測定に利用される４トーン波形のプロットである。
【図２５Ｃ】４つの周波数でのトーンによるインピーダンス対周波数のプロットである。
【図２５Ｄ】一実施形態による、接触検知機能を行うと同時に電位図（ＥＧＭ）測定を行
うように構成された接触検知サブシステムの一実施形態を概略的に示す。
【図２６Ａ】周波数スペクトルのゼロ交差を示し、ＥＧＭ周波数での干渉を回避するよう
に、周波数間の切替をゼロ交差で発生するように設計し得ることを示すために使用される
。
【図２６Ｂ】２つの電極または電極部分を横切って測定されるように、組織または血液ま
たは血液／生理食塩水の組合せのインピーダンスの挙動について記載するように、回路モ
デルの一実施形態を概略的に示す。
【図２６Ｃ】一実施形態による、待機モードにある接触検知回路と治療モードにある高周
波エネルギー送達回路との間で切り替わるように構成された回路の一実施形態を概略的に
示す。
【図２７】一実施形態による、高周波エネルギーが送達されている間に接触検知機能を行
うように構成された回路の一実施形態を概略的に示す。
【図２８】ある範囲の周波数にわたるＬＣ回路素子のインピーダンスのプロットである。
【図２９】ある範囲の周波数にわたる焼灼組織、生存組織および血液の抵抗またはインピ
ーダンスの大きさの値を示すプロットである。
【図３０】ある範囲の周波数にわたる焼灼組織、生存組織および血液のインピーダンス値
の位相を示すプロットである。
【図３１】組織状態とともに接触状態を判断するために、インピーダンスの大きさ、２つ
の周波数でのインピーダンスの大きさの比、およびインピーダンス位相のデータを利用す
る検知アルゴリズムの一実施形態を示す。
【図３２】接触基準プロセスの実施形態を示す。
【図３２Ａ】図３２の接触基準プロセスのサブプロセスの実施形態を示す。
【図３３】高分解能複合電極デバイスによる組織接触を示す出力のディスプレイのグラフ
ィカルユーザインタフェースの実施形態を示す。
【図３４Ａ】ネットワーク測定回路のあり得るハードウェアコンポーネントの概略図を示
す。
【図３４Ｂ】回路に存在する１つまたは複数のハードウェアコンポーネントの影響を除去
するように、ネットワーク測定回路を（例えば、自動的に）校正するように構成された、
自動校正回路の実施形態の概略図を示す。
【図３４Ｃ】インピーダンス測定回路に存在するハードウェアコンポーネントに対する等
価回路モデルの一実施形態の概略図を示す。
【図３５】焼灼処置が適切に行われたか否かを検出するように構成された、本明細書に開
示する高分解能チップ電極システムから取得されたＥＫＧの実施形態を示す。
【図３６Ａ】焼灼データおよび／または情報とともに焼灼されている標的解剖学的エリア
のグラフィカル表現の異なる実施形態を示す。
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【図３６Ｂ】焼灼データおよび／または情報とともに焼灼されている標的解剖学的エリア
のグラフィカル表現の異なる実施形態を示す。
【図３７Ａ】対象の解剖学的構造の標的部分に沿った特定の焼灼に関するデータおよび／
または情報を提供するように構成されるグラフィカル表現の一実施形態を示す。
【図３７Ｂ】対象の解剖学的構造の標的部分に沿った特定の焼灼に関するデータおよび／
または情報を提供するように構成されるグラフィカル表現の別の実施形態を示す。
【図３８】対象の解剖学的構造の標的部分に沿った特定の焼灼に関するデータおよび／ま
たは情報を提供するように構成されるグラフィカル表現の別の実施形態を示す。
【図３９】対象の解剖学的構造の標的部分に沿った特定の焼灼に関するデータおよび／ま
たは情報を提供するように構成されるグラフィカル表現の別の実施形態を示す。
【図４０Ａ】取得された高分解能データによって高度化された３Ｄ組織マップの異なる実
施形態を示す。
【図４０Ｂ】取得された高分解能データによって高度化された３Ｄ組織マップの異なる実
施形態を示す。
【図４１Ａ】焼灼カテーテルの遠位チップにおける第１の電極の組が組織と接触しており
、第１の電極の組の近位側に離間された第２の電極の組が組織と接触していない、焼灼カ
テーテルの実施形態を示す。
【図４１Ｂ】図４１Ａの焼灼カテーテルの電極部材とエネルギー送達システムの接触検知
サブシステムまたはモジュールとの間の回路接続の実施形態を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【０２３９】
　いくつかの実施形態によれば、電気生理学処置の成功には、標的とされている解剖学的
基質に関する精密な知識が必要である。加えて、焼灼処置を行った後の短期間内に焼灼処
置の転帰を評価する（例えば、所望の臨床転帰が達成されたことを確認する）ことが望ま
しい場合がある。通常、焼灼カテーテルには、標準的なマッピング電極（例えば、ＥＣＧ
電極）のみが含まれる。しかしながら、いくつかの実施形態では、こうしたカテーテルが
高分解能マッピング能力を組み込むことが望ましい場合がある。いくつかの実施形態では
、高分解能マッピング電極は、解剖学的基質および焼灼処置の転帰に関するより正確かつ
より詳細な情報を提供することができる。例えば、こうした高分解能マッピング電極によ
り、電気生理学（ＥＰ）専門家は、電位図の形態、それらの振幅および幅を評価し、かつ
／またはペーシング閾値の変化を求めることができる。いくつかの構成によれば、形態、
振幅および／またはペーシング閾値は、焼灼の転帰に関する有用な情報を提供する信頼性
の高いＥＰマーカとして受け入れられる。したがって、高分解能電極は、組織に対して、
こうした組織に／組織から熱を伝達することができる焼灼エネルギーまたは他のエネルギ
ーを送達することができる一方、隣接する組織の正確なマッピングデータを取得すること
ができる任意の電極として定義され、限定なしに、複合（例えば、スプリットチップ）Ｒ
Ｆ電極、他の近接して向けられた電極または電極部分等を含む。
【０２４０】
　いくつかの実施形態によれば、本出願は、以下の特徴の１つまたは複数を含むデバイス
、システムおよび／または方法を開示する。すなわち、高分解能電極（例えば、スプリッ
トチップ電極）、電極および／または治療されている対象の組織から熱を放散させるのに
役立つ熱分流概念、特にある深さにおける対象の温度を求める、デバイスの外側に沿って
配置された複数の温度センサ、ならびにデバイスが標的組織と接触しているか否かおよび
どの程度接触しているかを求めるのに役立つ接触検知機能である。
【０２４１】
　本発明のいくつかの実施形態は、以下の利点の１つ、いくつかまたはすべてを含むため
、特に有利である。すなわち、（ｉ）焼灼エネルギーを送達する同じ電極を用いて正確な
組織マッピングデータを取得することができるようにし、（ｉｉ）近位縁部の加熱を低減
させ、（ｉｉｉ）焦げまたは血栓の形成の可能性を低減させ、（ｉｖ）リアルタイムに焼
灼処置を調整するために使用することができるフィードバックを提供し、（ｖ）非侵襲性
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温度測定を提供し、（ｖｉ）放射測定の使用は不要であり、（ｖｉｉ）灌注式または非灌
注式の焼灼中に組織温度のモニタリングおよびフィードバックを提供し、（ｖｉｉ）ユー
ザに対して複数の形態の出力またはフィードバックを提供し、（ｉｘ）より安全かつより
信頼性の高い焼灼処置を提供し、（ｘ）容易に確かめることができる実際の組織接触の確
認、（ｘｉ）容易に確かめることができる焼灼組織対未焼灼（生存）組織との接触の確認
、（ｘｉｉ）本発明はいかなる専用のセンサも不要であり、かつ／または組織接触検知も
しくは検出のためのリモートパッチ電極の使用が不要であるため、低コスト、および／ま
たは（ｘｉｉｉ）より信頼性の高い接触指標または評価である。
【０２４２】
高分解能電極
　いくつかの実施形態によれば、本明細書では、高分解能マッピングに使用することがで
きる電極（例えば、高周波すなわちＲＦ電極）のさまざまな実施形態について開示する。
例えば、本明細書においてより詳細に考察するように、焼灼または他のエネルギー送達シ
ステムは、高分解能チップ設計を含むことができ、エネルギー送達部材（例えば、高周波
電極）は、２つ以上の別個の電極または電極部分を含む。本明細書において同様に考察す
るように、いくつかの実施形態では、こうした別個の電極または電極部分を、有利には、
（例えば、標的組織の所望の加熱または焼灼をまとめてもたらすように）互いに電気的に
結合することができる。
【０２４３】
　図１は、標的組織（例えば、心臓組織、肺静脈、他の血管または器官等）を選択的に焼
灼し、刺激し、調整し、かつ／または他の方法で加熱もしくは処理するように構成される
処置（例えば、エネルギー送達）システム１０の一実施形態を概略的に示す。本明細書に
開示するいくつかの実施形態は、焼灼システムおよび方法に関して記載するが、システム
および方法の任意のものを用いて、要求または必要に応じて、部分的または完全な焼灼が
あってもなくても、組織を刺激し、調整し、加熱し、かつ／または他の方法で組織に影響
を与えることができる。図示するように、システム１０は、医療器具２０（例えば、カテ
ーテル）を含むことができ、それは、その医療器具２０の遠位端に沿って１つまたは複数
のエネルギー送達部材３０（例えば、高周波電極）を含む。医療器具は、治療されている
対象を通して管腔内に（例えば、血管内に）通されるようなサイズとし、形状とし、かつ
／またはそのように他の方法で構成することができる。さまざまな実施形態では、医療器
具２０は、カテーテル、シャフト、ワイヤおよび／または他の細長い器具を含む。他の実
施形態では、医療器具は、血管内に配置されず、腹腔鏡または開腹処置を介して血管外に
配置される。さまざまな実施形態では、医療器具２０は、カテーテル、シャフト、ワイヤ
および／または他の細長い器具を含む。いくつかの実施形態では、医療器具２０の遠位端
に、またはその細長いシャフトに沿ってもしくはそのハンドル内に、１つまたは複数の温
度検知デバイスまたはシステム６０（例えば、熱電対、サーミスタ、放射計等）を含める
ことができる。「遠位端」という用語は、必ずしも遠位先端または遠位端を意味するとは
限らない。遠位端は、遠位先端、または遠位先端から離間されているが、概して医療器具
２０の遠位端部分における位置を意味することができる。医療器具２０は、任意選択的に
、マッピング電極（例えば、近位側リング電極）を含むことができる。
【０２４４】
　いくつかの実施形態では、医療器具２０は、１つまたは複数のデバイスまたは構成要素
に動作可能に結合される。例えば、図１に示すように、送達モジュール４０（エネルギー
送達モジュール等）に医療器具２０を結合することができる。いくつかの構成によれば、
エネルギー送達モジュール４０は、医療器具２０に沿って配置されたエネルギー送達部材
３０（例えば、高周波電極）を選択的に通電しかつ／または他の方法で活性化するように
構成されたエネルギー発生デバイス４２を含む。いくつかの実施形態では、例えば、エネ
ルギー発生デバイス４２は、高周波発生器、超音波エネルギー源、マイクロ波エネルギー
源、レーザ／光源、別のタイプのエネルギー源または発生器等、およびそれらの組合せ等
、１つまたは複数の信号源を含む。他の実施形態では、エネルギー発生デバイス４２は、
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極低温流体または温度を変調する他の流体等、流体源に置き換えられるかまたはそれに加
えて使用される。同様に、本明細書で用いる送達モジュール（例えば、送達モジュール４
０）は、極低温デバイスまたは温度変調に対して構成された他のデバイスでもあり得る。
【０２４５】
　図１の概略図を続けて参照すると、エネルギー送達モジュール４０は、例えば、タッチ
スクリーンデバイス、スクリーンまたは他のディスプレイ、コントローラ（例えば、ボタ
ン、つまみ、スイッチ、ダイヤル等）、キーパッド、マウス、ジョイスティック、トラッ
クパッドまたは他の入力デバイス等、１つまたは複数の入出力デバイスまたはコンポーネ
ント４４を含むことができる。こうしたデバイスにより、医師または他のユーザは、シス
テム１０に情報を入力しかつ／またはシステム１０から情報を受信することができる。い
くつかの実施形態では、出力デバイス４４は、組織温度情報、接触情報、他の測定情報お
よび／もしくは他のデータ、または特定の治療処置を（例えば、プロセッサ４６によって
生成される１つまたは複数のグラフィカルユーザインタフェースにおいて）調節するため
に有用であり得る指標を提供するタッチスクリーンまたは他のディスプレイを含むことが
できる。入出力デバイスまたはコンポーネント４４は、電気生理学モニタおよび／または
マッピングもしくはナビゲーションシステムを含むことができる。いくつかの実施形態で
は、入力デバイスおよびコンポーネントは、出力デバイスまたはコンポーネントに組み込
まれる。例えば、タッチスクリーン入力インタフェースまたは入力キーパッドもしくはつ
まみもしくはスイッチをディスプレイモニタまたはエネルギー送達モジュール４０（例え
ば、発生器または制御ユニット）に組み込むことができる。
【０２４６】
　いくつかの実施形態によれば、エネルギー送達モジュール４０は、治療システム１０の
１つまたは複数の態様を調節するように構成されるプロセッサ４６（例えば、処理または
制御ユニット）を含む。送達モジュール４０はまた、システム１０の動作に関連する動作
パラメータおよび／または他のデータを格納するために使用することができる、メモリユ
ニットまたは他の記憶デバイス４８（例えば、非一時的コンピュータ可読媒体）も含むこ
とができる。いくつかの実施形態では、プロセッサ４６は、接触検知および／または組織
タイプ検出モジュールもしくはサブシステムを含むかまたはそれと通信する。接触検知サ
ブシステムまたはモジュールは、医療器具２０のエネルギー送達部材３０が組織と接触し
ている（例えば、有効なエネルギー送達を提供するのに十分接触している）か否かを判断
するように適合され得る。いくつかの実施形態では、プロセッサ４６は、１つまたは複数
のエネルギー送達部材３０と接触している組織が焼灼されたまたは他の方法で治療された
か否かを判断するように構成される。いくつかの実施形態では、システム１０は、接触検
知サブシステム５０を含む。接触検知サブシステム５０は、プロセッサ４６に通信可能に
結合することができ、かつ／または別個のコントローラもしくはプロセッサおよびメモリ
もしくは他の記憶媒体を含む。接触検知サブシステム５０は、接触検知機能および組織タ
イプ決定機能の両方を実行することができる。接触検知サブシステム５０は、（図１に概
略的に示すように）システムの別個の独立型サブコンポーネントであり得るか、またはエ
ネルギー送達モジュール４０もしくは医療器具２０に組み込むことができる。接触検知サ
ブシステムに関するさらなる詳細については後述する。組織タイプ検出モジュールまたは
サブシステムは、組織が生存しているか焼灼されているかを判断するように適合され得る
。いくつかの実施形態では、プロセッサ４６は、１つまたは複数の動作方式に基づき、エ
ネルギー発生デバイス４２から医療器具２０のエネルギー送達部材３０へのエネルギーの
送達を自動的に調節するように構成される。例えば、特に治療されている組織の検出され
た温度、組織が焼灼されたと判断されるか否か、またはエネルギー送達部材３０が、治療
される組織と「十分に」接触しているかまたは閾値レベルを超えて接触していると判断さ
れるか否かに基づき、エネルギー送達部材３０に提供されるエネルギー（したがって、標
的組織に伝達されるかまたは標的組織から伝達される熱の量）を調節することができる。
【０２４７】
　いくつかの実施形態によれば、エネルギー送達システム１０は、例えば、基準温度デバ
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イス（例えば、熱電対、サーミスタ、放射計等）等、１つまたは複数の温度検出デバイス
を含むことができる。例えば、いくつかの実施形態では、デバイスは、医療器具の治療ま
たはモニタリング部分（例えば、高分解能電極アセンブリを含むカテーテルの遠位端部分
）の向きを検出するために、（例えば、（例えば、組織表面に対する）深さで）治療され
ている組織のピーク（例えば、高いまたは山、低いまたは谷等）温度を求める（例えば、
検出する）のに役立つように、１つもしくは複数の温度センサまたは他の温度測定デバイ
スをさらに含む。いくつかの実施形態では、焼灼部材（例えば、ＲＦ電極）にそれに沿っ
てかつ／またはその近くに配置された温度センサ（例えば、熱電対）は、焼灼部材と標的
組織との間に接触がなされているか否か（かつ／またはこうした接触がどの程度までなさ
れているか）の判断に役立つことができる。いくつかの実施形態では、こうしたピーク温
度は、放射測定を用いることなく求められる。ピーク組織温度を求めかつ／または組織接
触を確認もしくは評価するための温度センサ（例えば、熱電対）の使用に関するさらなる
詳細について、本明細書に記載する。
【０２４８】
　図１を参照すると、エネルギー送達システム１０は、灌注流体システム７０を含む（ま
たは灌注流体システム７０と流体連通して配置されるように構成される）。いくつかの実
施形態では、図１に概略的に示すように、こうした流体システム７０は、エネルギー送達
モジュール４０および／またはシステム１０の他の構成要素から少なくとも部分的に分離
している。しかしながら、他の実施形態では、灌注流体システム７０は、エネルギー送達
モジュール４０に少なくとも部分的に組み込まれる。灌注流体システム７０は、カテーテ
ル２０の１つもしくは複数の内腔または他の通路を通して流体（例えば、生理食塩水等の
生体適合性流体）を選択的に移動させるように構成される１つもしくは複数のポンプまた
は他の流体移送デバイスを含むことができる。こうした流体を用いて、使用中にエネルギ
ー送達部材３０を選択的に冷却する（例えば、エネルギー送達部材３０から離れるように
熱を伝達する）ことができる。他の実施形態では、システム１０は、灌注流体システム７
０を含まない。
【０２４９】
　図２は、医療器具（例えば、カテーテルまたは他の細長い部材）２０の遠位端の一実施
形態を示す。図示するように、医療器具（例えば、カテーテル２０）は、高分解能、組合
せ電極（例えば、スプリットチップ）設計を含むことができ、ギャップＧによって分離さ
れる２つの隣接する電極または２つの隣接する電極部材もしくは部分３０Ａ、３０Ｂがあ
る。いくつかの実施形態によれば、図２の構成に示すように、異なる電極または電極部分
３０Ａ、３０Ｂの相対的な長さを変更することができる。例えば、近位側電極３０Ｂの長
さは、要求または必要に応じて、遠位側電極３０Ａの１～２０倍（例えば、１～２倍、２
～３倍、３～４倍、４～５倍、５～６倍、６～７倍、７～８倍、８～９倍、９～１０倍、
１０～１１倍、１１～１２倍、１２～１３倍、１３～１４倍、１４～１５倍、１５～１６
倍、１６～１７倍、１７～１８倍、１８～１９倍、１９～２０倍、上記範囲間の値等）で
あり得る。他の実施形態では、近位側電極３０Ｂの長さは、遠位側電極３０Ａの２０倍よ
り大きい（例えば、２０～２５倍、２５～３０倍、３０倍より大きい等）場合がある。さ
らに他の実施形態では、遠位側電極３０Ａおよび近位側電極３０Ｂの長さは略等しい。い
くつかの実施形態では、遠位側電極３０Ａは、（例えば、例として１～２倍、２～３倍、
３～４倍、４～５倍、５～６倍、６～７倍、７～８倍、８～９倍、９～１０倍、１０～１
１倍、１１～１２倍、１２～１３倍、１３～１４倍、１４～１５倍、１５～１６倍、１６
～１７倍、１７～１８倍、１８～１９倍、１９～２０倍、上記範囲間の値等、１～２０倍
）近位側電極３０Ｂより長い。
【０２５０】
　いくつかの実施形態では、遠位側電極または電極部分３０Ａは、０．５ｍｍ～０．９ｍ
ｍ長である。他の実施形態では、遠位側電極または電極部分３０Ａは、０．１ｍｍ～１．
５１ｍｍ長（例えば、０．１～１．０ｍｍ、０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、
０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、
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０．～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、１．０～１．１ｍｍ、１
．１～１．２ｍｍ、１．２～１．３ｍｍ、１．３～１．４ｍｍ、１．４～１．５１ｍｍ、
上記範囲間の値等）である。他の実施形態では、要求または必要に応じて、遠位側電極ま
たは電極部分３０Ａは、長さが１ｍｍまたは１．５１ｍｍより大きい。いくつかの実施形
態では、近位側電極または電極部分３０Ｂは、２～４ｍｍ長（例えば、２～２．５ｍｍ、
２．５～３ｍｍ、３～３．５ｍｍ、３．５～４ｍｍ、上記範囲間の長さ等）である。しか
しながら、他の実施形態では、要求または必要に応じて、近位側電極部分３０Ｂは、４ｍ
ｍより大きい（例えば、４～５ｍｍ、５～６ｍｍ、６～７ｍｍ、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ
、９～１０ｍｍ、１０ｍｍより大きい等）であるか、または１ｍｍより小さい（例えば、
０．１～０．５ｍｍ、０．５～１ｍｍ、１～１．５ｍｍ、１．５～２ｍｍ、上記範囲間の
長さ等）である。高分解能電極または部分がカテーテルシャフトに配置される実施形態で
は、電極の長さは１～５ｍｍ（例えば、１～２ｍｍ、２～３ｍｍ、３～４ｍｍ、４～５ｍ
ｍ、上記範囲間の長さ等）であり得る。しかしながら、他の実施形態では、要求または必
要に応じて、電極または電極部分は、５ｍｍより長い（例えば、５～６ｍｍ、６～７ｍｍ
、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ、９～１０ｍｍ、１０～１５ｍｍ、１５～２０ｍｍ、上記範囲
間の長さ、２０ｍｍを超える長さ等）場合がある。
【０２５１】
　いくつかの実施形態によれば、高分解能、組合せ電極または複合チップ（例えば、スプ
リットチップ）設計の使用により、ユーザは、単一の構成で同時に標的組織を焼灼するか
または他の方法で熱処理し、（例えば、高分解能マッピングを用いて）マッピングするこ
とができる。したがって、こうしたシステムにより、有利には、処置中に（例えば、所望
のレベルの治療が行われたことを確認するため）精密な高分解能マッピングを可能にする
ことができる。いくつかの実施形態では、２つの電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂを含
む高分解能チップ設計を用いて、高分解能双極電位図を記録することができる。こうした
目的で、２つの電極または電極部分３０Ａ、３０ＢをＥＰレコーダの入力に接続すること
ができる。いくつかの実施形態では、電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂ間の相対的に小
さい離隔距離（例えば、ギャップＧ）により、高分解能マッピングが可能になる。
【０２５２】
　いくつかの実施形態では、医療器具（例えば、カテーテル）２０は、要求または必要に
応じて、（例えば、ギャップによって分離された）３つ以上の電極または電極部分を含む
ことができる。こうした構成に関するさらなる詳細については後述する。いくつかの実施
形態によれば、カテーテルチップに沿ってどの程度の数の電極または電極部分が配置され
るかに関わらず、電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂは、高周波電極であり、例えば、ス
テンレス鋼、白金、白金－イリジウム、金、金めっき合金等、１つまたは複数の金属を含
む。
【０２５３】
　いくつかの実施形態によれば、図２に示すように、電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂ
は、ギャップ（例えば、電気絶縁ギャップ）を用いて互いから（例えば、長手方向にまた
は軸方向に）離間される。いくつかの実施形態では、ギャップＧの長さ（すなわち隣接す
る電極または電極部分間の離隔距離）は０．５ｍｍである。他の実施形態では、ギャップ
Ｇすなわち離隔距離は、要求または必要に応じて、例えば、０．１～１ｍｍ等（例えば、
０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、
０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、
０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値、０．１ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）、
０．５ｍｍより大きいかまたは小さい。
【０２５４】
　いくつかの実施形態によれば、図２に示すように、隣接する電極または電極部分３０Ａ
、３０Ｂ間のギャップＧ内にセパレータ３４が配置される。セパレータは、例えば、テフ
ロン、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルイミド樹脂（例えば、Ｕ
ＬＴＥＭＴＭ）、ダイヤモンド（例えば、工業用グレードダイヤモンド）、セラミック材
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料、ポリイミド等、１つまたは複数の絶縁材料を含むことができる。
【０２５５】
　隣接する電極または電極部分を分離するギャップＧに関して上述したように、絶縁セパ
レータ３４は、０．５ｍｍ長さであり得る。他の実施形態では、セパレータ３４の長さは
、要求または必要に応じて、０．５ｍｍより大きいかまたは０．５ｍｍより小さい（例え
ば、０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍ
ｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍ
ｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値、０．１ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等
）場合がある。
【０２５６】
　いくつかの実施形態によれば、本明細書においてより詳細に考察するように、図２に示
すもの等、高分解能チップ電極設計で対象の標的組織を適切に焼灼しまたは他の方法で加
熱もしくは治療するために、２つの電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂは、ＲＦ治療（例
えば、焼灼）周波数またはある範囲のＲＦ治療周波数で互いに電気的に結合される。した
がって、２つの電極または電極部分は、有利には、ＲＦ治療周波数またはある範囲の治療
周波数（例えば、４００ｋＨｚ～６００ｋＨｚの周波数）で単一のより長い電極として機
能する（例えば、そのように挙動する）ことができる一方、２つの電極または電極部分は
、マッピングの目的で使用される周波数（例えば、１ｋＨｚ未満の周波数）で別個の電極
として挙動することができる。明確にするために、後述するようなフィルタリング素子が
、焼灼または他の治療周波数で、フィルタリング素子が２つの電極または電極部分を有効
に短絡させ、それにより、２つの電極または電極部分が焼灼または治療中に単一の複合チ
ップ電極として挙動し、フィルタリング素子が、有効に２つの電極または電極部分間に開
回路を提示し、それにより、マッピング（例えば、ＥＧＭマッピングまたは記録）の目的
で電気的に分離した別個の電極として挙動するようにする値を有することができる。図示
するように、電極部分の一方（例えば、遠位側電極）３０Ａをエネルギー送達モジュール
４０（例えば、ＲＦ発生器）に電気的に結合することができる。本明細書で考察するよう
に、モジュール４０は、例えば、エネルギー部材（例えば、ＲＦ電極）、１つもしくは複
数の入出力デバイスまたは構成要素、治療システムの１つまたは複数の態様を調節するよ
うに構成されるプロセッサ（例えば、処理または制御デバイス）、メモリ等を選択的に通
電しかつ／または他の方法で作動させるように構成されるエネルギー発生デバイス等、１
つまたは複数の構成要素または特徴を含むことができる。
【０２５７】
　図３および図４は、高分解能チップ設計を組み込んだカテーテルシステム１００、２０
０の異なる実施形態を示す。例えば、図３では、電極の遠位端に沿った電極（または高周
波電極）は、第１または遠位側電極または電極部分１１０と第２または近位側電極または
電極部分１１４とを含む。他の構成に関して図示し、本明細書においてより詳細に考察す
るように、高分解能チップ設計１００は、第１の電極または電極部分１１０と第２の電極
または電極部分１１４との間にギャップＧを含む。いくつかの構成では、第２または近位
側電極または電極部分１１４は、概して、第１または遠位側電極または電極部分１１０よ
り長い。例えば、近位側電極１１４の長さは、要求または必要に応じて、遠位側電極１１
０の長さの１～２０倍（例えば、１～２倍、２～３倍、３～４倍、４～５倍、５～６倍、
６～７倍、７～８倍、８～９倍、９～１０倍、１０～１１倍、１１～１２倍、１２～１３
倍、１３～１４倍、１４～１５倍、１５～１６倍、１６～１７倍、１７～１８倍、１８～
１９倍、１９～２０倍、上記範囲間の値等）であり得る。他の実施形態では、近位側電極
の長さは、遠位側電極の２０倍より大きい（例えば、２０～２５倍、２５～３０倍、３０
倍より大きい等）場合がある。さらに他の実施形態では、遠位側電極および近位側電極の
長さは略等しい。しかしながら、いくつかの実施形態では、遠位側電極１１０は、（例え
ば、１～２倍、２～３倍、３～４倍、４～５倍、５～６倍、６～７倍、７～８倍、８～９
倍、９～１０倍、１０～１１倍、１１～１２倍、１２～１３倍、１３～１４倍、１４～１
５倍、１５～１６倍、１６～１７倍、１７～１８倍、１８～１９倍、１９～２０倍、上記
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範囲間の値等、１～２０倍）近位側電極１１４より長い。
【０２５８】
　図３に図示しかつ上述したように、電極または電極部分１１０、１１４は、それらの正
確な設計、相対長さ径、向きおよび／または他の特徴に関わらず、ギャップＧで分離する
ことができる。ギャップＧは、相対的に小さい電気絶縁ギャップまたは空間を含むことが
できる。いくつかの実施形態では、第１の電極または電極部分１１０と第２の電極または
電極部分１１４との間に、絶縁セパレータ１１８を隙間なく配置することができる。いく
つかの実施形態では、セパレータ１１８は、約０．５ｍｍの長さを有することができる。
しかしながら、他の実施形態では、セパレータ１１８の長さは、要求または必要に応じて
、０．５ｍｍより大きいかまたは小さい（例えば、０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３
ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７
ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値
、０．１ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい等）場合がある。セパレータは、１つまたは
複数の絶縁材料（例えば、金属または合金の導電率より約１０００以下（例えば、５００
～６００、６００～７００、７００～８００、８００～９００、９００～１０００、１０
００～１１００、１１００～１２００、１２００～１３００、１３００～１４００、１４
００～１５００、上記範囲間の値、５００より小さい、１５００を超える等）低い導電性
を有する材料）を含むことができる。セパレータは、例えば、テフロン、ポリエーテルエ
ーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリオキシメチレン、アセタール樹脂またはポリマー等の１
つまたは複数の絶縁材料を含むことができる。
【０２５９】
　図３に示すように、セパレータ１１８は、形状を円筒状とすることができ、隣接する電
極または電極部分１１０、１１４と同一かまたは同様の直径および構成を有することがで
きる。したがって、いくつかの実施形態では、電極または電極部分１１０、１１４および
セパレータ１１８によって形成される外面は、概して均一または平滑であり得る。しかし
ながら、他の実施形態では、セパレータ１１８の形状、サイズ（例えば直径）および／ま
たは他の特徴は、特定の用途または使用に対する要求または必要に応じて、隣接する電極
または電極部分１１０、１１４の１つまたは複数と異なる可能性がある。
【０２６０】
　図４は、対応するギャップＧ１、Ｇ２によって分離された３つ以上の電極または電極部
分２１０、２１２、２１４を有するシステム２００の実施形態を示す。こうした追加のギ
ャップ、したがって、物理的に（例えばギャップにより）分離されているが互いに近接し
ている追加の電極または電極部分２１０、２１２、２１４の使用により、システムの高分
解能マッピング能力に対する追加の利益を提供することができる。例えば、２つ（または
３つ以上）のギャップを使用することにより、治療されている組織に関するより正確な高
分解能マッピングデータを提供することができる。こうした複数のギャップは、心臓信号
伝播の指向性に関する情報を提供することができる。さらに、複数のギャップを含む高分
解能電極部分による高分解能マッピングにより、焼灼プロセス中の損傷部の進行のより広
範な観察と、標的治療容積内に生存組織ストランドが残されていないというより高い確実
性とを提供することができる。いくつかの実施形態では、複数のギャップを含む高分解能
電極は、焼灼された組織の表面に対するマッピングされた組織の表面の比を最適化するこ
とができる。好ましくは、こうした比は、０．２～０．８の範囲（例えば、０．２～０．
３、０．３～０．４、０．４～０．５、０．５～０．６、０．６～０．７、０．７～０．
８、上記範囲間の比等）である。図４は、合計３つの電極または電極部分２１０、２１２
、２１４（したがって、２つのギャップＧ１、Ｇ２）を有する実施形態を示すが、さらな
る電極または電極部分、したがってさらなるギャップを含むように、システムを設計しま
たは他の方法で変更することができる。例えば、いくつかの実施形態では、焼灼または他
の治療システムは、要求または必要に応じて、４つ以上（例えば、５、６、７、８、９つ
以上等）の電極または電極部分（したがって、３つ以上、例えば３、４、５、６、７つの
ギャップ、８つ以上のギャップ等）を含むことができる。こうした構成では、図２～図４
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に示す実施形態に従って、隣接する電極または電極部分間にギャップ（および／または電
気的セパレータ２１８ａ、２１８ｂ）を配置することができる。
【０２６１】
　図３および図４に示すように、カテーテル（明確にするために図示せず）の内部に灌注
チューブ１２０、２２０を通すことができる。いくつかの実施形態では、灌注チューブ１
２０、２２０は、カテーテルの近位部分（例えば、流体ポンプと流体連通して配置するこ
とができる場所）からシステムの遠位端まで延在することができる。例えば、いくつかの
構成では、図３および図４の側面図に示すように、灌注チューブ１２０、２２０は、延在
し、遠位側電極１１０、２１０を通って半径方向外側に延在する１つまたは複数の流体ポ
ート２１１と流体連通している。したがって、いくつかの実施形態では、治療システムは
、開放灌注設計を含み、そこでは、生理食塩水および／または他の流体が、カテーテルを
通して（例えば、流体チューブ１２０、２２０内で）かつ電極１１０、２１０の１つまた
は複数の出口ポート１１１、２１１を通って半径方向外側に選択的に送達される。こうし
た生理食塩水または他の流体の送達は、電極および／または治療されている組織から熱を
除去するのに役立つことができる。いくつかの実施形態では、こうした開放灌注システム
は、特に電極が接触する組織に沿って、標的組織の過熱を防止するのに役立つことができ
る。開放灌注設計はまた、図２に概略的に示すシステムにも組み込まれる。例えば、図２
に示すように、遠位側電極または電極部分３４は、複数の出口ポート３６を含むことがで
き、そこを通って、生理食塩水または他の灌注流体が出ることができる。
【０２６２】
　いくつかの実施形態によれば、カテーテルは、長手方向のギャップに加えてまたはその
代わりに、円周方向に（例えば、半径方向に）１つまたは複数のギャップを含む高分解能
チップ電極設計を含むことができる。図５に、１つまたは複数の電極３１０Ａ、３１０Ｂ
を含むシステム３００の一実施形態を示す。図示するように、２つ以上の電極が含まれる
構成では、電極３１０Ａ、３１０Ｂを互いに長手方向にまたは軸方向にずらすことができ
る。例えば、いくつかの実施形態では、電極３１０Ａ、３１０Ｂは、カテーテルの遠位端
に沿ってまたはその近くに配置される。いくつかの実施形態では、電極３１０Ａ、３１０
Ｂは、カテーテルまたは他の医療器具の外側部分に沿って配置される。しかしながら、他
の構成では、要求または必要に応じて、カテーテルまたは他の医療器具の異なる部分に沿
って（例えば、少なくともカテーテルの内側部分に沿って）、電極の１つまたは複数を配
置することができる。
【０２６３】
　続けて図５を参照すると、各電極３１０Ａ、３１０Ｂは、２つ以上のセクション３２０
Ａ、３２２Ａおよび／または３２０Ｂ、３２２Ｂを含むことができる。図示するように、
いくつかの実施形態では、各セクション３２０Ａ、３２２Ａおよび／または３２０Ｂ、３
２２Ｂは、カテーテルの直径を半周して（例えば、１８０度）延在することができる。し
かしながら、他の実施形態では、各セクションの円周方向の広がりは、１８０度より小さ
いことができる。例えば、各セクションは、それが取り付けられているカテーテルの円周
に０～１８０度（例えば、１５度、３０度、４５度、６０度、７５度、９０度、１０５度
、１２０度、上記値間の角度等）で延在することができる。したがって、いくつかの実施
形態では、電極は、要求または必要に応じて、２、３、４、５、６または７つ以上の円周
方向セクションを含むことができる。
【０２６４】
　円周方向電極セクションがどのように設計されかつ向けられるかに関わらず、本明細書
に開示するさまざまな実施形態に従って、高分解能マッピングを行うために電極を使用し
得ることを促進するように、隣接するセクション間に電気絶縁ギャップＧを設けることが
できる。さらに、図５の実施形態に示すように、要求または必要に応じて、特定のシステ
ム３００に、２つ以上の円周方向または半径方向セクションを有する２つ以上（例えば、
３、４、５、６つ以上等）の電極３１０Ａ、３１０Ｂを含めることができる。
【０２６５】
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　代替実施形態では、本明細書に開示する高分解能チップ設計のさまざまな実施形態また
はそれらの変形形態を非灌注式システムまたは閉鎖灌注システム（例えば、生理食塩水お
よび／または他の流体が、１つまたは複数の電極を通してまたはその中でそこから選択的
に熱を除去するために循環するシステム）で使用することができる。したがって、いくつ
かの構成では、カテーテルは、２つ以上の灌注チューブまたは導管を含むことができる。
例えば、１つのチューブまたは他の導管を用いて、流体を電極に向かってまたは電極の近
くに送達することができ、第２のチューブまたは他の導管を用いて、カテーテルを通して
反対方向に流体を戻すことができる。
【０２６６】
　いくつかの実施形態によれば、高分解能チップ電極は、さまざまな電極または電極部分
間で電流負荷を平衡させるように設計される。例えば、治療システムが注意深く構成され
ていない場合、電気負荷は、高分解能チップシステムの電極または電極部分の１つまたは
複数（例えば、短いかまたは小さい方の遠位側電極または電極部分）に主に送達される可
能性がある。これにより、電極の望ましくない不均一な加熱、したがって、対象の隣接す
る組織の不均一な加熱（例えば、焼灼）に至る可能性がある。したがって、いくつかの実
施形態では、システムのさまざまな電極または電極部分に沿った加熱が概して平衡するこ
とを確実にするのに役立つように、１つまたは複数の負荷平衡構成を用いることができる
。その結果、高分解能チップ設計は、不均衡な電気負荷を受ける（したがって、対象の標
的組織に不均衡な量の熱またはレベルの治療を送達する）２つ以上の電極とは対照的に、
より長い単一の電極のように有利に機能することができる。
【０２６７】
　図６に、高分解能チップ設計で電極または電極部分の各々に送達される電流負荷を平衡
させるために使用することができる構成の一実施形態を概略的に示す。図示するように、
電極の１つ（例えば、遠位側電極）３０Ａをエネルギー送達モジュール４０（例えば、Ｒ
Ｆ発生器）に電気的に結合することができる。本明細書において考察するように、モジュ
ール４０は、例えば、エネルギー部材（例えば、ＲＦ電極）を選択的に通電しかつ／また
は他の方法で活性化するように構成されたエネルギー発生デバイス、１つまたは複数の入
出力デバイスまたはコンポーネント、治療システムの１つまたは複数の態様を調節するよ
うに構成されるプロセッサ（例えば、処理または制御ユニット）、メモリ等、１つまたは
複数の構成要素または特徴を有することができる。さらに、こうしたモジュールは、要求
または必要に応じて、手動でまたは自動的に操作されるように構成することができる。
【０２６８】
　図６に概略的に示す実施形態では、遠位側電極３０Ａは、１本または複数本の導体８２
（例えば、ワイヤ、ケーブル等）を用いて通電される。例えば、いくつかの構成では、灌
注チューブ３８の外側は、１つまたは複数の導電性材料（例えば、銅、他の金属等）を含
みかつ／または他の方法でそれによってコーティングされる。したがって、図６に示すよ
うに、１つまたは複数の導体８２は、電極または電極部分３０Ａをエネルギー送達モジュ
ール（例えば、図１のエネルギー送達モジュール４０）に電気的に結合するように、灌注
チューブ３８のこうした導電性面または部分と接触させて配置することができる。しかし
ながら、電極または電極部分３０Ａをエネルギー送達モジュールと電気的に連通させて配
置する１つもしくは複数の他のデバイスおよび／または方法を使用することができる。例
えば、１本もしくは複数本のワイヤ、ケーブルおよび／または他の導体は、灌注チューブ
を用いることなく、電極に直接または間接的に結合することができる。
【０２６９】
　続けて図６を参照すると、コンデンサ、フィルタ回路（例えば、図１６を参照されたい
）等、１つまたは複数のバンドパスフィルタリング素子８４を用いて、第１もしくは遠位
側電極または電極部分３０Ａを第２もしくは近位側電極または電極部分３０Ｂに電気的に
結合することができる。例えば、いくつかの実施形態では、バンドパスフィルタリング素
子８４は、システムに高周波電流（例えば、組織の焼灼または他の治療に適合された周波
数を有する高周波電流または電力）が印加されるとき、２つの電極または電極部分３０Ａ
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、３０Ｂを電気的に結合する、コンデンサを含む。一実施形態では、コンデンサ８４は、
いくつかの構成によれば、ＲＦ焼灼の目標周波数である５００ｋＨｚで、約３Ωより低い
直列インピーダンスを導入する１００ｎＦコンデンサを含む。しかしながら、他の実施形
態では、システムに組み込まれるコンデンサまたは他のバンドパスフィルタリング素子８
４の静電容量は、要求または必要に応じて、動作ＲＦ周波数に従って、１００ｎＦより大
きいかまたは１００ｎＦより小さい、例えば、５～３００ｎＦであり得る。いくつかの実
施形態では、フィルタリング素子８４の静電容量は、特定の周波数または周波数範囲にお
ける目標インピーダンスに基づいて選択される。例えば、いくつかの実施形態では、２０
０ｋＨｚ～１０ＭＨｚの周波数（例えば、２００～３００ｋＨｚ、３００～４００ｋＨｚ
、４００～５００ｋＨｚ、５００～６００ｋＨｚ、４００～６００ｋＨｚ、６００～７０
０ｋＨｚ、７００～８００ｋＨｚ、８００～９００ｋＨｚ、９００～１０００ｋＨｚ、最
大１０ＭＨｚ、または上記範囲間の高い方の周波数等）でシステムを動作させることがで
きる。したがって、隣接する電極または電極部分を互いに結合するコンデンサは、特定の
周波数に対する目標インピーダンスに基づいて選択することができる。例えば、１００ｎ
Ｆコンデンサは、５００ｋＨｚの動作焼灼周波数で約３Ωの結合インピーダンスを提供す
る。
【０２７０】
　いくつかの実施形態では、電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂを横切る３Ωの直列イン
ピーダンスは、約５Ω～１０Ωであり得る導体８２（例えば、ワイヤ、ケーブル等）のイ
ンピーダンス、および約１００Ωであり得る組織のインピーダンスと比較した場合、十分
に低く、それにより、システムが使用されるとき、結果として取得される組織加熱プロフ
ァイルは悪影響を受けない。したがって、いくつかの実施形態では、フィルタリング素子
は、電極または電極部分の直列インピーダンスは、電極にＲＦエネルギーを供給する導体
のインピーダンスより低いように選択される。例えば、いくつかの実施形態では、フィル
タリング素子の挿入インピーダンスは、導体８２のインピーダンスの５０％もしくはそれ
より低く、または均等な組織インピーダンスの１０％もしくはそれより低い。
【０２７１】
　いくつかの実施形態では、デバイスまたは付随するシステムの種々の位置にフィルタリ
ング素子（例えば、図１６を参照して本明細書に記載するもの等のコンデンサ、フィルタ
回路等）を配置することができる。例えば、いくつかの実施形態では、フィルタリング素
子は、カテーテル上またはその中に（例えば、カテーテルの遠位端の近くに、電極に隣接
して、等）配置される。しかしながら、他の実施形態では、フィルタリング素子は、カテ
ーテルと分離される。例えば、カテーテルが固定されるハンドル内にまたはそれに沿って
、発生器または他のエネルギー送達モジュール内に、別個のプロセッサまたは他のコンピ
ューティングデバイスまたはコンポーネント内等に、フィルタリング素子を配置すること
ができる。
【０２７２】
　同様に、図７の概略図を参照すると、円周方向に配置された部分３２０、３２２を含む
電極３１０にフィルタリング素子３８４を含めることができる。図７では、フィルタリン
グ素子３８４により、電極３１０全体に対して（例えば、電極が焼灼するように活性化さ
れるときに）ＲＦ周波数範囲内で通電することができる。１本または複数本のＲＦワイヤ
または他の導体３４４を用いて、発生器または電源から電極に電力を送達することができ
る。さらに、別個の導体３４０を用いて、マッピングの目的で電極３１０に電気的に結合
することができる。
【０２７３】
　高分解能チップ設計（例えば、図４）が３つ以上の電極または電極部分を含む実施形態
では、さらなるフィルタリング素子（例えば、コンデンサ）を用いて、電極または電極部
分を互いに電気的に結合することができる。こうしたコンデンサまたは他のフィルタリン
グ素子は、高分解能チップ電極の全長に沿って概して均一な加熱プロファイルをもたらす
ように選択することができる。本明細書においてさらに詳細に記すように、本明細書に開
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示する実施形態の任意のものまたはその変形形態に対して、フィルタリング素子は、コン
デンサ以外の何らかのものを含むことができる。例えば、いくつかの配置では、フィルタ
リング素子は、ＬＣ回路（例えば、共振回路、タンク回路、同調回路等）を含む。こうし
た実施形態は、ＲＦエネルギーの印加およびＥＧＭ記録の測定を同時に行うことができる
ように構成することができる。
【０２７４】
　上述したように、隣接する電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂ間の比較的小さいギャッ
プＧを用いて、標的組織の高分解能マッピングを促進することができる。例えば、続けて
図６の概略図を参照すると、別個の電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂを用いて、治療さ
れている組織の局所電位を正確に反映する電位図を生成することができる。したがって、
治療システムを用いる医師または他の専門家は、処置の前、処置中および／または処置の
後、標的組織へのエネルギー送達の影響をより正確に検出することができる。例えば、こ
うした構成からもたらされるより正確な電位図データにより、医師は、適切に焼灼されな
かったかまたは他の方法で治療されなかった標的解剖学的領域の任意のギャップまたは部
分を検出することができる。具体的には、高分解能チップ設計の使用により、心臓電気生
理学者は、結果としての電位図の形態、それらの振幅および幅をより正確に評価し、かつ
／またはペーシング閾値を求めることができる。いくつかの実施形態では、形態、振幅お
よびペーシング閾値は、焼灼または他の熱治療処置の転帰に関する有用な情報を提供する
、許容されかつ信頼性の高いＥＰマーカである。
【０２７５】
　いくつかの構成によれば、本明細書に開示する高分解能チップ電極実施形態は、局所高
分解能電位図を提供するように構成される。例えば、本明細書に開示する実施形態による
、高分解能チップ電極を用いて取得される電位図は、図８に示すように、電位図データ（
例えば、グラフ式出力）４００ａ、４００ｂを提供することができる。図８に示すように
、本明細書に開示する高分解能チップ電極実施形態を用いて生成される局所電位図４００
ａ、４００ｂは、振幅Ａ１、Ａ２を含む。
【０２７６】
　続けて図８を参照すると、高分解能チップ電極システムを用いて取得される電位図４０
０ａ、４００ｂの振幅を用いて、高分解能チップ電極に隣接する標的組織が、適切に焼灼
されたかまたは他の方法で治療されたか否かを判断することができる。例えば、いくつか
の実施形態によれば、未治療組織（例えば、焼灼されておらずまたは他の方法で加熱され
ていない組織）における電位図４００ａの振幅Ａ１は、すでに焼灼されたかまたは他の方
法で治療された電位図４００ｂの振幅Ａ２より大きい。したがって、いくつかの実施形態
では、電位図の振幅を測定して、組織が治療されたか否かを判断することができる。例え
ば、対象の未治療組織の電位図振幅Ａ１を記録し、ベースラインとして使用することがで
きる。その後の電位図振幅測定値を取得し、組織が適切なまたは所望の程度まで焼灼され
たかまたは他の方法で処理されたか否かを判断しようとして、こうしたベースライン振幅
に対して比較することができる。
【０２７７】
　いくつかの実施形態では、試験または評価されている組織位置において電位図振幅（Ａ
２）に対するこうしたベースライン振幅（Ａ１）間で比較が行われる。Ａ１対Ａ２の比を
用いて、焼灼が完了した可能性を評価する定量的基準を提供することができる。いくつか
の構成では、比（すなわちＡ１／Ａ２）が一定の最小閾値を超える場合、ユーザに対して
、Ａ２振幅が取得された組織が適切に焼灼されたことを通知することができる。例えば、
いくつかの実施形態では、Ａ１／Ａ２比が１．５より大きい（例えば、１．５～１．６、
１．６～１．７、１．７～１．８、１．８～１．９、１．９～２．０、２．０～２．５、
２．５～３．０、上記範囲間の値、３より大きい等）とき、適切な焼灼および治療を確認
することができる。しかしながら、他の実施形態では、Ａ１／Ａ２の比が１．５より小さ
い（例えば、１～１．１、１．１～１．２、１．２～１．３、１．３～１．４、１．４～
１．５、上記範囲間の値等）とき、焼灼の確認を取得することができる。
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【０２７８】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものに対して、カテーテルまたは他の低侵襲性医
療器具を、１つまたは複数の撮像技術を用いて、対象の標的解剖学的位置（例えば、心房
、肺静脈、他の心臓位置、腎動脈、他の血管または管腔等）に送達することができる。し
たがって、本明細書に開示する焼灼システムの任意のものを、例えば、Ｘ線透視技術、心
腔内心エコー法（ＩＣＥ）技術等、撮像デバイスまたはシステムとともに使用される（例
えば、それとは別個に使用されるか、または少なくとも部分的に組み込まれる）ように構
成することができる。
【０２７９】
熱分流
　図９は、カテーテル１１２０の遠位端にまたはその近くに配置された電極１１３０（例
えば、単体のＲＦ電極、２つ、３つまたは４つ以上の部分を有する複合（例えば、スプリ
ットチップ）電極、他のタイプの電極等）を含むシステム１１００の一実施形態を示す。
さらに、本明細書に開示する他の任意の実施形態と同様に、システムは、治療処置（例え
ば、治療部位に隣接する組織のマッピング、対象のモニタリング等）の実施に役立つ複数
のリング電極１１７０をさらに含むことができる。本明細書に開示するさまざまなシステ
ムおよび関連方法の実施形態について、高周波（ＲＦ）ベース焼灼に関連して記載するが
、例えば、対象の標的組織に対してマイクロ波エミッタ、超音波変換器、クライオ焼灼部
材等を使用するシステム等、他のタイプの焼灼システムにおいて、伝熱概念（熱分流実施
形態を含む）を、単独でまたは本明細書に記載する他の実施形態（例えば、複合電極概念
、温度検知概念等）とともに実施することができる。
【０２８０】
　図９と、図１０に例示するカテーテルの遠位端の対応する部分的に露出した図とを参照
すると、本明細書に開示する熱分流実施形態の任意のものを含む、１つもしくは複数の伝
熱部材または他の伝熱構成要素もしくは特徴を用いて、電極からまたはその近くから、カ
テーテル１１２０の内部を通って延在する灌注導管１１０８への伝熱を促進することがで
きる。例えば、いくつかの実施形態では、図１０に示すように、電極１１３０の長さに沿
って、１つもしくは複数の伝熱ディスクまたは部材１１４０、１１４２（例えば、熱シャ
ントディスクまたは部材）を配置することができる。いくつかの構成では、ディスクまた
は他の伝熱部材１１４０、１１４２（本明細書に開示する熱分流実施形態の任意のものを
含む）は、互いに接触する場合もあれば接触しない場合もある別個の構成要素を含む。し
かしながら、他の実施形態では、伝熱ディスクまたは他の伝熱部材１１４０、１１４２は
、要求または必要に応じて、単体または一体構造を含む。ディスク１１４０、１１４２は
、少なくとも部分的にカテーテルの内側部分を（例えば、長手方向中心線に沿って）通過
する灌注導管１１０８と直接または間接的熱連通することができる。例えば、ディスク１
１４０、１１４２は、灌注導管および／またはカテーテルの別の内側部分（例えば、開放
灌注または閉鎖灌注を用いる能動的冷却を含まない実施形態の場合には非灌注構成要素ま
たは部分）の外面まで延在しかつそれと接触することができる。しかしながら、他の実施
形態では、図１１に示すように、ディスク１１４０、１１４２は、ディスクと灌注導管と
の間に配置される、任意の熱分流構成要素または部材を含む、１つまたは複数の他の熱交
換構成要素または部材と（例えば、接触を介して直接または間接的に）熱連通することが
できる。
【０２８１】
　ヒートシンクとは、（ｉ）熱が特定の構成要素に局所化され／特定の構成要素によって
保持される熱保持伝達体、および（ｉｉ）例えば電極から灌注通路まで熱を分流させるか
または伝達するために使用される熱シャント（伝熱部材とも呼ぶことができる）の両方を
含む。一実施形態では、熱保持シンクを用いて、ある期間、熱が保持される。好ましくは
、熱保持シンクではなく熱シャント（伝熱部材）が使用される。熱シャント（伝熱部材）
は、いくつかの実施形態では、より効率的な熱の放散と改善された冷却とを可能にし、し
たがって、例えば、非標的組織とみなされる組織に保護効果を提供する。本明細書に開示
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する実施形態の任意のものに対して、１つまたは複数の熱分流構成要素を用いて、電極お
よび／または加熱されている組織から離れるように有効にかつ安全に熱を伝達することが
できる。いくつかの実施形態では、いかなる追加の構成要素または特徴もなしに（例えば
、単に、本明細書に開示する熱分流構成を用いて）、電極から離れるように適切に熱を伝
達するように、デバイスまたはシステムを構成することができる。
【０２８２】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものでは、焼灼システムは、少なくとも部分的に
、カテーテル、または対象の体内に配置されるように構成された他の医療器具に沿って（
例えば、その内側部分を通って）延在する、１つまたは複数の灌注導管を含むことができ
る。灌注導管は、開放灌注システムの一部とすることができ、そこでは、流体は、電極お
よび／または隣接する標的組織を冷却するために、カテーテルの遠位端に沿って（例えば
、電極においてまたはその近くで）１つまたは複数の出口ポートまたは開口部を通って出
る。しかしながら、代替的に、灌注導管は閉鎖灌注システムの一部とすることができ、灌
注流体は、電極および／または対象の隣接する組織を選択的に冷却するように、少なくと
も部分的に（例えば、電極または他の焼灼部材の付近の）カテーテルを通って（例えば、
カテーテルから放出されるのとは対照的に）循環する。例えば、いくつかの構成では、カ
テーテルは、要求または必要に応じて、カテーテルの遠位端に灌注流体を循環させ、かつ
その遠位端によって所望のまたは必要な伝熱を行うように、少なくとも２つの内部流体導
管（例えば、送達導管および戻り導管）を含む。さらに、いくつかの実施形態では、焼灼
システムに含まれる伝熱部材または構成要素（例えば、熱分流部材または構成要素）間の
伝熱を促進するために、システムは、１つもしくは複数の金属および／または他の好適な
伝熱材料（例えば、銅、ステンレス鋼、他の材料または合金、セラミック、ポリマー、お
よび／または比較的好適な伝熱特性を有する他の材料等）を含む灌注導管を含むことがで
きる。さらに他の実施形態では、焼灼システムのカテーテルまたは他の医療器具は、要求
または必要に応じて、いかなる能動的な流体冷却システム（例えば、その中を延在する開
放または閉鎖灌注通路または他の構成要素）も含まない。本明細書においてより詳細に考
察するように、カテーテルを通る流体通路を用いる能動的冷却を含まないこうした実施形
態は、電極および／または治療されている組織から熱を有利に放散させかつ／または分散
させるように、改善された伝熱構成要素および／または設計を利用することができる。
【０２８３】
　いくつかの実施形態では、灌注導管は、細長い本体の遠位端に沿って配置された出口ポ
ートとのみ流体連通している。いくつかの実施形態では、カテーテルは、カテーテルの遠
位端に沿った（例えば、遠位端または電極に沿った）灌注出口開口部のみを含む。いくつ
かの実施形態では、システムは、伝熱部材（例えば、熱シャント部材）に沿っていかなる
灌注開口部も含まず、かつ／または本明細書で考察するように、システムは、能動的な灌
注システムをまったく含まない。したがって、こうした実施形態では、カテーテルに沿っ
て（例えば、電極または他の焼灼部材においてまたはその近くで）伝熱部材を使用するこ
とにより、電極または他の焼灼部材によって生成される熱をより均一に分散させるのに役
立ち、かつ／または周囲環境（例えば、焼灼部材および／またはカテーテルの外側に沿っ
て進む血液または他の流体）との伝熱に役立つ。
【０２８４】
　続けて図１０を参照すると、電極１１３０の近位端１１３２は、本明細書に開示する任
意の熱シャント実施形態を含む１つまたは複数の追加の伝熱部材１１５０を含む。例えば
、いくつかの実施形態によれば、こうした追加の伝熱部材１１５０（例えば、熱シャント
部材）は、システムのカテーテルの内部を通って延在する灌注導管１０８と熱連通する１
つもしくは複数のフィン、ピンおよび／または他の部材を含む。したがって、熱分流部材
を含む、電極１１３０の長さに沿って配置された伝熱ディスクまたは他の伝熱部材１１４
０と同様に、電極が活性化されると、電極、カテーテルの隣接部分および／または対象の
隣接する組織から、これらの伝熱部材１１５０を介して、熱を伝達し、したがって除去す
ることができる。
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【０２８５】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものまたはその変形形態では、灌注導管１１０８
と熱連通するシステム１１００の伝熱部材１１４０、１１５０は、限定されないが好まし
い熱分流特性を含む、好ましい伝熱特性を含む１つまたは複数の部材を含むことができる
。例えば、いくつかの実施形態では、伝熱部材に含まれる材料および／または（例えば、
単体部材または構造として見た場合の）伝熱アセンブリ全体の熱伝導率は、３００Ｗ／ｍ
／℃より大きい（例えば、３００～３５０Ｗ／ｍ／℃、３５０～４００Ｗ／ｍ／℃、４０
０～４５０Ｗ／ｍ／℃、４５０～５００Ｗ／ｍ／℃、５００～６００Ｗ／ｍ／℃、６００
～７００Ｗ／ｍ／℃、上記値間の範囲、７００Ｗ／ｍ／℃より大きい等）。好ましい熱伝
導率特性を有するあり得る材料としては、限定されないが、銅、真鍮、ベリリウム、他の
金属および／もしくは合金、アルミナセラミック、他のセラミック、工業用ダイヤモンド
（例えば、化学気相成長のための工業用ダイヤモンド）、ならびに／または他の金属およ
び／もしくは非金属材料が挙げられる。
【０２８６】
　伝熱部材が熱分流部材を含むいくつかの実施形態によれば、熱シャント部材に含まれる
材料および／または（単体部材または構造として見た場合）熱シャントアセンブリ全体の
熱拡散率は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい（例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２
～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃ
ｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、
８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１
２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５
ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより
大きい等）。熱拡散率は、熱エネルギーを蓄積する材料の能力に対する、熱エネルギーを
伝導する材料の能力を測定する。したがって、材料が熱を伝達するものとして効率的であ
り得る（例えば、比較的高い熱伝導率を有することができる）としても、それは、その蓄
熱特性のために、好ましい熱拡散率特性を有していない可能性がある。伝熱と異なり、熱
分流には、（例えば、質量または容積を通して熱を迅速に伝達するための）高い熱コンダ
クタンス特性と（例えば、熱を蓄積しないための）低い熱容量とを有する材料を使用する
必要がある。好ましい熱拡散率、したがって好ましい熱分流特性を有するあり得る材料と
して、限定されないが、工業用ダイヤモンド（例えば、化学気相成長のための工業用ダイ
ヤモンド）、グラフェン、シリカ、他の炭素系材料等が挙げられる。
【０２８７】
　好ましい熱拡散率特性を有する材料の使用は、治療処理中に電極および／または隣接す
る組織から離れるように熱を効率的に伝達し得ることを確実にするのに役立つことができ
る。対照的に、例えば、銅、他の金属または合金、熱伝導性ポリプロピレンまたは他のポ
リマー等、好ましい熱伝導率特性を有するが、好ましい熱拡散率特性を有していない材料
は、熱を保持する傾向がある。その結果、熱を蓄積するこうした材料を使用することによ
り、電極および／または治療されている組織に沿った温度が、特に比較的長い焼灼処置に
わたり、望ましくないほど高いレベル（例えば、７５℃を超える）で維持されることにな
る可能性があり、それにより、焦げ、血栓の形成および／または他の熱関連問題がもたら
される可能性がある。
【０２８８】
　熱分流網で使用されるのに必要な熱拡散率特性を有する工業用ダイヤモンド（例えば、
化学気相成長のための工業用ダイヤモンド）および他の材料は、本明細書のさまざまな実
施形態に開示するように、好ましい熱伝導特性を有する。こうした好ましい熱伝導態様は
、比較的高い熱コンダクタンス値（ｋ）と、熱分流網の熱シャント部材がチップ内で互い
に対してかつ組織に対して配置される方法とから生じる。例えば、いくつかの実施形態で
は、ＲＦエネルギーがチップから放出され、組織内の通電加熱が熱を発生するため、露出
した（例えば、チップの最遠位端から０．５ｍｍに配置される）最遠位シャント部材は、
損傷部位から熱を能動的に抽出することができる。熱エネルギーは、有利には、分流網を
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通って比較的迅速に伝達し、ＲＦ電極面熱シャント網の下にあるシャントを通って、近位
側シャント部材を通ってかつ／または周囲環境内に放散することができる。内部シャント
部材を通って分流している熱は、カテーテルまたは他の医療器具の内部を通って延在する
灌注導管に迅速に伝達することができる。他の実施形態では、焼灼処置によって発生する
熱は、近位側シャント部材および遠位側シャント部材の両方（例えば、本明細書の実施形
態の多くに示すような、カテーテルまたは他の医療器具の外部に露出しているシャント部
材）を通して分流させることができる。
【０２８９】
　さらに、上述したように、熱シャント網で使用されるのに好適な熱拡散率特性を有する
材料は、必要な熱伝導率特性を有するのみでなく、十分に低い熱容量値（ｃ）も有する。
これは、熱エネルギーが、チップ－組織接触面とともに電極のホットスポットから、熱分
流網に熱が保持されることなく、非常に迅速に放散するのを確実にするのに役立つ。熱伝
導は、組織表面およびＲＦ電極表面の迅速かつ効率的な冷却を確実にする主熱放散機構を
構成する。逆に、（例えば、比較的高い熱伝導率特性を有するが比較的高い熱容量特性も
有する）伝熱体は、熱エネルギーを蓄積する。長い焼灼処置にわたって、こうした蓄積さ
れた熱は、７５℃を超える可能性がある。こうした状況下で、血栓および／または焦げ形
成が発生する可能性があり、それは望ましくない。
【０２９０】
　本明細書に開示するさまざまな実施形態の熱対流態様は、２つの部分からなる。第１に
、カテーテルの灌注内腔は、シャント網を通ってそれに伝達される熱エネルギーを吸収す
ることができる。したがって、灌注ポートを介して、ＲＦチップの遠位端からこうした熱
エネルギーを押し流すことができる。しかしながら、閉鎖灌注システムでは、こうした熱
エネルギーは、カテーテルの近位端に戻るように伝達することができ、そこで除去するこ
とができる。第２に、カテーテルまたは他の医療器具の外側に沿った露出したシャント面
は、電極および／または治療されている組織からの熱の放散にさらに役立つことができる
。例えば、こうした放熱は、電極の表面にわたって流れる血液の固有の対流冷却態様を介
して達成することができる。
【０２９１】
　したがって、熱分流網において、工業用ダイヤモンド（例えば、化学気相成長のための
工業用ダイヤモンド）等、好ましい熱拡散率特性を有する材料を使用することは、熱分流
網を（その熱容量特性が低いため）低温で維持しながら、電極および治療済みの組織から
離れるように迅速にかつ効率的に熱が伝達されることを確実にするのに役立つことができ
る。これにより、危険である可能性のある熱が、熱分流網自体を介して処置に導入されな
いため、より安全な焼灼カテーテルおよび関連する治療方法をもたらすことができる。
【０２９２】
　例えば、いくつかの実施形態では、約６０℃の所望の温度で対象の組織を維持するよう
に試みる焼灼処置の過程中、電極の温度は、およそ６０℃である。さらに、処置中に電極
に隣接して配置される従来の伝熱部材（例えば、銅、他の金属または合金、熱伝導性ポリ
マー等）の温度は、およそ７０～７５℃である。対象的に、本明細書に開示するシステム
に対する熱分流網のさまざまな部分または部材の温度は、同じ所望のレベルの組織の治療
に対して、およそ６０～６２℃であり得る（例えば、類似の伝熱システムより１０～３０
％低い）。
【０２９３】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示する熱シャント部材は、焼灼されている組織
から熱を引き出し、それを灌注チャネル内に分流させる。同様に、熱は、ＲＦ電極の縁に
形成される潜在的なホットスポットから引き出され、熱シャント網を通って灌注チャネル
内に分流される。灌注チャネルから、対流冷却を介して、血流内に熱を有利に放出し、放
散させることができる。閉鎖灌注システムでは、対象の体内に灌注流体を放出することな
く、システムから熱を除去することができる。
【０２９４】
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　いくつかの実施形態によれば、本明細書に開示するさまざまな熱分流システムは、主冷
却機構として熱伝導に頼る。したがって、こうした実施形態では、熱分流網のかなりの大
部分がカテーテルまたは他の医療器具の外面まで（例えば、血流に直接露出するように）
延在する必要はない。実際には、いくつかの実施形態では、シャント網全体が、カテーテ
ルチップの内部に存在する可能性がある（すなわち熱シャント網のいかなる部分もカテー
テルまたは他の医療器具の外側まで延在しない）。さらに、本明細書に開示するさまざま
な実施形態は、熱シャントをＲＦ電極からまたは灌注チャネルから絶縁する必要はない。
【０２９５】
　いくつかの実施形態によれば、熱分流部材または構成要素を含む、特定のシステムに含
まれる伝熱ディスクおよび／または他の伝熱部材１１４０、１１５０、１２５０Ａは、特
定の設計または構成に対する要求または必要に応じて、連続的にかつ／または断続的にも
しくは部分的に灌注導管１０８まで延在することができる。例えば、図１０の実施形態に
示すように、近位側伝熱部材１１５０（例えば、熱シャント部材）は、基部または内部部
材１１５２、１２５２から半径方向外向きに延在する１つまたは複数（例えば、２、３、
４、５、６つ以上等）の羽根または部分１１５４、１２５４を含むことができる。いくつ
かの実施形態では、こうした羽根すなわち半径方向延在部分１１５４、１２５４は、互い
から等しく離間されて、伝熱部材１１５０、１２５０Ａが熱連通する灌注導管１１０８に
向かって熱をより均一に伝達する。しかしながら、代替的に、限定されないが熱シャント
部材を含む伝熱部材１１５０、１２５０Ａは、灌注導管１１０８とカテーテルの半径方向
外側部分または領域との間に概して中実のまたは連続した構造を含むことができる。
【０２９６】
　いくつかの実施形態によれば、伝熱部材（例えば、フィン）１１５０は、カテーテルの
遠位端に沿って含まれる電極の近位端に対して近位側に延在することができる。例えば、
図１０に示すように、伝熱部材１１５０（例えば、熱シャント部材）は、電極１１３０の
近位端まで、近位端の近くに、またはそれを越えて延在することができる。いくつかの実
施形態では、伝熱部材１１５０は、電極１１３０の近位端１１３２でまたはその近くで終
端する。しかしながら、他の構成では、限定なしに熱シャント部材を含む伝熱部材１１５
０は、電極１１３０の近位端１１３２を越えて延在し、いくつかの実施形態では、要求ま
たは必要に応じて、熱シャント部材を含む、遠位側に配置された伝熱部材（例えば、電極
１１３０の長さに沿ってまたはその近くに配置された伝熱ディスクまたは他の伝熱部材）
と接触し、かつ／または他の方法で直接または間接的に熱連通する。さらに他の実施形態
では、近位側伝熱部材（例えば、熱シャント部材）は、電極または他の焼灼部材の近位端
１１３２に対して近位側で終端する。
【０２９７】
　図９～図１２に関連して考察する改善された伝熱（例えば、熱分流）特性を有するシス
テムを含む、本明細書に開示する実施形態の任意のものでは、システムは、ある深さで組
織温度を検出する、１つまたは複数の温度センサまたは温度検出構成要素（例えば、熱電
対）を含むことができる。例えば、図９および図１０に示す実施形態では、電極および／
またはカテーテルの遠位端の他の部分は、１つまたは複数のセンサ（例えば、熱電対、サ
ーミスタ等）等を含むことができる。したがって、センサおよび／または他の温度測定構
成要素によって受信される信号を有利に用いて、標的組織が治療されている（例えば、加
熱されている、冷却されている等）の程度を判断しまたは近似することができる。温度測
定値を用いて、所望のまたは必要なプロトコルに従って、焼灼処置を制御する（例えば、
焼灼部材に提供されるモジュール電力、焼灼処置を終了する等）ことができる。
【０２９８】
　いくつかの実施形態では、デバイスは、治療されている組織のピーク（例えば、高いま
たは山、低いまたは谷等）温度を求めるのに役立つ、１つもしくは複数の温度センサまた
は他の温度測定デバイスをさらに含む。いくつかの実施形態では、焼灼部材（例えば、Ｒ
Ｆ電極）に、沿ってかつ／またはその近くに配置された温度センサ（例えば、熱電対）は
、焼灼部材と標的組織との間に接触がなされているか否か（および／またはこうした接触
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がどの程度なされているか）の判断に役立つことができる。いくつかの実施形態では、こ
うしたピーク温度は、放射測定を用いることなく求められる。ピーク組織温度を求めかつ
／または組織接触を確認もしくは評価するための温度センサ（例えば、熱電対）の使用に
関するさらなる詳細について、本明細書に記載する。
【０２９９】
　いくつかの実施形態では、（限定されないが本明細書に例示するものを含む）本明細書
に開示するシステムの任意のものまたはその変形形態に対して、カテーテルの灌注導管へ
の伝熱を促進する、限定されないが熱シャント部材を含む伝熱部材の１つまたは複数は、
電極および／または灌注導管と直接接触する。しかしながら、他の実施形態では、伝熱部
材（例えば、熱シャント部材）の１つまたは複数は、電極および／または灌注導管と接触
しない。したがって、こうした実施形態では、伝熱部材は、電極および／または灌注導管
と熱連通するが、こうした構成要素と物理的に接触しない。例えば、いくつかの実施形態
では、１つまたは複数の中間構成要素、層、コーティングおよび／または他の部材が、伝
熱部材（例えば、熱シャント部材）と電極（または他の焼灼部材）および／または灌注導
管との間に配置される。
【０３００】
　図１１は、電極（例えば、ＲＦ電極、複合（例えば、スプリットチップ）電極等）、ま
たはカテーテルもしくは他の細長い部材の遠位端に沿ってまたはその近くに配置された他
の焼灼部材１２３０を含む焼灼システム１２００の別の実施形態を示す。いくつかの実施
形態では、電極または他の焼灼部材（明確にするために、図１１には図示せず）の内側部
分１２３６は、本明細書に開示する任意の熱シャント実施形態を含む、別個の内部伝熱部
材１２５０Ｂを含むことができる。こうした伝熱部材１２５０Ｂは、電極または他の焼灼
部材に、その中にかつ／またはその近くに配置された他の任意の伝熱部材に加えてまたは
その代わりであり得る。例えば、図示する実施形態では、電極１２３０の付近で、システ
ム１２００は、内部伝熱部材１２５０Ｂ、および１つまたは複数のディスク状もしくは円
筒状伝熱部材１２４０（例えば、熱分流部材）の両方を含む。
【０３０１】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものに対して、灌注導管と熱連通する、熱シャン
ト部材を含む伝熱部材の少なくとも一部は、電極または他の焼灼部材に隣接して（いくつ
かの実施形態では、物理的にかつ／または熱的に接触して）、カテーテルの外面まで延在
する。こうした構成は、システムが作動するとき、特に、本来、（例えば、電極または他
の焼灼部材の他の部分に対して）熱がより集中する傾向がある可能性がある、電極または
焼灼部材の近位端においてまたはその近くで、電極または他の焼灼部材の冷却をさらに促
進することができる。いくつかの実施形態によれば、熱伝導性グリースおよび／または他
の任意の熱伝導性材料（例えば、熱伝導性液体または他の流体、層、部材、コーティング
および／または部分）を用いて、例えば、熱シャント部材または熱シャント網等、伝熱体
を、要求または必要に応じて、灌注導管と熱連通させることができる。こうした実施形態
では、こうした熱伝導性材料は、電極を灌注導管と少なくとも部分的に熱連通させる。
【０３０２】
　続けて図１１を参照すると、電極１２３０の内側部分に沿って配置された伝熱部材（例
えば、熱シャント部材）１２５０Ｂは、１つまたは複数のフィン、羽根、ピンおよび／ま
たは他の拡張部材１２５４Ｂを含むことができる。こうした部材１２５４Ｂは、灌注導管
１２０８（例えば、熱分流実施形態では、灌注導管１２０８への熱分流）による伝熱の改
善に役立つことができ、伝熱部材１２５４Ｂの全体的なサイズを縮小し、かつ／またはシ
ステム１２００に対して１つまたは複数の追加の利点または利益を提供するのに役立つこ
とができる。
【０３０３】
　図１２に、使用中に電極または他の焼灼部材の全体的な伝熱を促進する１つまたは複数
の伝熱（例えば、熱シャント）構成要素または特徴１３５０Ａ、１３５０Ｂを有する焼灼
システム１３００の別の実施形態を示す。図示するように、電極または他の焼灼部材１３
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３０の内部に沿って配置された１つまたは複数の伝熱部材１３５０Ｂ間の伝熱（例えば、
分流）は、電極と伝熱部材との間の空隙または他の同様の空間をなくすことにより、促進
しまたは他の方法で改善することができる。例えば、図示する実施形態では、電極１３３
０の内部と伝熱部材１３５０Ｂの外部との間に、導電性材料（例えば、白金、金、他の金
属または合金等）の１つまたは複数の層１３５６が配置される。こうした層１３５６は、
電極（または別のタイプの焼灼部材もしくはエネルギー送達部材）と、限定されないが熱
分流部材を含む隣接する伝熱部材との間に、連続してまたは断続的に適用することができ
る。さらに、こうした層１３５６は、例えば、スパッタリング、他のめっき技法等、１つ
もしくは複数の方法または手順を用いて適用することができる。本明細書に開示する実施
形態の任意のものまたはその変形形態において、こうした層１３５６を使用することがで
きる。
【０３０４】
　図１３は、電極または他のエネルギー送達部材１８３０によって生成される熱の効率的
な伝達を容易にする１つまたは複数の伝熱部材１８５０（例えば、熱シャント部材）を含
む焼灼システム１８００のカテーテルまたは他の医療器具の遠位部分を示す。図１３に示
すように、熱シャント部材１８５０は、電極１８３０にすぐ隣接して（例えば、その内部
に）配置される。したがって、本明細書においてより詳細に考察するように、電極または
他のエネルギー送達部材１８３０によって生成される熱を、１つまたは複数の熱シャント
部材１８５０を介して伝達することができる。上述したように、熱シャント部材は、有利
には、熱を保持せずに迅速に伝達する好ましい熱拡散率特性を有する。したがって、局所
的な（例えば、電極の遠位端および／または近位端に沿った）ホットスポットの可能性を
阻止するかまたは低減させることができる。さらに、熱シャント部材１８５０を用いて、
（例えば、電極からの）熱の放散または除去をより容易にかつ／または迅速に具現化する
ことができる。
【０３０５】
　本明細書において考察するように、例えば、熱シャント部材１８５０は、工業用ダイヤ
モンド（例えば、化学気相成長のための工業用ダイヤモンド）、グラフェン、シリカ、ま
たは好ましい熱拡散率特性を有する他の炭素系材料等を含むことができる。いくつかの実
施形態では、熱シャント部材１８５０は、２つ、３つもしくは４つ以上の材料および／ま
たは部分、構成要素もしくは部材の組合せを含む。いくつかの実施形態では、熱シャント
部材に含まれる材料および／または（例えば、単体部材または構造として見た場合）熱分
流網もしくはアセンブリ全体の熱拡散率は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい（例えば、
１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３
～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓ
ｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～
１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１
４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間
の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい等）。
【０３０６】
　熱シャント部材１８５０（例えば、フィン、リング、ブロック等）は、電極または他の
エネルギー送達部材１８３０と直接または間接的に接触することができる。電極と伝熱シ
ャント１８５０の１つまたは複数とが直接物理的接触しているか否かに関わらず、熱シャ
ント部材１８５０は、有利には、電極と熱連通することができ、それにより、カテーテル
または他の医療器具の放熱および／または伝熱特性が促進される。いくつかの実施形態で
は、要求または必要に応じて、例えば、１つもしくは複数の中間層、コーティング、部材
および／または他の構成要素が、電極（または他のエネルギー送達部材）と熱シャント部
材との間に配置される。
【０３０７】
　続けて図１３を参照すると、本明細書において他の実施形態で考察するように、焼灼シ
ステム１８００のカテーテルまたは他の医療器具は、カテーテルまたは他の医療器具の遠
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位端までかつそこを通して冷却流体（例えば、生理食塩水）を送達するように構成された
開放灌注システムを含む。こうした開放灌注システムは、使用中に電極または他のエネル
ギー送達部材から熱を除去するのに役立つことができる。いくつかの実施形態では、熱分
流網、およびそれが有する好ましい熱拡散率特性は、使用中に電極および／または治療さ
れている組織から灌流導管もしくは通路１８０４またはチャンバ１８２０に迅速かつ効率
的に熱を伝達するのに役立つことができる。例えば、図１３に示すように、灌注導管また
は通路１８０４が、カテーテルの内部を通って延在し、カテーテルの遠位部材１８１０に
沿って１つまたは複数の出口ポート１８１１と流体連通している。しかしながら、本明細
書においてより詳細に考察するように、要求または必要に応じて、開放灌注システムを使
用することなく、かつ／または能動的流体冷却システムなしに、カテーテルまたは他の医
療器具の設計に改善された熱シャント部材を組み込むことができる。いくつかの実施形態
では、カテーテルまたは他の医療器具の灌注導管またはチャンバを通る灌注流体（例えば
、生理食塩水）の流れは、熱分流網を通って発生する熱分流を変化させるように変更する
ことができる。例えば、いくつかの実施形態では、熱分流網の好ましい伝熱特性およびそ
の熱を保持しない能力により、カテーテルを通る灌注流体の流量を５ｍｌ／ｍｉｎ未満（
例えば、１～２ｍｌ／ｍｉｎ、２～３ｍｌ／ｍｉｎ、３～４ｍｌ／ｍｉｎ、４～５ｍｌ／
ｍｉｎ、上記範囲間の流量、１ｍｌ／ｍｉｎより小さい等）で維持することができる。一
実施形態では、カテーテルを通る灌注流体の流量は、およそ１ｍｌ／ｍｉｎで維持される
。他の実施形態では、カテーテルを通過する灌注流体の流量は、要求または必要に応じて
、５～１５ｍｌ／ｍｉｎ（例えば、５～６ｍｌ／ｍｉｎ、６～７ｍｌ／ｍｉｎ、７～８ｍ
ｌ／ｍｉｎ、８～９ｍｌ／ｍｉｎ、９～１０ｍｌ／ｍｉｎ、１０～１１ｍｌ／ｍｉｎ、１
１～１２ｍｌ／ｍｉｎ、１２～１３ｍｌ／ｍｉｎ、１３～１４ｍｌ／ｍｉｎ、１４～１５
ｍｌ／ｍｉｎ、上記範囲間の流量等）であるか、または１５ｍｌ／ｍｉｎより大きい（例
えば、１５～１６ｍｌ／ｍｉｎ、１６～１７ｍｌ／ｍｉｎ、１７～１８ｍｌ／ｍｉｎ、１
８～１９ｍｌ／ｍｉｎ、１９～２０ｍｌ／ｍｉｎ、上記流量間の流量等）場合がある。い
くつかの実施形態では、こうした灌注流量は、電極および／または治療されている組織か
ら離れるように熱を伝達するために、非熱分流部材（例えば、金属、合金、熱伝導性ポリ
マー、他の従来の伝熱部材等）が使用されていた場合に必要なものより大幅に低い。例え
ば、本明細書に開示するさまざまな実施形態またはその変形形態による熱分流部材を有す
るカテーテルの内部を通過する灌注流体の必要な流量は、従来の伝熱部材を使用するかま
たは伝熱部材をまったく使用しないシステムと比較して（例えば、電極で同じ量の熱が生
成され、同じ解剖学的位置が治療され、他のパラメータが同じであると想定すると）、２
０～９０％（例えば、２０～２５％、２５～３０％、３０～３５％、３５～４０％、４０
～４５％、４５～５０％、５０～５５％、５５～６０％、６０～６５％、６５～７０％、
７０～７５％、７５～８０％、８０～８５％、８５～９０％、上記範囲間のパーセンテー
ジ等）低減させることができる。例えば、いくつかの市販のＲＦ焼灼システムでは、電極
から離れる所望のレベルの伝熱を達成するために、通常、約３０ｍｌ／ｍｉｎ（例えば、
２５～３５ｍｌ／ｍｉｎ）の灌注流量が必要である。上述したように、いくつかの構成で
は、熱分流網を利用する本明細書に開示するシステムは、電極から離れるように熱を有効
に分流させるために、約１０ｍｌ／ｍｉｎ以下の灌注流量を利用することができる。した
がって、こうした実施形態では、従来のシステムおよび他の市販のシステムに対して少な
くとも６０～７０％だけ灌注流量を低減させることができる。
【０３０８】
　したがって、本明細書においてより詳細に記すように、電極および／または隣接する組
織から離れるように熱を分流させる熱分流材料を使用することにより、開放灌注システム
において、対象の血流内に排出されている灌流流体の量も低減させることができる。対象
の体内への灌注流体の排出は望ましくないため、焼灼カテーテル内で熱分流を使用するこ
とにより、焼灼処置に対してさらなる利益を提供することができる。例えば、いくつかの
構成では、過剰な生理食塩水または他の冷却流体を対象の心臓、血管および／または他の
標的領域に排出することにより、対象の生理的悪影響（例えば、心不全）がもたらされる
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可能性がある。
【０３０９】
　上述したように、電極においてまたはその近くで熱分流構成要素を使用することにより
、１つまたは複数のさらなる利益および利点も提供することができる。例えば、熱分流構
成要素を用いて（例えば、従来の伝熱構成要素および部材と比較して）、電極および周囲
の組織から熱を有効に除去するために必要な灌注流量が著しく低下し、こうしたシステム
における灌注流体は、カテーテルの遠位端の外側に沿ってまたはその近くに配置された任
意の温度センサ（例えば、図１３のセンサ１８８０）に悪影響を与える可能性が低くなり
、より正確な温度測定が可能になる。これは、特に温度センサが、（例えば、治療システ
ムの電極または別の構成要素もしくは部分の温度ではなく）対象の隣接する組織の温度を
検出するように構成される、本明細書に開示するシステム等のシステムに関する。したが
って、（例えば、熱分流を使用しないシステム、従来の伝熱構成要素を含むシステム、主
にまたは厳密に、電極（および／または組織）と電極（および／または組織）に隣接して
通過する血液との間の伝熱に頼るシステム、他の開放灌注システム等と比較して）センサ
においてまたはその付近で排出されている流体の量が低減することにより、カテーテルま
たは他の医療器具の遠位端にまたはその近くに配置されたセンサによって取得される温度
測定値の精度を向上させることができる。
【０３１０】
　また、灌注流体は、（例えば、灌注流量が高くなると必要となる可能性がある乱流プロ
ファイルとは対照的に）層流プロファイルで特徴付けられる、より低い流量で送達するこ
とができるため、本来はより高い流量からもたらされる、いかなる破壊的な流体力学的影
響も、有利に回避するかまたは少なくとも低減させることができる。したがって、流体の
層流（および／または相対的に高い流量系に対して流体の流量が著しく低いこととともに
）、電極、治療されている組織、および／またはカテーテルもしくは他の医療器具の遠位
端に沿った他の任意の位置の近くに配置されたセンサによる温度測定の精度に役立つこと
ができる。
【０３１１】
　さらに、電極に沿ってまたは電極の近くに配置された熱分流構成要素は、伝達されてい
る熱を保持することなく、電極および／または治療されている対象の隣接する組織から離
れるように熱を伝達するのに有効であるため、より長い電極および／またはより大きい伝
熱部材もしくは部分を有する必要を有利になくすことができる。例えば、（熱分流部材と
は対照的に）１つまたは複数の伝熱部材を利用する従来のシステム、またはいかなる伝熱
部材もしくは構成要素もまったく使用しないシステムは、電極を冷却しようとして電極と
周囲環境（例えば、電極を越えて流れる血液、カテーテルの内部を通過する灌注流体等）
との間の伝熱に頼る。その結果、電極または従来の伝熱部材の長さ、サイズおよび／また
は他の寸法を増大させる必要がある。これは、電極および／または伝熱部材と伝熱を提供
する流体（例えば、血液、灌注流体等）との間の伝熱を改善するように表面積を増大させ
るように行われる。しかしながら、本明細書に開示するさまざまな実施形態では、有利に
は、電極および／または熱分流網の熱分流構成要素もしくは他の部材に対してこうした拡
大面積領域を提供することは必要ではない。したがって、電極は、伝熱容量に基づいて過
剰に大きくする必要なしに、意図された焼灼／加熱および／またはマッピング（例えば、
高分解能）特性に基づき、サイズを決めることができる。こうした過剰に大きいサイズで
あることは、損傷部形成処置の安全性および効力に悪影響を与える可能性がある。
【０３１２】
　したがって、本明細書で考察するように、いくつかの実施形態では、熱分流部材のサイ
ズは、（例えば、従来のシステムにおける伝熱部材のサイズと比較して）有利に低減させ
ることができる。熱処置中に発生する熱は、電極および／または治療されている組織から
熱分流網を介して、こうした熱分流網が伝達されている熱を保持する恐れなしに、効率的
にかつ迅速に伝達することができる。いくつかの実施形態では、カテーテルまたは他の医
療器具の内部を通過している灌注流体に、熱を分流させることができる。他の実施形態で
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は、灌注流体への熱分流に加えてまたはその代わりに、カテーテルまたは他の医療器具の
外側に沿って配置される熱分流部材を介して、対象の周囲の体液（例えば、血液）に熱を
伝達することができる。
【０３１３】
　いくつかの実施形態によれば、（例えば、図１３～図１７Ｂに示す構成等において）カ
テーテルまたは他の医療器具の外側まで延在する熱分流部材の（例えば、長手方向に沿っ
た）全長は、１～３ｍｍ（例えば、１～１．５ｍｍ、１．５～２ｍｍ、２～２．５ｍｍ、
２．５～３ｍｍ、上記値間の長さ等）であり得る。上述したように、こうした比較的短い
露出長に関わらず、熱分流部材は、電極および／または焼灼されている組織から熱を保持
することなく有効に伝達することができる。
【０３１４】
　いくつかの実施形態によれば、（例えば、図１３～図１７Ｂに示す構成等において）カ
テーテルまたは他の医療器具の内部に沿って延在する熱分流部材の（例えば、長手方向に
沿った）全長は、１～３０ｍｍ（例えば、１～２ｍｍ、２～３ｍｍ、３～４ｍｍ、４～５
ｍｍ、５～６ｍｍ、６～７ｍｍ、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ、９～１０ｍｍ、１０～１１ｍ
ｍ、１１～１２ｍｍ、１２～１３ｍｍ、１３～１４ｍｍ、１４～１５ｍｍ、１５～２０ｍ
ｍ、２０～２５ｍｍ、２５～３０ｍｍ、上記値間の長さ等）であり得る。上述したように
、こうした比較的短い全長にも関わらず、熱分流部材は、電極および／または焼灼されて
いる組織から、カテーテルまたは他の医療器具の灌注チャネルを通過する流体に熱を保持
することなく有効に伝達することができる。
【０３１５】
　いくつかの実施形態によれば、（例えば、図１３～図１７Ｂに示す構成等における）電
極を加えた、カテーテルまたは他の医療器具の内部に沿って延在する熱分流部材の（例え
ば、長手方向に沿った）全長は、１～３０ｍｍ（例えば、１～２ｍｍ、２～３ｍｍ、３～
４ｍｍ、４～５ｍｍ、５～６ｍｍ、６～７ｍｍ、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ、９～１０ｍｍ
、１０～１１ｍｍ、１１～１２ｍｍ、１２～１３ｍｍ、１３～１４ｍｍ、１４～１５ｍｍ
、１５～２０ｍｍ、２０～２５ｍｍ、２５～３０ｍｍ、上記値間の長さ等）であり得る。
上述したように、こうした比較的短い全長にも関わらず、熱分流部材は、電極および／ま
たは焼灼されている組織から、カテーテルまたは他の医療器具の灌注チャネルを通過する
流体に熱を保持することなく有効に伝達することができる。
【０３１６】
　図１３に示すように、カテーテルまたは他の医療器具の遠位端の内部は、灌注導管また
は通路１８０４と流体連通している冷却チャンバまたは領域１８２０を含むことができる
。図示するように、いくつかの実施形態によれば、冷却チャンバ１８２０は、流体導管ま
たは通路１８０４の直径または断面寸法より大きい直径または断面寸法を含む。例えば、
いくつかの構成では、冷却チャンバまたは領域１８２０の直径または他の断面寸法は、要
求または必要に応じて、流体導管または通路１８０４の直径または断面寸法のおよそ１～
３倍（例えば、１～１．１倍、１．１～１．２倍、１．２～１．３倍、１．３～１．４倍
、１．４～１．５倍、１．５～１．６倍、１．６～１．７倍、１．７～１．８倍、１．８
～１．９倍、１．９～２．０倍、２．０～２．１倍、２．１～２．２倍、２．２～２．３
倍、２．３～２．４倍、２．４～２．５倍、２．５～２．６倍、２．６～２．７倍、２．
７～２．８倍、２．８～２．９倍、２．９～３倍、上記範囲間の値等）である。他の実施
形態では、冷却チャンバまたは領域１８２０の直径または他の断面寸法は、必要または要
求に応じて、流体導管または通路１８０４の直径または断面寸法のおよそ３倍より大きい
（例えば、３～３．５倍、３．５～４倍、４～５倍、上記値間の値、５倍より大きい等）
である。他の実施形態では、冷却チャンバまたは領域１８２０の直径または断面寸法は、
要求または必要に応じて、流体導管または通路１８０４と同様または同じである（または
流体導管もしくは通路より小さい）。
【０３１７】
　図１４は、焼灼システム１９００の別の実施形態のカテーテルまたは他の医療器具の遠
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位端を示す。図示するように、カテーテルは、その遠位端１９１０に沿って１つまたは複
数のエネルギー送達部材１９３０（例えば、スプリットチップ複合ＲＦ電極、別のタイプ
の電極、別のタイプの焼灼部材等）を含む。図１３の場合のように、図示する構成は、少
なくとも部分的にカテーテルまたは他の医療器具の内部を通って延在する１つまたは複数
の流体導管または通路を用いる能動的冷却システムを含む。
【０３１８】
　続けて図１４を参照すると、焼灼システム１９００のカテーテルまたは医療器具は、冷
却流体（例えば、生理食塩水）が、少なくとも部分的にカテーテルの内部を通って（例え
ば、電極または他のエネルギー送達部材の位置までかつ／またはその近くまで）循環して
、こうした電極または他のエネルギー送達部材から離れるように熱を伝達する、閉鎖灌注
システム（例えば、非開放灌注システム）を含む。図示するように、システムは、少なく
とも部分的に、対象の標的組織内にかつ／またはそれに隣接して配置されるように構成さ
れたカテーテルまたは他の医療器具の内部を通って延在する、２つの別個の導管または通
路１９０４を含むことができる。いくつかの実施形態では、１つの流体導管または通路１
９０４は、（例えば、電極、焼灼部材または他のエネルギー送達部材に隣接する）カテー
テルまたは器具の遠位端に流体（例えば、生理食塩水）を送達するように構成され、別個
の導管または通路１９０６が、カテーテルまたは他の医療器具の遠位端までまたはその近
くまで送達された冷却流体を近位側に戻すように構成される。他の実施形態では、要求ま
たは必要に応じて、２つ以上の通路または導管が、流体を遠位端まで送達し、かつ／また
は２つ以上の通路または流体が、遠位端から流体を戻す。
【０３１９】
　図１４の実施形態では、流体送達導管または通路１９０４は、電極または他のエネルギ
ー送達部材１９３０の内部内に延在する冷却チャンバまたは領域１９２０と流体連通して
いる。図示する構成では、流体送達導管または通路１９０４の出口１９０５は、流体戻り
導管または通路１９０６の遠位端または入口１９０７の近位側の位置に配置される。した
がって、図示する実施形態では、冷却チャンバまたは領域１９２０は、概して、流体送達
導管または通路１９０４の出口１９０５と、流体戻り導管または通路１９０６の入口１９
０７との間に延在する。しかしながら、他の実施形態では、冷却チャンバまたは部分１９
２０の長さ、向き、位置および／または他の細部は、要求または必要に応じて変更するこ
とができる。さらに、いくつかの実施形態では、カテーテルまたは他の医療器具は、別個
の冷却チャンバまたは部分を含むことなく、閉鎖流体冷却システム（例えば、冷却流体が
カテーテルまたは医療器具を通って循環する）を含むことができる。閉ループ流体冷却シ
ステムにおけるカテーテルまたは医療器具のさまざまな流体送達ラインおよび／または戻
りライン（例えば、通路、導管等）の正確な向きに関わらず、流体は、単に、（例えば、
通電されている電極またはエネルギー送達部材に隣接するかつ／またはその付近の）カテ
ーテルまたは他の医療器具の少なくとも一部を通って循環して、電極またはエネルギー送
達部材から離れるように選択的かつ有利に熱を伝達する。したがって、こうした実施形態
では、さまざまな流体導管または通路は、電極または他のエネルギー送達部材と熱連通し
ている。
【０３２０】
　いくつかの実施形態では、焼灼システムの電極（または他のエネルギー送達部材）、し
たがって対象の標的組織から離れるように、対象の体内に冷却流体（例えば、生理食塩水
）を放出または排出することなく、熱を伝達することが有利である。例えば、いくつかの
構成では、対象の心臓、血管、および／または他の標的領域内に生理食塩水または他の冷
却流体を排出することにより、対象に対する生理的悪影響（例えば、心不全）がもたらさ
れる可能性がある。したがって、いくつかの実施形態では、閉鎖流体冷却システムにより
、または能動的流体冷却システムがまったくなしに、カテーテルまたは他の医療器具を含
む焼灼システムで対象を治療することが好ましい。
【０３２１】
　図１４の実施形態（および／または本明細書に開示する他の実施形態）と同様に、図示
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するカテーテルは、電極、焼灼部材、またはシステム１９００の他のエネルギー送達部材
１９３０と熱連通する１つまたは複数の熱シャント部材１９５０を含む。上述したように
、熱シャント部材１９５０は、工業用ダイヤモンド、グラフェン、シリカ、好ましい熱拡
散率特性を有する他の炭素系材料等を含むことができる。いくつかの実施形態では、熱シ
ャント部材に含まれる材料、および／または（例えば、単体部材または構造として見た場
合）熱シャント網またはアセンブリ全体の熱拡散率は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい
（例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／
ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７
ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅ
ｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ
、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、
上記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓｅｃより大きい等）。
【０３２２】
　図１５は、その遠位端２０１０に沿ってかつ／または遠位端２０１０の近くに１つまた
は複数の伝熱部材２０５０（例えば、熱シャント部材）を含むことができる、焼灼システ
ム２０００のカテーテルまたは他の医療器具のさらに別の実施形態を示す。本明細書で考
察した図１３および図１４の構成と異なり、図示する実施形態は、能動的流体冷却システ
ムを含まない。換言すれば、カテーテルまたは他の医療器具は、いかなる流体導管または
通路も含まない。代わりに、いくつかの実施形態では、図１５に示すように、カテーテル
の遠位端は、その内部に沿って１つまたは複数の内部部材（例えば、内部構造部材）２０
７０を含む。こうした内部部材２０７０は、好ましい熱拡散率特徴を有する部材または材
料を含むことができる。いくつかの実施形態では、内部部材２０７０は、例えば、工業用
ダイヤモンドまたはグラフェン等、熱シャント部材２０５０と同一または同様の熱拡散率
特徴または特性を有する。いくつかの実施形態では、内部部材２０７０に含まれる材料お
よび／または（例えば、単体部材または構造として見た場合）熱シャント網またはアセン
ブリ全体の熱拡散率は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい（例えば、１．５～２ｃｍ２／
ｓｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ
、４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２

／ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ
、１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、
１４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間の値、２０ｃｍ２／
ｓｅｃより大きい等）。しかしながら、他の実施形態では、内部部材は、高熱分流材料お
よび／または部材を含まない。しかしながら、他の実施形態では、内部部材２０７０は、
熱シャント部材２０５０と同様の材料または部材を含まない。例えば、いくつかの構成で
は、内部部材２０７０は、熱拡散率が１ｃｍ２／ｓｅｃより小さい材料を含む１つまたは
複数の構成要素または部材を含むことができる。
【０３２３】
　続けて図１５の実施形態を参照すると、カテーテルまたは医療器具の遠位端に沿った容
積は、少なくとも部分的に前記容積を占有する構造部材を含む。これは、カテーテルまた
は医療器具の遠位端の少なくとも一部が、カテーテルまたは医療器具を通して送達されか
つ／または循環する冷却流体（例えば、生理食塩水）を受信するように構成された空洞（
例えば、冷却チャンバ）を含む、本明細書に開示する他の実施形態とは対照的である。
【０３２４】
　図１５に示すもの等の実施形態では、焼灼システム２０００のカテーテルまたは他の医
療器具の設計にいかなる能動的流体冷却も組み込まれておらず、電極（または他のエネル
ギー送達部材）２０３０によって生成されかつ／またはそこで発生する熱は、限定なしに
熱シャント部材を含む伝熱部材２０５０（および／または同様に好ましい熱分流特性を有
する範囲で、内部部材２０７０、例えば、好ましい熱拡散率特徴を有する材料）の熱拡散
率特性の結果として、カテーテルまたは医療器具の遠位端に沿ってより均一に放散させる
ことができる。したがって、熱シャント部材２０５０は、（例えば、電極または他のエネ
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ルギー送達部材の遠位端および／または近位端に沿った）いかなる局所的なホットスポッ
トの可能性も低減させるように、電極または他のエネルギー送達部材から（例えば、電極
または他のエネルギー送達部材との直接または間接的な熱的接触を介して）熱を放散させ
るのに役立つことができる。したがって、カテーテルのより大きい体積、面積および／ま
たは部分に沿って熱シャント部材２０５０を用いることにより、熱をより均一に分散させ
ることができる。上述したように、熱分流部材の使用により、使用中に電極および治療さ
れている組織から離れるように迅速にかつ効率的に熱を伝達することができる。好ましい
熱拡散率特性を有する材料の使用は、（例えば、本来、焦げ、血栓形成および／または他
の熱関連問題をもたらす可能性がある）熱保持の悪影響なしに比較的迅速な伝熱を達成す
ることができる。
【０３２５】
　さらに、いくつかの実施形態では、カテーテルまたは医療器具が配置される対象の血液
または他の自己体液の流れは、電極または他のエネルギー送達部材からの熱の除去を促進
することができる。例えば、使用中にカテーテルの外側に隣接する血液の連続した流れは
、カテーテルの遠位端からの熱の除去に役立つことができる。こうした伝熱は、カテーテ
ルの外部と熱連通している１つまたは複数の熱シャント部材の存在によってさらに促進し
または他の方法で改善することができる。例えば、図１５に示すようないくつかの構成で
は、１つまたは複数の熱シャント部材２０５０は、カテーテルまたは他の医療器具の外側
まで延在することができる。したがって、カテーテルまたは医療器具が使用中に対象の体
内に挿入されたときに、血液（および／または他の体液）が、カテーテルまたは他の利用
器具を越えて移動する際、熱シャント部材２０５０を通ってカテーテルに隣接して移動す
る血液および／または他の体液に、熱を有利に伝達することができる。この場合にも、好
ましい熱拡散率特徴を有する熱シャント材料を使用することにより、こうした材料内に熱
が保持されないことが確実になり、それにより、より安全な焼灼システムおよび治療処置
がもたらされる。
【０３２６】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、遠位端に沿ってかつ／または遠位端の近くの１つまたは複
数の伝熱部材２０５０（例えば、熱シャント部材）を含む、焼灼システム２１００のカテ
ーテルまたは他の医療器具の別の実施形態を示す。本明細書に開示する他の実施形態と異
なり、図示するシステムは、カテーテルの内部により深く延在する近位側電極または電極
部分２１３０を含む。例えば、図１６Ｂの側断面図に示すように、近位側電極２１３０は
、灌注チャネル２０１０の外側までまたはその近くまで延在することができる。本明細書
で考察するように、灌注チャネル２１２０は、例えばステンレス鋼等、１つまたは複数の
金属、合金、ならびに／または他の剛性および／もしくは半剛性材料を含むことができる
。
【０３２７】
　続けて図１６Ａおよび図１６Ｂを参照すると、本明細書に開示するさまざまな複合実施
形態によれば、近位側電極または近位側電極部分２１３０は、複合（例えば、スプリット
チップ）電極システムの一部であり得る。したがって、いくつかの実施形態では、スプリ
ットチップ電極構成が適切に動作するために、遠位側電極２１１０は、近位側電極２１３
０から絶縁されている。図示する構成では、近位側電極２１３０は、金属製（したがって
、導電性）灌注チューブ２１２０までまたはその近くまで延在するため、少なくとも１つ
の絶縁層、コーティング、部材、部分、バリア等２１２８を電極２１３０と灌注チューブ
２１２０との間に有利に配置することができる。いくつかの実施形態では、例えば、絶縁
部材２１２８は、要求または必要に応じて、ポリイミド、他のポリマー材料および／また
は別の絶縁材料の１つまたは複数の層を含む。こうした絶縁層および／または他の部材２
１２８は、近位側電極２１３０から遠位側電極２１１０を絶縁するために、本来は灌注チ
ューブ２１２０の周囲に配置される可能性があるダイヤモンドおよび／または別の絶縁性
熱分流部材に取って代わることができる。
【０３２８】
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　本明細書に開示する実施形態の任意のものによれば、近位側電極２１３０および／また
は遠位側電極２１１０は、１つまたは複数の金属および／または合金を含むことができる
。例えば、電極は、白金、ステンレス鋼、ならびに／または他の任意の生体適合性金属お
よび／もしくは合金を含むことができる。したがって、いくつかの実施形態では、灌注チ
ューブ２１２０までまたはその近くまで延在する相対的に厚い近位側電極２１３０は、「
スラグ」、例えば「白金スラグ」と呼ぶことができる。考察したように、こうした構成で
は、内部ダイヤモンドおよび／または他の熱分流部材を不要にすることができる。代わり
に、こうした実施形態では、図１６Ｂに示すように、電極２１３０および／または治療さ
れている対象の組織から離れるように熱を分流させるのに役立つように、「スラグ」また
は相対的に厚い近位側電極２１３０の近位端および遠位端を１つまたは複数の熱分流部材
（例えば、ダイヤモンド）と熱連通させることができる。したがって、いくつかの実施形
態では、要求または必要に応じて、近位側電極またはスラグ２１３０の近位面および／ま
たは遠位面を、隣接する熱分流部材と良好に熱接触させることができる。
【０３２９】
　続けて図１６Ｂを参照すると、いくつかの実施形態によれば、灌注チューブ２１２０の
少なくとも一部２１２２は、穿孔され、かつ／または１つもしくは複数の開口部２１２３
を有する。いくつかの実施形態では、こうした開口部２１２３は、灌注チャネル２１２０
の内部で運ばれる灌注流体を、隣接する熱分流部材（例えば、ダイヤモンド、グラフェン
、シリカ等）と直接物理的にかつ熱的に連通させて、電極および／または治療されている
組織から離れるように迅速にかつ効率的に熱を伝達することができる。いくつかの実施形
態では、灌注流体と分流部材との間の直接的な物理的かつ／または熱的な連通は、灌注チ
ャネル２１２０の内部を通過する灌注流体（例えば、生理食塩水）への熱伝達を改善する
のに役立つ。図示する実施形態では、穿孔部分２１２２に沿った開口部２１２３は、概し
て、形状が円形であり、互いに対して均一に分散配置される（例えば、互いに対して概し
て均一な分散または間隔を含む）。しかしながら、他の構成では、要求または必要に応じ
て、チャネル２１２０の穿孔または直接接触領域２１２２に沿った開口部２１２３のサイ
ズ、形状、間隔および／または他の特徴は変更することができる。例えば、いくつかの実
施形態では、開口部２１２３は、楕円形、多角形（例えば、正方形または矩形、三角形、
五角形、六角形、八角形等）、不規則等であり得る。いくつかの実施形態では、開口部は
、溝状であるかまたは細長い。
【０３３０】
　チャネル２１２０の穿孔または直接接触領域２１２２を構成する開口部２１２３は、そ
れらの厳密な形状、サイズ、向き、間隔および／または他の細部に関わらず、チャネル２
１２０の穿孔または直接接触領域２１２２の表面積の３０～７０％（例えば、３０～３５
％、３５～４０％、４０～４５％、４５～５０％、５０～５５％、５５～６０％、６０～
６５％、６５～７０％、上記範囲間のパーセンテージ等）に対して、灌注流体と隣接する
ダイヤモンド（および／または別の熱分流部材）１１５０との間の直接接触を提供するこ
とができる。他の実施形態では、チャネル２１２０の穿孔または直接接触領域２１２２を
構成する開口部２１２３は、要求または必要に応じて、チャネル２１２０の穿孔または直
接接触領域２１２２の表面積の３０％より小さい（例えば、１～５％、５～１０％、１０
～１５％、１５～２０％、２０～２５％、２５～３０％、上記範囲間のパーセンテージ、
１％より小さい等）、または７０％より大きい（例えば、７０～７５％、７５～８０％、
８０～８５％、８５～９０％、９０～９５％、９５～９９％、上記範囲間のパーセンテー
ジ、９９％より大きい等）場合に、灌注流体と隣接するダイヤモンド（および／または別
の熱分流部材）２１５０との間の直接接触を提供することができる。こうした穿孔または
直接接触領域２１２２は、本明細書に開示する実施形態の任意のものに組み込むことがで
きる。さらに、限定なしに図１６Ａおよび１７Ｂのシステムを含む本明細書に開示する実
施形態の任意のものは、２つ以上の穿孔または直接接触領域２１２２を含むことができる
。例えば、図１６Ａおよび１６Ｂの実施形態は、近位側スラグまたは電極２１３０の遠位
端に沿って、かつ／または熱分流部材に隣接する他の任意の部分に沿って、第２の穿孔ま
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たは直接接触領域を含むことができる。
【０３３１】
　図１６Ｂに示すように、カテーテルまたは他の医療器具の遠位端を通って延在する灌注
チャネル２１２０と流体連通する灌注チューブ（例えば、可撓性ポリウレタンまたは他の
ポリマー導管）２１０４の遠位端を少なくとも部分的にこうしたチャネル２１２０の内部
に配置することができる。こうした構成を、本明細書に開示する実施形態の任意のものま
たはその変形形態に組み込むことができる。いくつかの実施形態では、灌注チューブ２１
０４の遠位部分は、遠位チャネル２１２０の内部に圧入するようなサイズとし、形状とし
、かつ／または他の方法で構成することができる。しかしながら、いくつかの実施形態で
は、例えば、要求または必要に応じて、灌注チューブ２１０４を灌注チャネル２１２０に
固定するのに役立つように、例えば接着剤、熱接合、締結具等、１つまたは複数の他の取
付デバイスまたは方法を使用することができる。
【０３３２】
　図１６Ｃに、近位側および遠位側電極２２３０、２２１０と熱分流特徴とを有するカテ
ーテルまたは他の医療器具２２００の遠位端の別の実施形態を示す。図示するように、近
位側電極またはスラグ２２３０は、カテーテルの内部に向かって（例えば、灌注チャネル
２１０４、２２２０までまたはその近くまで）延在する。しかしながら、図示する電極２
２３０は、図１６Ａおよび図１６Ｂの実施形態より概して薄い（例えば、それほど延在し
ない）。図示する実施形態では、好ましい熱拡散率特徴を有する１つまたは複数の熱分流
部材（例えば、ダイヤモンド、グラフェン、シリカ等）は、近位側電極またはスラグ２２
３０の内部と灌注チャネル２２２０との間に配置される。したがって、こうした構成では
、電極２２３０およびまたは治療されている対象の組織においてまたはそれに沿って発生
する熱を、電極および／または組織から離れるようにより迅速にかつ効率的に伝達するこ
とができるだけでなく、ダイヤモンドまたは他の絶縁熱分流部材または網２２５０が、金
属（例えば、ステンレス鋼）灌注チャネル２２２０と近位側電極またはスラグ２２３０と
の間に必要な絶縁を提供する。本明細書で述べるように、こうした絶縁は、複合（例えば
、スプリットチップ）設計に有用である。
【０３３３】
　図１７Ａおよび図１７Ｂに、焼灼システムの別の実施形態の遠位部分２３００を示す。
図示するように、システムは、近位側電極またはスラグ２３３０および遠位側電極２３１
０を有する複合（例えば、スプリットチップ）設計を含む。さらに、カテーテルまたは他
の医療器具は、限定なしに、熱シャント網（例えば、ダイヤモンド、グラフェン、シリカ
、および／または好ましい熱拡散率特性を有する他の材料）を含む、１つまたは複数の伝
熱部材２３５０を含む。いくつかの実施形態によれば、図示する構成に示すように、熱シ
ャント網２３５０は、要求または必要に応じて、カテーテルもしくは器具の外側まで延在
するリング、および／または近位側電極２３３０内に（例えば、その下に）配置される１
つもしくは複数の内部部材を含むことができる。さらに、本明細書に開示する他の実施形
態と同様に、治療されている組織の温度の検出に役立つように、システムの１つまたは複
数の部分に沿って（例えば、遠位側電極２３１０に沿ってまたはその近くに、近位熱シャ
ント部材に沿ってまたはその近くに、近位側電極２３３０に沿ってまたはその近くに等）
、１つまたは複数の温度センサ２３９２、２３９４を設けることができる。より詳細に考
察するように、チップの向きを検出するように、チップと組織とが接触しているか否か（
かつ／またはどの程度まで接触しているか）を判断するように等、こうした温度センサ（
例えば、熱電対）を用いることもできる。
【０３３４】
　続けて図１７Ａおよび図１７Ｂを参照すると、カテーテルまたは他の医療器具は、近位
側継手または部材２３４０を含むことができる。図示するように、こうした継手または部
材２３４０は、灌注導管（例えば、ポリウレタン、他のポリマーまたは他の可撓性導管等
）２３０４に接続しかつそれと流体連通するように構成される。例えば、図示する実施形
態では、灌注導管２３０４の遠位端は、継手２３４０の近位端（例えば、凹部）内に挿入
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されるようなサイズであり、形状であり、そのように他の方法で構成される。いくつかの
実施形態では、灌注導管２３０４は、継手２３４０の凹部内に圧入される。しかしながら
、他の構成では、要求または必要に応じて、圧入接続の代わりにまたはそれに加えて、導
管２３０４を継手２３４０に固定するために１つまたは複数の他の取付デバイスまたは方
法（例えば、接着剤、溶接部、締結具等）を使用することができる。灌注導管２３０４と
継手２３４０との間の厳密な固定機構に関わらず、導管２３０４を通過する流体は、継手
２３４０のマニホールド２３４２に入ることができる。いくつかの実施形態では、マニホ
ールド２３４２は、灌注流体流を２つ以上の通路２３４４に押し込むことができる。しか
しながら、いくつかの実施形態では、継手２３４０はマニホールドを有していない。例え
ば、継手２３４０に入る灌注流体を、要求または必要に応じて、単一の流体経路のみに沿
って通すことができる。
【０３３５】
　図１７Ａおよび図１７Ｂの実施形態では、継手２３４０のマニホールド（または他の流
れ分割機構、デバイスまたは構成要素）２３４２が、灌注流を３つの異なる流体経路に分
離する。図示するように、こうした流体経路の各々は、別個の流体導管または下位導管２
３２０と流体連通させることができる。いくつかの実施形態では、こうした流体導管２３
２０は、カテーテルまたは他の医療器具の中心線に対して（例えば、半径方向に）等しく
離間される。例えば、導管２３２０は、互いに対して１２０度でまたはおよそ１２０度で
離間することができる。図示するように、導管２３２０は、少なくとも部分的に、近位側
熱シャント部材２３５０および近位側スラグまたは電極２３３０を通って延在する。しか
しながら、他の実施形態では、マニホールド２３４２、２３４４および／または流体導管
２３２０の向き、間隔および／または他の細部は変更することができる。さらに、マニホ
ールドシステムから始まる流体導管２３２０の数は、要求または必要に応じて、４つ以上
（例えば、４、５、６、７、８つ以上等）か、または２つ以下（例えば、２、３つ）であ
り得る。
【０３３６】
　システムが開放灌注システムを含むいくつかの実施形態では、図１７Ｂの縦断面図に示
すように、流体導管２３２０の１つまたは複数に沿って、１つまたは複数の灌注流体出口
２３３２ａ、２３３２ｂ、２３３２ｃを設けることができる。図示するように、近位側電
極２３３０内にこうした流体出口２３３２を設けることができる。しかしながら、他の実
施形態では、近位側電極２３３０の代わりにまたはそれに加えて、システムの１つまたは
複数の他の部分（例えば、熱シャント部材２３５０、遠位側電極２３１０等）にこうした
出口２３３２を含めることができる。こうした構成（例えば、近位側電極を通るマニホー
ルドおよび／または開口部を含む構成）は、本明細書に開示する焼灼システム実施形態の
任意のものに組み込むことができる。本明細書に開示する他の灌注システム構成と同様に
、使用中にシステムからの熱を迅速にかつ効率的に放散させる（例えば、分流させる）の
に役立つように、導管および／または流体出口を通過する灌注流体に、（例えば、電極、
治療されている組織、システムの１つまたは複数の部分等から）熱を分流させることがで
きる。いくつかの実施形態では、図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように、流体出口２３３
２の２つ以上の相対的なサイズ、形状および／または他の構成は変更することができる。
例えば、いくつかの構成では、各導管２３２０を通過する流体の流体力学をより適切に平
衡させるために（例えば、各出口２３３２を通過する流量をより適切に平衡させるように
）、近位側流体出口は、遠位側流体出口の１つまたは複数より小さい場合がある。しかし
ながら、他の実施形態では、流体出口２３３２の２つ以上（例えば、大部分またはすべて
）は、同一の形状、サイズおよび／または他の特性を含む。
【０３３７】
　いくつかの実施形態では、流体出口が配置されたカテーテルまたは他の医療器具の半径
方向に対して、流体出口の向きを斜めにすることができる。このように斜めにするかまた
はずらすことは、カテーテルまたは他の医療器具の遠位端に沿って配置された任意の流体
出口（例えば、図１３、図１６Ａおよび図１６Ｂおよび図１６Ｃに図示するように遠位側
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電極に沿って配置された流体出口、図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように近位側電極に沿
って配置された出口等）に対して行うことができる。出口が（例えば、カテーテルまたは
医療器具の半径方向に対して、カテーテルまたは医療器具の長手方向中心線に対して垂直
な方向に対して）斜めになるかまたはずれる程度は、要求または必要に応じて変更するこ
とができる。例として、半径方向に対して、０～６０度（例えば、０～５度、５～１０度
、１０～１５度、１５～２０度、２０～２５度、２５～３０度、３０～３５度、３５～４
０度、４０～４５度、４５～５０度、５０～５５度、５５～６０度、上記範囲間の角度等
）、斜めにするかまたはずらすことができる。いくつかの実施形態では、要求または必要
に応じて、流体開口部は、半径方向に対して６０度より大きく（例えば、６０～６５度、
６５～７０度、７０～７５度、上記範囲間の角度、７０度より大きい等）斜めになるかま
たはずれる。
【０３３８】
　いくつかの実施形態によれば、遠位側電極に沿ってまたはその近くに配置された流体出
口または開口部は、遠位側に（例えば、対応する流体出口または開口部の位置の遠位側の
方向に）斜めになるかまたはずれる。いくつかの実施形態では、近位側電極に沿ってまた
はその近くに配置された流体出口または開口部は、近位側に（例えば、対応する流体出口
または開口部の位置に対して近位側の方向に）斜めになるかまたはずれる。したがって、
いくつかの実施形態では、遠位側電極においてまたはその近くで出る灌注流体は、対応す
る流体出口に対して遠位側の方向に送達され、近位側電極においてまたはその近くで出る
灌注流体は、対応する流体出口に対して近位側の方向に送達される。いくつかの実施形態
では、こうした構成は、本来、電極に沿ってまたはその近くで生成される可能性があるホ
ットスポットを冷却するのに役立つことができる。こうした構成はまた、血栓および／ま
たは凝血塊の形成の可能性を低減させるのに役立つように、それらの領域において血液を
希釈するのにも役立つことができる。
【０３３９】
複数の温度センサ
　いくつかの実施形態によれば、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）は、医療器具の遠
位部分に沿った異なる位置に軸方向に離間された複数の温度測定デバイス（例えば、熱電
対、サーミスタ、他の温度センサ）を含むことができる。軸方向に間隔を空けることによ
り、有利には、重要な空間温度勾配の測定が容易になる。温度測定デバイスの各々を他の
温度測定デバイスの各々から隔離して、独立した温度測定値を提供することができる。エ
ネルギー送達部材の温度を直接測定しないように、温度測定デバイスを１つまたは複数の
エネルギー送達部材（例えば、高周波電極）から熱的および／または電気的に絶縁するこ
とができ、それにより、エネルギー送達部材の熱的影響から隔離される温度測定が容易に
なる。医療器具は、医療器具の遠位チップまたは先端にまたはそれに隣接して（例えば、
高分解能組合せ電極アセンブリまたは複合電極アセンブリの遠位電極部分内に）配置され
た第１の複数（例えば、組、アレイ、群）の温度測定デバイス（例えば、温度センサ）を
含むことができる。第１の複数の温度測定デバイスは、医療器具の第１の断面に沿って医
療器具の周囲で、等距離でまたは不等距離で（例えば、円周方向に、半径方向に）離間す
ることができる。一実施形態では、第１の複数の温度測定デバイスは、医療器具の遠位端
の長手方向軸を中心に対称的に配置される。医療器具はまた、第１の断面の近位側である
医療器具の第２の断面に沿った第１の複数の温度測定デバイスから近位側に離間された第
２の複数の温度測定デバイス（例えば、センサ）も含むことができ、それにより、複数の
離間された位置で温度測定値を取得することができる。いくつかの実施形態では、第２の
複数の温度測定デバイスは、（医療器具（例えば、焼灼カテーテル）が単一の電極または
他のエネルギー送達部材を含む場合）電極または他のエネルギー送達部材の、または（医
療器具が複数の電極部材または他のエネルギー送達部材を含む場合）最近位側電極または
他のエネルギー送達部材の近位端（例えば縁）に隣接して配置される。
【０３４０】
　温度測定デバイス（例えば、センサ）から取得される温度測定値を有利に使用して、特



(120) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

に組織表面に対する医療器具の遠位チップの向き、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）
によって形成される損傷部のピーク温度ゾーンの推定温度、および／または損傷部のピー
ク温度ゾーンの推定位置を求めることができる。いくつかの実施形態では、温度センサま
たは他の温度測定デバイスを用いてなされる判断を用いて、焦げ、または血管で使用され
る場合には血栓を防止し、かつ／または損傷部パラメータ（例えば、深さ、幅、ピーク温
度ゾーンの位置、ピーク温度）を制御するように、治療パラメータ（例えば、目標温度、
電力、持続時間、向き）を調整することができ、したがって、より信頼性が高くかつ安全
な治療（例えば、焼灼）処置を提供することができる。したがって、医療装置（例えば、
カテーテル、プローブ等）の遠位端に沿って配置されたエネルギー送達部材（例えば、Ｒ
Ｆ電極、マイクロ波エミッタ、超音波変換器、極低温エミッタ、他のエミッタ等）に対す
る電力の送達または他のパラメータを調節する制御方式の実施時、（例えば、治療容積内
のかつ／またはそれに隣接する）対象の組織に悪影響を与える（例えば、過熱する、過剰
治療する等）ことなく、目標レベルの治療を達成することができる。
【０３４１】
　本明細書で用いるピーク温度という用語は、山すなわち高い温度（例えば、正のピーク
温度）または谷すなわち低い温度（例えば、負のピーク温度）のいずれかを含むことがで
きる。その結果、標的組織内のピーク温度（例えば、最高もしくは最低温度または他の極
値温度）を求めることにより、より安全で、より効率的であり、より効果的な治療処置を
もたらすことができる。いくつかの実施形態では、例えば、クライオ焼灼が行われる場合
、本明細書に開示するシステム、デバイスおよび／または方法を用いて、治療（例えば、
焼灼）容積内の谷すなわち最低温度点を求めることができる。いくつかの実施形態では、
組織を冷却する技術は、効果的かつ安全な温度範囲内で組織温度を制御するという同様に
臨床的な課題に直面する。したがって、本明細書に開示するさまざまな実施形態を、標的
組織を冷却するかまたは加熱する技術とともに用いることができる。
【０３４２】
　本発明のいくつかの実施形態は、以下の利点の１つ、いくつかまたはすべてを含むため
、特に有利である。すなわち、（ｉ）近位縁加熱の低減、（ｉｉ）焦げまたは血栓形成の
可能性の低減、（ｉｉｉ）焼灼処置をリアルタイムで調整するために用いることができる
フィードバック、（ｉｖ）非侵襲的温度測定、（ｖ）エネルギー送達の開始の後の短時間
内での電極－組織の向きの決定、（ｖｉ）より安全かつ信頼性の高い焼灼処置、ならびに
（ｖｉｉ）灌注式または非灌注式焼灼中の組織温度モニタリングおよびフィードバックで
ある。
【０３４３】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものに対して、カテーテルまたは他の低侵襲性医
療器具を、１つまたは複数の撮像技術を用いて、対象の標的解剖学的位置（例えば、心房
、肺静脈、他の心臓位置、腎動脈、他の血管または管腔等）に送達することができる。し
たがって、本明細書に開示する焼灼システムの任意のものを、例えば、Ｘ線透視技術、心
腔内心エコー法（ＩＣＥ）技術等、撮像デバイスまたはシステムとともに使用される（例
えば、それとは別個に使用されるか、または少なくとも部分的に組み込まれる）ように構
成することができる。いくつかの実施形態では、治療を達成するために、エネルギー送達
は、流体送達（例えば、高温流体、極低温流体、化学剤）と置き換えられる。
【０３４４】
　図１８Ａは、一実施形態による、複数の温度測定デバイス３１２５を含む開放灌注式焼
灼カテーテル３１２０Ａの遠位部分の斜視図を示す。図示するように、図１８Ａの焼灼カ
テーテル３１２０Ａの実施形態は、高分解能組合せ電極アセンブリ、または複合（例えば
、スプリットチップ）電極設計を含む開放灌注式カテーテルである。複合電極設計は、ド
ーム状すなわち半球状遠位チップ電極部材３１３０、絶縁ギャップ３１３１および近位側
電極部材３１３５を含む。焼灼カテーテル３１２０Ａは、複数の灌注ポート３１４０およ
び伝熱部材３１４５（例えば、熱シャント部材）を含む。
【０３４５】
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　温度測定デバイス３１２５は、遠位側電極部材３１３０に形成された凹部または開口部
内に配置される温度測定デバイス３１２５Ａの第１の（例えば、遠位側）群と、近位側電
極部材３１３５の近位縁に近接するかまたは隣接する伝熱部材３１４５に形成されたスロ
ット、切欠きまたは開口部に配置された温度測定デバイス３１２５Ｂの第２の（例えば、
近位側）群とを含む。温度測定デバイス３１２５は、熱電対、サーミスタ、蛍光光学セン
サ、抵抗温度センサおよび／または他の温度センサを含むことができる。さまざまな実施
形態において、熱電対は、ニッケル合金、白金／ロジウム合金、タングステン／レニウム
合金、金／鉄合金、貴金属合金、白金／モリブデン合金、イリジウム／ロジウム合金、純
貴金属、タイプＫ、タイプＴ、タイプＥ、タイプＪ、タイプＭ、タイプＮ、タイプＢ、タ
イプＲ、タイプＳ、タイプＣ、タイプＤ、タイプＧおよび／またはタイプＰ熱電対を含む
。カテーテル３１２０Ａに沿った任意の位置に（例えば、ハンドル内、またはカテーテル
３１２０Ａのシャフトもしくは細長い部材内）に、基準熱電対を配置することができる。
一実施形態では、基準熱電対は、電極部材から熱的および／または電気的に絶縁されてい
る。電極部材を他のエネルギー送達部材に置き換えることができる。
【０３４６】
　いくつかの実施形態では、温度測定デバイスは、（例えば、電極部材の温度を測定する
代わりに、組織温度等、周囲温度の測定を容易にするために）電極部材の熱的影響から温
度測定値を隔離するように、電極部材または部分３１３０、３１３５から熱的に絶縁され
る。図示するように、温度測定デバイス３１２５は、焼灼カテーテル３１２０Ａの外面か
ら外向きに突出または延出することができる。いくつかの実施形態では、温度測定デバイ
ス３１２５は、外面から最大約１ｍｍ（例えば、約０．１～約０．５ｍｍ、約０．５～約
１ｍｍ、約０．６～約０．８ｍｍ、約０．７５～約１ｍｍ、またはそれらの部分的に重な
る範囲）突出することができる。いくつかの実施形態によれば、遠位チップ電極部材３１
３０、および／または温度測定デバイス３１２５の外向き突出部または拡張部のドーム形
状により、有利には、温度測定デバイスを、組織内により深くかつ灌注ポート３１４０に
よって提供される開放灌注の影響から離れるように埋め込むことができる。温度測定デバ
イスの近位側の群と温度測定デバイスの遠位側の群とは、（群としてかつ／または各群内
で個別に）同じ量または異なる量を突出することができる。他の実施形態では、温度測定
デバイス３１２５は、医療器具の細長い本体の他の面と同一平面であるかまたは他の面内
に埋め込まれる（例えば、外面から０．０ｍｍ、－０．１ｍｍ、－０．２ｍｍ、－０．３
ｍｍ、－０．４ｍｍ、－０．５ｍｍ）。いくつかの実施形態では、遠位側温度測定デバイ
ス３１２５Ａは、遠位側電極部材の遠位外面から遠位側に突出または延在し、近位側温度
測定デバイス３１２５Ｂは、焼灼カテーテル３１２０Ａの細長い本体の横方向外面内で同
一平面にある。
【０３４７】
　図１８Ｄを参照すると、温度測定デバイス３１２５の少なくともいくつかが配置される
焼灼カテーテル３１２０Ｃの一部は、温度測定デバイスの少なくともいくつかを組織内に
より深く埋め込むのを容易にし、電極部材または流体（例えば、生理食塩水または血液）
の熱的影響から温度測定値をさらに隔離するように、焼灼カテーテル３１２０Ｃの隣接部
分より大きい外径または他の外側断面寸法を有することができる。図１８Ｄに図示するよ
うに、温度測定デバイス３１２５Ｂの近位側の群を含む焼灼カテーテル３１２０Ｃの部分
は、隣接する部分より大きい外径を有する膨出部、リングまたは隆起３１５５を含む。
【０３４８】
　いくつかの実施形態では、温度測定デバイス３１２５は、外向きに前進し内向きに後退
するように適合される。例えば、温度測定デバイス３１２５は、焼灼カテーテルの挿入お
よび治療位置への移動中、後退位置にあり（外面内にありまたは外向きにわずかに突出し
て）、外側輪郭を低減させ治療位置への挿入を容易にすることができ、治療位置にあると
きは外向きに前進することができる。図１８Ｄの焼灼カテーテル３２１０Ｃに関連して上
述した特徴は、本明細書に記載する他の焼灼カテーテルの任意のもので採用することがで
きる。
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【０３４９】
　図１８Ａに戻ると、温度測定デバイス３１２５の近位側の群および遠位側の群は、それ
ぞれ２つ、３つ、４つ、５つ、６つ、または７つ以上の温度測定デバイスを含み、または
それらから構成することができる。図示する実施形態では、温度測定デバイス３１２５の
近位側の群および遠位側の群は、それぞれ３つの温度測定デバイスからなり、それらは、
容積測定適用範囲と構成要素の数の低減との間のバランスを提供することができる。温度
測定デバイス３１２５の数は、精度、複雑性、容積測定適用範囲、チップ－組織並置の変
動、コスト、構成要素の数、および／またはサイズ制約を平衡させるように選択すること
ができる。図１８Ａに示すように、温度測定デバイス３１２５は、焼灼カテーテル３１２
０Ａの円周にわたって等しく離間するか、または焼灼カテーテルの近位端から遠位端まで
延在する中心長手方向軸を中心に互いから等しい度数だけ離間（例えば、対称的に）する
ことができる。例えば、３つの温度測定デバイスが使用される場合、それらは、約１２０
度だけ離間することができ、４つの温度測定デバイスが使用される場合、それらは約９０
度だけ離間することができる。他の実施形態では、温度測定デバイス３１２５は等しい間
隔で配置されない。
【０３５０】
　図１８Ａの実施形態に示すように、焼灼カテーテル３１２０Ａの同じ断面に沿って、各
群の温度測定デバイス３１２５を配置することができる（例えば、それらは同一平面上に
ある）。例えば、遠位側温度測定デバイス３１２５Ａは、ドーム状表面から外向きに同じ
距離だけ延在するように配置することができ、近位側温度測定デバイス３１２５Ｂは、そ
れぞれ焼灼カテーテル３１２０Ａの遠位チップから同じ距離だけ離間することができる。
図１８Ａの実施形態に示すように、遠位側温度測定デバイス３１２５Ａは、焼灼カテーテ
ル３１２０Ａの遠位部分の中心長手方向軸と平行であるかまたは実質的に平行である軸方
向に遠位側電極部材の遠位外面から延在し、近位側温度測定デバイス３１２５Ｂは、焼灼
カテーテル３１２０Ａの外面から半径方向外向きに延在する。他の実施形態では、遠位側
温度測定デバイス３１２５Ａは、遠位先端の遠位外面内または外面上に配置されない場合
があり、（図示する近位側温度測定デバイス３１２５Ｂと同様に）半径方向外向きに延在
するように側面に配置することができる。いくつかの実施形態では、温度測定デバイス３
１２５は、各群内で同一平面上の温度測定デバイスの２つの分離した群において離間され
ていないが、他の方法で空間的に分散されている。
【０３５１】
　図１８Ａの実施形態に示すように、遠位側温度測定デバイス３１２５Ａは、絶縁ギャッ
プ３１３１および／または灌注ポート３１４０の遠位側に配置することができ、近位側温
度測定デバイス３１２５Ｂは、伝熱部材３１４５内で近位側電極部材３１３５の近位縁に
対して近位側に配置することができる。他の実施形態では、近位側温度測定デバイス３１
２５Ｂは、（例えば、図１８Ａに示す遠位側チップ電極部材に形成された凹部または開口
部と同様に近位側電極部材３１３５内に形成された凹部または開口部内で）近位側電極部
材３１３５の近位縁に対して遠位側に配置することができる。他の実施形態では、遠位側
温度測定デバイス３１２５Ａおよび／または近位側温度測定デバイス３１２５Ｂは、焼灼
カテーテル３１２０Ａの長さに沿った他の位置に配置することができる。いくつかの実施
形態では、各遠位側温度測定デバイス３１２５Ａは、近位側温度測定デバイス３１２５Ｂ
の１つと軸方向に位置合せされ、遠位側温度測定デバイス３１２５Ａと近位側温度測定デ
バイスとの間の間隔は、均一であるかまたは実質的に均一である。
【０３５２】
　灌注ポート３１４０は、焼灼カテーテル３１２０Ａのシャフトの円周にわたって（等間
隔でまたは他の間隔で）離間することができる。灌注ポート３１４０は、図１の灌注流体
システム７０によって提供される流体源等、流体源と連通している。灌注ポートにより、
開放灌注が容易になり、電極部材３１３０、３１３５および電極部材３１３０、３１３５
を包囲する任意の血液に対して冷却が提供される。いくつかの実施形態では、焼灼カテー
テル３１２０Ａは、３つ、４つ、５つ、６つ、７つ、８つ、または９つ以上の出口ポート
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３１４０を含む。さまざまな実施形態では、出口ポート３１４０は、組織インタフェース
において伝熱部材３１４５の冷却を改善するように、遠位側電極部材３１３０の近位縁か
ら０．００５インチ～０．０１５インチだけ離間されるが、要求および必要に応じて、他
の間隔を使用することができる。他の実施形態では、出口ポート３１４０は、（例えば、
図１８Ｅに示すように）近位側電極部材３１３５に沿って直線状にかつ／または円周方向
に離間される。
【０３５３】
　図１８Ｂおよび図１８Ｃは、別の実施形態による、複数の温度測定デバイスを有する開
放灌注式焼灼カテーテル３１２０Ｂの遠位部分のそれぞれ斜視図および断面図を示す。焼
灼カテーテル３１２０Ｂは、上述したあらゆるまたはすべての焼灼カテーテル３１２０Ａ
の構造的構成要素、要素および特徴を含むことができ、焼灼カテーテル３１２０Ａは、図
１８Ｂおよび図１８Ｃに関連して記載したあらゆるまたはすべての構造的構成要素、要素
および特徴を含むことができる。焼灼カテーテル３１２０Ｂは、図１８Ａに示すようなド
ーム状チップ電極部材の代わりに、フラットチップ電極部材３１３０を含む。換言すれば
、遠位外面は、曲線的または半球状である代わりに、平面または平坦である。いくつかの
実施形態によれば、遠位側温度測定デバイス３１２５Ａは、遠位チップ電極部材の遠位外
面と横方向外面とを接続する遠位チップ電極部材の湾曲したトロイド形のまたは丸みのあ
る表面ではなく、平坦なまたは平面の表面に配置される。
【０３５４】
　図１８Ｃに最もよく示すように、伝熱部材３１４５は、電極部材３１３０、３１３５の
１つまたは両方と熱的に接触する。伝熱部材３１４５は、近位側電極部材３１３５の近位
端まで、その近くまで、それを越えて延在することができる。いくつかの実施形態では、
伝熱部材３１４５は、近位側電極部材３１３５の近位端においてまたはその近くで終端す
る。しかしながら、（図１８Ｃに示すような）他の構成では、伝熱部材３１４５は、近位
側電極部材３１３５の近位端を越えて延在する。さらに他の実施形態では、伝熱部材３１
４５は、近位側電極部材３１３５の近位端（例えば、縁）の遠位側で終端する。伝熱部材
３１４５は、チップ電極部材３１３０の近位側面から近位側電極部材３１３５の近位端を
越えた位置まで延在することができる。伝熱部材３１４５が近位側電極部材３１３５の近
位端を越えて延在する実施形態は、伝導性冷却を通して近位縁における熱を低減させるこ
とにより、近位縁における電流濃度の量の増大によってもたらされる近位縁加熱効果の分
流を増大させることができる。いくつかの実施形態では、伝熱部材３１４５の少なくとも
一部は、（例えば、絶縁ギャップ３１３１内で）組織と直接接触し、加熱されている標的
組織から直接熱を除去するかまたは放散させることができる。
【０３５５】
　伝熱部材３１４５は、好ましい伝熱特性を含む１つまたは複数の材料を含むことができ
る。例えば、いくつかの実施形態では、伝熱部材に含まれる材料の熱拡散率は、３００Ｗ
／ｍ／℃より大きい（例えば、３００～３５０Ｗ／ｍ／℃、３５０～４００Ｗ／ｍ／℃、
４００～４５０Ｗ／ｍ／℃、４５０～５００Ｗ／ｍ／℃、５００～６００Ｗ／ｍ／℃、６
００～７００Ｗ／ｍ／℃、上記値間の範囲、７００Ｗ／ｍ／℃より大きい等）。好ましい
熱伝導率特性を有するあり得る材料としては、限定されないが、銅、真鍮、ベリリウム、
他の金属および／もしくは合金、アルミナセラミック、他のセラミック、工業用ダイヤモ
ンド、ならびに／または他の金属および／もしくは非金属材料が挙げられる。
【０３５６】
　伝熱部材が熱分流部材を含むいくつかの実施形態によれば、熱シャント部材に含まれる
材料および／または（例えば、単体部材または構造として見た場合）熱シャントアセンブ
リ全体の熱拡散率は、１．５ｃｍ２／ｓｅｃより大きい（例えば、１．５～２ｃｍ２／ｓ
ｅｃ、２～２．５ｃｍ２／ｓｅｃ、２．５～３ｃｍ２／ｓｅｃ、３～４ｃｍ２／ｓｅｃ、
４～５ｃｍ２／ｓｅｃ、５～６ｃｍ２／ｓｅｃ、６～７ｃｍ２／ｓｅｃ、７～８ｃｍ２／
ｓｅｃ、８～９ｃｍ２／ｓｅｃ、９～１０ｃｍ２／ｓｅｃ、１０～１１ｃｍ２／ｓｅｃ、
１１～１２ｃｍ２／ｓｅｃ、１２～１３ｃｍ２／ｓｅｃ、１３～１４ｃｍ２／ｓｅｃ、１
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４～１５ｃｍ２／ｓｅｃ、１５～２０ｃｍ２／ｓｅｃ、上記範囲間の値、２０ｃｍ２／ｓ
ｅｃより大きい等）。熱拡散率は、熱エネルギーを蓄積する能力に対する、熱エネルギー
を伝導する材料の能力を測定する。したがって、材料が熱を伝達するものとして効率的で
あり得る（例えば、比較的高い熱伝導率を有することができる）としても、それは、その
蓄熱特性のために、好ましい熱拡散率特性を有していない場合がある。伝熱と異なり、熱
分流には、（例えば、質量または容積を通して熱を迅速に伝達するための）高い熱コンダ
クタンス特性と（例えば、熱を蓄積しないための）低い熱容量とを有する材料を使用する
必要がある。好ましい熱拡散率、したがって好ましい熱分流特性を有するあり得る材料と
して、限定されないが、工業用ダイヤモンド、グラフェン、シリカ合金、セラミック、他
の炭素系材料、ならびに／または他の金属および／ならびに非金属材料が挙げられる。さ
まざまな実施形態では、伝熱に使用される材料（例えば、ダイヤモンド）は、ＩＣＥ撮像
または他の撮像技法を用いてカテーテルチップの可視性を増大させる。
【０３５７】
　好ましい熱拡散率特性を有する材料の使用は、治療処理中に電極および／または隣接す
る組織から離れるように熱を効率的に伝達し得ることを確実にするのに役立つことができ
る。対照的に、例えば、銅、他の金属または合金、熱伝導性ポリプロピレンまたは他のポ
リマー等、好ましい熱伝導率特性を有するが、好ましい熱拡散率特性を有していない材料
は、熱を保持する傾向がある。その結果、熱を蓄積するこうした材料を使用することによ
り、電極および／または治療されている組織に沿った温度が、特に比較的長い焼灼処置に
わたり、望ましくないほど高いレベル（例えば、７５℃より高いレベル）で維持されるこ
とになる可能性があり、それにより、焦げ、血栓の形成および／または他の熱関連問題が
もたらされる可能性がある。
【０３５８】
　熱分流網で使用されるのに必要な熱拡散率特性を有する工業用ダイヤモンドおよび他の
材料は、本明細書のさまざまな実施形態において開示するように、好ましい熱伝導特性を
有する。こうした好ましい熱伝導態様は、比較的高い熱コンダクタンス値と、熱分流網の
熱シャント部材がチップ内で互いに対してかつ組織に対して配置される方法とから生じる
。例えば、いくつかの実施形態では、高周波エネルギーがチップから放出され、組織内の
通電加熱が熱を発生するため、露出した（例えば、チップの最遠位端から０．５ｍｍに配
置される）最遠位シャント部材は、損傷部位から熱を能動的に抽出することができる。熱
エネルギーは、有利には、分流網を通って比較的迅速に伝達し、高周波電極面熱シャント
網の下にあるシャントを通って、近位側シャント部材を通ってかつ／または周囲環境内に
放散することができる。内部シャント部材を通って分流している熱は、カテーテルまたは
他の医療器具の内部を通って延在する灌注導管に迅速に伝達することができる。他の実施
形態では、焼灼処置によって発生する熱は、近位側シャント部材および遠位側シャント部
材両方（例えば、本明細書の実施形態の多くに示すような、カテーテルまたは他の医療器
具の外部に露出しているシャント部材）を通して分流させることができる。
【０３５９】
　さらに、上述したように、熱シャント網で使用されるのに好適な熱拡散率特性を有する
材料は、必要な熱伝導率特性を有するのみでなく、十分に低い熱容量値も有する。これは
、熱エネルギーが、チップ－組織接触面とともに電極のホットスポットから、熱分流網に
熱を保持することなく、非常に迅速に放散するのを確実にするのに役立つ。熱伝導は、組
織表面および高周波電極表面の迅速かつ効率的な冷却を確実にする主放熱機構を構成する
。逆に、（例えば、比較的高い熱伝導率特徴を有するが比較的高い熱容量特徴も有する）
伝熱体は、熱エネルギーを蓄積する。長い焼灼処置にわたって、こうした蓄積された熱は
、７５℃より高い可能性がある。こうした状況下で、血栓および／または焦げ形成が発生
する可能性があり、それは望ましくない。
【０３６０】
　本明細書に開示するさまざまな実施形態の熱対流態様は、２つの部分からなる。第１に
、カテーテルの灌注内腔は、シャント網を通ってそれに伝達される熱エネルギーを吸収す
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ることができる。したがって、灌注ポートを介して、電極チップの遠位端からこうした熱
エネルギーを押し流すことができる。しかしながら、閉鎖灌注システムでは、こうした熱
エネルギーは、カテーテルの近位端に戻るように伝達することができ、そこで除去するこ
とができる。第２に、カテーテルまたは他の医療器具の外側に沿った露出したシャント面
は、電極および／または治療されている組織からの熱の放散にさらに役立つことができる
。例えば、こうした熱放散は、電極の表面にわたって流れる血液の固有の対流冷却態様を
介して達成することができる。
【０３６１】
　したがって、熱分流網において、工業用ダイヤモンド等、好ましい熱拡散率特性を有す
る材料を使用することは、熱分流網を（その熱容量特性が低いため）低温で維持しながら
、電極および治療済みの組織から離れるように迅速にかつ効率的に熱が伝達されることを
確実にするのに役立つことができる。これにより、危険である可能性のある熱が、熱分流
網自体を介して処置に導入されないため、より安全な焼灼カテーテルおよび関連する治療
方法をもたらすことができる。
【０３６２】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示する熱シャント部材は、焼灼されている組織
から熱を引き出し、それを灌注チャネル内に分流させる。同様に、熱は、電極の縁に形成
されるあり得るホットスポットから引き出され、熱シャント網を通って灌注チャネル内に
分流する。灌注チャネルから、対流冷却を介して、有利には、血流に熱を放出し、放散さ
せることができる。閉鎖灌注システムでは、対象の体内に灌注流体を放出することなく、
システムから熱を除去することができる。
【０３６３】
　いくつかの実施形態によれば、本明細書に開示するさまざまな熱分流システムは、主冷
却機構として熱伝導に頼る。したがって、こうした実施形態では、熱分流網のかなりの大
部分が（血流に直接露出するために）カテーテルまたは他の医療器具の外面まで延在する
必要がない。実際には、いくつかの実施形態では、シャント網全体は、カテーテルチップ
の内部に存在することができる（すなわち熱シャント網のいかなる部分もカテーテルまた
は他の医療器具の外側まで延在しない）。さらに、本明細書に開示するさまざまな実施形
態では、電極部材からまたは灌注チャネルから熱シャントを絶縁する必要がない。
【０３６４】
　図１８Ｃに示すように、伝熱部材３１４５はまた、焼灼カテーテル３１２９Ｂの内腔に
沿って延在する熱交換チャンバ（例えば、灌注導管）３１５０と熱的に接触する。本明細
書に開示する実施形態の任意のものに対して、熱交換チャンバ３１５０と熱連通している
伝熱部材（例えば、熱シャント部材）の少なくとも一部は、１つもしくは複数の電極また
は他のエネルギー送達部材に隣接して（いくつかの実施形態では、物理的にかつ／または
熱的に接触して）、カテーテルの外面まで延在する。こうした構成は、システムが作動し
たとき、特に（例えば、電極または他のエネルギー送達部材の他の部分に対して）本来熱
がより集中する傾向がある可能性がある、電極またはエネルギー送達部材の近位端におい
てまたはその近くで、電極または他のエネルギー送達部材の冷却をさらに促進することが
できる。いくつかの実施形態によれば、熱伝導性グリースおよび／または他の任意の熱伝
導性材料（例えば、熱伝導性液体または他の流体、層、部材、コーティングおよび／また
は部分）を用いて、例えば、伝熱部材３１４５を、要求または必要に応じて、熱交換チャ
ンバ（例えば、灌注導管）３１５０と熱連通させることができる。こうした実施形態では
、こうした熱伝導性材料は、電極部材３１３０、３１３５を灌注導管３１５０と少なくと
も部分的に熱連通させる。
【０３６５】
　灌注導管３１５０は、開放灌注システムの一部とすることができ、そこでは、流体は、
電極部材および／または隣接する標的組織を冷却するために、（例えば、電極部材３１３
０においてまたはその近くで）カテーテルの遠位端に沿って出口ポートまたは開口部３１
４０を通って出る。さまざまな実施形態において、灌注導管３１５０は、１つもしくは複
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数の金属および／または他の好ましい伝熱（例えば、熱分流）材料（例えば、銅、ステン
レス鋼、他の金属もしくは合金、セラミック、ポリマー、および／または比較的好ましい
伝熱特性を有する他の材料等）を含む。灌注導管３１５０は、近位側電極部材３１３５の
近位端を越えて伝熱部材３１４５の近位部分内に延在することができる。灌注導管３１５
０の内壁は、灌注導管３１５０と電極部材の材料との間に強力な溶接部または結合を形成
する生体適合性材料（ステンレス鋼等）を含むことができる。
【０３６６】
　いくつかの実施形態では、焼灼カテーテル３１２０は、カテーテルの遠位端に沿って（
例えば、遠位側電極部材３１３０の遠位端に沿って）灌注出口開口部３１４０のみを含む
。いくつかの実施形態では、システムは、伝熱部材３１４５に沿っていかなる灌注開口部
も含まない。
【０３６７】
　伝熱部材３１４５は、有利には、電極部材３１３０、３１３５から離れる熱伝導を促進
することができ、それにより、電極部材３１３０、３１３５をさらに冷却し、焦げ、また
は電極部材が血液と接触している場合には血栓形成の可能性を低減させる。伝熱部材３１
４５は、熱伝導に加えて灌注導管３１５０に関連する対流伝熱を促進することにより、電
極部材３１３０、３１３５の冷却を改善することができる。
【０３６８】
　伝熱部材３１４５と電極部材３１３０、３１３５との間の伝熱（例えば、熱分流は）、
電極部材と伝熱部材との間の空隙または他の同様の空間をなくすことにより、促進し、か
つ他の方法で改善することができる。例えば、導電性材料（例えば、白金、金、他の金属
または合金等）の１つまたは複数の層を電極部材の内側と伝熱部材３１４５の外側との間
に配置することができる。こうした層は、電極部材（または別のタイプの焼灼部材）と隣
接する伝熱部材との間に連続的にまたは断続的に適用することができる。さらに、こうし
た層は、例えば、スパッタリング、他のめっき技法等、１つもしくは複数の方法または手
順を用いて適用することができる。こうした層は、本明細書に開示する実施形態の任意の
ものまたはその変形形態において使用することができる。さらに、熱分流網を使用するこ
とは、特に電極部材によって治療されている組織から離れるように、それ自体が熱を吸収
することなく、熱を伝達するのに役立つことができる。
【０３６９】
　いくつかの実施形態では、焼灼カテーテル３１２０は、複数の伝熱部材３１４５（例え
ば、熱シャントディスクまたは部材）を含む。例えば、いくつかの実施形態によれば、こ
うした追加の伝熱部材は、伝熱部材３１４５の近位側に配置することができ、焼灼カテー
テルの内部を通って延在する灌注導管３１５０と熱連通している１つまたは複数のフィン
、ピンおよび／または他の部材を含むことができる。したがって、電極部材３１３０、３
１３５と接触して配置される伝熱部材３１４５と同様に、これらの追加の伝熱部材（例え
ば、熱分流部材）を介して、他のエネルギー送達部材または電極、カテーテルの隣接する
部分、および／または対象の隣接する組織から、熱を伝達し、したがって、除去するかま
たは放散させることができる。他の実施形態では、焼灼カテーテルは、いかなる伝熱部材
も含まない。
【０３７０】
　いくつかの実施形態では、本明細書に開示する焼灼カテーテルの任意のものまたはその
変形形態に対して、カテーテルの熱交換チャンバ（例えば、灌注導管）への伝熱を容易に
する伝熱部材（例えば、熱分流部材）の１つまたは複数は、電極部材および／または熱交
換チャンバと直接接触する。しかしながら、他の実施形態では、伝熱部材の１つまたは複
数は、電極部材および／または灌注導管と接触しない。したがって、こうした実施形態で
は、伝熱部材は、電極部材もしくは単一電極および／または灌注導管と熱連通するが、こ
うした構成要素と物理的に接触しない。例えば、いくつかの実施形態では、１つまたは複
数の中間構成要素、層、コーティングおよび／または他の部材が、伝熱部材（例えば、熱
シャント部材）と電極（または他の焼灼部材）および／または灌注導管との間に配置され
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る。いくつかの実施形態では、灌注は、伝熱部材の効率のためにまったく使用されない。
例えば、複数のレベルまたはスタックの伝熱体が使用される場合、焼灼カテーテルの長さ
に沿ったより広い面積にわたって熱を放散させることができる。本明細書では、伝熱部材
（例えば、熱分流部材）の機能および特徴に関するさらなる詳細について提供する。本明
細書に開示する医療器具（例えば、焼灼カテーテル）の実施形態の任意のものにおいて、
本明細書に開示するさまざまな実施形態の（例えば、熱シャントシステムおよび部材の）
特徴を実施することができる。
【０３７１】
　図１８Ｃ、図１８Ｅおよび図１８Ｆに最もよく示すように、温度測定デバイス３１２５
は、管３１６０および／または空隙によって電極部材３１３０、３１３５から熱的に絶縁
されている。いくつかの実施形態では、管３１６０は、電極部材のいかなる部分も温度測
定デバイス３１２５と接触しないように、電極部材３１３０、３１３５の長さ全体に沿っ
て（いくつかの実施形態ではそれを越えて）延在し、それにより、電極部材の熱的影響か
ら温度測定を隔離する。温度測定デバイスの外側の管３１６０は、熱伝導率が低い絶縁材
料（例えば、ポリイミド、ＵＬＴＥＭＴＭ、ポリスチレン、または熱伝導率が約０．５Ｗ
／ｍ／°Ｋより小さい他の材料）を含むことができる。管３１６０は、空気、または熱伝
導率が非常に低い別の気体で実質的に充填される。温度測定デバイスの遠位チップ３１６
５（例えば、温度が検知される部分）は、温度が測定される、温度測定デバイスのヘッド
において熱伝導を増大させるように、高導電性媒体（例えば、グラフェン、炭素、または
他の高熱伝導性材料もしくはフィルムから構成されたナノチューブ）で充填されたエポキ
シポリマーカバーまたはケースを含むことができる。いくつかの実施形態では、遠位チッ
プ３１６５は、熱伝導率が少なくとも１．０Ｗ／ｍ／°Ｋであるエポキシキャップを含む
。エポキシ樹脂は、熱伝導率を増大させる（例えば、酸化アルミニウムを含む）金属ペー
ストを含むことができる。いくつかの実施形態では、遠位チップ３１６５またはキャップ
は、温度測定デバイス３１２５の周囲に、温度測定デバイスと接触する組織の実際の温度
に近い等温状態をもたらす。各温度測定デバイス３１２５の遠位チップ３１６５は、電極
部材との熱伝導性接触から隔離されているため、この等温状態を保持し、それにより、電
極部材の熱質量による放散の可能性を阻止するかまたは低減させる。図１８Ｅおよび図１
８Ｆは、一実施形態による、焼灼カテーテルの遠位部分のそれぞれ斜視図および断面図を
示し、電極チップからの遠位温度測定デバイスの隔離を示す。図示するように、空隙もし
くはポケット３１６２および／または断熱材によって遠位側温度測定デバイス３１２５Ａ
を包囲することができる。外側の管３１６０は、遠位側電極部材３１３０の全長またはそ
の長さの少なくとも一部に沿って延在する断熱スリーブを含むことができる。スリーブは
、遠位側電極部材３１３０を超えて、またはさらには近位側電極部材３１３５までもしく
はそれを越えて延在することができる。
【０３７２】
　電極部材（例えば、遠位側電極部材３１３０）をエネルギー送達モジュール（例えば、
図１のエネルギー送達モジュール４０）に電気的に結合することができる。本明細書で考
察するように、エネルギー送達モジュール４０は、例えば、エネルギー送達部材（例えば
、ＲＦ電極）を選択的に通電しかつ／または他の方法で活性化するように構成されるエネ
ルギー発生デバイス４２、１つまたは複数の入出力デバイスまたは構成要素、治療システ
ムの１つまたは複数の態様を調節するように構成される１つまたは複数のプロセッサ（例
えば、１つまたは複数の処理デバイスまたは制御ユニット）、メモリ等、１つまたは複数
の構成要素または特徴を有することができる。さらに、こうしたモジュールは、要求また
は必要に応じて、手動でまたは自動的に操作されるように構成することができる。
【０３７３】
　温度測定デバイス３１２５は、より詳細に後述するように、温度測定デバイスの各々に
対する温度測定値を求めるために、焼灼カテーテル３１２０の長さに沿って延在しかつ少
なくとも１つの処理デバイス（例えば、図１のプロセッサ４６）に戻すように温度信号を
通信する、１本または複数本の導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）に結合することがで
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きる。
【０３７４】
　いくつかの実施形態によれば、異なる電極または電極部材３１３０、３１３５の相対的
な長さは変更することができる。例えば、近位側電極部材３１３５の長さは、要求および
必要に応じて、遠位側電極３１３０の長さの１～２０倍（例えば、１～２倍、２～３倍、
３～４倍、４～５倍、５～６倍、６～７倍、７～８倍、８～９倍、９～１０倍、１０～１
１倍、１１～１２倍、１２～１３倍、１３～１４倍、１４～１５倍、１５～１６倍、１６
～１７倍、１７～１８倍、１８～１９倍、１９～２０倍、上記範囲間の値等）であり得る
。さらに他の実施形態では、遠位側電極部材３１３０および近位側電極部材３１３５の長
さは略等しい。いくつかの実施形態では、遠位側電極３１３０は、（例えば、１～２倍、
２～３倍、３～４倍、４～５倍、５～６倍、６～７倍、７～８倍、８～９倍、９～１０倍
、１０～１１倍、１１～１２倍、１２～１３倍、１３～１４倍、１４～１５倍、１５～１
６倍、１６～１７倍、１７～１８倍、１８～１９倍、１９～２０倍、上記範囲間の値等、
１～２０倍）近位側電極３１３５より長い。
【０３７５】
　いくつかの実施形態では、遠位側電極部材３１３０は０．５ｍｍ長である。他の実施形
態では、遠位側電極部材３１３０は、０．１～１ｍｍ長（例えば、０．１～０．２ｍｍ、
０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、
０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９ｍｍ、０．９～１ｍｍ、上記
範囲間の値等）である。他の実施形態では、要求または必要に応じて、遠位側電極部材３
１３０は、長さが１ｍｍより大きい。いくつかの実施形態では、近位側電極部材３１３５
は、２～４ｍｍ長（例えば、２～２．５ｍｍ、２．５～３ｍｍ、３～３．５ｍｍ、３．５
～４ｍｍ、上記範囲間の長さ等）である。しかしながら、他の実施形態では、要求または
必要に応じて、近位側電極部材３１３５は、４ｍｍより大きい（例えば、４～５ｍｍ、５
～６ｍｍ、６～７ｍｍ、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ、９～１０ｍｍ、１０ｍｍより大きい等
）か、または１ｍｍより小さい（例えば、０．１～０．５ｍｍ、０．５～１ｍｍ、１～１
．５ｍｍ、１．５～２ｍｍ、上記範囲間の長さ等）である。スプリット電極がカテーテル
シャフトに配置される実施形態では、電極部材の長さは１～５ｍｍ（例えば、１～２ｍｍ
、２～３ｍｍ、３～４ｍｍ、４～５ｍｍ、上記範囲間の長さ等）であり得る。しかしなが
ら、他の実施形態では、要求または必要に応じて、電極部材は、５ｍｍより長い（例えば
、５～６ｍｍ、６～７ｍｍ、７～８ｍｍ、８～９ｍｍ、９～１０ｍｍ、１０～１５ｍｍ、
１５～２０ｍｍ、上記範囲間の長さ、２０ｍｍより大きい長さ等）場合がある。
【０３７６】
　電極部材は、１本または複数本の導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）を用いて通電す
ることができる。例えば、いくつかの構成では、灌注導管３１５０の外側は、１つまたは
複数の導電性材料（例えば、銅、他の金属等）を含みかつ／または他の方法でそれによっ
てコーティングされる。したがって、導体は、電極部材をエネルギー送達モジュールに電
気的に結合するように、灌注導管３１５０のこうした導電性面または部分と接触させて配
置することができる。しかしながら、電極部材をエネルギー送達モジュールと電気的に連
通させて配置する１つまたは複数の他のデバイスおよび／または方法を使用することがで
きる。例えば、１本または複数本のワイヤ、ケーブルおよび／または他の導体は、灌注導
管を用いることなく、電極部材に直接または間接的に結合することができる。
【０３７７】
　複合チップ（例えば、スプリットチップ）設計を使用することにより、ユーザは、単一
の構成で同時に標的組織を焼灼するかまたは他の方法で熱的に治療し、（例えば、高分解
能マッピングを用いて）マッピングすることができる。したがって、こうしたシステムに
より、有利には、処置中に精密な高分解能マッピング（例えば、所望のレベルの治療が行
われたことを確認するため）を可能にすることができる。いくつかの実施形態では、２つ
の電極部材または電極部分３１３０、３１３５を含む複合チップ（例えば、スプリットチ
ップ）設計を用いて、高分解能双極電位図を記録することができる。こうした目的で、２
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つの電極または電極部分を電気生理学（ＥＰ）レコーダの入力に接続することができる。
いくつかの実施形態では、電極部材または電極部分３１３０、３１３５間の相対的に小さ
い離隔距離（例えば、ギャップＧ）により、高分解能マッピングが可能になる。いくつか
の構成によれば、本明細書に開示する複合チップ電極実施形態は、局所化高分解能電位図
（例えば、２つの電極部分の分離の結果としての非常に増大した局所特異性、および工業
用ダイヤモンド等、セパレータの材料の高い熱拡散率を有する電位図）を提供するように
構成される。局所特異性の増大により、電位図を、下に位置する心臓組織または他の組織
における電気生理学的変化に対してより応答するようにすることができ、それにより、Ｒ
Ｆエネルギー送達が心臓組織または他の組織に与える影響を高分解能電位図においてより
迅速にかつより正確に見ることができる。
【０３７８】
　いくつかの実施形態では、医療器具（例えば、カテーテル）３１２０は、要求または必
要に応じて、（例えば、ギャップによって分離された）３つ以上の電極部材または電極部
分を含むことができる。いくつかの実施形態によれば、カテーテルチップに沿ってどの程
度の数の電極または電極部分が配置されるかに関わらず、電極部材または電極部分３１３
０、３１３５は、高周波電極であり、例えば、ステンレス鋼、白金、白金－インジウム、
金、金めっき合金等、１つまたは複数の金属を含む。
【０３７９】
　いくつかの実施形態によれば、電極部材または電極部分３１３０、３１３５は、ギャッ
プ（例えば、電気絶縁ギャップ）３１３１を用いて互いから（例えば、長手方向にまたは
軸方向に）離間される。いくつかの実施形態では、ギャップ３１３１の長さ（すなわち隣
接する電極部材または電極部分間の離隔距離）は０．５ｍｍである。他の実施形態では、
ギャップすなわち離隔距離は、要求または必要に応じて、例えば、０．１～１ｍｍ等（例
えば、０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５
ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９
ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値、０．１ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい
等）、０．５ｍｍより大きいかまたは０．５ｍｍより小さい。
【０３８０】
　いくつかの実施形態によれば、隣接する電極部材または電極部分３１３０、３１３５間
のギャップ３１３１内に、セパレータが配置される。セパレータは、例えば、テフロン、
ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ダイヤモンド、エポキシ樹脂、ポリエーテル
イミド樹脂（例えば、ＵＬＴＥＭＴＭ）、セラミック材料、ポリイミド等、１つまたは複
数の絶縁材料を含むことができる。図１８Ａ～図１８Ｃおよび図１９Ａ～図１９Ｃに示す
ように、セパレータは、ギャップ３１３１内に延在する伝熱部材３１４５の一部を構成す
ることができる。
【０３８１】
　隣接する電極部材または電極部分を分離するギャップ３１３１に関して上述したように
、絶縁セパレータは、０．５ｍｍ長さであり得る。他の実施形態では、セパレータの長さ
は、要求または必要に応じて、０．５ｍｍより大きいかまたは０．５ｍｍより小さい（例
えば、０．１～０．２ｍｍ、０．２～０．３ｍｍ、０．３～０．４ｍｍ、０．４～０．５
ｍｍ、０．５～０．６ｍｍ、０．６～０．７ｍｍ、０．７～０．８ｍｍ、０．８～０．９
ｍｍ、０．９～１．０ｍｍ、上記範囲間の値、０．１ｍｍより小さい、１ｍｍより大きい
等）場合がある。
【０３８２】
　いくつかの実施形態によれば、図１８Ａ～図１８Ｃおよび図１９Ａ～図１９Ｃに示すも
の等、スプリットチップ電極設計で対象の標的組織を適切に焼灼しまたは他の方法で加熱
もしくは治療するために、２つの電極部材または電極部分３１３０、３１３５は、ＲＦ周
波数で互いに電気的に結合される。したがって、２つの電極部材または電極部分は、有利
には、ＲＦ周波数で単一のより長い電極として機能することができる。複合（例えば、ス
プリットチップ）電極設計の機能および特徴に関するさらなる詳細について、本明細書に
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提供する。
【０３８３】
　図１９Ａ～図１９Ｃは、さまざまな実施形態による、複数の温度測定デバイス３２２５
を有する閉鎖灌注式焼灼カテーテル３２２０の遠位部分を示す。図１９Ａの焼灼カテーテ
ル３２２０Ａの実施形態は、図１８Ａの焼灼カテーテル３１２０Ａと同様のドーム状チッ
プ電極部材３２３０を含む。図１９Ｂおよび図１９Ｃの焼灼カテーテル３２２０Ｂの実施
形態は、図１８Ｂおよび図１８Ｃの焼灼カテーテル３１２０Ｂと同様のフラットチップ電
極部材を含む。焼灼カテーテル３２２０Ａおよび３２２０Ｂは、図１８Ａ～図１８Ｃに関
連して上述したものと同様の構成要素および特徴を含む。例えば、温度測定デバイス３２
２５は、温度測定デバイス３１２５に対応し、電極部材３２３０、３２３５は電極部材３
１３０、３１３５に対応し、伝熱部材３２４５は伝熱部材３１４５に対応し、灌注導管３
２５０は灌注導管３１５０に対応する。したがって、これらの特徴については、図１９Ａ
～図１９Ｃに関連して再度説明しない。焼灼カテーテル３２２０は、閉鎖灌注デバイスと
して動作するため、灌注ポートを含まない。
【０３８４】
　焼灼カテーテル３２２０は、灌注導管３２５０内に２つの内腔３２６５、すなわち入口
内腔（例えば、流体送達チャネル）３２６５Ａおよび出口内腔（例えば、戻りチャネル）
３２６５Ｂを含む。図１９Ｃの断面図に示すように、入口内腔３２６５Ａの出口および出
口内腔３２６５Ｂの入口は、灌注導管３２５０内の離間された位置で終端する。入口内腔
３２６５Ａの出口は、遠位側電極部材３２３０内で、または遠位側電極部材３２３０の近
位端面に隣接して終端する。出口内腔の入口は、近位側電極部材３２３５の近位端に対し
て近位側で終端する。内腔３２６５の遠位端のずれた間隔により、有利には、灌注導管内
の乱流、渦流、または他の循環流体運動もしくは経路が引き起こされ、それにより、流体
を循環させて流体を伝熱部材３２４５および／または電極部材と接触するように常に流体
をリフレッシュするかまたは交換することにより、改善された冷却を促進する。
【０３８５】
　いくつかの実施形態によれば、複数の温度測定デバイスを有する焼灼カテーテルは、複
合（例えば、スプリットチップ）電極設計および／または伝熱部材を必要としない。図１
９Ｄは、複合電極設計または伝熱部材を含まない開放灌注式焼灼カテーテル３３２０の遠
位部分の斜視図を示す。焼灼カテーテル３３２０は、第１の（例えば遠位側の）複数の温
度測定デバイス３３２５Ａと第２の（例えば近位側の）複数の温度測定デバイス３３２５
Ｂとを含む。温度測定デバイス３３２５は、温度測定デバイス３１２５、３２２５（図１
８Ａ～図１９Ｃ）と同様の特徴、特性、材料、要素および機能を含む。焼灼カテーテル３
２２０は、単一の単体チップ電極３３３０を含むかまたはそれから構成され得る。チップ
電極３３３０は、それらのそれぞれの離間された位置において温度測定デバイス３３２５
のための穴、スロット、溝、ボアまたは開口部を含むことができる。図１９Ｄに示すよう
に、近位側温度測定デバイス３３２５Ｂは、チップ電極３３３０の近位縁に対して遠位で
あるが隣接して配置される。近位側温度測定デバイス３３２５Ｂは、近位縁の１ｍｍ以内
（例えば、チップ電極３３３０の長さに応じて、近位縁の近位または遠位側の０．９ｍｍ
、０．８ｍｍ、０．７ｍｍ、０．６ｍｍ、０．５ｍｍ、０．４ｍｍ、０．３ｍｍ、０．２
ｍｍ、０．１ｍｍ以内）に配置することができる。他の実施形態では、近位側温度測定デ
バイス３３２５Ｂは、チップ電極３３３０の近位縁の近位側にかつ遠位配置の上述したも
のと同じ距離内に配置される。さまざまな実施形態において、温度測定デバイスは、電極
または複合（例えば、スプリットチップ）電極アセンブリの近位縁および遠位縁にまたは
その近くに配置され、それは、それらの位置が最も高温である傾向があるためである。製
造公差に基づき、これらの温度測定デバイスは、チップ電極３３３０の近位縁または遠位
縁に埋め込むことができる。したがって、温度測定デバイスをこれらの位置にまたはその
近くに配置することにより、過熱または焦げまたは血栓の形成の防止またはその可能性の
低減を促進することができる。さらに、こうした温度測定デバイス配置は、灌注式焼灼中
に組織温度をモニタリングすることができるようにする。
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【０３８６】
　いくつかの実施形態では、焼灼カテーテルシャフトの（通常、プラスチックから形成さ
れる）に、遠位管に、伝導性媒体（グラフェンまたは他のカーボンナノチューブ等）を含
むエポキシ樹脂を混合することができ、焼灼カテーテルの遠位管自体、伝熱体として機能
することができる。いくつかの実施形態では、伝導性エポキシ樹脂の追加により、遠位管
の熱伝導率を２～３倍以上増大させることができる。図１９Ｄに関連して記載したこれら
の伝導性管の特徴および他の特徴を、焼灼カテーテル３１２０、３２２０に関連して同様
に使用することができる。
【０３８７】
　いくつかの実施形態では、カテーテルまたは他の医療器具の遠位端に沿って含まれる熱
シャント部材は、こうしたカテーテルまたは医療器具の内部に維持される。いくつかの実
施形態では、これは、部分的にまたは完全に熱シャント部分の外面に沿って１つもしくは
複数の層またはコーティングを提供することにより達成される。こうした層またはコーテ
ィングは、絶縁性であり得る。さらに、いくつかの構成では、こうした層またはコーティ
ングは、必要または要求に応じて、電気的に絶縁性および熱的に絶縁性の両方であり得る
。しかしながら、他の実施形態では、層またはコーティングは、電気的に絶縁性であり得
るが、熱的に絶縁性ではあり得ない。本明細書で用いる絶縁性は、１０００Ω・ｃｍを超
える電気抵抗を有することを意味する。さらに、本明細書で用いる熱伝導性は、２０℃で
０．５Ｗ／ｃｍ・Ｋを超える熱伝導率を有することを意味する。
【０３８８】
　（例えば、カテーテルまたは他の医療器具の内部に沿って分流部分または部材を維持す
るために）１つまたは複数の分流部分または部材に沿ってこうした層またはコーティング
を含む実施形態は、結果としてのデバイスおよびシステムとともに、結果としての使用お
よび治療方法に対して、いくつかの利益および利点を提供することができる。例えば、コ
ーティングまたは層は、（ｉ）灌注流体の伝導冷却効果を改善し（それにより、灌注流量
と患者の体内に注入される結果としての流体の容量とを著しく低減させることができ、い
くつかの実施形態では、灌注流量の低下により、温度センサが灌注流体であふれる可能性
が低くなるため、より優れた温度測定精度がもたらされる）、（ｉｉ）カテーテルまたは
他の医療器具の製造および動作態様を改善し（例えば、熱シャント部分の表層が切断プロ
セスの結果として導電性となる影響を保障することができ、それにより、カテーテルまた
は他の医療器具に対して一貫した外面を依然として維持しながら、熱シャント部分の製造
に対してより柔軟性を提供することができる）、（ｉｉｉ）使用等の間に近位側電極の近
位端にまたはその近くにおけるホットスポットまたは局所加熱の形成に対して追加の保護
を提供することができる。
【０３８９】
　いくつかの実施形態によれば、本明細書においてより詳細に考察するように、熱分流網
を含むカテーテルの一次熱分流機構は、カテーテルまたは他の医療器具の内部を流れる灌
注流体の（例えば、それに対する伝導伝熱を介する）冷却作用を介して発生する。いくつ
かの実施形態では、熱分流網（例えば、カテーテルまたは他の医療器具の遠位部分を通っ
て延在する灌注通路と熱接触しているダイヤモンドまたは他の熱分流網）を通って流れる
室温（例えば、約２７℃）の灌注流体の伝導冷却能力は、熱分流網の外面にわたる血流に
よって提供される対流冷却の能力より大きい。これは、一部には、（例えば、約３７℃で
ある）血液の温度が、灌注流体の温度より著しく高いために発生する。また、これは、血
液の熱輸送速度が、灌注流体によって提供される速度より低い可能性がある（例えば、例
として心房の一部におけるまたは弁尖の下における心臓のいくつかの領域では、血流速度
は低い）ために発生する可能性がある。したがって、熱分流部分または部材（例えば、ダ
イヤモンド）の外面を熱的に絶縁することにより、（例えば、灌注流体への伝熱を介する
）灌注流体の伝導冷却効果を増大させることができる。いくつかの実施形態では、これは
、灌注流量および患者に注入される結果としての流体の容量を著しく低減させるのに役立
つことができる。灌注流量が低いことにより、電極に関連する温度センサが灌注流体であ
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ふれる可能性が低くなる（例えば、必要な灌注流体の容量が低減する）ため、温度検知精
度の向上をもたらすことができる。
【０３９０】
　いくつかの実施形態では、工業用ダイヤモンドまたは他の熱分流部材もしくは部分がカ
テーテルに組み込まれるのに備えて切断されるとき、結果としての表面部分（例えば、外
面または層、外面または層に隣接する（例えば、０．１ｍｍ以内）の部分等）は、少なく
とも部分的に（例えば、特に未切断のダイヤモンドまたは他の熱分流材料の電気特性に関
して）導電性になる可能性がある。例えば、いくつかの構成では、切断されるかまたは他
の方法で準備される工業用ダイヤモンドまたは他の熱分流材料の導電率は、未切断のまた
は他の意味でそのままのもしくは準備されていない材料に対して１％～１００％（例えば
、１～５％、５～１０％、１０～２０％、５０～１００％、２５～７５％、２０～１００
％、上記範囲間の値および範囲）、または１００％を超えて（例えば、１００～１５０％
、１５０～２００％、２００～３００％、３００％を超える等）増大する可能性がある。
その結果、いくつかの実施形態では、こうした表面部分（例えば、表面、層または領域）
は、それが組み込まれるカテーテルまたは他の医療器具の動作中に、カテーテルまたは医
療器具の外部に露出する場合、問題を提示する可能性がある。例えば、ダイヤモンドまた
は他の熱分流材料の表面部分（例えば、表面、層または領域）の導電性により、カテーテ
ルまたは医療器具に含まれる２つの電極（または電極部分）の電気的短絡がもたらされる
可能性がある。したがって、本明細書で考察するように、いくつかの熱分流部分の外面に
沿った非導電性層またはコーティングを提供することにより、結果としてのカテーテルま
たは医療器具の製造および性能に対して動作上の利益を提供することができる。これによ
り、組織接触検知、インピーダンス測定値、エネルギー送達等のシステムの特徴の規格外
性能がもたらされる可能性がある。したがって、いくつかの実施形態では、カテーテルま
たは他の医療器具に含まれる熱分流部材または部分のすべてまたは大部分がカテーテルま
たは医療器具の外部に露出しない。いくつかの構成では、ダイヤモンドまたは他の熱分流
網のいずれもカテーテルまたは他の医療器具の外部に露出する。他の実施形態では、熱分
流の外面領域の７０～１００％（例えば、７０～７５％、７５～８０％、８０～８５％、
８５～９０％、９０～９５％、９５～１００％、上記範囲間のパーセンテージ等）、５０
～７０％、または５０％未満が層またはコーティングで覆われるかまたはコーティングさ
れる。
【０３９１】
　図２０に図示するように、カテーテルまたは他の医療器具６０００の外側に露出する熱
シャント部分６０５０の外部の周囲に１つまたは複数の断熱層またはコーティング６０７
０を配置することができる。層またはコーティング６０７０は、１種または複数種の断熱
材料（例えば、熱硬化性ポリマー、ポリイミド、ＰＥＥＫ、ポリエステル、ポリエチレン
、ポリウレタン、ペバックス、ナイロン、水和性ポリマー、他のポリマー等）を含むこと
ができる。いくつかの実施形態では、こうした材料は、０．００１Ｗ／ｃｍ＊Ｋ未満（例
えば、０．０００１～０．００１Ｗ／ｃｍ＊Ｋ、０．００１～０．００２５Ｗ／ｃｍ＊Ｋ
、０．００２５～０．００１Ｗ／ｃｍ＊Ｋ、０．０００１Ｗ／ｃｍ＊Ｋ未満等）の熱伝導
率を有する。こうした層またはコーティング６０７０の厚さは、約５０μｍ（２ミル）以
下であり得る。例えば、いくつかの実施形態では、層またはコーティング６０７０の厚さ
は、１～５０μｍ（例えば、１～５μｍ、５～１０μｍ、１０～２０μｍ、２０～３０μ
ｍ、３０～４０μｍ、４０～５０μｍ、上記範囲間の値等）または１μｍ未満（例えば、
０．０１～０．５μｍ、０．５～０．７５μｍ、０．７５～１μｍ、上記範囲間の値等）
である。しかしながら、他の実施形態では、層またはコーティング６０７０の厚さは、例
えば、５０～１００μｍ（例えば、５０～５５μｍ、５５～６０μｍ、６０～６５μｍ、
６５～７０μｍ、７０～７５μｍ、７５～８０μｍ、８０～８５μｍ、８５～９０μｍ、
９０～９５μｍ、９５～１００μｍ、上記範囲間の値）、１００～２００μｍ（例えば、
１００～１１０μｍ、１１０～１２０μｍ、１２０～１３０μｍ、１３０～１４０μｍ、
１４０～１５０μｍ、１５０～１６０μｍ、１６０～１７０μｍ、１７０～１８０μｍ、
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１８０～１９０μｍ、１９０～２００μｍ、上記範囲間の値）、２００～３００μｍ、３
００～４００μｍ、４００～５００μｍ、５００～１０００μｍ、１０００～５０００μ
ｍ、５０００μｍより大きい等、５０μｍより大きい。
【０３９２】
　熱分流部分がコーティングまたは層を含む任意の実施形態では、こうしたコーティング
または層は、単一のまたは単体のコーティングまたは層であり得る。しかしながら、他の
実施形態では、要求および必要に応じて、１つもしくは複数の熱分流部材または部分の外
部に沿って２つ以上の層またはコーティングを配置することができる。例えば、いくつか
の構成では、コーティングまたは層６０７０は、２つ以上（例えば、２、３、４、５、６
以上）の別個のコーティングまたは層を含むことができる。こうした別個のコーティング
または層は、熱分流部材または部分の所望の表面に沿ってこうしたコーティングまたは層
を固定するために使用される特定の技術による要求または必要に応じて、個々にまたは単
一部材としてカテーテル６０００に沿って配置することができる。
【０３９３】
　コーティングまたは層６０７０は、例えば、糊または他の接着剤、押込み嵌め方法、デ
ィップ成形、他の成形技術等、種々の技術を用いて、熱シャント部分の外部に沿って配置
することができる。上述したように、使用される具体的な方法および／または技術に応じ
て、コーティングまたは層６０７０は、２つ以上の別個のコーティングまたは層を含むこ
とができ、それらは、要求または必要に応じて、別個にまたは単一のコーティングもしく
は層として熱シャント部材または部分に沿って配置することができる。さらに、コーティ
ングまたは層６０７０は、熱シャント部材に沿って直接または間接的に配置することがで
きる。例えば、いくつかの実施形態では、コーティングまたは層６０７０は、熱シャント
部材または部分の隣接する表面に直接接触し、それに直接固定される。しかしながら、他
の実施形態では、コーティングまたは層６０７０は、熱シャント部材または部分の隣接す
る表面に接触せず、または直接固定されない。こうした構成では、例えば、熱シャント部
材または部分とコーティングまたは層６０７０との間に１つまたは複数の中間層、コーテ
ィング、構造（例えば、エアギャップ）または他の部材を配置することができる。
【０３９４】
　本明細書に示すように、カテーテルまたは他の医療器具のさまざまな実施形態は、カテ
ーテルまたは医療器具の遠位端に沿って配置される電極または電極部分から離れる方向の
伝熱の大部分に関与する灌注チャネルを含むことができる。ダイヤモンドならびに／また
は他の熱分流材料および／もしくは構成を含む実施形態では、熱分流網を介して（例えば
、灌注チャネルを流れる）灌注流体に熱を伝達することができる。本明細書でより詳細に
考察するように、こうした熱分流網は、それ自体が熱を保持することなくまたは非常にわ
ずかな熱のみを保持し、供給源（例えば、電極）から離れる方向の伝熱を促進する。関連
して、熱は、電極の縁に形成されかつ熱シャント網を通って灌注チャネル内に分流する潜
在的なホットスポットから離れるように熱が伝達される。灌注チャネルから対流冷却を介
して、有利に熱を血流内に放出しかつ放散させることができる。閉鎖灌注システムでは、
対象の体内に灌注流体を押し込むことなく、システムから熱を除去することができる。上
述した層および／またはコーティングは、本明細書に開示する任意のカテーテルもしくは
他の医療器具デバイスもしくはシステムまたはそれらの均等物に組み込むことができる。
【０３９５】
　図２１Ａおよび図２１Ｂは、組織と、それぞれ垂直に接触し、および平行に接触する開
放灌注式焼灼カテーテル３４２０の遠位部分と、焼灼カテーテル３４２０を用いて組織に
エネルギーを送達することによる熱的損傷部の形成とを概略的に示す。いくつかの実施形
態によれば、本明細書に記載する複数の温度測定デバイスを有する焼灼カテーテルは、有
利には、特に組織に対する焼灼カテーテルの遠位チップの向き（例えば、電極－組織の向
き）、熱的損傷部内の推定されるピーク温度、および／または熱的損傷部内のピーク温度
ゾーンの位置の判断を容易にする。
【０３９６】



(134) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

　上述したように、温度測定デバイス３４２５は、少なくとも１つの処理デバイス（例え
ば、図１のプロセッサ４６）に信号を送出または送信することができる。処理デバイスは
、１つまたは複数のコンピュータ可読記憶媒体に格納された命令を実行して、温度測定デ
バイス３４２５の各々に対する温度測定値を求め、求めた温度測定値を互いに比較して、
少なくとも部分的にその比較に基づいて組織に対する焼灼カテーテルの遠位チップの向き
（例えば、電極－組織の向き）を求めるようにプログラムすることができる。比較に関す
るさらなる詳細については、図２３Ｄ～図２３Ｆに関連して後述する。処理デバイスは、
３つの向き（例えば、平行、垂直、または角度付き（例えば、傾いたまたは斜めの向き）
）の１つから向きを選択する（例えば、求める）ことができる。
【０３９７】
　例えば、近位側温度測定デバイスと遠位側温度測定デバイスとの間の温度測定プロファ
イルまたは値の広がりの差を用いて、向きを求めることができる。一例として、遠位側温
度測定デバイスから受信される温度測定値がすべて近位側温度測定デバイスから受信され
る温度測定値より大きい（例えば、高温である）場合、プロセッサは、向きが垂直である
と判断することができる。少なくとも１つの近位側温度測定デバイスおよび少なくとも１
つの対応する遠位側温度測定デバイスから受信される温度測定値が同様である場合、プロ
セッサは、向きが平行であると判断することができる。
【０３９８】
　他の例として、３つの温度測定デバイスを使用する実施形態の場合、３つの近位側温度
測定デバイスの２つが第３の近位側温度測定デバイスよりはるかに低い（および概して等
しい）温度測定値を生成する場合、処理デバイスは、向きが平行であると判断することが
できる。３つの温度測定デバイスを用いる実施形態の場合、第１の近位側温度測定デバイ
スから受信される温度測定値が第２の近位側温度測定デバイスからの温度測定値よりかな
り大きい場合、かつ第２の近位側温度測定デバイスから受信される温度測定値が第３の近
位側温度測定デバイスからの温度測定値よりかなり大きい場合、処理デバイスは、向きが
平行でも垂直でもなく、ある角度で傾いている（例えば、斜めの向き）と判断することが
できる。向きの判断に関するさらなる詳細は、図２３Ｃ～図２３Ｅの考察に関連して後述
する。いくつかの実施形態では、蛍光透視撮像、ＩＣＥ撮像または他の撮像方法もしくは
技法を用いて、向きを確認することができる。３次元心臓マッピングシステム等、組織マ
ッピングシステムを用いても向きを確認することができる。
【０３９９】
　いくつかの実施形態では、求められた向きは、ユーザ（例えば、臨床専門家）が見るこ
とができるように、ディスプレイ（例えば、グラフィカルユーザインタフェース）に出力
することができる。出力は、向きを示す１つまたは複数のグラフィカル画像、および／ま
たは向きを示す英数字情報（例えば、文字、語、句または数字）を含むことができる。出
力に関するさらなる詳細については、図２３Ｆ－１、図２３Ｆ－２および図２３Ｆ－３に
関連して記載する。処理デバイスは、熱的損傷部のピーク温度のより正確な推定値を生成
するために、求められた向きに基づき、温度測定デバイスから受信された温度測定値に対
して補正係数を適用することができる。例えば、垂直の向きが求められると、遠位側温度
測定デバイスに対応する補正係数または関数を適用して、推定されたピーク温度を求める
ことができる。
【０４００】
　いくつかの実施形態では、処理デバイスは、温度収集モジュールおよび温度処理モジュ
ールを含むことができる。温度収集モジュールは、温度測定デバイスの各々によって生成
される温度信号（例えば、アナログ信号）を入力として受信するように構成することがで
きる。入力信号は、規定された時間間隔または時点で連続して受信することができる。温
度収集モジュールは、アナログ信号をデジタル信号に変換するように構成することができ
る。温度処理モジュールは、温度収集モジュールから出力されるデジタル信号を受信し、
それらに補正係数または関数を適用して、最も高温の組織温度、ピーク温度、または電極
もしくは他のエネルギー送達部材付近に生成された熱的損傷部におけるピーク温度を推定
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することができる。温度処理モジュールは、以下の式に基づき、温度測定デバイス（例え
ば、熱電対）から複合温度を計算することができる。
Ｔｃｏｍｐ（ｔ）＝ｋ（ｔ）＊ｆ（ＴＣ１（ｔ），ＴＣ２（ｔ），．．．，ＴＣｎ（ｔ）
）；
式中、Ｔｃｏｍｐは複合温度であり、ｋはｋ関数または補正もしくは調整関数であり、ｆ
は、熱電対測定値ＴＣｉ、ｉ＝１～ｎの関数である。ｋ関数は、経時的な関数または定数
値を含むことができる。例えば、ｋ関数は以下のように定義することができる。
【数１】

式中、τは、組織時定数を表す時定数であり、ｋｆｉｎａｌは、後に図２２Ａに関連して
記載するような補正係数または関数による、ｋの最終値である。
【０４０１】
　温度処理モジュールはまた、上述したように、組織に関して医療器具の遠位チップの向
きを求めるように構成することも可能である。処理デバイスは、出力モジュールおよびフ
ィードバック／モニタリングモジュールをさらに含むことができる。出力モジュールは、
本明細書に記載するさまざまな出力等、ディスプレイに表示するための出力を生成するよ
うに構成することができる。フィードバック／モニタリングモジュールは、所定の設定値
温度または最大温度に対して測定温度値を比較し、行為（例えば、ユーザに対して、電力
もしくは他の焼灼パラメータを調整させる警告、電力レベルの自動低減もしくはエネルギ
ー送達の終了（それは、温度が設定値温度未満に低下するまで一時的であり得る））を開
始するように構成することができる。さまざまな実施形態では、設定値または最大温度は
、５０℃～９０℃（例えば、５０℃、５５℃、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃、８０℃
、８５℃）である。いくつかの実施形態では、アルゴリズムは、いずれの温度測定デバイ
ス（例えば、熱電対）が目下最高温度を記録しているかを特定し、その熱電対を選択して
、設定値温度または他の目標温度に達しかつ維持するために必要な電力送達を制御する。
チップ電極が組織に対して移動し、異なる温度測定デバイスが組織とより接触するか接触
しなくなるに従い、プロセッサまたは処理デバイスは、自動的にいずれの温度測定デバイ
スが最高温度を示しているかを選択して、電力送達を制御することができる。
【０４０２】
　いくつかの実施形態によれば、温度測定デバイスによって求められた温度勾配と損傷部
のピーク温度との間に比例関係がある。この関係から、数値モデリング（例えば、有限要
素法モデリング技法）および／またはルックアップテーブルに格納された測定値に基づき
、関数または補正係数が生成されるかまたは適用されて、温度測定デバイスによって特定
された熱勾配から調整または補正してピーク温度が求められる。開放灌注された損傷部の
温度勾配は、損傷部表面がわずかに冷却され、ピーク温度ゾーンはより深いといったもの
である。温度測定デバイスを組織内に埋め込むことができるほど、温度測定デバイスによ
って求められる温度勾配とピーク温度との間の比例関係をより適切にまたはより正確にす
ることができる。例えば、温度勾配は以下のように推定することができる。
　　　ΔＴ／Δｄ＝（Ｔｄｉｓｔａｌ－Ｔｐｒｏｘｉｍａｌ）／ＴＣ＿分離距離
換言すれば、温度空間勾配は、遠位側温度測定デバイスと近位側温度測定デバイスとの間
の温度の差を遠位側温度測定デバイスと近位側温度測定デバイスとの間の距離で割った値
として推定される。したがって、ピーク組織温度（ピークは山または谷であり得る）は以
下のように推定することができる。
　　　Ｔｐｅａｋ＝ΔＴ／Δｄ＊Ｔｐｅａｋ＿ｄｉｓｔ＋Ｔｄｉｓｔａｌ

【０４０３】
　処理デバイスはまた、少なくとも一部として、求められた向きおよび／または温度測定
値に基づき、熱的損傷部のピーク温度ゾーンの推定位置も求めることができる。例えば、
垂直の向きの場合、ピーク温度位置を、水平方向に熱的損傷部に集中している判断するこ
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とができる。いくつかの実施形態では、ピーク温度位置を示す情報をディスプレイ（例え
ば、グラフィカルユーザインタフェース）に出力するように、プロセッサを構成すること
ができる。この情報は、テキスト情報および／または１つもしくは複数のグラフィカル画
像を含むことができる。
【０４０４】
　図２２Ａは、温度測定デバイスから取得される温度測定値を用いて、（例えば、数値モ
デリング近似またはルックアップテーブルを用いて）１つまたは複数の解析的補正係数ま
たは関数を温度測定値に適用することにより、ピーク温度を求めることができる。図２２
Ａに示すように、遠位側温度測定デバイスの各々に単一の補正係数または関数（ｋ）を適
用して、ピーク温度を求めることができる。いくつかの実施形態では、求められた向き、
または温度測定デバイスによって取得される温度測定値の比較に応じて、各個々の温度測
定デバイスに対して、または温度測定デバイスの群のサブセットに対して、異なる補正係
数または関数を適用することができ、それにより、ピーク温度およびピーク温度ゾーン位
置の精度を向上させることができる。ピーク温度およびピーク温度ゾーン位置の精度が向
上することにより、有利には、焼灼処置をより安全かつより信頼性の高いものとすること
ができ、それは、温度測定デバイスから処理ユニットによって受信されるフィードバック
に基づき、焼灼パラメータを調整することができるためである。いくつかの実施形態によ
れば、組織表面下のある深さのピーク温度は、マイクロ波放射測定を必要とすることなく
正確に推定される。図２２Ａを参照すると、ピーク組織温度は以下のように推定すること
ができる。
【数２】

式中、ｉは温度測定デバイスの測定範囲に及び、ｍａｘ（ＴＣｉ（ｔ））は、時点ｔにお
ける温度測定デバイスの最大温度測定値を表す。例えば、図２２Ｂは、上記式の実施形態
を示す。トレース１は、１．８の定数ｋ値および１のτ値における推定ピーク組織温度（
Ｔｐｅａｋ）を示し、トレース２、３および４は、組織に埋め込まれた赤外線プローブを
用いて組織表面からそれぞれ１ｍｍ、３ｍｍおよび５ｍｍで測定された実際の組織温度を
示す。図示するように、トレース１の推定ピーク組織温度（Ｔｐｅａｋ）は、１ｍｍ深さ
で測定された実際のピーク組織温度（トレース２）を明確にたどる。
【０４０５】
　別の実施形態では、生体熱の方程式を利用する予測モデルベースの手法を利用して、ピ
ーク組織温度を推定することができる。治療（例えば、ＲＦ焼灼）中に容積内の単一点に
おいて時点ｎで温度Ｔを求める再帰的アルゴリズムは、以下のように定義することができ
る。

【数３】

式中、Ｔｎは現在の時点の温度であり、Ｔｎ－１は、以前の温度であり、ｔは時間であり
、ρは組織密度であり、Ｃは組織の比熱であり、Ｔａは中心動脈温度であり、Ｗｅは有効
灌流速度であり、Ｐ・Ｎは、組織に蓄積した容積出力の推定値を与える。上記式は、温度
測定デバイス位置とともにピーク温度の位置（例えば、ホットスポット）を含むさまざま
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異なる位置でこのモデルを利用することにより、マッピング技法を利用して、１つの空間
位置において他の空間位置からの測定データを用いて温度を予測することができる。
【０４０６】
　いくつかの実施形態では、処理デバイスは、ディスプレイ（例えば、グラフィカルユー
ザインタフェース）にピーク温度またはピーク温度を示す他の出力を出力するように構成
される。出力は、英数字情報（例えば、度での温度）、１つまたは複数のグラフィカル画
像および／またはカラー表示を含むことができる。いくつかの実施形態では、プロセッサ
は、求められたピーク温度が閾値または最大温度を上回る場合にエネルギー送達を終了す
るように構成された出力を生成することができる。この出力は、エネルギー送達の自動終
了をもたらすように構成された信号を含むことができ、またはユーザに対してエネルギー
送達を手動で終了させる警告（可聴および／または視覚的）を含むことができる。
【０４０７】
　さまざまな実施形態において、温度測定デバイスから受信される温度測定値に基づいて
焼灼パラメータを調整することができる。焼灼パラメータは、特に焼灼の持続時間、電力
変調、接触力、目標または設定値温度、最大温度を含むことができる。例えば、プロセッ
サ４６（図１）は、複数の分散された温度測定デバイスから受信される温度測定値（およ
びそこから導出されるかまたは他の方法で求められる他の測定値または推定値）に基づい
て制御信号をエネルギー送達モジュール４０に送るように構成することができる。
【０４０８】
　一実施形態では、エネルギー送達モジュール４０（図１）は、温度制御モードで実行す
るように設定することができ、そこでは、一定出力レベルの高周波エネルギーが送出され
、超えることができない最大温度が特定される。温度測定デバイスの各々は、周期的にま
たは連続的に（同時にまたはトグルされるクエリを介して）モニタリングすることができ
る。本明細書に記載する焼灼カテーテルの温度測定デバイスの任意のものから受信される
温度測定値によって求められるように、最大温度に達するかまたはそれを超える場合、制
御信号をエネルギー送達モジュールに送出して、温度が最大温度未満に低下するまで、温
度を低下させるかまたは（一時的にもしくは他の方法で）エネルギー送達を終了するよう
に焼灼パラメータを調整する（例えば、電力レベルの低下）することができる。調整は、
例えば、エネルギー送達モジュール４０の比例－積分－微分コントローラ（ＰＩＤコント
ローラ）によって行うことができる。別の実施形態では、エネルギー送達モジュール４０
は、電力制御モジュールで実行するように設定することができ、そこでは、一定レベルの
電力が連続的に印加され、温度測定デバイスの各々から受信される温度パラメータがモニ
タリングされて、最大温度を超えないことを確実にする。いくつかの実施形態では、温度
制御モードは、設定値温度（例えば、７０℃、７５℃、８０℃）を指定することと、その
後、温度測定デバイスの各々から受信される温度測定値から求められるように、温度を設
定値温度で、設定値温度未満でまたはその近くで維持するように、電力または他のパラメ
ータを調整することとを含む。チップ電極が組織に対して移動し、異なる温度測定デバイ
スが組織とより接触するかまたは接触しなくなるに従い、エネルギー送達モジュールのプ
ロセッサまたは処理デバイスは、自動的にいずれの温度測定デバイスが最高温度を示して
いるかを選択して、電力送達を制御することができる。
【０４０９】
　以下の表１は、本明細書に記載する焼灼カテーテルの実施形態を用いてさまざまな試験
焼灼処置で使用される焼灼パラメータの例を示す。
【０４１０】
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【表１】

【０４１１】
　表１のデータから分かるように、最大組織温度および損傷部サイズは、灌注があっても
なくても、かつ／または著しい血流があってもなくても、電力を変調することにより比較
的一定のままであった。本発明の実施形態による多変量または複数温度測定デバイスシス
テムにより、異なる電極－組織の向きの下で適切な組織焼灼が確実になる。上で説明した
ように、複数の分散された温度測定デバイスからの読取値に基づき、電極－組織の向きを
求めることができる。近位側温度および遠位側温度の両方が支配的になる場合、電極の向
きは、組織に対して平行であると推定されるかまたは示され得る。同様に、遠位側温度が
支配的である場合、電極の向きは、組織に対して垂直であると推断され、推定されかつ／
または示され得る。近位側の支配的な温度および遠位側の支配的な温度の組合せにより、
斜めの電極の向きを示すことができる。図２３Ａは、垂直の向きを示す、複数の温度測定
デバイス（例えば、熱電対）からの温度データのプロットを示し、図２３Ｂは、斜めの向
きを示す、複数の温度測定デバイス（例えば、熱電対）からの温度データのプロットを示
す。
【０４１２】
　いくつかの実施形態によれば、治療システムは、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）
と、少なくとも１つのプロセッサと、エネルギー源（例えば、高周波発生器等の焼灼源）
とを含む。医療器具は、近位端および遠位端を有する細長い本体と、細長い本体の遠位端
に沿って配置されたエネルギー送達部材（例えば、近位側電極部分と近位側電極部分から
離間された遠位側電極部分とから構成された高分解能組合せ電極アセンブリ）と、エネル
ギー送達部材の細長い本体または部分によって支持されるかまたはそれに沿ってもしくは
その中に配置された複数の分散された温度測定デバイスと（例えば、熱電対または他の温
度センサ）を含むかまたは本質的にそれらから構成される。いくつかの実施形態では、本
明細書において焼灼カテーテルのいくつかの実施形態に関連して記載し例示するように、
分散された温度測定デバイスは、細長い本体の遠位端に（例えば、エネルギー送達部材の
遠位面に沿って）配置された遠位側の複数の温度測定デバイスと、細長い本体に沿って配
置されかつ遠位側の複数の温度測定デバイスの近位側に離間された近位側の複数の温度測
定デバイスとを含む。一実施形態では、近位側の複数の温度測定デバイスは、細長い本体
の円周の周囲に等しく離間された３つの同一平面上の温度測定デバイスからなり、遠位側
の複数の温度測定デバイスは、細長い本体の遠位端を通って延在する中心長手方向軸を中
心に対称的にまたは等しく離間された３つの同一平面上の温度測定デバイスからなる。エ
ネルギー送達部材は、対象の組織と接触するように、かつエネルギー源によって生成され
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るエネルギーを組織に送達するように構成することができる。いくつかの実施形態では、
エネルギーは、組織を少なくとも部分的に焼灼するのに十分である。システムの実施形態
のエネルギー源は、エネルギー源からエネルギー送達部材まで延在する１つまたは複数の
導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）を通してエネルギー送達部材にエネルギーを提供す
るように構成することができる。いくつかの実施形態では、エネルギーは、高周波エネル
ギーである。
【０４１３】
　治療システム（例えば、焼灼システム）の実施形態の少なくとも１つのプロセッサは、
（例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された命令の実行により）温度測
定デバイスの各々から温度を示す信号を受信し、受信された信号に基づいて組織に対する
焼灼カテーテルの細長い本体の遠位端の向きまたは位置合せ（例えば、電極または他のエ
ネルギー送達部材の遠位外面の標的表面との向きまたは位置合せ）（例えば、電極－組織
の向き）を求めるようにプログラムし、または他の方法で構成することができる。いくつ
かの実施形態によれば、処理速度を向上させるように、本明細書に記載するプロセスの一
部を同時に実行するように、複数の別個の処理デバイスが並列に使用される。別個の処理
デバイスの各々は、別個の処理デバイスの各々から出力を受信する主処理デバイスまたは
制御ユニットによって制御することができる。
【０４１４】
　いくつかの実施形態によれば、隣接する治療部位における向きの判断により、治療の効
力（例えば、ギャップなしの連続した損傷部の形成）の可能性の増大または確認が容易に
なる。例えば、焼灼カテーテルが２つの隣接する焼灼部位において垂直向きにあったと判
断される場合、損傷部の輪郭がオーバーラップしない可能性が増大し得、臨床専門家は、
ギャップなしに連続した損傷部を形成する可能性を高めるために、２つの隣接する焼灼部
位間で別の焼灼を行うように判断することができる。いくつかの実施形態によれば、エネ
ルギー（例えば、高周波エネルギー）の送達中に向きの判断が行われる。エネルギー送達
中に向きの判断が行われる場合、特定の損傷部の輪郭またはパターン（例えば、体積、形
状またはゾーン）がエネルギー送達によって形成されたという信頼性の向上を提供するよ
うに、エネルギー送達プロセスにおいて（例えば、エネルギー送達の開始後の数秒未満で
）あらかじめ向きを求めることが特に有利である可能性がある。例えば、平行の向きは、
相対的に浅いが長いかまたは幅の広い損傷部の輪郭を形成する可能性があり、垂直な向き
は、相対的に深いが幅の狭い損傷部の輪郭を形成する可能性があり、斜めの向きは、平行
の向きと垂直な向きとの間のいずれかに損傷部輪郭を形成する可能性がある。いくつかの
実施形態では、臨床専門家により特定の向きを標的とすることができ、向きの判断は、臨
床専門家に対して、標的向きが達成されたことを明らかにすることができる。場合により
、臨床専門家は、標的向きが達成されない場合にエネルギー送達を終了して、求められた
向きに基づいてエネルギー送達のパラメータを調整するか、または現治療部位に近い治療
部位において追加の治療を行って、ギャップのない連続した損傷部形成の可能性を向上さ
せるように決定することができる。
【０４１５】
　図２３Ｃは、医療器具（例えば、焼灼カテーテル）により標的組織にエネルギー（例え
ば、高周波エネルギー）が印加されている間に標的組織（例えば、血管表面または心臓組
織表面）に対する医療器具の遠位端の向きを求めるプロセス２３０００の実施形態を示す
。プロセス２３０００は、１つまたは複数のコンピュータ可読媒体（例えば、非一時的、
不揮発性メモリまたは記憶デバイス）に格納された命令の実行時、（例えば、ワイヤもし
くはケーブルを介して、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）もしくは無線ネットワー
ク等の無線通信を介して）医療器具に通信可能に結合された１つまたは複数のプロセッサ
によって実行することができる。プロセス２３０００により、有利には、治療の開始に続
く非常に短時間（例えば、エネルギー送達の開始に続き１５秒未満、１０秒未満、８秒未
満、５秒未満、３秒未満、２秒未満、総治療時間の最初の４０％、総治療時間の最初の３
０％、総治療時間の最初の２５％、総治療時間の最初の２０％、総治療時間の最初の１５
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％、総治療時間の最初の１０％、総治療時間の最初の５％）で向きまたは位置合せを求め
ることができる。治療時間（例えば、焼灼時間）は非常に短い（例えば、３０秒未満）可
能性があり、したがって、向きの判断が迅速に行われない場合、治療が終了するかまたは
実質的に完了するまで向きの判断が行われない可能性があり、その時点での求められた向
きが治療の大部分中に向きに正確に影響を与えない可能性があり、それは、焼灼カテーテ
ルまたは他の医療器具の向きが、治療中（例えば、筋組織の収縮および弛緩、患者もしく
は術者の動き、および／または呼吸によってもたらされる組織の動きにより）変化する可
能性があるためである。
【０４１６】
　プロセス２３０００は、治療（例えば、焼灼エネルギー送達）の開始時に開始し、３つ
の段階、すなわち初期段階、温度上昇段階および定常状態段階を含む。初期段階では、少
なくとも１つのプロセッサは、第１の期間にわたり、医療器具の細長い本体の長さに沿っ
て分散された複数の温度測定デバイスから温度測定値を取得する（ブロック２３００５）
。温度測定値の取得は、温度を示す信号を受信することと、（例えば、上述したような少
なくとも１つのプロセッサによって実行される温度処理モジュールによって行うことがで
きる）受信された信号に基づいて温度測定値を求めることとを含むことができる。第１の
期間は、医療器具による治療（例えば、エネルギー送達）の開始時に開始することができ
、第１の持続時間（例えば、１～５秒間、１～２秒間、１～３秒間、２～４秒間、３～５
秒間、１秒間、１．５秒間、２秒間、２．５秒間、３秒間、３．５秒間、４秒間、４．５
秒間、５秒間、そのオーバーラップする範囲、またはそれら範囲内の任意の値）にわたっ
て続くことができる。いくつかの実施形態では、温度測定値は、複数の時点または測定時
点で（例えば、初期段階の第１の持続時間内において規則的な間隔で、または初期段階の
第１の持続時間内において複数の不規則な間隔または非周期的時点で）取得される。第１
の持続時間は、最適化に対する要求および／または必要に応じて変更することができる。
測定値は、任意の所望の頻度で（例えば、１ｍｓ毎、５ｍｓ毎、１０ｍｓ毎、５０ｍｓ毎
または１００ｍｓ毎）取得し記録することができる。ブロック２３０１０において、第１
の期間中に取得された温度測定値に基づき、各温度測定デバイス（例えば、熱電対または
サーミスタ）に対して開始温度が求められる。各温度測定デバイスを、追跡しプロットす
ることができるチャネルと関連付ける（かつ表示するためにディスプレイに出力する）こ
とができる。いくつかの実施形態では、第１の期間中に取得された温度測定値を平均する
ことにより、開始温度が求められる。本明細書に記載する温度測定デバイスの構成または
配置の任意のものを使用することができる。例えば、温度測定デバイスは、本明細書で考
察するように、遠位側の複数の温度測定デバイスと、遠位側の複数の温度測定デバイスに
対して近位側に離間された近位側の複数の温度測定デバイスとを含むことができる。
【０４１７】
　開始温度を求めた後、プロセス２３０００は、温度上昇段階に進む。温度上昇段階は、
組織に対するエネルギー（例えば、ＲＦエネルギー）の印加によってもたらされる組織加
熱の結果として温度測定値が上昇している時間に対応する。温度上昇段階では、温度測定
値は、温度測定デバイスの各々から連続的に取得され記録される（ブロック２３０１５）
。温度測定値の取得は、温度を示す信号を受信することと、受信された信号に基づいて温
度測定値を求めることとを含むことができる。この場合にも、温度測定値の頻度は、最適
化に対する要求および／または必要に応じて変更することができる。いくつかの実施形態
では、温度測定値は、複数の時点、または測定時点で（例えば、温度上昇段階の時間内に
おいて規則的な間隔で、または温度上昇段階の時間内において複数の不規則な間隔または
非周期的時点で）取得される。例えば、温度測定値は、０．１秒毎、０．５秒毎、毎秒等
で取得することができる。温度上昇段階は、第２の期間（例えば、エネルギー送達開始後
の１秒間～３０秒間、エネルギー送達の開始後の１秒間～２０秒間、エネルギー送達の開
始後の１秒間～１８秒間、エネルギー送達の開始後の５秒間～１８秒間、エネルギー送達
の開始後の３秒間～１３秒間、エネルギー送達の開始後の５秒間～１０秒間、それらのオ
ーバーラップする範囲、またはそれらの範囲内の任意の値）にわたって続くことができる



(141) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

。
【０４１８】
　温度上昇段階中の測定時点毎に、取得された温度測定値に基づいて各温度測定デバイス
（またはそれぞれの温度測定デバイスに関連する各チャネル）に対して温度応答の特徴が
求められる（例えば、少なくとも１つのプロセッサまたはコンピューティングデバイスに
よって計算される）（ブロック２３０２０）。いくつかの実施形態では、特徴は、温度の
変化率（例えば、温度測定デバイスによって取得される温度測定値が経時的にどの程度の
速さで上昇するか）である。別の例では、特徴は、現在の温度値から開始温度値を減じる
（例えば、Ｔｎ－Ｔｓ）ことにより、各温度測定デバイス（またはそれぞれの温度測定デ
バイスに関連する各チャネル）に対して計算される温度上昇値であり得る。いくつかの実
施形態では、温度測定値の「ノイズ」または変動を除去するために、経時的に移動平均が
適用され、移動平均から開始温度値が減じられて温度上昇値が求められる。移動平均窓は
、名目上１秒間であり得るが、心臓および呼吸アーチファクト等、温度測定応答における
変動に対処するように変更することができる（例えば、０．１秒、０．５秒、１秒、１．
５秒、２秒、２．５秒、３秒、３．５秒、４秒、４．５秒、５秒または０．１秒～５秒の
任意の値）。変化率は、温度上昇値を現時間と開始時間との間の持続時間で割ることによ
って求めることができる。例えば、ｎ秒において、ｎ－１秒とｎ秒との間に測定温度値Ｔ
ｎがある。Ｔｎから開始温度値を減じた後、ｎで割ることにより、ｎ秒における変化率を
得ることができる。
【０４１９】
　ブロック２３０２５において、１つまたは複数の処理デバイスは、（例えば、温度処理
モジュールの実行時）、温度測定デバイスの少なくとも２つに対する求められた特徴に依
存する１つまたは複数の向き基準（例えば、閾値、試験または条件）に基づき、医療器具
の遠位端の向きまたは位置合せを求める。向きの判断は、各測定時点または測定値が取得
されるかまたは求められる時点において行うことができ、それにより、治療処置中に（例
えば、患者もしくは術者の動きまたは他の変動の結果として）向きが変化するか否かを有
利に示すことができる。向きの判断は、温度測定デバイスの２つ以上間の温度応答の特徴
（例えば、温度上昇値または変化率）間の種々の比較を行うことを含むことができる。例
えば、比較は、複数の時点の各々または測定時点において、近位側温度測定デバイスの特
徴と遠位側温度測定デバイスの特徴との間で行うことができる（遠位側温度測定デバイス
の温度上昇値もしくは変化率の平均と比較した近位側温度測定デバイスの温度上昇値もし
くは変化率の平均、または近位側温度測定デバイスの温度上昇値もしくは変化率の最大値
と比較した遠位側温度測定デバイスの温度上昇値もしくは変化率の最小値、または近位側
温度測定デバイスの温度上昇値もしくは変化率の最小値と比較した遠位側温度測定デバイ
スの温度上昇値もしくは変化率の最大値等）。一例として、平均近位側温度上昇または変
化率が、平均遠位側温度上昇または変化率よりある係数Ｎ（Ｎは任意の実数であり得る）
だけ大きい場合、１つまたは複数の処理デバイスは、向きが斜めであると判断することが
できる。いくつかの実施形態によれば、定常状態に達したときの温度測定値自体または温
度測定値の広がりの比較の代わりに、温度応答の特徴の比較（例えば、変化率または上昇
値または上昇時間の比較）に基づいて向きを求めることにより、エネルギー送達の開始後
にはるかに迅速に向きの正確な判断を行うことができる。
【０４２０】
　向き基準は、経験データに基づいて決定することができ、ルックアップテーブルにまた
はメモリに格納することができる。いくつかの実施形態では、向き基準は、静的閾値また
は条件に加えてまたはその代わりに時間依存閾値を含む。例えば、最小遠位側温度上昇ま
たは変化率から最大近位側温度上昇または変化率を減じることができ、この値を以下のよ
うに時間依存閾値と比較することができる。すなわち、ＤＲｍｉｎ－ＰＲｍａｘ≦Ａ＊（
ｔ－Ｂ）＋Ｃであり、式中、ＤＲｍｉｎは遠位側温度測定デバイスの最小温度上昇値であ
り、ＰＲｍａｘは近位側温度測定デバイスの最大温度上昇値であり、Ａ、ＢおよびＣは、
経験データによって求められる定数であり、時間の関数として閾値がどのように変化する
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かを定義する。それぞれの向きオプションに対する向き基準は、その向きオプションが選
択されるために１つ、いくつかまたはすべてを満足しなければならない複数の基準を含む
ことができる。複数の基準を用いて、温度上昇段階における解剖学的変動によってもたら
される種々の位置合せまたは向きを考慮することができる。例えば、一例では、斜めの向
きの場合、近位側電極部材（または遠位側電極部材に対して近位側に離間された１つもし
くは複数の温度測定デバイス）が組織と接触していない間に電極の遠位側電極部材（また
は遠位側電極部材に沿った１つもしくは複数の温度測定デバイス）が組織と接触し、別の
例では、近位側電極部材（または遠位側電極部材に対して近位側に離間された１つもしく
は複数の温度測定デバイス）が組織と接触している間に遠位側電極部材（または遠位側電
極部材に沿った１つもしくは複数の温度測定デバイス）が組織と接触していないことがあ
り得る。（解剖学的変動によってもたらされる可能性がある）これらの例の両方が、極め
て異なる温度応答特徴を有する可能性があるが、ともにいくつかの実施形態に従って、斜
めの向きであると判断されなければならない。さらに、平行の向きの場合、２つの遠位側
温度測定デバイスが組織と接触している（したがって、相対的に高い温度測定値を発生さ
せている）間、１つの近位側温度測定デバイスのみが組織と接触している（したがって、
相対的に高い温度測定値を発生させている）ことがあり得る。平均値比較のみが行われる
場合、少なくとも１つの処理デバイスにより不適切な向きが求められる可能性がある。し
たがって、単一の向きオプションに対して、あり得る向きの変化（したがって、温度応答
特徴の変化）を考慮するために、異なる向き基準が必要である場合がある。
【０４２１】
　２つのあり得る向きオプションの１つ（例えば、平行または垂直）または３つの向きオ
プションの１つ（例えば、斜め、平行または垂直）から向きを求めることができる。有用
性および／または性能係数に対する要求および／または必要に応じて、斜め、平行および
垂直の定義を調整することができる。３つの向きオプションを含むいくつかの実施形態に
よれば、（（医療器具と組織との間の）０～１８０度の回転は完全に平行であり、９０度
の回転は完全に垂直であると想定して）平行の向きは、０～２０度（または１６０～１８
０度）であるとみなすことができ、斜めの向きは、２０度～８０度（または１２０～１６
０度）であるとみなすことができ、垂直な向きは、８０～１２０度であるとみなすことが
できる。３つの向きオプションを含む実施形態では、向きの判断は、最初に、第１の向き
の１つまたは複数の向き基準が満足されたか否かを判断することで開始する。第１の向き
に対する１つまたは複数の向き基準が満足されると、ブロック２３０３０において、１つ
または複数の処理デバイスは、任意選択的に、第１の向きを示す出力を生成する。第１の
向きの１つまたは複数の向き基準が満足されない場合、１つまたは複数の処理デバイスは
、第２の向きの１つまたは複数の向き基準が満足されたか否かを判断する。第２の向きに
対する１つまたは複数の向き基準が満足された場合、ブロック２３０３０において、１つ
または複数の処理デバイスは、任意選択的に、第２の向きを示す出力を生成する。第２の
向きの１つまたは複数の向き基準が満足されない場合、ブロック２３０３０において、１
つまたは複数の処理デバイスは、３つの向きオプションのみがあるため、向きがデフォル
トとして第３の向きでなければならないと判断し、任意選択的に、第３の向きを示す出力
を生成する。２つの向きオプションのみが利用可能である場合、第１の向きに関連する基
準が満足されない場合、デフォルトとして第２の向きが選択される。向きオプションが試
験される順序に応じて、向き基準を変更することができる。試験されている特定の向きに
複数の基準が関連付けられている場合、向き判断プロセス２３０００の速度を上げるため
に、別個のプロセッサによって試験を並列に行うことができる。
【０４２２】
　一例として、プロセス２３０００は、温度上昇段階において最初に斜めの向きに対して
試験することができる。斜め向き基準は、遠位側温度測定デバイスおよび近位側温度測定
デバイスの平均温度上昇または温度変化率を比較すること（例えば、近位側平均温度上昇
または温度変化率が遠位側平均温度上昇または温度変化率より所定の係数だけ大きいかま
たはそれに等しいこと）、および／または遠位側温度測定デバイスの最小温度上昇または
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温度変化率を近位側温度測定デバイスの最大温度上昇または温度変化率と比較すること（
例えば、差は、Ａ＊（ｔ－Ｂ）＋Ｃ（Ａ、ＢおよびＣは定数であり、ｔは秒での時間であ
る）等、時間依存式を用いて求めることができる所定の量以下であること）を含む試験を
含むことができる。（１つの基準または複数の基準の組合せであり得る）斜め向き基準が
満足された場合、斜めの向きと判断される。そうでない場合、プロセス２３０００は、平
行の向きに対する試験に進むことができる。平行向き基準は、遠位側温度測定デバイスお
よび近位側温度測定デバイスの平均温度上昇または温度変化率を比較すること（例えば、
２つの平均の差を近位側平均温度上昇または温度変化率で割った絶対値が所定の量以下で
あること）、および／または遠位側温度測定デバイスおよび近位側温度測定デバイスの最
大温度上昇または温度変化率を比較すること（例えば、最大値の差は、Ａ＊（ｔ－Ｂ）＋
Ｃ（Ａ、ＢおよびＣは定数であり、ｔは秒での時間である）等、時間依存式を用いて求め
ることができる所定の量以下であること）を含む試験を含むことができる。（１つの基準
または複数の基準の組合せであり得る）平行向き基準が満足される場合、平行の向きと判
断される。そうでない場合、プロセス２３０００は、向きは垂直であると判断することが
できる。
【０４２３】
　第２の期間が経過した後、プロセス２３０００は、第３の期間に対応する定常状態段階
に進み、第３の期間では、温度測定値（またはグラフにプロットされたチャネルのプロフ
ァイル）が定常状態に達しており、それにより、温度測定値（例えば、ピーク温度測定値
）は、測定時点または測定値が取得される時点間において著しい量（例えば、２０％未満
、１５％未満、１０％未満、５％未満、４％未満、３％未満、２％未満）だけ変化または
変動しない。いくつかの実施形態によれば、温度測定値は、定常状態段階において通常著
しく変化していないため、時間依存条件に基づき、または変化率もしくは温度上昇値等の
温度応答の特徴に基づき、向きまたは位置合せの判断を行う必要はない。したがって、定
常状態段階では、向きの判断は、温度上昇段階で使用される向き基準と異なる向き基準の
組を用いて行われる。温度測定値は名目上著しく変化していないが、定常状態段階におけ
る向きの判断は、例えば、患者もしくは術者の動きまたは他の変動により、温度のずれお
よび変化に反応するように設計することができる。この場合にも、定常状態段階に対する
向き基準は、各向きオプションに対して異なり、向きオプションが試験される順序に応じ
て変更することができる。
【０４２４】
　ブロック２３０３５において、温度測定値（例えば、値）は、第３の期間中、分散され
た温度測定デバイスの各々から周期的間隔（例えば、複数の時点、測定時点）で連続的に
取得される。温度上昇段階と同様に、温度測定デバイスチャネルの各々に移動平均を適用
することができるが、平均化窓は、定常状態段階では温度測定値のずれまたは変動が低い
結果として、定常状態段階に対して異なる可能性がある。例えば、平均化窓は、温度上昇
段階より定常状態段階の方が長い可能性がある。平均化窓は、名目上、５秒間であり得る
が、利用される器具および提供されている治療のタイプに応じて変更することができる（
例えば、０．５秒、１秒、１．５秒、２秒、２．５秒、３秒、３．５秒、４秒、４．５秒
、５秒、５．５秒、６秒、６．５秒、７秒、７．５秒、８秒、８．５秒、９秒、９．５秒
、１０秒等、０．５～１０秒の任意の値）。医療器具の遠位端の向き（例えば、電極組織
の向き）は、第３の期間中の各測定時点において、温度上昇段階の向き基準と異なる定常
状態段階の向き基準に基づいて連続的に判断される（ブロック２３０４０）。要求される
かまたは必要とされる場合、各測定時点において連続的に向きを求めることにより、その
特定の標的部位において治療によって形成された損傷部輪郭のより正確な推定値を取得す
ることができ、それに従ってさらなる治療を調整することができる。いくつかの実施形態
によれば、定常状態段階における向き基準は、静的閾値または条件と非時間依存閾値また
は条件とのみを含む。例えば、向き基準は、以下の１つまたは複数を比較することができ
る。すなわち、遠位側温度測定デバイスまたはチャネルの温度値の最大値を近位側温度測
定デバイスまたはチャネルの温度値の最大値と比較すること、遠位側温度測定デバイスま
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たはチャネルの温度値の最小値を近位側温度測定デバイスまたはチャネルの温度値の最大
値と比較すること、または遠位側温度測定デバイスまたはチャネルの温度値の最大値を近
位側温度測定デバイスまたはチャネルの遠位側温度値の最小値と比較することである。
【０４２５】
　定常状態段階に対する向き基準は、経験データに基づき、ルックアップテーブルまたは
メモリに格納することができる。定常状態段階におけるそれぞれの向きオプションに対す
る向き基準は、その向きオプションが選択されるために１つ、いくつかまたはすべてが満
足されなければならない複数の基準を含むことができる。温度上昇段階と同様に、複数の
基準を用いて、定常状態段階における解剖学的変動によってもたらされる種々の位置合せ
または向きを考慮することができる。例えば、斜めの向きの場合、一例では、近位側電極
部材（または遠位側電極部材に対して近位側に離間された１つもしくは複数の温度測定デ
バイス）が組織と接触していない間に電極の遠位側電極部材（または遠位側電極部材に沿
った１つもしくは複数の温度測定デバイス）が組織と接触し、別の例では、近位側電極部
材（または遠位側電極部材に対して近位側に離間された１つもしくは複数の温度測定デバ
イス）が組織と接触している間に遠位側電極部材（または遠位側電極部材に沿った１つも
しくは複数の温度測定デバイス）が組織と接触していないことがあり得る。（解剖学的変
動によってもたらされる可能性がある）これらの例の両方が、極めて異なる温度測定値ま
たは温度応答特徴を有する可能性があるが、ともに定常状態段階においていくつかの実施
形態に従って斜めの向きであると判断されなければならない。したがって、単一の向きオ
プションに対して、あり得る向きの変化（したがって、温度測定値または温度応答特徴の
変化）を考慮するために、異なる向き基準が必要である場合がある。
【０４２６】
　温度上昇段階と同様に、定常状態段階における向きの判断は、第１の向きの向き基準が
満足されるか否かを最初に判断することで開始することができる。第１の向きに対する基
準が満足されない場合、プロセスは、第２の向きの基準が満足されるか否かを判断するこ
とに進む。第２の向きに対して基準が満足されない場合、プロセスは、向きが第３の向き
であると判断することができる。ブロック２３０４５において、１つまたは複数の処理デ
バイスは、任意選択的に、求められた向きを示す出力を生成する。定常状態段階は、エネ
ルギーの印加が終了するまで続く。他の実施形態では、定常状態段階で取得される温度測
定値は、周期的間隔で取得されない場合もある。いくつかの実施形態では、プロセス２３
０００は、定常状態段階を含まず、ブロック２３０３５の前で終了する。
【０４２７】
　ブロック２３０４０における向き判断操作の一例として、定常状態段階において試験さ
れる第１の向きは斜めの向きである。斜めの向きは、以下の１つまたは複数を含むことが
できる。すなわち、遠位側温度測定デバイスおよび近位側温度測定デバイスの平均温度測
定値を比較すること（例えば、差は所定の量未満であること）、最大遠位側温度測定値と
最大近位側温度測定値とを比較すること（例えば、差は所定の量未満である）、遠位側温
度測定デバイスの最小温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度測定値とを比較す
ること、遠位側温度測定デバイスの中間温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度
測定値とを比較すること、近位側温度測定デバイスの最小温度測定値と遠位側温度測定デ
バイスの最大温度測定値とを比較すること、および近位側温度測定デバイスの中間（また
は中央）温度測定値と遠位側温度測定デバイスの最大温度測定値とを比較することである
。斜めの向きが現在の向きとして判断されるために、基準の１つ、いくつかまたはすべて
が満足される必要がある場合がある。（１つの基準または複数の基準の組合せであり得る
）斜め向き基準が満足される場合、斜めの向きと判断される。そうでない場合、プロセス
２３０００は、平行の向きに対する試験に進むことができる。平行向き基準は、遠位側温
度測定デバイスの平均温度測定値と近位側温度測定デバイスの平均温度測定値とを比較す
ること（例えば、２つの平均間の差が所定の範囲内にあること）、および／または遠位側
温度測定デバイスの最大温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度測定値とを比較
すること（例えば、最大値の差は所定の範囲内にあること）を含む試験を含むことができ
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る。（１つの基準または複数の基準の組合せであり得る）平行向き基準が満足される場合
、平行の向きと判断される。そうでない場合、プロセス２３０００は、向きが垂直である
と判断することができる。
【０４２８】
　プロセス２３０００のブロック２３０４０における向き判断操作の別の例は、最初に、
定常状態段階において垂直の向きに対して試験することができる。垂直向き基準は、以下
の任意の１つまたは複数を含む試験を含むことができる。すなわち、遠位側温度測定デバ
イスの最大温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度測定値とを比較すること（例
えば、最大遠位側温度測定値が最大近位側温度測定値より所定の温度値だけ大きいこと）
、遠位側温度測定デバイスの最小温度測定値を近位側温度測定デバイスの最大温度測定値
と比較すること（例えば、差が所定の温度値より大きいこと）、遠位側温度測定デバイス
の最大および中央温度値と遠位側温度測定デバイスの最大および最小温度測定値とを比較
すること（例えば、遠位側温度測定デバイスの最大温度測定値と中間温度測定値との差が
、遠位側温度測定デバイスの最大温度測定値と最小温度測定値との差より所定の量だけ小
さい）、または遠位側温度測定デバイスの最大温度測定値および最小温度測定値を遠位側
温度測定デバイスおよび近位側温度測定デバイスの最大温度測定値と比較すること（例え
ば、遠位側温度測定デバイスの最大温度測定値と最小温度測定値との間の差が、遠位側温
度測定デバイスの最大温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度測定値との差より
小さいこと）である。（１つの基準または複数の基準の組合せであり得る）垂直向き基準
が満足される場合、垂直な向きと判断される。そうでない場合、プロセス２３０００は平
行の向きに対する試験に進むことができる。平行向き基準は、遠位側温度測定デバイスの
最大温度測定値と近位側温度測定デバイスの最大温度測定値との差が所定の範囲内である
か否か、および／または遠位側温度測定デバイスの平均測定値と近位側温度測定デバイス
の平均測定値との差が所定の範囲内であるか否かを判断することを含む試験を含むことが
できる。（１つの基準または複数の基準の組合せであり得る）平行向き基準が満足される
場合、平行の向きと判断される。そうでない場合、プロセス２３０００は、向きが斜めで
あると判断することができる。
【０４２９】
　図２３Ｄおよび図２３Ｅは、標的領域（例えば、心臓組織または血管壁）に対する医療
器具の遠位端の向きを判断するプロセス２３０５０、２３０７５の２つの実施形態例を示
す。プロセス２３０５０、２３０７５の各々は、向き基準（例えば、向きオプションの少
なくとも２つに対する閾値または条件）を決定または指定することで開始する（ブロック
２３０５５、２３０８０）。上述したように、向き基準は、静的かつ／または時間依存閾
値または条件を含むことができる。向き基準は、プロセスの開始の前にメモリまたはルッ
クアップテーブルに格納しており、単にアクセスするか、またはリアルタイムに決定する
ことができる。プロセス２３０５０、２３０７５は、温度上昇段階または定常状態段階の
いずれにおいても実行することができる。
【０４３０】
　プロセス２３０５０は、斜めの向きに対する１つまたは複数の向き基準が満足されるか
否かを判断することで開始する。基準は、１つの基準または複数の基準を含むことができ
る。複数の基準である場合、基準の１つまたはすべてが満足される必要がある場合がある
。斜めの向きに対する基準が満足されると、ブロック２３０６０において、斜めの向きを
示す出力が生成される。斜めの向きに対する基準が満足されない場合、プロセス２３０５
０は、平行の向きに対する１つまたは複数の向き基準が満足されるか否かを判断するよう
に進む。平行の向きに対する基準が満足される場合、ブロック２３０６５において平行の
向きを示す出力が生成される。平行の向きに対する基準が満足されない場合、ブロック２
３０７０において、デフォルトとして垂直な向きを示す出力が生成される。プロセス２３
０７５は、プロセス２３０５０と同様であるが、斜めの向きの代わりに垂直な向きに対す
る試験が最初に行われ（ブロック２３０８５において、それぞれの向き基準が満足される
場合に垂直な向きを示す出力が生成される）、デフォルトの向きが、垂直な向きの代わり



(146) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

に斜めの向きである（垂直な向きおよび平行の向きに対する向き基準が満足されない場合
、ブロック２３０９５において、斜めの向きを示す出力が生成される）ように、向きの順
序が変更されることを除く。プロセス２３０５０と同様に、平行の向きに対する向き基準
が満足される場合、ブロック２３０９０において、平行の向きを示す出力が生成される。
向きは任意の順序で試験することができる。例えば、図２３Ｄおよび図２３Ｅにそれぞれ
示すように、斜めの向きまたは垂直な向きの代わりに、最初に平行の向きを試験すること
ができる。いくつかの実施形態によれば、斜めの向きは最もあり得る向きであるため、斜
めの向きが最初に試験され、したがって、最初に斜めの向きを試験することにより、判断
時間を短縮することができる。
【０４３１】
　いくつかの実施形態では、プロセッサは、ディスプレイに対してプロセス２３０５０お
よび２３０７５によって生成される特定の向きを示す出力をもたらすように構成される。
出力は、テキスト情報（語、句、文字または数字等）を含むことができる。いくつかの実
施形態では、ディスプレイは、グラフィカルユーザインタフェースを含み、出力は、求め
られた向きを示す１つまたは複数のグラフィカルイメージを含む。向き判断プロセスは、
各時点または測定時点で行われ、出力は、現在の向き判断に基づいて連続的に更新され、
それにより治療処置中に向きが変化するか否かを有利に示し、それにより予測される損傷
部輪郭からのあり得るずれを示すことができる。
【０４３２】
　図２３Ｆ－１、図２３Ｆ－２および図２３Ｆ－３は、（例えば、高周波発生器、または
エネルギー送達システムの１つまたは複数のプロセッサに通信可能に結合されたコンピュ
ーティングデバイス上のディスプレイの）グラフィカルユーザインタフェースにおける出
力のさまざまな実施形態を示す。図示するように、出力は、３つのラジオボタン２３１０
５を含むことができ、それらは、それぞれ向きオプション（例えば、垂直、斜めおよび平
行）の１つを識別するラベル２３１１０を有する。いくつかの実施形態では、求められた
向きに対応するラジオボタンにマークし、または他のラジオボタンから識別する（例えば
、図２３Ｆにおけるラジオボタンの１つから放射する光線によって図示するように点灯し
た外観を有する）ことができる。マーキングは、それぞれのラジオボタンの充填、それぞ
れのラジオボタンの強調表示、またはそれぞれのラジオボタンの色の変化を含むことがで
きる。一実施形態では、ラジオボタンはＬＥＤとして現れることができ、求められた向き
を知らせるために、求められた向きに対応するＬＥＤを、緑色に変更するか、または他の
方法で「点灯する」ことができる。出力はまた、求められた向きでの電極アイコンまたは
医療器具の遠位端のグラフィカルイメージ２３１１５も含むことができる。図示するよう
に、出力はまた、求められた向きに従って向けられた矢印のグラフィカルイメージも含む
ことができる。図２３Ｆ－１は、平行の向きと判断されたときの出力例を示す。図２３Ｆ
－２は、斜めの向きと判断されたときの出力例を示し、図２３Ｆ－３は、垂直な向きと判
断されたときの出力例を示す。ラジオボタンを、チェックボックスまたは他の視覚的指標
に置き換えることができる。
【０４３３】
接触検知
　いくつかの実施形態によれば、高分解能マッピングおよび高周波焼灼に使用することが
できる電極（例えば、高周波電極すなわちＲＦ電極）のさまざまな実施形態について、本
明細書に開示する。例えば、本明細書においてより詳細に考察するように、焼灼または他
のエネルギー送達システムは、高分解能、または複合電極設計を含むことができ、そこで
は、エネルギー送達部材（例えば、高周波電極、レーザ電極、マイクロ波伝送電極）が２
つ以上の別個の電極または電極部材もしくは部分を含む。本明細書に同様に考察するよう
に、いくつかの実施形態では、こうした別個の電極または電極部分を、有利には、（例え
ば、標的組織の所望の加熱または焼灼をまとめてもたらすように）互いに電気的に結合す
ることができる。さまざまな実施形態において、組合せ電極または複合（例えば、スプリ
ットチップ）設計を活用して、電極または他のエネルギー送達部材の１つまたは複数の部
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分が組織（例えば、心内膜組織）と接触しているか否か、および／または接触した組織が
焼灼されたか否かを判断する（例えば、組織が生存可能であるか否かを判断する）ことが
できる。
【０４３４】
　本発明のいくつかの実施形態は、以下の利点の１つ、いくつかまたはすべてを含むため
、特に有利である。すなわち、（ｉ）容易に確かめることができる実際の組織接触の確認
、（ｉｉ）容易に確かめることができる焼灼済み組織対未焼灼（生存）組織との接触の確
認、（ｉｉｉ）本発明はいかなる専用のセンサも不要であるため、低コスト、（ｉｖ）放
射測定の使用を不要とし、（ｖ）ユーザに複数の形式の出力またはフィードバックを提供
し、（ｖｉ）ユーザがディスプレイを観る必要なしにユーザに出力を提供し、および／ま
たは（ｖｉｉ）より安全かつより信頼性の高い焼灼処置を提供する。
【０４３５】
　図１を参照すると、いくつかの実施形態によれば、送達モジュール４０は、治療システ
ム１０の１つまたは複数の態様を調節するように構成されるプロセッサ４６（例えば、処
理または制御ユニット）を含む。送達モジュール４０はまた、システム１０の動作に関連
する動作パラメータおよび／または他のデータを格納するために使用することができる、
メモリユニットまたは他の記憶デバイス４８（例えば、非一時的なコンピュータ可読媒体
）も含むことができる。いくつかの実施形態では、プロセッサ４６は、接触検知および／
または組織タイプ検出モジュールまたはサブシステムを含み、またはそれと通信する。接
触検知サブシステムまたはモジュールは、医療器具２０のエネルギー送達部材３０が組織
と接触（例えば、有効なエネルギー送達を可能にするのに十分接触）しているか否かを判
断するように構成することができる。組織タイプ検出モジュールまたはサブシステムは、
１つまたは複数のエネルギー送達部材３０と接触している組織が焼灼されたかまたは他の
方法で治療されたかを否か判断するように構成することができる。いくつかの実施形態で
は、システム１０は、接触検知サブシステム５０を含む。接触検知サブシステム５０は、
プロセッサ４６に通信可能に結合することができ、かつ／または別個のコントローラもし
くはプロセッサおよびメモリもしくは他の記憶媒体を含む。接触検知サブシステム５０は
、接触検知機能および組織タイプ判断機能の両方を行うことができる。接触検知サブシス
テム５０は、（図１に概略的に示すように）システムの分離した独立型サブコンポーネン
トである場合があり、またはエネルギー送達モジュール４０または医療器具２０に組み込
まれる場合がある。接触検知サブシステムに関するさらなる詳細については後述する。
【０４３６】
　いくつかの実施形態では、プロセッサ４６は、１つまたは複数の動作方式に基づき、エ
ネルギー発生デバイス４２から医療器具２０のエネルギー送達部材３０へのエネルギーの
送達を自動的に調節するように構成される。例えば、特に治療されている組織の検出され
た温度、組織が焼灼されたと判断されるか否か、またはエネルギー送達部材３０が、治療
される組織と接触している（例えば、「十分に」接触している、または閾値レベルを超え
て接触している）と判断されるか否かに基づき、エネルギー送達部材３０に提供されるエ
ネルギー（したがって、標的組織に伝達されるかまたは標的組織から伝達される熱の量）
を調節することができる。
【０４３７】
　図２４を参照すると、遠位側電極３０Ａは、１本または複数本の導体（例えば、ワイヤ
、ケーブル等）を用いて通電することができる。例えば、いくつかの構成では、灌注チュ
ーブの外側は、１つまたは複数の導電性材料（例えば、銅、他の金属等）を含みかつ／ま
たは他の方法でそれによってコーティングされる。したがって、電極または電極部分３０
Ａをエネルギー送達モジュール（例えば、図１のエネルギー送達モジュール４０）に電気
的に結合するように、１本または複数本の導体を灌注チューブのこうした導電性面または
部分と接触させることができる。しかしながら、電極または電極部分３０Ａをエネルギー
送達モジュールと電気的に連通させる１つまたは複数の他のデバイスおよび／または方法
を使用することができる。例えば、１本または複数本のワイヤ、ケーブルおよび／または
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他の導体は、灌注チューブを用いることなく、電極に直接または間接的に結合することが
できる。エネルギー送達モジュールは、接触を判断するために有用な周波数（例えば、５
ｋＨ～１０００ｋＨｚ）で電磁エネルギーを送達するように構成することができる。
【０４３８】
　図２４は、異なる周波数で、分離した電極または電極部分３０Ａ、３０Ｂ間の双極イン
ピーダンスを測定することにより、接触検知または判断を行うために使用することができ
る、組合せまたは複合（例えば、スプリットチップ）電極アセンブリを概略的に示す。オ
ームの法則、すなわち電圧＝電流×抵抗、すなわちＶ＝ＩＲに基づき、電圧および電流か
ら抵抗値を求めることができる。したがって、抵抗は、電圧を電流で割った値に等しい。
同様に、電極間のインピーダンスが複素数である場合、複素電圧および電流を測定するこ
とができ、Ｖ＿複素＝Ｉ＿複素×Ｚ＿複素によってインピーダンス（Ｚ）を求めることが
できる。この場合、インピーダンスに対する大きさおよび位相の両方の情報を周波数の関
数として求めることができる。エネルギー送達モジュールによって（例えば、図１のエネ
ルギー送達モジュール４０のエネルギー発生デバイス４２によって）、または接触検知サ
ブシステム（図１のシステム１０の接触検知サブシステム５０等）により、複合（例えば
、スプリットチップ）電極アセンブリに異なる周波数を印加することができる。電圧値お
よび電流値は既知であるかまたは測定することができるため、オームの法則を用いて電圧
値および電流値から抵抗値および／または複素インピーダンス値を求めることができる。
したがって、インピーダンス測定値を直接取得するのではなく、いくつかの実施形態によ
れば、測定された電圧値および／または電流値に基づき、インピーダンス値を計算するこ
とができる。
【０４３９】
　図２５Ａは、ある周波数の範囲（５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ）にわたる、血液（または
血液／生理食塩水の組合せ）および心臓組織の抵抗値またはインピーダンス値を示すプロ
ットである。インピーダンス値は、測定されたインピーダンスの大きさを最大のインピー
ダンスの大きさの値によって割ることによって正規化されている。図示するように、血液
（または血液／生理食塩水の組合せ）の正規化されたインピーダンスは、周波数の範囲全
体にわたって著しく変化しない。しかしながら、心臓組織の正規化されたインピーダンス
は、周波数のその範囲にわたって著しく変化し、概して「ｓ字型」の曲線を形成する。
【０４４０】
　一実施形態では、特定の周波数範囲内の２つ、３つ、４つ、５つ、６つまたは７つ以上
の異なる離散的な周波数で、抵抗測定値またはインピーダンス測定値を取得することがで
きる。いくつかの実施形態では、周波数の範囲は、標的組織を焼灼するかまたは他の方法
で加熱するために使用される周波数の範囲に及ぶことができる。例えば、その周波数の範
囲内の２つの異なる周波数ｆ１およびｆ２（ｆ２はｆ１より大きい）において、抵抗値ま
たはインピーダンス値を取得することができる。周波数ｆ１はまた、焼灼周波数範囲より
小さい場合があり、ｆ２は、焼灼周波数を超える場合がある。他の実施形態では、ｆ１お
よび／またはｆ２は、焼灼周波数の範囲内にある場合がある。一実施形態では、ｆ１は２
０ｋＨであり、ｆ２は８００ｋＨｚである。さまざまな実施形態において、ｆ１は１０ｋ
Ｈｚ～１００ｋＨｚであり、ｆ２は４０ｋＨｚ～１０００ｋＨｚである。処理デバイス（
例えば、図１のプロセッサ４６に結合されるかまたはそれによって実行可能な接触検知サ
ブシステムまたはモジュール）は、異なる周波数で取得されたインピーダンスの大きさの
値を比較することにより、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された特定のプロ
グラム（機械可読）命令の実行時、電極部分３０Ａが組織（例えば、心臓組織）と接触し
ているか否かを判断することができる。処理デバイスは、データを処理するモジュール（
例えば、接触検知モジュール）と通信しかつそれを実行するように適合され、モジュール
は、メモリに格納されている。モジュールは、アルゴリズムまたは機械可読命令の形式の
ソフトウェアを含むことができる。
【０４４１】
　例えば、低い方の周波数ｆ１で取得されるインピーダンスの大きさの値に対する高い方



(149) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

の周波数ｆ２で取得されるインピーダンスの大きさの値の比ｒが、所定の閾値より小さい
場合、処理デバイスは、電極部分３０Ａが（例えば、非一時的なコンピュータ可読記憶媒
体に格納された特定のプログラム命令の実行時に）心臓組織または他の標的領域と接触し
ていると判断することができる。しかしながら、低い方の周波数ｆ１で取得されるインピ
ーダンスの大きさの値に対する高い方の周波数ｆ２で取得されるインピーダンスの大きさ
の値の比ｒが、所定の閾値を超える場合、処理デバイスは、電極部分３０Ａが心臓組織と
接触していないが、代わりに血液または血液／生理食塩水の組合せと接触していると判断
することができる。接触判断は、以下のように表すことができる。
【数４】

【０４４２】
　さまざまな実施形態において、所定の閾値は、０．２～１より小さい（例えば、０．２
～０．９９、０．３～０．９５、０．４～０．９、０．５～０．９、またはそれらの部分
的に重なる範囲）の値を有する。
【０４４３】
　さまざまな実施形態では、図２５Ｂに示すように、抵抗測定値またはインピーダンス測
定値は、対象周波数を含むマルチトーン信号である電源電圧または電流波形を利用するこ
とにより、異なる周波数（例えば、２つ、３つ、４つまたは５つ以上の異なる周波数）で
周期的にまたは連続的に取得される。マルチトーン信号または波形は、時間領域でサンプ
リングし、その後、図２５Ｃに示すように、周波数領域に変換して、対象周波数で抵抗ま
たはインピーダンスを抽出することができる。いくつかの実施形態では、接触を示す測定
値または判断は、周波数領域の代わりに時間領域で取得することができる。周波数の異な
る信号または波形を使用することができる。いくつかの実施形態によれば、接触検知動作
の実行は、組合せまたは複合（例えば、スプリットチップ）電極アセンブリの電位図（Ｅ
ＧＭ）機能にほとんどまたはまったく影響を与えないように設計される。例えば、図２５
Ｄに示すようなインピーダンス測定回路の経路において、コモンモードチョークおよびＤ
Ｃブロック回路を利用することができる。この回路はまた、患者への最大電流を制限する
基準抵抗器Ｒとともに、インピーダンス測定値の精度を向上させるように二重電圧サンプ
リング点Ｖ１およびＶ２も含むことができる。さらに、図２５Ｄに示すように、ＥＧＭ記
録システムの経路において、（例えば、カットオフ周波数が７ｋＨｚである）ローパスフ
ィルタ回路を利用することができる。いくつかの実施形態では、図２５Ｄに示す回路のす
べてまたは一部は、図１の接触検知サブシステム５０または図２７の接触検知サブシステ
ム４６５０等、接触検知サブシステムで使用される。接触検知に使用される周波数は、Ｅ
ＧＭ記録またはマッピング周波数の少なくとも５倍を超え、少なくとも６倍を超え、少な
くとも７倍を超え、少なくとも８倍を超え、少なくとも９倍を超え、少なくとも１０倍を
超える可能性がある。接触検知サブシステムは、例えば、アナログ－デジタル変換器（Ａ
ＤＣ）およびマイクロコントローラ（ＭＣＵ）を含む処理デバイスによって制御すること
ができる。処理デバイスは、図１の処理デバイス４６と一体的であり得るか、または別個
の独立型処理デバイスであり得る。別個の処理デバイスが使用される場合、その別個の処
理デバイスを図１の処理デバイス４６に通信可能に結合することができる。
【０４４４】
　さまざまな実施形態では、抵抗測定値またはインピーダンス測定値（例えば、複素イン
ピーダンスの総インピーダンスまたは構成部分）は、異なる周波数（例えば、２つまたは
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３つの異なる周波数）で、その異なる周波数を切り替えることにより周期的にまたは連続
的に取得される。いくつかの実施形態によれば、接触検知動作の実行は、組合せ電極また
は複合（例えば、スプリットチップ）アセンブリの電位図（ＥＧＭ）機能にほとんどまた
はまったく影響を与えないように設計することができる。したがって、異なる周波数の切
替は、有利には、図２６Ａに示すように、ＡＣ信号波形のゼロ交差と同期することができ
る。いくつかの実施形態では、周波数切替がゼロ交差で発生しない場合、電位図にアーチ
ファクトが引き起こされる可能性があり、それにより、電位図の品質が低下する。いくつ
かの実施形態では、インピーダンス測定値（例えば、双極インピーダンス測定値）は、複
数の周波数で同時に取得される。他の実施形態では、インピーダンス測定値は、複数の周
波数で逐次取得される。
【０４４５】
　別の実施形態では、接触検知または判断は、ｆｍｉｎ～ｆｍａｘ（例えば、５～１ＭＨ
ｚ、１０～１００ｋＨｚ、１０～１ＭＨｚ）の周波数の全範囲にわたって抵抗測定値また
はインピーダンス測定値を取得することによって行われる。こうした実施形態では、周波
数の範囲にわたる周波数応答またはインピーダンス測定値の変動は、電極部分３０Ａが組
織（例えば、心臓組織）と接触しているか否かを示す。
【０４４６】
　モデルにインピーダンス測定値を適用することができる。例えば、周波数応答関数ｒ（
ｆ）を生成し、多項式または他のフィッティング関数に当てはめることができる。関数は
、例えば、以下の形態をとることができる。
ｒ（ｆ）＝ａ・ｆ３＋ｂ・ｆ２＋ｃ・ｆ＋ｄ
式中、ａ、ｂ、ｃおよびｄは、ｒ（ｆ）の応答を測定データに整合させる多項式関数に対
する項である。したがって、多項式の項に閾値を設定して、電極が組織と接触しているか
否かを判断することができる。例えば、大きいｄ項は、組織接触を示す可能性がある。同
様に、大きいｃ項は、同じく組織接触を示す、インピーダンスの大きい勾配を示す可能性
がある。高次の項を利用するほど、組織接触を示すインピーダンス応答の他のわずかな差
を示すことができる。
【０４４７】
　いくつかの実施形態では、図２６Ｂに示すもののような回路モデルを用いて、周波数応
答関数ｒ（ｆ）が求められる。モデルは、組織および組織－電極接触面の応答を予測する
抵抗器およびコンデンサを含むことができる。この手法では、測定データに最良適合する
Ｒ値およびＣ値を求めることができ、Ｒ値およびＣ値に基づいて閾値を利用して、電極が
組織と接触しているか否かを判断することができる。例えば、小さい静電容量（Ｃ２）の
値は、組織接触の状態を示すことができ、大きい値は非接触を示すことができる。要求お
よび／または必要に応じて、電極インピーダンスの挙動をモデル化するために、他の回路
構成も可能である。
【０４４８】
　いくつかの実施形態では、接触検知または接触判断評価は、焼灼エネルギー送達の開始
前に行われるが、エネルギー送達中には行われない。この場合、図２６Ｃに示すように、
スイッチングを利用して、焼灼エネルギーから接触インピーダンス測定回路を分離するこ
とができる。この実施形態では、スイッチＳＷ１が開かれて、複合（例えば、スプリット
チップ）コンデンサ（ＣＳＴ）が分離され、高い方の周波数範囲でのインピーダンスの測
定が可能になり、そこでは、ＣＳＴは、短絡（または測定値と並列の低インピーダンス）
を表す可能性がある。同時に、スイッチＳＷ２およびＳＷ３は、インピーダンス測定回路
または接触検知サブシステムに接続するように設定される。図２６Ｃに示すように、イン
ピーダンス測定回路または接触検知サブシステムは、図２５Ｄに示すものと同じである。
焼灼が行われるとき、ＳＷ２およびＳＷ３は、チップ電極を焼灼エネルギー源（例えば、
図２６ＣにおいてＲＦとして標識されるＲＦ発生器）に接続し、インピーダンス測定回路
を切断する。ＳＷ１も複合（例えば、スプリットチップ）コンデンサＣＳＴを接続するた
めに切り替えられ、それにより、電極の対を、低インピーダンス経路を介して電気的に接
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続することができる。一実施形態では、スプリットチップコンデンサＣＳＴは、いくつか
の構成によれば高周波焼灼の目標周波数である４６０ｋＨｚで、約４オームより低い直列
インピーダンスを導入する１００ｎＦコンデンサを含む。図２６Ｃがまた示すように、焼
灼電流経路は、両電極から共通の接地パッドまでである。インピーダンス測定経路は、２
つの電極間にあるが、インピーダンス測定のための他の電流経路も可能である。一実施形
態では、スイッチは、電磁リレー等のリレーである。他の実施形態では、他のタイプのス
イッチ（例えば、固体、ＭＥＭＳ等）が利用される。
【０４４９】
　いくつかの実施形態では、上述した接触検知または接触判断評価は、焼灼エネルギーま
たは電力（例えば、焼灼高周波エネルギーまたは電力）が送達されている間に行うことが
でき、それは、接触検知に使用されている周波数は、焼灼周波数の範囲外（超えるかもし
くはより小さい、または両方）であるためである。
【０４５０】
　図２７は、高分解能、複合電極、または複合（例えば、スプリットチップ）電極カテー
テルを含むシステム４６００を概略的に示し、システムは、焼灼処置および接触検知また
は判断手順を同時に行うように構成される。高分解能（例えば、複合またはスプリットチ
ップ）電極アセンブリ４６１５は、ギャップによって分離される２つの電極または２つの
電極部材または部分４６３０Ａ、４６３０Ｂを含むことができる。セパレータが、電極ま
たは電極部分４６３０Ａ、４６３０Ｂ間のギャップＧ内に配置される。複合電極アセンブ
リ４６１５は、図２に関連して上述したかつ／または本明細書に他の方法で開示するよう
な高分解能（例えば、複合またはスプリットチップ）電極アセンブリの特徴の任意のもの
を含むことができる。接触検知サブシステム４６５０（図２５Ｄに示す接触検知サブシス
テム等）が、接触検知または判断評価を行うために使用される異なる周波数範囲（例えば
、５ｋＨｚ～１０００ｋＨｚ）で、低出力信号４６０７を複合電極アセンブリ４６１５に
送達している間に焼灼範囲（例えば、高周波エネルギー２００ｋＨｚ～８００ｋＨｚ、名
目上４６０ｋＨｚ）で信号を生成し、送達し、かつ／または印加するように、エネルギー
送達モジュール（図示せず、図１のエネルギー送達モジュール４０等）または他の信号源
４６０５を構成することができる。低出力信号４６０７は、周波数の異なるマルチトーン
信号もしくは波形または別個の信号を含むことができる。接触検知サブシステム４６５０
は、図２５Ｄに示す素子とともに、焼灼周波数を遮断するノッチフィルタ回路（例えば、
４６０ｋＨｚ焼灼周波数が使用される場合、４６０ｋＨｚノッチフィルタ）を含むことが
できる。この構成では、フィルタ４６８４を利用して、接触検知周波数および焼灼周波数
が分離される。
【０４５１】
　フィルタ４６８４は、例えば、ＬＣ回路素子、またはインダクタのない１つもしくは複
数のコンデンサを含むことができる。フィルタ４６８４の構成要素の素子および値は、標
的組織の焼灼を行うようにエネルギー送達モジュールによって送達される焼灼周波数の中
心周波数に最小インピーダンスの中心があるように選択することができる。いくつかの実
施形態では、フィルタリング素子４６８４は、高周波電流がシステムに印加されるときに
２つの電極または電極部分４６３０Ａ、４６３０Ｂを電気的に結合する単一コンデンサを
含む。一実施形態では、コンデンサは、いくつかの構成によれば、焼灼（例えば、ＲＦ焼
灼）の目標周波数である４６０ｋＨｚで、約４Ωより低い直列インピーダンスを導入する
１００ｎＦコンデンサを含む。しかしながら、他の実施形態では、システムに組み込まれ
るコンデンサまたは他のバンドパスフィルタリング素子の静電容量は、要求または必要に
応じて、動作焼灼周波数に従って、１００ｎＦを超えるかまたは１００ｎＦより小さい、
例えば５～３００ｎＦであり得る。この場合、接触検知インピーダンス周波数は、すべて
、焼灼周波数範囲より小さいが、他の実施形態では、接触検知インピーダンス周波数の少
なくともいくつかは、焼灼周波数範囲内またはそれを超える。
【０４５２】
　図２８は、例えば、フィルタ４６８４を構成するＬＣ回路素子のインピーダンスのプロ
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ットを示す。図示するように、最小インピーダンスは、焼灼ＲＦ周波数の中心周波数（一
例として４６０ｋＨｚ）に中心があり、インピーダンスは、ＥＧＭ信号または接触検知測
定値に影響を与えないように、ＥＧＭスペクトルの周波数において高い。さらに、接触イ
ンピーダンス測定は、ＲＦ周波数を超えてかつ／またはＲＦ周波数未満で（かつＥＧＭス
ペクトルを超えて）存在する周波数で行われる。例えば、２つの周波数ｆ１およびｆ２を
利用することができ、ここでは、ｆ１＝２０ｋＨｚであり、ｆ２＝８００ｋＨｚである。
これらの周波数で、ＬＣ回路は、電極と並列に大きいインピーダンスを有し、それにより
、インピーダンスを測定することができる。一実施形態では、インダクタＬは、２４０μ
Ｈのインダクタンス値を有し、コンデンサＣは、５ｎＦの静電容量値を有する。しかしな
がら、他の実施形態では、インダクタＬは、３０～１０００μＨの範囲（例えば、３０～
２００μＨ、２００～３００μＨ、２５０～５００μＨ、３００～６００μＨ、４００～
８００μＨ、５００～１０００μＨ、またはそれらの部分的に重なる範囲）とすることが
でき、コンデンサＣは、０．１２～３．３μＦ（例えば、０．１２～０．９０ｎＦ、０．
５０～１．５０ｎＦ、１～３ｎＦ、３～１０ｎＦ、５～１００ｎＦ、１００～１μＦ、５
００～２μＦ、１～３．３μＦ、それらの部分的に重なる範囲）とすることができる。さ
まざまな実施形態では、ｆ１は、１０ｋＨｚ～１００ｋＨｚであり、ｆ２は、４００ｋＨ
ｚ～１０００ｋＨｚである。
【０４５３】
　いくつかの実施形態によれば、接触検知に使用されるものと同じハードウェアおよび実
施形態を使用して、焼灼が成功したか否かを確認するように、組織タイプ（例えば、生存
組織対焼灼された組織）を判断することができる。図２９は、ある周波数範囲にわたる焼
灼された組織、生存組織および血液に対する、抵抗、またはインピーダンスの大きさの値
を示すプロットである。図示するように、焼灼された組織の抵抗は、高抵抗値（２００Ω
）で開始し、実質的に平坦または安定したままであり、その周波数範囲にわたってわずか
に低下する。血液の抵抗は、それより低い抵抗（１２５Ω）で開始し、同様に実質的に平
坦または安定したままであり、その周波数範囲にわたってわずかに低下する。しかしなが
ら、生存組織の抵抗は、高抵抗値（２５０Ω）で開始し、その周波数範囲にわたって著し
く低下し、概して「ｓ字型」曲線を形成する。焼灼された組織と生存組織との間で抵抗応
答が異なる理由は、少なくとも部分的に、生存細胞（例えば、心臓細胞）が、低周波数信
号を遮断し高周波信号の通過を可能にするハイパスコンデンサとして作用する膜によって
包囲され、焼灼された組織の細胞は、焼灼されている結果としてこうした膜を有していな
いという事実による。血液抵抗に対する応答が実質的に平坦である理由は、血液の大部分
が、事実上、単なるインピーダンスの低い電解質である血漿から構成されるためである。
赤血球は、幾分かの変動を与え、それは、生存心臓細胞と同様の、コンデンサとして作用
する膜を有するためである。しかしながら、赤血球は、血液組成のそうしたわずかな割合
を構成するため、赤血球の影響はわずかである。
【０４５４】
　上述した接触検知評価と同様に、抵抗またはインピーダンスの大きさの値は、２つ以上
の周波数（例えば、２０ｋＨｚおよび８００ｋＨｚ）で取得することができ、それらの値
を互いに比較して比を求めることができる。いくつかの実施形態では、低い方の周波数ｆ

１でのインピーダンスの大きさの値に対する高い方の周波数ｆ２でのインピーダンスの大
きさの値の比が閾値より小さい場合、処理デバイス（例えば、データを処理する組織タイ
プ判断モジュールを実行することができる処理デバイス４６２４、モジュールはメモリに
格納されかつアルゴリズムまたは機械可読命令を含む）は、接触した組織が生存組織であ
ると判断し、低い方の周波数ｆ１でのインピーダンスの大きさの値に対する高い方の周波
数ｆ２でのインピーダンスの大きさの値の比が閾値を超える場合、処理デバイス４６２４
は、接触した組織が焼灼された組織であると判断する。さまざまな実施形態において、所
定の閾値は、０．５～０．８（例えば、０．５０、０．５５、０．６０、０．６５、０．
７０、０．７５、０．８０）の値を有する。
【０４５５】
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　いくつかの実施形態では、周波数ｆ２およびｆ１でのインピーダンスの大きさの差とイ
ンピーダンスの大きさの比の差との組合せを利用して、接触状態（例えば、接触対血液中
）とともに組織タイプ（例えば、生存組織対焼灼された組織）が判断される。いくつかの
実施形態では、接触状態および組織タイプの判断は、エネルギー送達または他の治療処置
中には行われない。他の実施形態では、接触状態および／または組織タイプの判断は、異
なる周波数信号を分離するフィルタならびに／または他の信号処理技法および機構を用い
て、エネルギー送達または他の治療処置中に行われる。
【０４５６】
　インピーダンスの大きさに加えて、接触検知に使用されるものと同じハードウェアおよ
び実施形態（例えば、接触検知サブシステム５０、４６５０）を利用して、電極部分にお
けるインピーダンス（例えば、複素インピーダンス）の位相を計算することができる。一
実施形態では、異なる接触状態（例えば、接触対血液中）とともに異なる組織状態（例え
ば、生存組織対焼灼された組織）を判断するアルゴリズムに、インピーダンスの位相を追
加することができる。図３０は、生存組織、焼灼された組織および血液に対する、電極部
分におけるインピーダンスの位相対周波数の例を示す。位相は、血液の方が大きく（０度
に近く）なり、生存（焼灼されていない）組織の方が小さい傾向がある。焼灼された組織
の場合、位相は、血液と生存組織との間にあり得る。一実施形態では、単一周波数での負
の位相シフトは、（生存または焼灼された）組織との接触を示す。より大きい負の位相シ
フトは、生存組織との接触を示す可能性がある。一実施形態では、８００ｋＨｚで－１０
度より小さい位相は、（生存または焼灼された）組織との接触を示す。一実施形態では、
８００ｋＨｚでの－２０．５度より小さい位相は、生存組織との接触を示す。他の実施形
態では、他の周波数または周波数の組合せでの位相を利用して、接触状態および組織タイ
プが判断される。いくつかの実施形態では、インピーダンスの大きさおよび位相が、ベク
トル量として合わせて利用され、異なる周波数に対するベクトルの差を利用して、接触状
態および組織タイプが判断される。
【０４５７】
　いくつかの実施形態では、周波数ｆ２およびｆ１でのインピーダンスの大きさの差、イ
ンピーダンスの大きさの値の比の差、およびインピーダンスの位相の差の組合せを合わせ
て利用して、接触状態（例えば、接触対血液中）とともに組織タイプ（例えば、生存組織
対焼灼された組織）が判断される。一実施形態では、図３１に示す判断プロセス５０００
を利用して、接触状態とともに組織タイプが判断される。この実施形態では、ブロック５
００５において、２０ｋＨｚで１５０Ωのインピーダンスの大きさの閾値を利用して、非
接触と組織接触との間が線引きされる（値が大きい場合、接触を示す）。ブロック５００
５において接触していると判断されると、ブロック５０１０において、ｆ２＝８００ｋＨ
ｚおよびｆ１＝２０ｋＨｚでのインピーダンスの大きさの比が計算され、０．６より小さ
い値は、焼灼されていない、すなわち生存組織との接触を示す。上述した比が０．６を超
える場合、ブロック５０１５において、８００ｋＨｚでのインピーダンスの位相が利用さ
れ、２０．５度を超える（絶対）値は、焼灼された組織との接触を示す。２０．５度より
小さい（絶対）値は、焼灼されていない、すなわち生存組織との接触を示す。
【０４５８】
　いくつかの実施形態では、接触検知サブシステム５０またはシステム１０（例えば、そ
の処理デバイス）は、図２５Ｂに示す波形に対するまたは均等な波形に対する時間領域応
答を解析する。いくつかの実施形態によれば、接触検知または組織タイプの判断は、電極
または電極部分の対（例えば、電極対４６３０Ａ、４６３０Ｂ）に印加される信号に対す
る応答の処理に基づき、信号は、逐次印加される複数の周波数またはいくつかの周波数を
含む。いくつかの実施形態では、処理デバイス４６２４は、時間領域または周波数領域に
おける応答を処理することができる。例えば、血液が大部分抵抗性であって容量性の特徴
がわずかである場合、立上りまたは立下り時間、ラグもしくはリードタイム、印加された
信号４４０２（例えば、図２５ＤにおけるＩ）と処理された応答４４０４（例えば、図２
５ＤにおけるＶ２）との間の遅延等の時間領域特徴が、低い値を示すことが予測される。
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逆に、図２７の電極対４６３０Ａ、４６３０Ｂが組織と接触している場合、組織が容量性
の特徴の増大を示すとすると、立上りまたは立下り時間、ラグもしくはリードタイム、印
加された信号４４０２（例えば、図２５ＤにおけるＩ）と処理された応答４４０４（例え
ば、図２５ＤにおけるＶ２）との間の遅延等の時間領域特徴が、より高い値を示すことが
予測される。限定されないが、立上りまたは立下り時間、ラグもしくはリードタイム、ま
たは印加された信号４４０２と処理された応答４４０４との間の遅延等のパラメータを処
理するアルゴリズムが、パラメータが閾値を超える場合に、組織との接触を示すかまたは
宣言することができ、または逆に、パラメータが閾値より小さい値を有する場合、組織と
の非接触を示すかまたは宣言することができる。例えば、信号４４０２が、８００ｋＨｚ
周波数の正弦波電流によって表されると想定すると、アルゴリズムは、応答４４０４が０
．０３５μｓを超えて遅延する場合、組織との接触を宣言することができる。逆に、アル
ゴリズムは、応答４４０４が０．０３５μｓより小さく遅延する場合、組織との接触がな
いことを宣言することができる。同様に、信号４４０２の周波数が４００ｋＨｚである場
合、アルゴリズムは、
－　ラグタイムが０．０７μｓより小さい場合、組織非接触、
－　ラグタイムが０．０７μｓ～０．１３μｓである場合、焼灼された組織との接触、
－　ラグタイムが０．１３μｓを超える場合、生存すなわち焼灼されていない組織との接
触
と判定することができる。判定閾値または基準は、信号４４０２の波長によって決まる。
他のタイプの波形に対する閾値または判定基準も導出するかまたは確定することができる
。
【０４５９】
　いくつかの実施形態では、プロセッサ（例えば、接触検知サブシステム５０、４６５０
のプロセッサ）によって実行可能な接触検知または接触表示モジュールまたはサブシステ
ムによって複数の入力を結合して、接触対非接触の表示、接触の量の表示（例えば、接触
のレベル、接触状態または接触力の定性的または定量的表示）、および／または組織タイ
プ（例えば、焼灼された組織対生存（焼灼されていない）組織）の表示を提供するために
使用することができる接触関数を生成することができる。例えば、（ｉ）第１の周波数ｆ

１でのインピーダンスの大きさ、（ｉｉ）２つの周波数ｆ２およびｆ１でのインピーダン
スの大きさの比（勾配として定義される）、または２つの周波数でのインピーダンスの大
きさのデルタもしくは変化、および／または（ｉｉｉ）第２の周波数ｆ２での複素インピ
ーダンスの位相の組合せを合わせて利用して、接触状態（例えば、組織接触対血液中）を
示す接触関数が生成される。代替的に、勾配の代わりに、周波数に対するインピーダンス
の導関数を使用することができる。いくつかの実施形態によれば、インピーダンス測定値
または値は、電極部材の対間の双極インピーダンス測定値を含む。
【０４６０】
　一実施形態では、ｆ１でのインピーダンスの大きさに関する最小閾値｜Ｚ｜ｍｉｎが定
義され、ｆ１でのインピーダンスに対して最大閾値｜Ｚ｜ｍａｘが定義される。ｆ１で接
触検知サブシステム５０、６５０によって測定されるインピーダンスの大きさは、測定さ
れた結果が｜Ｚ｜ｍｉｎ以下である場合に、インピーダンスの大きさが０であり、測定さ
れた結果が｜Ｚ｜ｍａｘ以上である場合、インピーダンスの大きさが１であるように、正
規化することができる。｜Ｚ｜ｍｉｎと｜Ｚ｜ｍａｘとの間の結果を、０～１の値に線形
マッピングすることができる。同様に、勾配（ｆ２とｆ１との間のインピーダンスの大き
さの比）に対して、最小閾値Ｓｍｉｎおよび最大閾値Ｓｍａｘを定義することができる。
周波数に対するインピーダンスの導関数が使用される場合、同様の最小閾値および最大閾
値を定義することができる。接触検知サブシステム５０によって測定される勾配は、測定
された結果がＳｍｉｎ以上である場合、勾配が０であり、測定された結果がＳｍａｘ以下
である場合、勾配が１であるように、正規化することができる。ＳｍｉｎとＳｍａｘとの
間の結果を、０～１の値に線形マッピングすることができる。ｆ２での複素インピーダン
スの位相に対して、最小閾値Ｐｍｉｎおよび最大閾値Ｐｍａｘも定義することができる。
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ｆ２で接触検知サブシステム５０によって測定される位相は、測定された結果がＰｍｉｎ

以上である場合には位相が０であり、測定された結果がＰｍａｘ以下である場合には１で
あるように正規化することができる。
【０４６１】
　いくつかの実施形態によれば、大きさ、勾配および位相に対する結果としての３つの正
規化された項は、各々に対する重み付け係数を利用して結合される。３つの項の加算の結
果が、０～１のスケールとなる接触指標であるように、重み付け係数の和を１に等しくす
ることができる。したがって、以下の式によって重み付けされた接触関数（ＣＦ）を記載
することができる。
【数５】

式中、｜Ｚ｜ｆ１は、上述したように｜Ｚ｜ｍｉｎの最小値および｜Ｚ｜ｍａｘの最大値
にクリップされた、第１の周波数ｆ１での測定されたインピーダンスの大きさであり、Ｓ
は、上述したようにＳｍｉｎの最小値およびＳｍａｘの最大値にクリップされた、ｆ１で
のインピーダンスの大きさに関する第２の周波数ｆ２でのインピーダンスの大きさの比で
あり、Ｐｆ２は、上述したようにＰｍｉｎの最小値およびＰｍａｘの最大値にクリップさ
れた、周波数ｆ２でのインピーダンスの位相である。大きさ、勾配および位相の測定値に
、重み付け係数ＷＦ１、ＷＦ２およびＷＦ３をそれぞれ適用することができる。上述した
ように、接触関数の出力が常に０～１の範囲の値を与えるように、重み付け係数ＷＦ１＋
ＷＦ２＋ＷＦ３は合計して１とすることができる。代替的に、１を超える値に対して、患
者に対してそれ以上の組織－電極の接触が危険となる可能性がある状況に関して、ユーザ
に対する警告の生成を促進するのを可能にすることができる。こうした警告は、危険なレ
ベルの接触力が加わるのを防止するのに役立つことができる。例えば、１～１．２５の範
囲のＣＦ値に対して、「接触警告」としてフラグをたてることができ、それにより、接触
検知サブシステムは、ユーザに表示するかまたは他の方法で出力するために警告を生成す
ることができる。警告は、視覚、触覚および／または可聴であり得る。重み付け係数は、
カテーテル設計、接続ケーブル、身体的な患者パラメータ等によって変更することができ
る。重み付け係数をメモリに格納し、さまざまなパラメータに応じて調整または変更する
（例えば相殺する）ことができる。いくつかの実施形態では、初期インピーダンス測定値
および／または患者パラメータ測定値に基づき、重み付け係数を調整することができる。
【０４６２】
　上述した接触関数は、組織（例えば、心房組織または心室組織等、心臓組織）との接触
の量の信頼性の高い指標を提供するように最適化する（例えば、強化するかまたは改善す
る）ことができる。最適化は、組織との非接触から最小組織接触に対応する最小閾値Ｚｍ

ｉｎ、ＳｍｉｎおよびＰｍｉｎとともに、最大組織接触に対応する閾値Ｚｍａｘ、Ｓｍａ

ｘおよびＰｍａｘを定義することによって達成することができる。重み付け項はまた、接
触に対するロバストな応答性に対して最適化する（例えば、強化するかまたは改善する）
ことも可能である。いくつかの実施形態では、測定ノイズを低減させるように、接触関数
に窓平均または他の平滑化技法を適用することができる。
【０４６３】
　一例として、（例えば、心房または心室の心臓組織に対して）組織接触の量を表すため
に、ｆ１＝４６ｋＨｚおよびｆ２＝８００ｋＨｚ、値Ｚｍｉｎ＝１１５オーム、Ｚｍａｘ

＝１７５オーム、Ｓｍｉｎ＝０．９、Ｓｍａｘ＝０．８、Ｐｍｉｎ＝－５．１度、Ｐｍａ

ｘ＝－９度、ＷＦ１＝０．７５、ＷＦ２＝０．１５およびＷＦ３＝０．１が望ましい（例
えば、最適である）。他の実施形態では、Ｚｍｉｎは、９０～１４０オーム（例えば、９
０～１００オーム、９５～１１５オーム、１００～１２０オーム、１００～１３０オーム



(156) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

、１１５～１３０オーム、１３０～１４０オーム、それらの部分的に重なる範囲、または
９０～１４０オームの任意の値）の範囲とすることができ、Ｚｍａｘは、１５０～最大３
２０オーム（例えば、１５０～１８０オーム、１６０～１９５オーム、１８０～２４０オ
ーム、２００～２５０オーム、２２５～２６０オーム、２４０～３００オーム、２５０～
２８０オーム、２７０～３２０オーム、それらの部分的に重なる範囲、または１５０～３
２０オームの任意の値）の範囲とすることができ、Ｓｍｉｎは、０．９５～０．８０（例
えば、０．９５～０．９０、０．９０～０．８５、０．８５～０．８０、それらの部分的
に重なる範囲、または０．９５～０．８０の任意の値）の範囲とすることができ、Ｓｍａ

ｘは、０．８５～０．４５（例えば、０．８５～０．７５、０．８０～０．７０、０．７
５～０．６５、０．７０～０．６０、０．６５～０．５５、０．６０～０．５０、０．５
５～０．４５、それらの部分的に重なる範囲、または０．８５～０．４５の任意の値）の
範囲とすることができ、Ｐｍｉｎは、０～－１０度（例えば、０度、－１度、－２度、－
３度、－４度、－５度、－６度、－７度、－８度、－９度、－１０度、または０～－５度
、－２～－６度、－４～－８度、－５～－１０度等、範囲の任意の組合せ）の範囲とする
ことができ、Ｐｍａｘは、－５～－２５度（例えば、－５～－１０度、－７．５～－１５
度、－１０～－２０度、－１５～－２５度、それらの部分的に重なる範囲、または－５～
－２５度の任意の値）の範囲とすることができる。重み付け係数ＷＦ１、ＷＦ２およびＷ
Ｆ３は、０～１の範囲を包含することができる。いくつかの実施形態では、要求または必
要に応じて、提供される範囲を超えるかまたはそれより小さい値を使用することができる
。これらのパラメータに対する適切な値は、電極の形状と、測定に使用される周波数ｆ１

およびｆ２とによって決まる可能性がある。電極形状、身体的な患者パラメータ、接続ケ
ーブルおよび周波数の変化は、上記値に対して異なる範囲を必要とする可能性がある。
【０４６４】
　いくつかの治療処置では、接触インピーダンス測定値または計算値（例えば、双極接触
インピーダンスの大きさ｜Ｚ｜成分、勾配Ｓ成分および／または位相Ｐ成分）は、治療処
置の前にまたは治療処置中に患者の体内に液体が注入される際に経時的に「ドリフトする
」可能性がある。治療処置の準備中にまたは処置中に導入される液体の例としては、例え
ば、生理食塩水、プロポフォール等の麻酔薬、ヘパリン等の血液希釈薬、または他の生理
学的液体が挙げられる。液体は、治療デバイス（例えば、焼灼カテーテル）自体を通して
導入することができ（例えば、灌注ポートを通しての生理食塩水）、かつ／またはＩＶ注
射（ＩＶ流体バッグ、管およびシリンジ）または他の送達機構を通して導入することがで
きる。経時的な液体の導入は、経時的に血液の抵抗率および／またはインピーダンスに影
響を与える可能性があり、それがさらに、経時的に接触検知電極の対間（例えば、本明細
書に記載するような複合チップ（例えば、高分解能または組合せ電極）アセンブリの電極
部材または部分の対間）の電気測定値（例えば、電圧および電流測定値または直接インピ
ーダンス測定値）に基づき、接触検知サブシステムまたはモジュールによって求められる
接触インピーダンス測定値または計算に影響を与える可能性がある。この血液の抵抗率お
よび／またはインピーダンスの変化による経時的なドリフトは、考慮されずまたは補償さ
れない場合、経時的に接触関数または接触指数（例えば、接触の質の指標、接触のレベル
または接触状態）の精度または信頼性に影響を与える可能性がある。例えば、電気生理学
的食塩水は、導電性があり、そのため、さらなる生理食塩水が血管系に導入されるに従い
、患者の血液が希釈され、血液の抵抗率が低下し、経時的に接触インピーダンス測定値ま
たは計算値のドリフトをもたらす。その結果、ドリフトを考慮するかまたは補償し、それ
により、接触関数または接触指数の決定またはアルゴリズムの精度を向上させるために、
接触関数またはアルゴリズムに対する補正が望ましい場合がある。例えば、補償がなけれ
ば、ドリフトにより、（静的閾値に基づいて求めることができる）接触指標決定が、接触
のレベル（例えば、接触力）が不変のままであっても実質的に変化する可能性があり、そ
れにより、不正確なまたは信頼性の低い接触レベル指標または評価出力が提供され、実際
の接触レベルに関して臨床医を誤解させることになる可能性がある。
【０４６５】
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　注入速度は、概して、経時的に一定または線形ではない。したがって、いくつかの実施
形態により、流量および持続時間に基づくルックアップテーブルまたは規定の公式は確実
であるものとして使用されない可能性がある。液体の導入以外の要因も血液の抵抗率の変
化に影響を与える可能性があり、液体の導入によるドリフトを抑制する本明細書に記載す
る技法はまた、患者の体温、代謝率の変動等、他の要因による血液の抵抗率の変化を考慮
するためにも使用することができる。
【０４６６】
　いくつかの実施形態では、上述した重み付き接触関数における閾値｜Ｚ｜ｍａｘ、｜Ｚ
｜ｍｉｎ、Ｓｍａｘ、Ｓｍｉｎ、Ｐｍａｘ、Ｐｍｉｎ等、接触関数またはアルゴリズムに
おける閾値は、一定値から、１つまたは複数の基準測定値に基づいて変化する値に有利に
変更または調整することができる。例えば、（心臓組織等の標的組織と接触する可能性が
ある）本明細書に記載するような高分解能または組合せ電極アセンブリ（スプリットチッ
プ電極アセンブリ等）の遠位側ＲＦ電極部材と近位側ＲＦ電極部材との間の接触インピー
ダンス測定値が測定される場合、血液プール内にあるが組織と接触していると予期されな
い（または少なくとも組織と常には接触していない）基準電極の異なる対間で第２の基準
測定値の組を取得することができる。いくつかの実施形態によれば、血液中にあるときの
基準電極の対から求められるインピーダンス測定値または値は、血液中にあるかまたは組
織と接触しているときの接触検知電極（例えば、複合チップまたは組合せ電極アセンブリ
の電極部分）間で求められるインピーダンス測定値または値に比例してまたは実質的に比
例して変化する。基準電極から求められるインピーダンス値は、接触検知電極のインピー
ダンス値と絶対的な意味で同じである必要はない。基準電極に対するドリフトが比例して
または実質的に比例して接触検知電極に対するドリフトを追跡し、または他の方法で示す
限り、補正係数またはスケーリング値を適用することができる。いくつかの実装形態では
、基準電極のインピーダンス値と接触検知電極のインピーダンス値との間のドリフトは、
±２０％以内（例えば、２０％以内、１５％以内、１０％以内、５％以内）である。いく
つかの実施形態では、基準電極の対は、標的治療部位（例えば、焼灼部位）に隣接するか
または近接するが、組織と接触しないように配置され得る。他の実施形態では、基準電極
の対は、標的組織部位に隣接して配置されない。いくつかの実施形態では、基準電極の対
は、患者の体外に配置されず、血液に露出することができないように医療器具内にはない
。
【０４６７】
　図４１Ａは、ギャップ距離によって分離された遠位側電極部材Ｄ１と近位側電極部材Ｄ
２とともに、近位側電極部材Ｄ２の近位側に焼灼カテーテルに沿って距離を置いて配置さ
れかつ離隔距離だけ互いに分離されている、遠位側リング電極Ｒ１と近位側リング電極Ｒ
２とからなる複合チップ（例えば、高分解能または組合せ）電極アセンブリを有する焼灼
カテーテルを示す。さまざまな実施形態において、Ｒ１とＲ２との間の離隔距離（Ｒ１の
近位縁とＲ２の遠位縁との間の距離）は、０．５ｍｍ～３．５ｍｍ（例えば、０．５ｍｍ
～１．５ｍｍ、１．０ｍｍ～３．０ｍｍ、１．５ｍｍ～２．５ｍｍ、２．０ｍｍ～３．５
ｍｍ、それらのオーバーラップする範囲、または限定されないが、０．５ｍｍ、１．０ｍ
ｍ、１．５ｍｍ、２．０ｍｍ、２．５ｍｍ、３．０ｍｍおよび３．５ｍｍを含む、列挙し
た範囲内の任意の値）である。Ｒ１とＲ２と（または他の基準電極の組）の間の離隔距離
は、Ｄ１とＤ２と（または他の接触検知電極の組）の間のギャップ距離と同じであり得る
か、またはＤ１とＤ２との間のギャップ距離と異なり得る。Ｄ２の近位縁とＲ１の遠位縁
との間の距離は、１ｍｍ～１０ｍｍの範囲（例えば、１．０ｍｍ～２．０ｍｍ、２．０ｍ
ｍ～３．０ｍｍ、３．０ｍｍ～５．０ｍｍ、４．０ｍｍ～８．０ｍｍ、５．０ｍｍ～１０
．０ｍｍ、それらのオーバーラップする範囲、または限定されないが、１．０ｍｍ、１．
５ｍｍ、２．０ｍｍ、２．５ｍｍ、３．０ｍｍ、３．５ｍｍ、４．０ｍｍ、４．５ｍｍお
よび５．０ｍｍを含む、列挙された範囲内の任意の値）であり得る。
【０４６８】
　いくつかの実施形態では、リング電極Ｒ１、Ｒ２は、基準測定値に使用されることに加
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えて、マッピングまたは他の機能に使用される。焼灼カテーテルの遠位チップから近位側
に離間されるリング電極Ｒ１、Ｒ２は、組織と接触する傾向がなく（または少なくとも組
織と連続的に接触せず）、代わりに、心臓または他の器官の小室、空洞、空間もしくは導
管内、または治療されている標的組織に隣接する（例えば、近接するかまたは近い）血管
系内で、血液／液体混合物内にある。したがって、リング電極Ｒ１、Ｒ２によって取得さ
れる測定値は、生理食塩水または他の液体が経時的に注入される際に血液のインピーダン
スの変化を追跡するために使用する（したがって、定性的接触評価関数またはアルゴリズ
ムにおいて使用されるインピーダンス測定値または計算値（例えば、大きさ、勾配および
／または位相）を調整するために使用する）ことができ、それにより、定性的接触評価関
数またはアルゴリズムの精度および／または信頼性を向上させる有効な基準測定値として
の役割を果たすことができる。いくつかの実施形態では、基準測定値は、ある期間にわた
って取得することができ、リング電極の一方または両方が組織と接触しているとき（例え
ば、焼灼カテーテルが平行であるかまたは実質的に平行の向きにあるとき）その期間にわ
たってあり得る場合を考慮するために、基準測定値として最小測定値を選択することがで
きる。焼灼カテーテルは、本明細書に記載する構造または特徴（例えば、高分解能マッピ
ングおよび焼灼ＲＦエネルギー送達を容易にするＤ１電極部材とＤ２電極部材との間のフ
ィルタリング素子および／または間隔、複数の分散された温度測定デバイスまたはセンサ
、熱分流構造、灌注出口等）の任意のものを含むことができる。
【０４６９】
　図４１Ｂは、図４１Ａの焼灼カテーテルの高分解能または組合せ電極アセンブリの電極
部材Ｄ１、Ｄ２およびリング電極Ｒ１、Ｒ２と、本明細書に記載するような接触検知シス
テムまたはモジュールとの間の回路接続の実施形態を概略的に示す。接触検知システムま
たはモジュールは、独立型構成要素にまたはエネルギー送達モジュール４０（例えば、Ｒ
Ｆ発生器）内にもしくは焼灼カテーテル自体内に収容し、組み込み、または収納すること
ができる。図４１Ｂに示すように、回路は、基準測定値のためのリング電極Ｒ１、Ｒ２と
電極部材Ｄ１、Ｄ２との間で接触検知システムまたはモジュールへの接続を切り替えるか
またはトグルするスイッチＳＷ１、ＳＷ２を含むことができる。要求および／または必要
に応じて、他の代替的な接続実装形態を使用することができる。
【０４７０】
　一例として、基準インピーダンス測定値を取得するために近位側リング電極の対が使用
される場合、｜Ｚ｜ｍａｘ閾値に対して以下のように補正を適用することができる。
　｜Ｚ｜ｍａｘ＿ａｄｊ＝｜Ｚ｜ｍａｘ

＊（１－Ａ＊（ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌ－Ｚ

Ｒ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔ））
式中、｜Ｚ｜ｍａｘは、生理食塩水または他の液体の注入がないときに有効であるベース
ライン閾値であり、ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌは、リング電極Ｒ１およびＲ２間の１つ
または複数の電気測定値から求められる初期ベースラインインピーダンス値であり、ＺＲ

１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔは、リング電極Ｒ１およびＲ２間の１つまたは複数の電気測定値
から求められる電流インピーダンス値であり、Ａはスケーリング係数である。
【０４７１】
　同様の概念を、以下のように｜Ｚ｜ｍｉｎ閾値に適用することができる。
　｜Ｚ｜ｍｉｎ＿ａｄｊ＝｜Ｚ｜ｍｉｎ

＊（１－Ｂ＊（ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌ－Ｚ

Ｒ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔ））
式中、Ｚｍｉｎは、生理食塩水の注入がないときに有効であるベースライン閾値であり、
ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌおよびＺＲ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔは、上述したものと同じ
であり、Ｂはスケーリング係数である。
【０４７２】
　（例えば、１つまたは複数のプロセッサによる、メモリに格納された特定のプログラム
命令の実行時）接触検知サブシステムまたはモジュールにより、この補正または補償をど
のように行うことができるかの例を、塩分レベルが経時的に調整されたベンチテスト例に
関して下に提示する。簡単のために、ＣＦ１と示す接触関数の大きさ部分のみについて記
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載する。しかしながら、液体が患者の体内に注入される際の勾配または位相応答のドリフ
トを補償するためにも同じ概念を利用することができる。
【０４７３】
　以下の表２は、心臓組織に対する５ｇの接触力での現実的なベンチテストに対する｜Ｚ
｜ｆ１およびＣＦ１の応答対塩分レベルを示す。
【０４７４】
【表２】

【０４７５】
　表２に示すように、塩分レベルがベースライン（塩分レベル１）を超えて上昇すると、
大きさ｜Ｚ｜ｆ１は低下し始め、ＣＦ１は低減し始め、一定の力が５ｇで一定に保持され
ているにも関わらず接触が低減することを示す。
【０４７６】
　以下の表３は、（経時的な液体の導入によって発生する可能性のある）塩分レベルの変
化によってもたらされるこの影響を考慮するために、どのようにドリフト補正を適用する
ことができるかを示す。
【０４７７】
【表３】

【０４７８】
　この実施形態では、｜Ｚ｜ｍａｘ＿ａｄｊおよび｜Ｚ｜ｍｉｎ＿ａｄｊを計算するため
に上述した技法により基準測定値ＺＲ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔが利用される。この実施形
態では、｜Ｚ｜ｍａｘ＿ａｄｊは、Ｚｍａｘ

＊（１－Ａ＊（ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌ

－ＺＲ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔ）として計算され、｜Ｚ｜ｍｉｎ＿ａｄｊは、Ｚｍｉｎ
＊

（１－Ｂ＊（ＺＲ１Ｒ２＿ｉｎｉｔｉａｌ－ＺＲ１Ｒ２＿ｃｕｒｒｅｎｔ）として計算さ
れる。したがって、｜Ｚ｜ｍａｘ＿ａｄｊおよび｜Ｚ｜ｍｉｎ＿ａｄｊに対するこれらの
値を利用して、ＣＦ１＿ａｄｊとして示す、ＣＦに対するドリフト補正値を計算すること
ができる。表３に示すように、塩分レベルが経時的に上昇する間、ＣＦ１＿ａｄｊの応答
は一定のままである。
【０４７９】
　上記技法は、液体が経時的に患者の体内に注入される際、インピーダンスの大きさの測
定値または計算値にドリフト補正をどのように適用することができるかの例である。同じ
概念を利用して、液体が経時的に患者の体内に注入される際の勾配または位相応答のドリ
フトも補償することができる。勾配または位相応答を補正するために、上述したもの同様
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に、リング電極Ｒ１およびＲ２間の大きさの測定値を使用することができる。さらに、リ
ング電極Ｒ１およびＲ２にわたって測定されるかまたは計算される勾配または位相応答を
利用して、ドリフト補正をもたらすことができる。
【０４８０】
　いくつかの実施形態によれば、基準測定値に対してリング電極Ｒ１およびＲ２を使用す
る代わりに、高分解能または組合せ電極アセンブリの電極部材Ｄ１およびＤ２を周期的に
非接触位置に引き込んで基準測定を行うことができる。焼灼カテーテルにおける２つのリ
ング電極以外の電極の対の他の組合せ（例えば、Ｒ１およびＤ２、Ｒ１およびＤ１、Ｒ２
およびＤ１またはＲ２およびＤ２）を使用して基準測定値を取得することができる。基準
測定値はまた、要求および／または必要に応じて、他の測定デバイスまたは供給源から取
得することも可能である。例えば、診断カテーテル、マッピングカテーテル、冠静脈洞カ
テーテル等、焼灼カテーテル以外の別個のデバイスから基準測定値を取得することができ
る。基準測定のためにリング電極を使用する場合の上述したものと同じドリフト補正手法
または技法を、高分解能または組合せ電極アセンブリの電極部材Ｄ１およびＤ２により、
または他の任意の電極もしくは他の測定デバイスもしくは供給源から取得される基準測定
値に対して同様に適用することができる。本明細書に記載するドリフト補正技法は、別の
電極もしくは電極部分の対または他の接触評価部材によって取得されるかまたは求められ
る基準測定値または値を使用して、任意の電極もしくは電極部分の対または他の接触評価
部材により取得されるかまたは求められる接触検知測定値または値に適用することができ
る。電極または電極部分の対は、単一部材にまたは３つ以上の部材（例えば、３つ、４つ
、５つ、６つの部材）に置き換えることができる。例えば、２電極インピーダンス測定技
法について記載したが、等価な結果で、３または４電極インピーダンス測定技法を適用す
ることができる。
【０４８１】
　接触インピーダンス測定値または計算値（例えば、双極接触インピーダンス測定値また
は計算値の大きさ成分、勾配成分および／または位相成分）のドリフトを補正する方法は
、経時的に接触質評価関数（例えば、本明細書に記載する接触関数）の対応する閾値イン
ピーダンス成分値を調整するために使用することができる、少なくとも１つの基準インピ
ーダンス値を求めることを含む。例えば、少なくとも１つの基準インピーダンス値は、組
織と接触する可能性は低いが、接触質評価関数または接触指標アルゴリズム（本明細書に
記載したもの等）で使用するために接触インピーダンス測定値を取得するために使用され
ている電極または電極部分に隣接する血液／液体混合物と接触する可能性がある電極の対
を使用して取得される電気測定値から求めることができ、それにより、接触質評価関数ま
たは接触指標アルゴリズムの精度および／または信頼性を向上させるために接触インピー
ダンス成分測定値を調整するために使用することができるベースラインが提供される。い
くつかの実施形態では、接触質評価関数または接触指標アルゴリズムの各閾値インピーダ
ンス成分（例えば、第１の周波数における大きさ、第１の周波数における大きさと第２の
周波数における大きさとの間の勾配、および第２の周波数における位相）に対して、少な
くとも１つの基準インピーダンス値を取得することができる。本方法は、基準測定値に基
づいて閾値インピーダンス成分値を調整することをさらに含むことができる。調整は、経
時的に連続してまたは所定の時間間隔で（例えば、１０分の１秒毎、２分の１秒毎、毎秒
、２秒毎、３秒毎、４秒毎、５秒毎、１０秒毎、１５秒毎、２０秒毎に）行うことができ
る。
【０４８２】
　本方法はまた、組織と接触している電極または電極部分による実際の測定された閾値イ
ンピーダンス成分値の代わりに、接触質評価関数または接触指標アルゴリズムにおける調
整された閾値インピーダンス成分値を使用することも含むことができる。本方法は、臨床
専門家には見えることなく、（例えば、１つまたは複数の処理デバイスによって実行可能
な非一時的コンピュータ可読媒体に格納されたプログラム命令を含むことができ、かつ／
または１つもしくは複数のマイクロプロセッサまたは中央処理装置、メモリ（ＲＡＭまた
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はＲＯＭ）、集積回路コンポーネント、アナログ回路コンポーネント、デジタル回路コン
ポーネントおよび／または混合信号回路等のハードウェアデバイスを含むことができる）
接触検知サブシステムまたはモジュールによって自動的に行うことができる。
【０４８３】
　いくつかの実施形態では、接触関数または接触基準は、少なくとも部分的にｉｆ－ｔｈ
ｅｎ　ｃａｓｅ条件付き基準に基づいて求めることができる。一例としてのｉｆ－ｔｈｅ
ｎ　ｃａｓｅ基準を、ここで再現する。
ＣＣ＝ＩＦ（｜ＺＭＡＧ｜＞ＺＴＨＲ１，Ｂｅｓｔ，ＩＦ（ＡＮＤ（ＺＴＨＲＩ＞｜ＺＭ

ＡＧ｜，｜ＺＭＡＧ｜≧ＺＴＨＲ２），Ｇｏｏｄ，ＩＦ（ＡＮＤ（ＺＴＨＲ２＞｜ＺＭＡ

Ｇ｜，｜ＺＭＡＧ｜≧ＺＴＨＲ３），Ｍｅｄｉｕｍ，ＩＦ（ＡＮＤ（ＺＴＨＲ３＞｜ＺＭ

ＡＧ｜，｜ＺＭＡＧ｜≧ＺＴＨＲ４），ＬＯＷ，Ｎｏ＿Ｃｏｎｔａｃｔ））））＋ＩＦ（
｜ＺＭＡＧ｜＞ＺＴＨＲ１，０，ＩＦ（ＡＮＤ（ＳＬＯＰＥ≦ＳＴＨＲ１｜），Ｇｏｏｄ
，ＩＦ（ＡＮＤ（ＳＴＨＲ１＜ＳＬＯＰＥ，ＳＬＯＰＥ≦ＳＴＨＲ２），Ｍｅｄｉｕｍ，
ＩＦ（ＡＮＤ（ＳＴＨＲ２＜ＳＬＯＰＥ，ＳＬＯＰＥ≦ＳＴＨＲ３），ＬＯＷ，Ｎｏ＿Ｃ
ｏｎｔａｃｔ））））＋ＩＦ（｜ＺＭＡＧ｜＞ＺＴＨＲ１，０，ＩＦ（ＡＮＤ（ＰＨＡＳ
Ｅ≦ＰＴＨＲ１），Ｇｏｏｄ，ＩＦ（ＡＮＤ（ＰＴＨＲ１＜ＰＨＡＳＥ，ＰＨＡＳＥ≦Ｐ

ＴＨＲ２），Ｍｅｄｉｕｍ，ＩＦ（ＡＮＤ（ＰＴＨＲ２＜ＰＨＡＳＥ，ＰＨＡＳＥ≦ＰＴ

ＨＲ３），ＬＯＷ，Ｎｏ＿Ｃｏｎｔａｃｔ））））
【０４８４】
　図３２は、上記ｉｆ－ｔｈｅｎ　ｃａｓｅ条件付き基準に対応する接触基準プロセス５
１００の実施形態を示す。接触基準プロセス５１００は、プロセッサにより、メモリまた
は非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に格納された命令の実行時に実行することができ
る。判定ブロック５１０５において、（例えば、直接インピーダンス測定値に基づく、ま
たは２つの電極部分を含む複合電極アセンブリによって取得される電圧および／または電
流測定値に基づく）測定されたまたは計算されたインピーダンスの大きさの値が、所定の
閾値インピーダンスと比較される。測定されたまたは計算されたインピーダンスの大きさ
の値｜ＺＭＡＧ｜が第１の閾値ＺＴＨＲ１（例えば、３５０Ω）を超える場合、接触基準
（ＣＣ）に対して、「最良」または最高値が割り当てられる。しかしながら、測定された
または計算されたインピーダンスの大きさの値｜ＺＭＡＧ｜が第１の閾値ＺＴＨＲ１より
小さい場合、プロセス５１００はブロック５１１０に進み、そこで、インピーダンスの大
きさ、勾配および位相に対する個々のサブ値が求められる。ブロック５１１５において、
個々のサブ値が結合されて（例えば、合計されて）、接触状態を示す全体値になる。いく
つかの実施形態では、上述したように、組合せは重み付けされた組合せの和である。
【０４８５】
　プロセス５１００は、ブロック５１２０において、任意選択的に出力を生成することが
できる。例えば、判定ブロック５１０５において、測定されたまたは計算されたインピー
ダンスの大きさの値｜ＺＭＡＧ｜が第１の閾値ＺＴＨＲ１を超える場合、プロセスは、ユ
ーザに対して、カテーテルまたは他の医療器具のそれ以上の操作が組織接触をそれ以上改
善しない可能性があり、代わりに、患者の安全を損なう可能性があるという警告を生成す
ることができる。例えば、ユーザが、カテーテルまたは他の医療器具を強く押しすぎる場
合、追加の圧力は、組織接触に対してほとんど改善を達成することができず、組織穿孔（
例えば、心臓壁穿孔）のリスクを増大させる可能性がある。出力は、本明細書において（
例えば、図３３に関連して）さらに詳細に記載するように、定性的または定量的出力を含
むことができる。
【０４８６】
　図３２Ａは、測定されたまたは計算されたインピーダンスの大きさの値｜ＺＭＡＧ｜が
第１の閾値ＺＴＨＲ１より小さいときに行われるプロセス５１００の個々のサブ値サブプ
ロセス５１１０の実施形態を示す。接触基準（ＣＣ）全体の値は、インピーダンスの大き
さ（｜ＺＭＡＧ｜）、勾配（Ｓ）および位相（Ｐ）を、良好接触レベル、中間接触レベル
、低接触レベル、非接触レベルに対応する区間にくくることにより、計算することができ
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る。良好、中間、低または非接触のいずれかに対応するサブ値は、さまざまな所定の閾値
に対する比較に応じて、インピーダンスの大きさ成分、勾配成分および位相成分の各々に
対して求められる。サブ値を結合して接触状態値全体を求めることができる。上記ｃａｓ
ｅ条件付き基準例では、ＣＣは、３つのパラメータ（｜ＺＭＡＧ｜、Ｓ、Ｐ）各々により
、それらの対応する接触レベル（例えば、良好、中間、低または非接触）に従って受信さ
れる個々の値の和である。例えば、Ｇｏｏｄ＝３、Ｍｅｄｉｕｍ＝２、Ｌｏｗ＝１および
Ｎｏ＿Ｃｏｎｔａｃｔ＝０である場合、ＣＣ全体は、非接触または低接触に対して０～２
、不十分な接触に対して３～４、中間接触に対して５～６、良好な接触に対して７～９と
なる可能性がある。一実施形態では、｜ＺＭＡＧ｜が第１の閾値ＺＴＨＲ１を超えると、
組織接触の「良好」または「最適」レベルが達成されたことを示すものとして、ＣＣ＝１
０となる。要求に応じて、他の間隔または数を使用することができる。
【０４８７】
　いくつかの実施形態では、組織接触または組織タイプの検出に対して３つ以上の周波数
（例えば、３つまたは４つの周波数）が使用される。上述した計算は、インピーダンスの
大きさ、勾配および位相を用いて提示されているが、他の実施形態では、複素インピーダ
ンスの他の特徴を使用することができる。例えば、インピーダンスの実数成分および虚数
成分の解析を使用することができる。アドミッタンスパラメータまたは散乱パラメータの
解析も使用することができる。いくつかの実施形態では、図２５Ａ～図２７に記載する電
圧および電流の直接解析（例えば、電圧もしくは電流の大きさ、周波数変化または相対位
相の処理）を使用することができる。電圧または電流の解析は、時間領域または周波数領
域で行うことができる。インピーダンス測定値または値は、電圧および電流の測定値に基
づいて計算することができ、または直接測定することができる。例えば、位相測定値は、
測定された電圧と測定された電流との間の位相の差を含むことができ、または実際のイン
ピーダンス位相測定値であり得る。
【０４８８】
　いくつかの実施形態では、接触指標または接触関数は、入出力インタフェースまたはデ
バイスを介して、出力と関連付けられる。出力は、接触検知サブシステム（図１）に通信
可能に結合されたグラフィカルユーザインタフェースまたはディスプレイデバイスに表示
されるように提示することができる。出力は、図３３に示すように、定性的（例えば、色
、尺度またはゲージによって表されるような接触の相対的なレベル）および／または定量
的（例えば、グラフ、スクロール波形または数値によって表される）であり得る。
【０４８９】
　図３３は、接触検知サブシステム（図１）に通信可能に結合されたディスプレイデバイ
スのグラフィカルユーザインタフェースの画面表示５２００の実施形態を示す。画面表示
５２００は、経時的な周波数ｆ１のインピーダンスの大きさを示すグラフまたは波形５２
１０とともに、インピーダンスの大きさのリアルタイム数値を示すボックス５２１１を含
む。画面表示５１００はまた、経時的な勾配のグラフまたは波形５２２０（ｆ２からｆ１

）とともに、勾配のリアルタイム数値を示すボックス５２２１も含む。画面表示５２００
は、経時的な周波数ｆ２での位相を示すグラフまたは波形５２３０とともに、位相のリア
ルタイム数値を示すボックス５２３１をさらに含む。３つの測定値（大きさ、勾配および
位相）は、上述したように結合されて接触関数になり、グラフまたは波形５３４０に示す
ように、経時的な接触関数または指標として表すことができる。接触関数のリアルタイム
または瞬間数値も表示することができる（ボックス５２４１）。
【０４９０】
　いくつかの実施形態では、図３３に示すように、臨床医が容易に識別することができる
ように接触状態または接触のレベルの定性的評価を（単独でまたは定性的評価に加えて）
提供する仮想ゲージ５２５０として、接触関数または指標を表すことができる。ゲージ５
２５０は、接触の質または接触状態の種々の分類または特徴を表す、例えば４つのセグメ
ントまたは領域に区分することができる。例えば、（例えば、０～０．２５の接触関数値
からの）第１のセグメントは、色が赤色であり、非接触を表すことができ、（例えば、０
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．２５～０．５の接触関数値からの）第２のセグメントは、色がオレンジ色であり、「軽
い」接触を表すことができ、（例えば、０．５～０．７５の接触関数値からの）第３のセ
グメントは、色が黄色であり、「中間」または「適度な」接触を表すことができ、（例え
ば、０．７５～１の接触関数値からの）第４のセグメントは、色が緑色であり、「良好な
」または「堅固な」接触を表すことができる。他の実施形態では、４つより小さいセグメ
ントまたは５つ以上のセグメント（例えば、２つのセグメント、３つのセグメント、５つ
のセグメント、６つのセグメント）を使用することができる。一実施形態では、３つのセ
グメントが提供され、非接触または不十分な接触に１つのセグメント、適度な接触に対し
て１つのセグメント、良好なまたは堅固な接触に対して１つのセグメントが提供される。
セグメントは、等しく、または要求および／もしくは必要に応じて他の方法で分割するこ
とができる。要求に応じて、他の色、パターン、目盛りおよび／または他の視覚的指標を
用いることができる。さらに、ユーザに対して、カテーテルまたは他の医療器具を係合さ
せる力が大きすぎる（例えば、１を超える接触関数値）ことに関して警告するように、「
接触警告」の色またはゲージ目盛りを提供することができる。ゲージ５２５０は、ゲージ
５２５０の上に接触関数のリアルタイムまたは瞬間値を示すために使用されるポインタ要
素を含むことができる。
【０４９１】
　いくつかの実施形態では、定性的指標５２６０は、接触が治療（例えば、焼灼）処置を
開始するのに十分であるか否か、接触のレベル、組織タイプ、および／または接触が安全
のために所望の接触を超えるか否かを示す。定性的指標５２６０は、二値表示（例えば、
十分な接触対不十分な接触、接触または非接触、焼灼された組織対生存組織）、またはゲ
ージ５２５０によって提供されるもの等、複数レベルの定性的表示を提供することができ
る。一実施形態では、定性的指標５２６０は、現接触関数値に対応する色をゲージ５２５
０に表示する。ユーザに接触の質を伝えるために、接触関数とともに、水平または垂直バ
ー、他のメータ、ビーコン、色変化インジケータまたは他のタイプのインジケータ等、他
のタイプのインジケータを利用することも可能である。インジケータは、接触（または十
分なレベルの接触）時または接触がなくなった時に駆動されるように適合された１つまた
は複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を含むことができる。ＬＥＤは異なる色とすることが
でき、各色は、異なるレベルの接触を表す（例えば、非接触に対する赤色、不十分な接触
に対するオレンジ色、中間の接触に対する黄色、および良好な接触に対する緑色）。ＬＥ
Ｄは、カテーテルハンドルに、ディスプレイもしくは患者モニタに、またはシステムに通
信可能に結合された他の任意の別個のデバイスに配置することができる。
【０４９２】
　複数の温度測定デバイスを有する高周波焼灼カテーテル（本明細書に記載する焼灼カテ
ーテルおよび温度測定デバイス等）を用いる高周波エネルギーの送達を含む一実施形態で
は、高周波エネルギーの送達中、組織接触がなくなったことを検出する基準は以下のよう
に実施することができる。
　　　ΔＴｉ／Δｔ＜－闘値１（条件１）
　　　または
　　　ΔＴｃｏｍｐ／ΔＰ＜闘値２（条件２）
式中、ΔＴｉは、カテーテルまたは他の医療器具に沿って配置された複数の温度測定デバ
イス（例えば、センサ、熱電対、サーミスタ）の任意のものの温度の変化であり、Δｔは
、温度変化が測定される時間の間隔であり、ΔＴｃｏｍｐは、温度測定デバイスの温度の
最大値の変化であり、ΔＰは、印加される電力の変化である。
【０４９３】
　条件１は、温度測定デバイスによって取得された温度測定値が短期間で急速低下したこ
とを知らせることができ、それは、接触がなくなったこと、または不十分もしくは不適切
なレベルの接触を示す可能性がある。例えば、ΔＴｉが１秒間のΔｔにわたって－１０℃
であり、閾値１が－５℃／秒である場合、接触がなくなった条件が満たされる（－１０℃
／秒＜－５℃／秒であるため）。
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【０４９４】
　条件２は、十分な電力が印加されていても、温度測定デバイスの温度が上昇していない
ことを知らせることができ、それは、接触がなくなったこと、または不十分もしくは不適
切なレベルの接触を示す可能性がある。例えば、ΔＴｃｏｍｐ＝５℃かつΔＰ＝３０ワッ
トである場合、および閾値２が１℃／ワットである場合、接触がなくなった条件が満たさ
れる（５℃／３０ワット＜１℃／ワットであるため）。
【０４９５】
　（例えば、高周波発生器ユニット等のエネルギー送達モジュール４０内にあり得るかま
たは別個の独立型構成要素であり得る）接触検出サブシステムまたはモジュールによって
取得された電気測定値（例えば、インピーダンスの大きさ、インピーダンス位相、および
／または異なる周波数でのインピーダンスの大きさの間の勾配等のインピーダンス測定値
）は、接触検出サブシステムまたはモジュールと、焼灼カテーテルまたは他の治療デバイ
スの高分解能電極アセンブリまたはスプリットチップ電極アセンブリの電極Ｄ１、Ｄ２と
の間に配置されたネットワークパラメータ回路（例えば、インピーダンス回路）またはネ
ットワークにおけるハードウェアコンポーネントによって影響を受ける可能性がある。例
えば、異なるタイプ（例えば、ブランド、長さ、材料）のケーブルまたはワイヤは、電気
測定値（例えば、電圧、電流および／またはインピーダンス測定値）に異なるように影響
を与える異なるネットワークパラメータおよび／または他のパラメータを有する可能性が
あり、またはケーブルもしくはワイヤの巻きが電気測定値に影響を与える可能性がある。
さらに、いくつかの実装形態では、カテーテルインタフェースユニットは、接触検出サブ
システムまたはモジュール（例えば、接触検出サブシステムモジュール）とエネルギー送
達カテーテルまたは他の治療デバイスの高分解能電極アセンブリまたはスプリットチップ
電極アセンブリの電極または電極部分Ｄ１、Ｄ２との間のネットワークパラメータ回路に
沿ったいずれかの点において接続することができる（またはそれらの間の電気経路に存在
することができる）。カテーテルインタフェースユニットは、さまざまな周波数を有する
信号をフィルタリングするように適合されたフィルタ（例えば、ハードウェアまたはソフ
トウェアで実装される、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタ、ハイパスフィルタ）を
含む場合もあれば含まない場合もある。一例として、カテーテルインタフェースユニット
は、高周波発生器および電気解剖学的マッピングシステムの両方の、複数の電極部分また
は部材を有する高分解能マッピングおよびエネルギー送達カテーテル（デバイス（本明細
書に記載する焼灼カテーテルまたは他のエネルギー送達デバイスおよび温度測定デバイス
等））への接続を容易にするように適合されたハードウェアモジュールまたはユニットを
含むことができ、それは、ネットワークパラメータ回路（例えば、インピーダンス測定回
路）に沿ったいずれかの点で接続されるか、または他の方法で、分離された電極部材の電
気経路に存在する。カテーテルインタフェースユニットまたは他のハードウェアモジュー
ルもしくはユニットの存在もしくは不在、または使用されるケーブル、発生器もしくはワ
イヤのネットワークパラメータの相違により、ネットワークパラメータ（例えば、電圧お
よび電流測定値によるまたはそれらからのインピーダンス測定値等の散乱パラメータまた
は電気パラメータ）に変動がもたらされる可能性があり、またはネットワークパラメータ
（例えば、インピーダンス測定値または値等、電気測定値または値）が、高分解能電極ア
センブリの２つの電極間の実際のネットワークパラメータ値（例えば、インピーダンス）
を正確に反映しない結果となり、それにより、より不正確かつ／または一貫しない接触指
標値がもたらされる可能性がある。したがって、精度または一貫性がないことは、治療の
転帰またはパラメータに悪影響を与える可能性があり、安全性および／または効力に関す
る有害な結果となる可能性がある。したがって、本明細書では、組合せ電極アセンブリ（
例えば、離間された電極部材または部分の高分解能またはスプリットチップ電極配置）を
含む焼灼システムによって取得されるネットワークパラメータ値（例えば、インピーダン
スの大きさ、勾配、もしくは位相値、または電圧もしくは電流測定値等の電気測定値）の
精度および一貫性を向上させるいくつかの実施形態について開示する。
【０４９６】



(165) JP 2019-517832 A 2019.6.27

10

20

30

40

50

　いくつかの実施形態によれば、焼灼システムのケーブル、発生器、ワイヤおよび／また
は他の任意の構成要素（および／または焼灼システムに動作可能に結合された構成要素）
により、またはエネルギー送達およびマッピングシステムのカテーテルインタフェースユ
ニットもしくは他のハードウェアコンポーネントの存在もしくは不在によりもたらされる
影響を、取り除く、除去する、または補償するいくつかの実施形態、システムおよび方法
が提供される。いくつかの実施形態では、本明細書に開示するシステムおよび方法により
、有利には、高分解能電極アセンブリの電極にわたる実際のネットワークパラメータ値（
例えば、インピーダンス）をより密に表す、ネットワークパラメータ値（例えば、インピ
ーダンス値）に基づく接触表示値がもたらされる。したがって、本明細書に記載する補償
または校正システムおよび方法の結果として、臨床医は、接触表示値が正確であり、シス
テムまたはネットワークパラメータ回路で使用されているかまたはそれに接続されている
ハードウェアまたは機器の変動に影響を受けないことを一層確信することができる。いく
つかの構成では、本明細書に開示する補償または校正実施形態を用いるシステムによって
取得されるネットワークパラメータ値（例えば、インピーダンス測定値）は、複合電極ア
センブリの電極部材にわたる実際のネットワークパラメータ値（例えば、インピーダンス
値）の±１０％の範囲内（例えば、±１０％、９％、８％、７％、６％、５％、４％、３
％、２％の範囲内）であり得る。例えば、インピーダンスの大きさ、インピーダンス勾配
（２つの周波数におけるインピーダンスの大きさの比）およびインピーダンスの位相は、
各々個々に、この手法を用いて±１０％以内またはそれより適切に測定することができる
。その結果、接触関数または接触指標は、有利には、±１０％またはそれより優れた精度
で、組織接触を正確な表現を提供することができる。
【０４９７】
　図３４Ａは、ネットワークパラメータ測定回路５４００（例えば、組織接触インピーダ
ンス測定回路）の実施形態の概略ブロック図を示す。ネットワークパラメータ測定回路５
４００は、接触検知信号源５４０５と、焼灼カテーテルの遠位端部分における高分解能電
極アセンブリの２つの電極Ｄ１、Ｄ２間の負荷５４１０と、発生器５４１５、カテーテル
インタフェースユニットケーブル５４２０Ａ、５４２０Ｂ、カテーテルインタフェースユ
ニット５４２５、発生器ケーブル５４３０およびカテーテルワイヤ５４３５を表す複数の
２ポートネットワークのチェーンとを含む。いくつかの構成では、ネットワークパラメー
タ値（例えば、散乱パラメータ、または電圧、電流もしくはインピーダンスの測定値等の
電気測定値）は、発生器５４１５のレベルでチェーンの最初に取得され、測定されたネッ
トワークパラメータ値（例えば、電圧値および／または電流値から直接取得されるインピ
ーダンス値）は、信号源５４０５と電極部材Ｄ１、Ｄ２との間のネットワークパラメータ
回路のコンポーネントの影響により、２つの離間された電極部材Ｄ１、Ｄ２間の実際のネ
ットワークパラメータ値（例えば、インピーダンス値）とは著しく異なる可能性がある。
インピーダンス値は、インピーダンスの大きさ、異なる周波数のインピーダンスの大きさ
の間の勾配、および／またはインピーダンス位相の値を含むことができる。例えば、周波
数ｆ１での検出されたインピーダンスの大きさは、周波数ｆ１での実際のインピーダンス
の大きさとは±２５％程度異なる可能性がある。同様に、検出された勾配（周波数ｆ２お
よびｆ１でのインピーダンスの比）は、実際の勾配と±５０％程度異なる可能性がある。
さらに、検出された位相は、実際の位相と±３０度程度異なる可能性がある。これらの不
正確さが結合される結果、接触関数（ＣＦ）または接触表示値は、意図された接触関数ま
たは接触表示値と－１００％または＋１５０％程度異なる可能性があり、それにより、組
織接触の判断において接触関数が無効になる。いくつかの実施形態によれば、本明細書に
開示する補償または校正実施形態は、有利には、接触関数または接触表示値の精度を向上
させることができる。
【０４９８】
　ネットワークパラメータ測定回路５４００におけるマルチポート（例えば、２ポート）
ネットワークの各々のネットワークパラメータを取得して（例えば、測定して）、測定さ
れたネットワークパラメータ値（例えば、散乱パラメータ、またはインピーダンス等の電
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気パラメータ）を補正された（実際の）値（例えば、インピーダンス値）に変換するため
に利用することができる。いくつかの実施形態では、２ポートネットワークアナライザを
使用して、２ポートネットワークの各々の入力および出力において散乱パラメータ（Ｓパ
ラメータ）が直接測定される。他の実施形態では、ネットワークパラメータ測定回路５４
００の複数のコンポーネントを結合してコンポーネントの群にし、合わせて測定すること
ができる。個々のコンポーネントまたはコンポーネントの群のパラメータを結合して、ネ
ットワークパラメータ値に対する２ポートネットワークのチェーンの総合的な影響を求め
ることができる。いくつかの実施形態では、コンポーネントの少なくともいくつかの散乱
パラメータを、測定されるかまたは取得される測定値の数を低減させるように（例えば、
数個の測定サンプルに基づく平均値を用いて）ソフトウェアプログラムにハードコーディ
ングすることができる。
【０４９９】
　一実施形態によれば、２ポートネットワークまたは２ポートネットワークの群の各々に
対するＳパラメータ行列を、全体的な伝送行列に変換することができる。その後、全体的
な伝送行列を再びＳパラメータ（または他の何らかのパラメータ）に変換して、全体的な
ネットワークに対するＳパラメータ（または別のタイプの）行列を生成することができる
。したがって、全体的なＳパラメータ行列からのＳパラメータを用いて、測定された入力
反射係数からＳパラメータを取り除くか、校正するかまたは補償して、補正された（実際
の）反射係数をもたらすことができる。したがって、実際の反射係数を、高分解能電極ア
センブリの２つの電極部分Ｄ１、Ｄ２間の実施のインピーダンスをより厳密に示す補正さ
れたインピーダンス値に変換することができる。いくつかの実施形態では、補正されたイ
ンピーダンス値は、上述したように、接触関数（ＣＦ）、または接触評価アルゴリズムも
しくは関数の他の接触表示もしくはレベルに対する入力として使用される。例えば、補正
されたインピーダンス値を用いて、上述した重み付けされた接触関数（ＣＦ）におけるＺ
、ＳおよびＰの値を求めることができる。
【０５００】
　ネットワークパラメータ測定回路（例えば、インピーダンス測定回路）５４００のハー
ドウェアコンポーネントの影響は、最初に使用する前に、特定のシステム（例えば、イン
ピーダンス測定回路）セットアップのハードウェアコンポーネントまたはハードウェアコ
ンポーネントの相違の影響を低減させるかまたは除去するように、補償し、取り除き、ま
たは校正することができるが、異なるハードウェアコンポーネント（例えば、発生器、ケ
ーブル、カテーテル等）が使用されるため、または電気解剖学的マッピングを容易にする
カテーテルインタフェースユニットまたは他のハードウェアコンポーネントがプラグ接続
されるかまたは除去されるため、ネットワークパラメータ回路のコンポーネントは、異な
る処置に対して異なる可能性があり、それにより、補償されなかった場合に不整合がもた
らされる。いくつかの実施形態では、全体的なシステムＳパラメータ行列は、ネットワー
クパラメータ測定回路５４００内の接続が（例えば、カテーテルインタフェースが電気経
路にプラグ接続されるかまたはそこから除去されるとき、ケーブルが切り替えられるとき
等に）変化する場合のみ更新することができる。
【０５０１】
　いくつかの実施形態では、接続が変化するときにいくつかの回路コンポーネントのイン
ピーダンスに対する影響を手動で取り除くことを必要とする（それは、時間がかかり、ユ
ーザのエラーの可能性を増大させる可能性がある）代わりに、さまざまなコンポーネント
（例えば、発生器５４１５、カテーテルインタフェースユニットケーブル５４２０Ａ、５
４２０Ｂおよびカテーテルインタフェースユニット５４２５）のサブセットのネットワー
クパラメータが自動的に測定されて、これらの要素の影響を、ネットワークパラメータ（
例えば、散乱パラメータまたはインピーダンスパラメータ）から取り除くか、または他の
方法で補償または校正することができる。図３４Ｂは、ネットワークパラメータ回路５４
００のいくつかのハードウェアコンポーネントの影響を自動的に取り除くかまたは補償す
るために使用することができる回路５４５０の実施形態を示す。一実施形態では、自動校
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正回路５４５０は、発生器ケーブル５４３０およびカテーテルワイヤ５４３５の前のカテ
ーテルインタフェースユニットケーブルの遠位端に配置される。回路５４５０は、有利に
は、高分解能電極アセンブリの電極部材Ｄ１、Ｄ２を発生器ケーブル５４３０およびカテ
ーテル５４３５から分離し、Ｄ１とＤ２との間に既知の負荷を接続するのを可能にするこ
とができる。
【０５０２】
　この実施形態では、自動校正回路５４５０は、発生器ケーブル５４３０およびカテーテ
ルワイヤ５４３５コンポーネントのネットワークパラメータが既知であり、一定であると
想定することができると想定することができる。しかしながら、発生器ケーブル５４３０
および／またはカテーテルワイヤ５４３５が、部品によって著しく変化すると判断される
場合、要求または必要に応じて、発生器ケーブル５４３０の遠位端に、カテーテルチップ
に、または他の任意の位置に、回路５４５０を実装することができる。いくつかの実施形
態では、自動校正回路５４５０の既知の負荷は、校正抵抗器Ｒｃａｌおよび校正コンデン
サＣｃａｌを含む。スイッチを用いて、負荷としてのＲｃａｌ、負荷としてのＣｃａｌ、
および負荷として並列のＲｃａｌおよびＣｃａｌ両方を接続することができる。既知の負
荷として、他の素子（インダクタ、抵抗器、インダクタおよび／もしくはコンデンサの組
合せ、または短絡回路もしくは開回路等）を利用することができる。図３４Ｂに示すよう
に、発生器５４１５、カテーテルインタフェースユニットケーブル５４２０Ａ、５４２０
Ｂおよびカテーテルインタフェースユニット５４２５の結合ネットワークパラメータは、
単一の結合ネットワーク（ネットワーク１）として表される。
【０５０３】
　この実施形態では、ネットワーク１のネットワークパラメータ（例えば、Ｓパラメータ
）は、ネットワークパラメータ回路を用いて直接測定され、ネットワークパラメータから
Ｓパラメータ行列が生成される。Ｓパラメータ行列における要素の各々は、複素数であり
、周波数に依存する。Ｓパラメータは、複数の異なる周波数（例えば、５ｋＨｚ～２０ｋ
Ｈｚの第１の周波数、２５ｋＨｚ～１００ｋＨｚの第２の周波数および５００ｋＨｚ～１
０００ｋＨｚの第３の周波数等、ｋＨｚ範囲の３つの異なる周波数）で測定することがで
きる。一実施形態では、抵抗器Ｒｃａｌが接続されコンデンサＣｃａｌが切断された状態
で、コンデンサＣｃａｌが接続され抵抗器Ｒｃａｌが切断された状態、抵抗器Ｒｃａｌお
よびコンデンサＣｃａｌの両方が並列に接続された状態で、複素インピーダンスが測定さ
れる。測定された複素インピーダンス、ネットワーク１のＳパラメータおよび既知の負荷
間の関係は、３つの式として表すことができ、それを用いて、ネットワーク１のＳパラメ
ータを解くことができる。Ｓパラメータが特徴付けられると、それらを（例えば、伝送行
列手法を用いて）発生器ケーブル５４３０およびカテーテルワイヤ５４３５の既知のネッ
トワークパラメータと結合して、カテーテルの遠位端部分において（例えば、複合電極ア
センブリの２つの離間された電極部分にわたって）補正された（実際の）インピーダンス
測定値を提供することができる。
【０５０４】
　本明細書に記載する自動校正技法およびシステムにより、有利には、使用されている発
生器、ケーブル、カテーテルまたは他の機器に関わらず、かつ同時の電気解剖学的マッピ
ングを容易にするハードウェアコンポーネント（例えば、カテーテルインタフェースユニ
ット）が接続されているか否かに関わらず、接触表示値の信頼度の上昇が可能になる。さ
まざまな測定は、プロセッサによって実行されるコンピュータ可読記憶媒体に格納された
命令の実行時に自動で実行することができ、または手動で実行することができる。
【０５０５】
　本明細書に記載する自動校正システムおよび方法はまた、システムの１つまたは複数の
ハードウェアコンポーネント（例えば、発生器回路、ケーブルおよびカテーテル配線）に
対する等価回路モデルを用いて実施することも可能である。こうした実施形態では、等価
回路モデルは、表されている１つまたは複数のハードウェアコンポーネントの実際の応答
を近似する、１つもしくは複数の抵抗器、１つもしくは複数のコンデンサ、および／また
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は１つもしくは複数のインダクタを含む。一例として、発生器ケーブルコンポーネント５
４３０を、図３４Ｃに示すように、伝送ライン等価ＲＬＣモードによって表すことができ
、インピーダンスＺｍｅａｓの測定は、ポート１で実行され、所望の実際の（補正された
）インピーダンスＺａｃｔはポート２にある。この例では、インピーダンス測定回路がイ
ンピーダンスＺｍｅａｓを測定している場合、回路解析技法を用いることによって実際の
インピーダンス測定値Ｚａｃｔを抽出することができる。２つのインピーダンスに関する
式は、以下によって得られる。
【数６】

【０５０６】
　Ｒ、ＬおよびＣに対する実際の値は、ネットワークパラメータ測定値から抽出すること
ができる。例えば、このネットワークのインピーダンス（Ｚ）パラメータを測定する場合
、以下の関係を導出することができる。

【数７】

式中、１および２は回路のポート番号を示し、Ｖ１、Ｉ１、Ｖ２およびＩ２は、それぞれ
のポートの各々における電圧および電流を表す。Ｒ、ＬおよびＣに対する値はまた、測定
ツール（例えば、マルチメータ）を利用して測定することも可能である。上述した等価回
路モデル手法は、この概念の一例である。他の実施形態では、より複雑な回路モデルを利
用して、システムのさまざまな要素を表すことができる。
【０５０７】
　いくつかの構成によれば、本明細書に開示する高分解能チップ電極実施形態は、局所高
分解能電位図（例えば、２つの電極部分の分離と工業用ダイヤモンド等、セパレータの材
料の高い熱拡散率との結果による非常に増大した局所特異性を有する電位図）を提供する
ように構成される。増大した局所特異性により、電位図は、下にある心臓組織または他の
組織における電気生理学的変化により高感度に応答し、それにより、ＲＦエネルギー送達
が心臓組織または他の組織に与える影響が、高分解能電位図においてより迅速にかつより
正確に見えるようになる。例えば、本明細書に開示する実施形態に従って、高分解能チッ
プ電極を用いて取得される電位図は、図３５に図示するような電位図データ（例えば、グ
ラフィカル出力）６１００ａ、６１００ｂを提供することができる。図３５に示すように
、本明細書に開示する高分解能チップ電極実施形態を用いて生成される局所電位図６１０
０ａ、６１００ｂは、振幅Ａ１、Ａ２を含む。
【０５０８】
　続けて図３５を参照すると、いくつかの実施形態によれば、高分解能チップ電極システ
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ムを使用して取得される電位図６１００ａ、６１００ｂの振幅を用いて、高分解能チップ
電極に隣接する標的組織が、適切に焼灼されたかまたは他の方法で治療されたか否かを判
断することができる。例えば、いくつかの構成によれば、未治療組織（例えば、焼灼され
ておらずまたは他の方法で加熱されていない組織、所望のまたは必要な閾値まで焼灼され
ておらずまたは他の方法で加熱されていない組織等）における電位図６１００ａの振幅Ａ
１は、すでに焼灼されたかまたは他の方法で治療された電位図６１００ｂの振幅Ａ２より
大きい。したがって、いくつかの実施形態では、電位図の振幅を測定して、組織が治療さ
れた（例えば、特定の治療プロトコルに従って所望のまたは必要なレベルまで治療された
）か否かを判断することができる。例えば、対象の未治療組織の電位図振幅Ａ１を記録し
、ベースラインとして使用することができる。組織が適切なまたは所望の程度まで焼灼さ
れたかまたは治療されたか否かを判断しようとして、その後の電位図振幅測定値を取得し
、こうしたベースライン振幅に対して比較することができる。
【０５０９】
　いくつかの実施形態では、試験または評価されている組織位置において電位図振幅（Ａ
２）に対するこうしたベースライン振幅（Ａ１）間で比較が行われる。Ａ１対Ａ２の比を
用いて、焼灼が完了した可能性を評価する定量的基準を提供することができる。いくつか
の構成では、比（すなわちＡ１／Ａ２）が一定の最小閾値を超える場合、ユーザに対して
、Ａ２振幅が取得された組織が適切に焼灼されたことを通知することができる。例えば、
いくつかの実施形態では、Ａ１／Ａ２比が１．５より大きい（例えば、１．５～１．６、
１．６～１．７、１．７～１．８、１．８～１．９、１．９～２．０、２．０～２．５、
２．５～３．０、上記範囲間の値、３より大きい等）とき、適切な焼灼および治療を確認
することができる。しかしながら、他の実施形態では、Ａ１／Ａ２の比が１．５より小さ
い（例えば、１～１．１、１．１～１．２、１．２～１．３、１．３～１．４、１．４～
１．５、上記範囲間の値等）とき、焼灼の確認を取得することができる。
【０５１０】
　いくつかの実施形態によれば、組織焼灼または他の組織加熱もしくは治療に関連する、
かつ焼灼システムにより収集され、格納され、処理されかつ／または他の方法で取得され
もしくは使用されるデータを、例えばマッピングシステム等の１つまたは複数の他のデバ
イスまたはシステムによって取得されるデータと統合することができる。本明細書で用い
るデータは、広義の用語であり、限定なしに、数値データ、テキストデータ、画像データ
、グラフィカルデータ、未処理データ、処理済みデータ等を含む。本明細書においてより
詳細に考察するように、こうしたデータの統合を用いて、医師または他のユーザに（例え
ば、モニタまたは他の出力を介して）有用な情報を有利に提供することができる。例えば
、対象の解剖学的構造（例えば、心房、心臓の他の小室または位置、他の組織または器官
等）の標的領域のモデルの上に視覚的に示されるさまざまな焼灼もしくは他の加熱点また
は位置に関連して表示されるように、いくつかのデータを構成することができる。いくつ
かの実施形態では、こうしたモデルは、少なくとも部分的に、マッピングシステムによっ
て生成される解剖学的構造の３次元レンダリングまたは他のモデルを含む。本明細書で用
いるマッピングシステムは、広義の用語であり、限定なしに、３次元（３Ｄ）電気解剖学
的ナビゲーションシステム、ロータマッピングシステム、他のタイプのナビゲーションお
よび／またはマッピングデバイスもしくはシステム、撮像デバイスまたはシステム等を含
む。
【０５１１】
　いくつかの実施形態によれば、マッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲ
ーションシステム、特定の解剖学的位置を包囲する解剖学的構造のモデルを生成するよう
に構成される別のタイプのデバイスまたはシステム等）が、別個の焼灼もしくは組織治療
デバイスもしくはシステム（例えば、本明細書に開示するようなカテーテルベースのＲＦ
焼灼システム）および／または治療処置を容易にするように構成される他の任意のタイプ
のマッピングデバイスもしくはシステム（例えば、ロータマッピングシステム、別の撮像
またはマッピングデバイス、他の任意の電気生理学デバイスまたはシステム等）から、焼
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灼処置に関するデータおよび他の情報を受信するように構成される。しかしながら、他の
実施形態では、焼灼デバイスまたはシステムは、要求または必要に応じて、マッピングシ
ステムおよび／または１つもしくは複数の他のマッピングもしくは他のデバイスもしくは
システムと統合されるように構成される。
【０５１２】
　マッピングシステムが焼灼デバイスもしくはシステムおよび／または他の任意のデバイ
スもしくはシステムから分離されかつ別個である実施形態では、マッピングシステムは、
こうした他のデバイスまたはシステムと統合されるように構成することができる。例えば
、いくつかの実施形態では、マッピングシステム（例えば、電気解剖学的ナビゲーション
システム）は、発生器、他のエネルギー送達モジュールおよび／または焼灼システムの他
の任意の構成要素のプロセッサからデータを受信するように設計しかつ他の方法で適合さ
せることができる。したがって、マッピングシステムは、１つまたは複数のプロセッサ、
（例えば、別個のデバイス／システムへの配線接続およびそれらとの統合のための）ポー
ト、（例えば、別個のデバイス／システムへの配線接続およびそれらとの統合のための）
無線コンポーネント、フィルタ、同期化コンポーネントまたはデバイス等を含むことがで
きる。いくつかの構成では、マッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーシ
ョンシステム）は、要求または必要に応じて、２つ以上の異なる焼灼デバイスまたはシス
テムとともに機能するように構成することができる。
【０５１３】
　いくつかの実施形態によれば、本明細書に開示する焼灼デバイスおよびシステムまたは
その均等物の任意のものは、対象の標的解剖学的構造（例えば、心臓組織）に沿った１回
または複数回の完了した焼灼に関する情報（例えば、焼灼の発生、スポットまたは位置）
をユーザに提供するように構成することができる。こうした焼灼データとしては、限定な
しに、温度、出力、電極の向き、電極－組織接触の質または量（例えば、接触指数または
接触力）等を挙げることができる。こうした焼灼データは、既存のマッピングシステム（
例えば、Ｓｔ．Ｊｕｄｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ，Ｉｎｃ．のＥｎＳｉｔｅＴＭＶｅｌｏｃｉｔ
ｙＴＭＣａｒｄｉａｃ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、Ｂｉｏｓｅｎｓｅ　Ｗｅｂｓｔ
ｅｒ，Ｉｎｃ．のＣＡＲＴＯ（登録商標）３　ＥＰ　Ｓｙｓｔｅｍ、Ｂｏｓｔｏｎ　Ｓｃ
ｉｅｎｔｉｆｉｃ，Ｉｎｃ．のＲｈｙｔｈｍｉａＴＭ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、
他の任意の電気解剖学的ナビゲーションシステム等）への統合により提供することができ
る。例えば、いくつかの構成では、焼灼処置中に焼灼システムによって収集される情報を
処理して、別個の３Ｄ電気解剖学的ナビゲーションシステムまたは他のマッピングシステ
ムのマッピングデータ（例えば、グラフィカル出力）と統合することができる。いくつか
の実施形態では、別個のマッピングシステムのグラフィカル出力は、標的解剖学的領域（
例えば、肺静脈、心房、心臓の他の小室、他の器官等）、電極およびカテーテル自体、焼
灼が行われた位置等の３次元モデルを作成し表示するように構成することができる。他の
実施形態では、結合されたデータは、別個のマッピングシステムの任意の部分または構成
要素から分離しかつ別個のモニタに表示される。例えば、結合されたモデルまたは他のグ
ラフィカルもしくはテキスト表現は、焼灼システムのディスプレイもしくは出力、完全に
別個のモニタまたは他のデバイス（例えば、マッピングシステムおよび／または焼灼シス
テム等とデータ通信するデバイス）に描かれるように構成することができる。
【０５１４】
　（例えば、カテーテルまたは電極の３Ｄ位置を求め、治療されている標的解剖学的領域
の３次元表示を作成する）グラフィカルユーザインタフェースまたは他のグラフィカル出
力を含むマッピングシステムが、焼灼デバイス（例えば、ＲＦ電極を含むカテーテル）に
よってもたらされるさまざまな焼灼に関するデータ（例えば、焼灼の発生、ポイント、ス
ポット等）を受信し、処理し、格納し、かつ他の方法で操作するシステムとは別個である
構成では、１つもしくは複数のプロセッサまたは制御ユニットを介して、２つのシステム
を互いに統合するかまたは他の方法で結合することができる。いくつかの実施形態では、
こうしたプロセッサまたは制御ユニットは、要求または必要に応じて、少なくとも部分的
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に、マッピングシステム内に、焼灼システム内に、両システム内に、かつ／または１つも
しくは複数の別個のデバイスもしくはシステム内に含めることができる。
【０５１５】
　いくつかの実施形態では、３Ｄ位置データ、ＥＧＭ活動データ、ロータマッピングデー
タ、焼灼データおよび／または他の任意のデータは、グラフィカル出力および他のマッピ
ングデータ（例えば、ＥＧＭ活動データ、ロータマッピングデータ等）ならびに焼灼デー
タを同じユーザインタフェース内に提供するように構成される単一の独立型システムで提
供することができる。例えば、いくつかの構成では、こうした独立型システムは、データ
の統合または他の操作を必要とすることなく、グラフィカル出力および焼灼データを提供
するように構成することができる。換言すれば、いくつかの実施形態では、こうした独立
型システムは、すぐに使用できる設計で製造し、組み立て、または他の方法でユーザに提
供することができる。
【０５１６】
　図３６Ａは、モニタ、別のタイプのディスプレイ、または他の任意の出力デバイスを介
してユーザに提供されるグラフィカル出力７０００の一実施形態を示す。こうしたモニタ
または他の出力デバイスは、焼灼システムの一部であるように構成することができる。別
法として、出力デバイスは、焼灼システムとは別個である（例えば、独立型デバイス）か
、または別個のマッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーションシステム
、他のマッピングデバイスまたはシステム等）、別のタイプの撮像もしくは案内システム
等の一部であり得る。こうした構成では、出力デバイスは、焼灼システム（例えば、発生
器または他のエネルギー送達モジュール、プロセッサまたはコントローラ等）に動作可能
に結合するように有利に構成することができる。
【０５１７】
　図３６Ａに示すように、焼灼カテーテル７１００のチップまたは遠位部分は、ディスプ
レイまたは他の出力において可視であり得る。この実施形態において同様に例示するよう
に、焼灼された標的組織（例えば、心臓組織）に沿ったさまざまなポイントを、円、ドッ
ト、または他の任意の記号もしくは設計として描くことができる。いくつかの構成では、
円またはドット以外の１つもしくは複数の他の記号または表現を用いて、焼灼または加熱
／治療が行われた位置を示すことができる。例えば、円に加えてまたは円の代わりに、矩
形（例えば、正方形）、卵形、三角形、他の多角形状（例えば、五角形、六角形等）、不
規則な形状等を使用することができる。
【０５１８】
　いくつかの実施形態では、図３６Ａに図示するように、モニタまたは他の出力７０００
は、治療されている対象の身体の向きを胴部のグラフィカル表現７０１０により表示する
ように構成することができる。したがって、処置を行っているユーザは、出力にマッピン
グされかつ示されている解剖学的構造をより適切に視覚化し理解することができる。
【０５１９】
　図３６Ａに示すものに加えてまたはその代わりに、出力７０００に他の任意の情報また
はデータも提供することができる。例えば、いくつかの実施形態では、出力に表示される
情報またはデータとしては、限定されないが、要求または必要に応じて、処置に関する日
付、時刻、持続時間および／または他の時間情報、治療されている対象に関する名前およ
び／または他の情報、処置を行っているかまたは補助している医師および／または他の人
に関する名前および／または他の情報および施設の名称等を挙げることができる。
【０５２０】
　いくつかの構成によれば、図３６Ａおよび図３６Ｂに図示するように、モニタまたは他
の出力７０００に表示される焼灼７２００のグラフィカル表現は、医師が、所望の焼灼ま
たは加熱／治療パターンを標的解剖学的構造に正確にもたらすことを確実にするのに役立
つことができる。例えば、いくつかの実施形態では、個々の焼灼は、対象の１つまたは複
数の肺静脈の周囲に（例えば、単一の肺静脈の口の周囲に、２つの隣接する肺静脈の口の
周囲に、隣接する口間のルーフラインに沿って）円または曲線状のパターンを形成する。
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他の実施形態では、本明細書においてより詳細に考察するように、焼灼パターンは、肺静
脈に沿ってまたはその近くで（例えば、肺静脈の１つまたは複数の口に沿って）異常経路
を中断させるように、心腔（例えば、心房）の少なくとも一部に沿って焼灼パターンを配
置することができる。
【０５２１】
　いくつかの実施形態では、モニタまたは他の出力７０００を介して、焼灼処置に含まれ
る一連の個々の焼灼の各焼灼に関連する情報（例えば、焼灼の事例、発生、ポイントまた
は位置）７２００を、ユーザに提供することができる。例として、ユーザが特定のポイン
トまたは位置を特定するとき、焼灼７２００に関する情報をユーザに提供することができ
る。例えば、いくつかの実施形態では、特定の焼灼の上または近くでマウス、タッチパッ
ドおよび／または他のデバイス（例えば、カーソルまたはこうしたデバイスの他のポイン
ティング機能）を操作することにより、ユーザに対して、その焼灼のポイントまたは位置
に関する情報を提供することができる。他の実施形態では、特定の焼灼の選択は、ユーザ
が、自らの指でタッチスクリーンの特定の部分に触れることによって行うことができる。
ユーザが特定の焼灼をどのように「選択する」かまたは他の方法で「作動させる」かに関
わらず、出力（ならびに出力が動作可能に結合される対応するデバイスおよび／またはシ
ステム）を、こうした選択された焼灼に関する特定のデータおよび／または他の情報を提
供するように構成することができる。例えば、図３７Ａに図示するように、ユーザが特定
の焼灼８２０２の上で「ホバーする」かまたは他の方法で特定の焼灼８２０２を選択する
と、モニタまたは他の出力８０００に別個のウィンドウ８３００（例えば、ポップアップ
またはサイドウィンドウ）を表示することができる。さらに、いくつかの構成によれば、
ユーザが自らのカーソル、指および／または他の選択デバイスもしくは機能を特定の焼灼
から離れる方向に移動させると、別個のウィンドウ８３００はつぶれるかまたは他の方法
で消えることができる。いくつかの実施形態では、ポップアップまたは別個のウィンドウ
は、要求または必要に応じて、選択または作動に続く特定の期間（例えば、０．５～５秒
間、５～１０秒間、１０秒間より長く、上記範囲間の期間等）、作動または他の方法で可
視のままであるように構成される。有利には、こうした構成により、ユーザは、焼灼シス
テムを用いて行われる処置に関するデータおよび他の情報を迅速に、容易にかつ好都合に
見ることができる。
【０５２２】
　いくつかの実施形態では、焼灼データ、電気活動データ（例えば、ＥＧＭ活動データ、
ロータマッピングデータ等）および／または他の任意のデータを同期させるかまたは特定
のものにリンクさせる方法は、変更することができる。例えば、いくつかの実施形態では
、焼灼が発生している期間中（例えば、エネルギーが発生器または他のエネルギー送達モ
ジュールからカテーテルの電極に送達されている期間中）（期間全体、期間中のいずれか
の時点、期間中の時間のサブセット等の間）、焼灼および／または他のデータを取り込む
ことができる。いくつかの構成では、例えば、医師（および／または処置を補助している
別の人、例えば、別の医師、技師、看護師等）が、１つまたは複数のコントローラ（例え
ば、フットペダル、手動コントローラ等）を介してこうしたエネルギー送達を開始し終了
することができる。
【０５２３】
　したがって、いくつかの構成によれば、焼灼デバイスまたはシステムからのデータ（例
えば、発生器または焼灼デバイスもしくはシステムの他の構成要素によって取り込まれ、
計算され、格納されかつ／または他の方法で処理されたデータ）、別個のマッピングシス
テム（例えば、ＥＧＭ活動データ、ロータマッピングデータ等を取得し処理するために使
用されるデバイスまたはシステム）からのデータ等が、本明細書に示すように、自動的に
、別のマッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーションシステム）の１つ
または複数のプロセッサに提供されて、それと同期する。こうした同期化および統合は、
要求または必要に応じて、焼灼処置の実行と同時にまたは処置が完了すると発生すること
ができる。
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【０５２４】
　しかしながら、他の実施形態では、異なるデバイスおよびシステム間のデータの同期化
および統合は、焼灼処置の実行中にまたは実行の後に、他の方法で行うことができる。例
えば、異なるデバイスおよびシステム間の時間ログを位置合せして、焼灼システムおよび
／または他の任意の別個のシステム（例えば、ＥＧＭ活動データを取得し処理するように
構成されたマッピングシステム）から必要なデータおよび他の情報を抽出して、必要なデ
ータをマッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーションシステム）によっ
てマッピングされる各焼灼に「一致させる」かまたは他の方法で位置合せすることができ
る。
【０５２５】
　いくつかの構成によれば、システムのさまざまな構成要素（例えば、統合マッピング／
焼灼システム、独立型３Ｄ電気解剖学的ナビゲーションシステム等）の製造業者または供
給業者が、ディスプレイまたは他の出力デバイスにおけるポップアップウィンドウでユー
ザに提供されるデータおよび他の情報を決定するかまたは設定することができる。しかし
ながら、他の実施形態では、要求または必要に応じて、ユーザが、データおよび情報をカ
スタマイズすることができる。したがって、ユーザは、特定の応用または使用に対して望
まれるデータおよび情報を選択することができる。
【０５２６】
　いくつかの実施形態では、図３７Ａの実施形態に例示するように、焼灼８２０２の上で
ホバーするかまたは他の方法でそれを選択することにより（例えば、ポップアップまたは
他の別個のウィンドウ８３００で）ユーザに提供されるデータおよび他の情報としては、
特に要求または必要に応じて、標的組織８３１０に対する電極の向きに関する情報（例え
ば、グラフィカル、テキスト等）、接触情報８３２０（例えば、本明細書においてさらに
詳細に記載するように、電極と組織との間の接触のレベルに関する定性的または定量的出
力）、インピーダンス測定値および確定値を示すグラフまたは波形、勾配測定値および確
定値、位相測定値および確定値、（例えば、例として大きさ、勾配および／または位相等
、さまざまな接触測定値に基づく）接触指数または他の計算値、（例えば、経時的な標的
組織の）温度曲線／プロファイル、（例えば、図３５に開示する構成による）電位図振幅
低減チャートおよび／またはデータ等を挙げることができる。
【０５２７】
　続けて図３７Ａを参照すると、焼灼８２０２に関するポップアップまたは別個のウィン
ドウ８３００は、経時的に組織温度（例えば、電極におけるまたは電極の近くのさまざま
な熱電対または他の温度センサからの複合組織温度）、出力およびインピーダンスをプロ
ットするチャート８３３０を含む。本明細書においてより詳細に示すように、こうした情
報（例えば、グラフィカル形式であってもテキスト形式であっても）は、焼灼処置を行っ
ている医師には貴重である可能性がある。例えば、医師は、さまざまな焼灼（例えば、焼
灼の事例、ポイントまたは位置）８２００、８２０２の上を迅速にかつ好都合にホバーし
て、標的組織の焼灼が自らの必要および要求に従って発生したことを確実にすることがで
きる。他の実施形態では、ポップアップまたは別個のウィンドウ８３００は、特定のユー
ザまたは施設による要求または必要に応じて、１つまたは複数の他のチャートまたはプロ
ットを含むことができる。例えば、いくつかの実施形態では、ウィンドウは、経時的に電
極にまたは電極の近くに配置されるさまざまな熱電通または他のセンサによって検出され
る温度のチャート（例えば、図２２Ａ、図２２Ｂ、図２３Ａおよび図２３Ｂを参照された
い）を含む。いくつかの実施形態では、図３７Ａに図示するように、別個のウィンドウ８
３００は、電極に沿って含まれる近位側熱電対および遠位側熱電対（または他の温度セン
サ）の各々に対して、経時的に温度測定値を含むことができる。図示するように、温度デ
ータは、医師が、異なる熱電対からの読取値を迅速にかつ容易に比較するのを可能にする
ように、グラフィカル形式で提示することができる。こうした曲線は、単独でまたは出力
デバイスのグラフィカル表現を介して提供される他のデータおよび情報と合わせて、焼灼
処置中に医師に対して十分に情報が与えられ続けることを確実にすることができる。例え
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ば、こうした個々の熱電対の傾向のグラフにより、医師は、焼灼中に電極と標的組織との
間の所望のまたは適切な接触が維持されるか否かを評価することができる。いくつかの構
成では、例えば、個々の熱電対曲線の検討は、本明細書においてより詳細に考察するよう
に、組織接触の質、接触の喪失または外れが発生したか否かおよび発生したとき等、臨床
的判断を暗示ことができる。したがって、いくつかの構成では、システムは、ユーザに対
してこうした外れまたは他の任意の可能性のある望ましくない発生を（例えば、視覚的に
、聴覚的に等）警告することができる。いくつかの実施形態では、例えば、ＥＧＭ活動デ
ータ、ロータマップデータ、追加の温度データ等、追加のデータまたは情報をユーザに提
供するために、ポップアップウィンドウ８３００に沿って、ウィンドウ８３００の別個の
表示領域、部分またはエリア８３５０（および／または他の任意の部分もしくはエリア）
を提供することができる。
【０５２８】
　いくつかの実施形態では、本明細書に示すように、ユーザがポップアップまたは別個の
ウィンドウ８３００をカスタマイズすることができる。したがって、例えば、ユーザは、
ポップアップウィンドウ８３００に表示されるグラフィカルデータ、テキストデータおよ
び／または他のデータおよび情報を選択する（かつ処置間でまたは経時的に変更する）こ
とができる。さらに、ポップアップウィンドウに関するさまざまな他の特徴および特性を
変更することができる。例えば、システムのホバー感度（例えば、ポップアップウィンド
ウを起動するためにカーソル、触れる動き、または他の選択方法もしくは技法がどの程度
焼灼に対して近い必要があるか）、ポップアップウィンドウを起動するために、ユーザが
コントローラ（例えば、マウスボタン、タッチスクリーンの押下等）をクリックするかま
たは他の方法で操作する必要があるか否か、ポップアップウィンドウが、モニタまたは他
の出力デバイスから消える前にどの程度起動したままであるか、ポップアップディスプレ
イに提供されるグラフィカル情報および／またはテキスト情報のサイズ、色および／また
は他の全体的な表示特徴（例えば、テキストフォントおよびサイズ、色等）等である。
【０５２９】
　本明細書でより詳細に示すように、いくつかの実施形態では、接触関数または指標は、
臨床医が容易に識別可能であるように、接触状態または接触のレベルの定性的評価を（単
独で、または定量的評価に加えて）提供する仮想ゲージとして表すことができる。こうし
たゲージは、例えば、接触の質または接触状態の異なる分類または特徴を表す、例えば４
つのセグメントまたは領域に分割することができる。例えば、（例えば、０～０．２５の
接触関数値からの）第１のセグメントは、赤い色であり非接触を表すことができ、（例え
ば、０．２５～０．５の接触関数からの）第２のセグメントは、オレンジの色であり「軽
い」接触を表すことができ、（例えば、０．５～０．７５の接触関数からの）第３のセグ
メントは、黄色であり「中間の」または「中位の」接触を表すことができ、（例えば、０
．７５～１の接触関数値からの）第４のセグメントは、緑色であり「十分な」または「堅
固な」接触を表すことができる。他の実施形態では、３つ以下のセグメントまたは５つ以
上のセグメント（例えば、２つのセグメント、３つのセグメント、５つのセグメント、６
つのセグメント）を使用することができる。一実施形態では、３つのセグメントが提供さ
れ、１つのセグメントは非接触または不十分な接触に対し、１つのセグメントは中位の接
触に対し、１つのセグメントは十分なまたは堅固な接触に対する。要求および／または必
要に応じて、セグメントを等しくまたは他の方法で分割することができる。要求に応じて
、他の色、パターン、目盛りおよび／または他の視覚的指標を使用することができる。さ
らに、カテーテルまたは他の医療器具を強すぎる力で係合させていること（例えば、１を
超える接触関数値）に関してユーザに警告するために、「接触警告」色またはゲージ目盛
りを提供することができる。ゲージは、ゲージに接触関数のリアルタイムまたは瞬間的な
値を示すために使用されるポインタ要素を含むことができる。こうしたゲージならびに／
または他の接触データおよび情報は、ポップアップウィンドウ８３００に表示することが
できる。表示される接触指数は、基準測定値に基づいて本明細書に記載するドリフト補正
技法を用いて決定することができる。基準測定値およびそれらが取得された時点も表示す
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ることができる。
【０５３０】
　上述したものの代わりにまたはそれに加えて、焼灼に関する追加のデータおよび／また
は情報を表示することができる。例えば、データおよび／または情報は、限定なしに、標
的組織に対する電極の向きに関する情報（例えば、グラフィカル、テキスト等）、温度デ
ータ（例えば、焼灼の前、焼灼中および／または焼灼後の組織温度、焼灼処置中の組織温
度の変化率等）、接触情報（例えば、本明細書でさらに詳細に記載するように電極と組織
との間の接触のレベルに関する定性的または定量的出力、先に焼灼された組織または焼灼
されていない組織との接触が達成したか否か等）、インピーダンス測定値および確定値を
示すグラフまたは波形、勾配測定値および確定値、位相測定値および確定値、インピーダ
ンスのテキスト測定値、（例えば、例として大きさ、勾配および／または位相等のさまざ
まな接触測定値に基づく）接触指数または他の計算値、（例えば、経時的な標的組織の）
温度曲線／プロファイル、焼灼中の電極の向き、適用されるＲＦ出力統計（例えば、最大
出力および平均出力）、電位図振幅低減チャートおよび／またはデータ、マッピング画像
および／またはデータ、特定の焼灼中の対象の心拍数、血圧および他の生命徴候等を含む
ことができる。
【０５３１】
　いくつかの実施形態によれば、モニタまたは他の出力に示される個々の焼灼は、対応す
るポイントまたは位置における焼灼に関連する１つまたは複数のパラメータに少なくとも
部分的に基づき、サイズ（例えば、直径、他の断面寸法等）、色等が変化し、かつ／また
は他の任意の視覚的に明白な方法で変化するように構成される記号（例えば、円、矩形、
他の形状等）によって表すことができる。例として、いくつかの実施形態では、第１の焼
灼が第２の焼灼より高いレベルの組織焼灼（例えば、より大きいサイズ（例えば、衝撃の
深い、長い、幅広い、大きい領域等）、より高温の焼灼組織、より長いエネルギー印加時
間等）に関連する場合、第１の焼灼の直径は第２の焼灼の直径より（例えば、比例してま
たは非比例して）大きい可能性がある。いくつかの実施形態では、さまざまな焼灼のサイ
ズ（例えば、直径）の差は、上に列挙したような１つまたは複数の焼灼の特徴に比例する
。
【０５３２】
　図３７Ｂに、モニタまたは他の出力デバイス８０００’に提供される表現の別の実施形
態を示す。図示するように、治療されている標的解剖学的領域がマッピングされ、３次元
モデルに描かれている。さらに、マッピングされた組織に対して、処置中に行われたさま
ざまな焼灼８２００’を図示することができる。図示する実施形態では、こうした焼灼に
対して、（例えば、焼灼の順序で逐次）番号が付されるかまたは他の方法でラベルが付け
られる。しかしながら、他の構成では、焼灼８２００’にラベル付けする必要はない。図
３７Ｂに示すように、いくつかの構成では、焼灼に関する情報（例えば、向き、接触デー
タ、温度曲線等）は、治療処置全体中にモニタに残るグラフィカル表現８０００’のウィ
ンドウまたはエリア８３００’に提供することができる。したがって、いくつかの実施形
態では、図３７Ａを参照して上で考察した表現の特徴と異なり、焼灼に関するデータおよ
び他の情報は、ポップアップウィンドウに提供されない。いくつかの実施形態では、ウィ
ンドウ８３００’に提供されるデータおよび他の情報は、医師または他のユーザが（例え
ば、ホバー、タッチスクリーンの押下および／または他の任意の選択技法を介して）選択
した特定の焼灼８２０２’に関する。
【０５３３】
　いくつかの実施形態では、図３８に図示するように、モニタまたは他の出力に描かれる
さまざまな焼灼９４００のグラフィカル表現９０００は、（例えば、処置全体の、または
少なくとも本明細書に開示するポップアップウィンドウ構成の比較的短い期間より長い持
続時間）常に可視であるように構成される、グラフィカルおよび／またはテキストデータ
を含むことができる。こうした構成は、医師、またはモニタもしくはグラフィカル表現９
０００の他の出力の他の検討者に、焼灼処置の２回以上（例えば、いくつかまたはすべて
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の）焼灼に関するデータおよび情報を同時に提供するのに役立つことができる。したがっ
て、いくつかの実施形態では、医師は、焼灼処置の状態に（例えば、単一の画像を介して
、別個のポップアップウィンドウ等を起動する必要なしに）好都合にかつ容易にアクセス
することができる。さらに、いくつかの構成では、常に提示されるデータおよび情報は、
医師が損傷部形成（例えば、焼灼されていないかまたは焼灼が不十分の標的組織の領域）
においてあり得るギャップを特定するのを補助することができる。その結果、ユーザは、
より完全なかつ有効な焼灼処置を確実にするために、こうした組織領域を標的とすること
ができる。
【０５３４】
　続けて図３８を参照すると、各焼灼において皮膚に対するカテーテル９１００の遠位端
に沿って配置された電極（または他のエネルギー送達部材）の向きを、単一のグラフィカ
ル表現９０００で図示することができる。図示するように、いくつかの構成では、各焼灼
９２００は、（例えば、その中に、それに隣接して等）本明細書に開示するさまざまな判
断方法および技法に従って、電極が組織に対して平行の向きにあったか、垂直な向きにあ
ったか、または斜めの向きにあったかを示す３つの記号９４００の１つを含むことができ
る。
【０５３５】
　いくつかの実施形態では、グラフィカル表現９０００に図示する各焼灼９２００は、焼
灼（例えば、有効な焼灼、いくつかの閾値要件を満たす焼灼等）のゾーンまたはエリアを
近似する、図示する治療エリア９５００を含むことができる。例えば、いくつかの実施形
態では、こうしたエリア９５００は、特定の処置またはプロトコルに対する要求または必
要に応じて、十分な組織加熱が達成された快適さのレベルを医師に提供する標的温度（例
えば、６０℃）または他の何らかの閾値温度を超えて加熱された、各焼灼９２００に沿っ
た組織の部分を特定することができる。いくつかの構成では、さまざまな治療エリア表現
９５００は、医師により詳細な情報を提供するように色分けする（例えば、低加熱に対し
て黄色、中間加熱に対してオレンジ、高加熱に対して赤色等）ことができる。他の実施形
態では、色分けは、近似されたかつ／または実際の組織温度によって決まり得る。したが
って、各焼灼に関連するさまざまな治療エリア表現９５００を、同様に表示することがで
きる温度記号に従って色分けすることができる（例えば、異なる色、異なる陰影（例えば
、グレイスケール）、または他の色特性レベル等）。
【０５３６】
　図３８にさらに留意すると、焼灼９２００を包囲するさまざまな治療エリア表現９５０
０が色分けされるかまたは他の方法で識別されるか否かまたはそれがどのようになされる
かに関わらず、グラフィカル表現９０００は、隣接する焼灼の加熱または焼灼効果が複合
される、焼灼９２００の周囲のまたはそれに沿ったエリアまたはゾーンを有利に示すよう
に構成することができる。別法として、本明細書に（例えば、図３８および図３９を参照
して）より詳細に記載するように、グラフィカル表現または他の出力の一部として、損傷
部の深さ、幅または体積の推定値または確定値を描き表示することができる。例えば、図
３８において、２つ以上の別個の焼灼９２００のオーバーラップする焼灼／加熱効果を含
むこうした領域またはエリア９５００は、相対的に暗い色で図示する。オーバーラップは
、（例えば、図３８および図３９を参照して）本明細書で説明するように、損傷部の深さ
、幅および体積の推定値に基づいて求めるかまたは推定することができる。本明細書に示
すグラフィカル表現に加えてまたはその代わりに、他のさまざまなグラフィカル表現を用
いて、特定の焼灼処置に関する有用な情報を医師または他のユーザまたはこうしたシステ
ムの観察者に好都合に提供することができる。したがって、上述したように、医師は、よ
り適切に、処置の状況を評価し、必要な場合は、十分な結果を確保するために補完的な十
分に標的が絞られた焼灼を行うことができる。
【０５３７】
　いくつかの実施形態では、グラフィカル表現は、所望のまたは必要な焼灼パターンの経
路を表示するように構成することができる。こうした経路（本明細書では図示せず）は、
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医師が、焼灼処置を行っているときの予測可能な、安全なかつ効果的な焼灼経路をたどる
のを案内し、かつ他の方法で支援することができる。いくつかの構成では、こうした所望
の経路は、要求または必要に応じて、線として、点として、かつ／またはグラフィカル表
現９０００上の他の要素からそれを識別する他の任意の方法で、図示することができる。
【０５３８】
　図３９は、特定の焼灼経路にわたる焼灼深さの２次元グラフを示す。こうした焼灼深さ
データは、電極の向き、温度、出力、組織接触情報および／または他の任意の入力から導
出しまたは推定することができる。参照により本明細書に援用されかつ本明細書の一部と
されるＰａｎｅｓｃｕ　ｅｔ　ａｌ．，“Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｆｉｎ
ｉｔｅ　Ｅｌｅｍｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　
ａｎｄ　Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓ　Ｄｕｒｉｎｇ　Ｒａｄ
ｉｏ－Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ａｂｌａｔｉｏｎ，”ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ　
ｏｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，　Ｖｏｌ．４２，　Ｎｏ．９（
Ｓｅｐ．１９９５），ｐｐ．８７９－８８９において考察されているように、損傷部の深
さおよび幅は、他の要素もあるが、特に電極の向き、温度および出力によって決まる。し
たがって、グラフィカル表現または他の出力９６００は、要求または必要に応じて、損傷
部の深さ、幅または体積プロファイルを描きかつ推定するために、こうしたデータを組み
込むように構成することができる。例えば、いくつかの実施形態では、焼灼経路は、対象
の左心房内の肺静脈の対の周囲に（例えば、こうした静脈の口の周囲に）概して円周方向
の経路を含むことができる。いくつかの構成では、本技術分野において既知であるように
、こうした焼灼処置は、心房細動または他の心臓不整脈の対象において異常な伝導パター
ンを中断させるのに役立つことができる。したがって、（図３８に図示するような）焼灼
エリア近似と組み合わせてまたはその代わりに、システムは、治療されている組織に沿っ
た有効な焼灼または標的加熱深さ、幅および／または体積を決定する（例えば、本明細書
に開示するさまざまな実施形態に従って推定する）ように構成することができる。図３９
においてグラフィカル表現９６００で示すように、システムは、治療経路に沿った距離の
関数として焼灼深さ９６５０を示すことができる。こうした情報は、図３７Ａまたは図３
７Ｂまたは図３８に示すように、全体的な焼灼表現とともに（例えば、連続して、間欠的
に（例えば、ポップアップウィンドウの一部として）等）表示することができる。したが
って、医師に対して、焼灼処置に関連する３次元評価を有効に提供することができ、そこ
では、組織の焼灼（または所望の加熱）の面積の／空間的広がりおよび深さの両方が、処
置中に医師にグラフィカルに表現される。他の実施形態では、面積の広がりおよび深さを
単一の統合画像にグラフィカルに結合する焼灼組織の３次元容積表現を、ユーザに提供す
ることができる。
【０５３９】
　本明細書に示すように、特定の処置に関するデータおよび他の情報がどのように処理さ
れかつユーザに表示されるかに関わらず、こうした実施形態は、（例えば、治療されてい
る組織に沿ったギャップを特定して）処置においてあり得る脆弱なまたは臨床的に影響さ
れやすいポイントまたは位置を容易にかつ好都合に評価するのに有利であり得る。したが
って、医師または他のユーザは、この貴重な情報を用いて、より完全なかつ徹底的な焼灼
処置が一貫して行われることを確実にすることができる。本明細書で考察するように、例
えば、本明細書に開示するさまざまな構成を用いて、医師は、閾値レベルまで治療されて
いない可能性がある所望の焼灼経路に沿った組織の領域を迅速に特定することができる。
したがって、焼灼処置が完了する前にこうした組織領域を標的として、適切なかつ有効な
治療を確実にすることができる。
【０５４０】
　いくつかの実施形態によれば、システムは、あり得るまたは実際のギャップ（例えば、
焼灼が不十分である可能性があるかまたは他の影響されやすい組織領域）を（例えば、自
動的に）特定しかつ強調表示し、こうした領域をユーザに（例えば、グラフィカルに、テ
キストにより等）明確化するように構成することができる。例えば、いくつかの実施形態
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では、システムは、適切に焼灼されていない可能性がある標的解剖学的構造の部分（例え
ば、焼灼または加熱の長さ、幅、深さが、何らかの閾値に対して不十分である領域）を強
調表示することができる。こうした強調表示は、例えば、こうしたエリアの周囲に円を描
くかまたは他の方法で輪郭を描く、異なる色または他のグラフィカルパターン（例えば、
クロスハッチング）でこうした領域を色付けする等、任意の所望の形態をとることができ
る。
【０５４１】
　いくつかの実施形態では、システムが、あり得る、可能性のあるまたは実際の損傷部ギ
ャップ（例えば、治療されている対象の解剖学的構造の焼灼が不十分である可能性がある
領域）を決定し特定することができることは、こうした位置に医師の注意が喚起されるこ
とを確実にするのに役立つことができる。したがって、医師は、任意のこうした領域が存
在するか否かを評価して判断し、必要な場合は、（例えば、自らの専門技術、経験および
一般的手法に基づいて）治療処置が完了する前にさまざまな位置で追加の焼灼を行うこと
ができる。これは、医師が、臨床的成功の可能性を増大させる焼灼処置を完了するのを確
実にするのに役立つことができる。
【０５４２】
　いくつかの実施形態では、マッピングシステム（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーシ
ョンシステム）は、心臓不整脈（例えば、心房細動）治療中に対象の心腔（例えば、心房
）をマッピングするように構成することができる。例えば、電気解剖学的ナビゲーション
システムまたは他のマッピングシステムは、ＥＧＭ活動データ、ロータマッピングデータ
および／または他の電気データを取得するように構成することができる。本明細書に示す
ように、こうしたデータは、標的解剖学的位置（例えば、対象の左心房）の３Ｄマッピン
グおよびモデル化を容易にするデータを取得し処理するようにも構成されるマッピングシ
ステムから取得することができる。別法として、こうしたデータを、要求または必要に応
じて、マッピングシステムに動作可能に結合される別個のマッピングデバイスまたはシス
テムを介して、マッピングシステム（例えば、電気解剖学的ナビゲーションシステム）に
提供することができる。
【０５４３】
　いくつかの実施形態では、心房細動を示す対象は、自らの心房において疾患の特徴的で
ある心房細動ロータパターンを示す。いくつかの構成では、対象の心房を通して送信され
ている信号を電気的にマッピングし、したがって、疾患の原因である対応する心房細動ロ
ータのマップをより正確に決定することは、対象の対象治療に役立つことができる。例え
ば、いくつかの実施形態では、心房細動ロータが（例えば、３Ｄ電気解剖学的ナビゲーシ
ョンシステムに統合されるかまたは動作可能に結合される別個のマッピングデバイスまた
はシステムを用いて）正確にマッピングされると、医師は、疾患の治療に役立つ、心房の
部分をより精密に治療することができる。これは、有効な治療の可能性を増大させるより
精密かつ正確な焼灼、焼灼される組織の面積または体積を低減させることができるため、
対象に対するより少ない外傷等を含む、いくつかの利益を対象に提供することができる。
したがって、いくつかの実施形態では、焼灼処置の状態に関する詳細なデータおよび他の
情報を提供する本明細書に記載するさまざまな実施形態の使用は、標的組織が対応するロ
ータマップに鑑みて適切に焼灼されることを確実にするのに役立つことができる。これに
より、心房細動および他の心臓不整脈のより確実かつ有効な治療を提供することができる
。
【０５４４】
　図４０Ａの３Ｄ活性化マップ例に図示するように、多電極デバイスまたはシステムの隣
接する電極間に比較的大きいギャップまたは空間が存在する。その結果、多電極マッピン
グデバイスまたはシステムのみを使用して生成される対応する３Ｄマップは、不正確かつ
／または不完全である可能性がある。例えば、いくつかの実施形態では、多電極マッピン
グデバイスまたはシステムの固定空間電極によって特定することができない心臓不整脈（
例えば、心房細動）または他の状態のロータまたは他のしるしが存在する可能性がある。
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【０５４５】
　例として、図４０Ｂは、本明細書に開示するさまざまな実施形態により、単独で、また
は１つもしくは複数の他のマッピングデバイスもしくはシステム（例えば、多電極マッピ
ングシステム）と組み合わせて、カテーテルベースのデバイスまたはシステムを用いてマ
ッピングされた、対象の解剖学的空間の領域９９２０を示す。図４０Ｂのマップは、多電
極デバイスまたはシステムにおける電極の設定された、固定された位置間の追加のマッピ
ングデータを提供する。（例えば、本明細書に開示する高分解能電極実施形態を用いる）
こうした高性能化したマッピングシステムおよび関連方法を用いて、ロータ９９３０の存
在（例えば、そこでは、標的解剖学的領域の領域は、前記組織の活性化が円形または繰り
返しパターンを形成する局所化エリアを示す）を検出することができる。したがって、本
明細書に開示する高度化したマッピングデバイスまたはシステムの実施形態を用いて、病
気の存在を正確に特定し、その後治療することができる。上に列挙したように、本明細書
に開示する実施形態を用いて、限定なしに、心臓興奮マップ、心臓活動伝播速度マップ、
心臓電圧マップおよびロータマップ等、多くのタイプの高度化した心臓マップを生成する
ことができる。いくつかの実施形態によれば、高度化したマッピングシステムにより、よ
り焦点の合った、局所化したまたは集中した焼灼標的が容易になり、かつ／またはさまざ
まな病気を治療するために必要な焼灼の回数を低減させることができる。
【０５４６】
　したがって、こうした高度化した心臓マップを生成することができることにより、（例
えば、図３６Ａ～図３９を参照して）本明細書に提示したさまざまなグラフィカル表現を
さらに高度化することができ、こうした特徴を利用する焼灼システムおよび技法をさらに
改善することができる。例えば、いくつかの実施形態では、例えば図３６Ａ～図３９の構
成に関して、本明細書において考察したように、標的解剖学的構造のマッピング領域に対
して、焼灼マップのグラフィカル表現の上で、ロータ９９３０の識別表示を重ね合わせる
かまたは他の方法で識別することができる。その結果、焼灼処置を行っている医師は、対
象の病気（例えば、心房細動、他の心臓不整脈または心臓病、他の伝導関連疾患等）を治
療しようとして、対象の解剖学的構造の適切な部分をより正確に、確実にかつ有効に標的
とすることができる。
【０５４７】
　いくつかの実施形態では、システムは、以下の１つまたは複数を含む。すなわち、組織
調整手段（例えば、焼灼または他のタイプの調整カテーテルまたは送達デバイス）、エネ
ルギーを発生する手段（例えば、発生器または他のエネルギー送達モジュール）、エネル
ギーを発生する手段を組織調整手段に接続する手段（例えば、インタフェースまたは入出
力コネクタまたは他の結合部材）、組織接触検知および／または組織タイプ判断を行う手
段、組織接触検知および／または組織タイプ判断を行う手段によって生成される出力を表
示する手段、組織との接触のレベルを求める手段、接触検知手段に関連してネットワーク
パラメータ測定値を校正する手段等である。
【０５４８】
　いくつかの実施形態では、システムは、（複数の特徴とは対照的に）単一の特徴として
存在するさまざまな特徴を有する。例えば、一実施形態では、システムは、ある深さでの
組織の温度を求めるのに役立つように、単一の高分解能（例えば、スプリットチップ等の
複合）電極および１つまたは複数の温度センサ（例えば、熱電対）を含む単一焼灼カテー
テルを含む。システムは、インピーダンス変換ネットワークを含むことができる。いくつ
かの実施形態では、システムは、電極および／または治療されている組織から離れるよう
に熱を伝達するための熱シャント網を含む単一焼灼カテーテルを含む。いくつかの実施形
態では、システムは、電極と対象の標的組織とが接触しているか否かおよびどの程度接触
しているかを判断する単一の接触検知サブシステムを含む。代替実施形態では、複数の特
徴または構成要素が提供される。
【０５４９】
　一実施形態では、システムは、以下の１つまたは複数を含む。すなわち、組織調整（例
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えば、焼灼または他のタイプの調整カテーテルまたは送達デバイス）、エネルギーを発生
する手段（例えば、発生器または他のエネルギー送達モジュール）、および／またはエネ
ルギーを発生する手段を組織調整手段に接続する手段（例えば、インタフェースもしくは
入出力コネクタまたは他の結合部材）等である。
【０５５０】
　いくつかの実施形態では、システムは、以下の１つまたは複数を含む。すなわち、組織
調整（例えば、焼灼または他のタイプの調整カテーテルまたは送達デバイス）と、ある深
さでの組織温度を（例えば、電極から熱的に絶縁されておりかつカテーテルの２つの異な
る長手方向部分に沿って配置された複数の温度センサ（例えば、熱電対）を用いて）測定
する手段、電極および／または治療されている組織から離れるように（例えば、熱分流材
料および構成要素を用いて）有効に熱を伝達する手段と、電極と隣接する組織とが接触し
ているか否かおよびどの程度接触しているかを（例えば、組織を焼灼するようにも構成さ
れる高分解能電極から取得されるインピーダンス測定値を用いて）判断する手段とである
。
【０５５１】
　いくつかの実施形態では、システムは、以下の１つまたは複数を含む。すなわち、焼灼
システムは、本質的に、カテーテル、焼灼部材（例えば、ＲＦ電極、複合（例えば、スプ
リットチップ）電極、別のタイプの高分解能電極等）、カテーテルの内部を通って焼灼部
材までまたはその近くまで延在する灌注導管、焼灼部材を選択的に活性化する少なくとも
１つの導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）、および焼灼部材の少なくとも一部（例えば
、焼灼部材の近位部分）を灌注導管と熱連通させる少なくとも１つの伝熱部材、電極およ
び／または治療されている組織から離れるように有効に熱を伝達するように構成された少
なくとも１つの熱シャント部材、カテーテルの２つの異なる長手方向位置に沿って配置さ
れた複数の温度センサ（例えば、熱電対）であって、電極から熱的に絶縁され、かつある
深さで組織の温度を検出するように構成された温度センサ、電極と隣接する組織とが接触
しているか否かおよびどの程度接触しているかを（例えば、組織を焼灼するようにも構成
される高分解能電極から取得されるインピーダンス測定値を用いて）判断する接触検出サ
ブシステム等からなる。
【０５５２】
　上に開示した実施形態では、伝熱部材が開示される。代替的に、いくつかの実施形態で
は、伝熱部材の代わりにまたはそれに加えて熱保持シンクが使用される。
【０５５３】
　いくつかの実施形態によれば、焼灼システムは、本質的に、カテーテルと、焼灼部材（
例えば、ＲＦ電極、複合（例えば、スプリットチップ）電極、別のタイプの高分解能電極
等）と、カテーテルの内部を通って焼灼部材までまたはその近くまで延在する灌注導管と
、焼灼部材を選択的に活性化する少なくとも１つの導体（例えば、ワイヤ、ケーブル等）
と、焼灼部材の少なくとも一部（例えば、焼灼部材の近位部分）を灌注導管と熱連通させ
る少なくとも１つの伝熱部材と、電極および／または治療されている組織から離れるよう
に有効に熱を伝達するように構成された少なくとも１つの熱シャント部材と、カテーテル
の２つの異なる長手方向位置に沿って配置された複数の温度センサ（例えば、熱電対）で
あって、電極から熱的に絶縁され、かつある深さで組織の温度を検出するように構成され
た温度センサとからなる。
【０５５４】
　本明細書に記載する任意の方法を、１つもしくは複数のプロセッサまたは他のコンピュ
ーティングデバイスによって実行される、メモリまたはコンピュータ可読媒体に格納され
たソフトウェアコードモジュールで（例えば、アルゴリズムまたは機械可読命令の形式で
）具現化し、かつそれを介して部分的にまたは完全に自動化することができる。複数のプ
ロセッサを含む実施形態では、それらのプロセッサは、並列に動作して、並列処理システ
ムを形成することができ、そこでは、１つのプロセスは、焼灼システムの異なるプロセッ
サで同時に実行する部分に分割される。それらの方法は、有形のコンピュータ可読媒体か
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ら読み出されるソフトウェア命令または他の実行可能な機械可読コードの実行に応じて、
コンピューティングデバイスにおいて実行することができる。有形のコンピュータ可読媒
体は、コンピュータシステムによって読取可能なデータを格納することができるデータ記
憶デバイスである。コンピュータ可読媒体の例としては、リードオンリメモリ（例えば、
ＲＯＭまたはＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ、他の揮発性または不
揮発性メモリデバイス、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フラッシュドライブおよび光学デー
タ記憶デバイスが挙げられる。本明細書に記載するモジュール（例えば、接触検出または
検知モジュール）は、構造的ハードウェア要素および／またはメモリに格納された非構造
的ソフトウェア要素（例えば、処理デバイスまたはコンピューティングデバイスによって
実行可能なアルゴリズムまたは機械可読命令）を含むことができる。
【０５５５】
　さらに、実施形態は、１つまたは複数の有形のコンピュータ記憶媒体に格納されたコン
ピュータ実行可能命令として実施することができる。当業者には理解されるように、有形
のコンピュータ記憶媒体に格納されたこうしたコンピュータ実行可能命令は、コンピュー
タプロセッサ等のコンピュータハードウェアによって実行される特定の関数を定義する。
概して、こうした実施形態では、コンピュータ実行可能命令は、少なくとも１つのコンピ
ュータプロセッサ（例えば、プログラマブルマイクロプロセッサもしくはマイクロコント
ローラまたは特定用途向け集積回路）によってアクセス可能なメモリにロードされる。し
たがって、少なくとも１つのコンピュータプロセッサはそれらの命令を実行し、コンピュ
ータハードウェアに対して、コンピュータ実行可能命令によって定義された特定の関数を
実行させる。当業者には理解されるように、コンピュータ実行可能命令のコンピュータに
よる実行は、特定の機能を実行するように配線されるハードウェア回路を含む電子ハード
ウェアによる同じ機能の実行と均等である。したがって、本明細書に例示する実施形態は
、典型的には、コンピュータハードウェアおよびコンピュータ実行可能命令の何らかの組
合せとして実施されるが、本明細書に例示する実施形態は、本明細書に例示する特定の関
数を実行するように配線された１つまたは複数の電子回路として実施することも可能であ
る。
【０５５６】
　本明細書に開示するさまざまなシステム、デバイスおよび／または関連方法を用いて、
限定なしに、心臓組織（例えば、心筋、心房組織、心室組織、弁等）、体腔（例えば、静
脈、動脈、気道、食道または他の消化管腔、尿道および／または他の尿路管もしくは管腔
、他の管腔等）、括約筋、前立腺、脳、胆嚢、子宮、他の器官、腫瘍および／または他の
増殖、神経組織および／または解剖学的構造の他の任意の部分を含む、対象の解剖学的構
造の１つまたは複数の部分を少なくとも部分的に焼灼しかつ／もしくは他の方法で焼灼し
、加熱し、または熱的に治療することができる。こうした解剖学的位置の選択的焼灼およ
び／または他の加熱を用いて、例えば、心房細動（持続性または発作性）、心房粗動、心
室頻拍、僧帽弁逆流、他の心臓疾患、喘息、慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、良性もしく
は癌の肺結節を含む他の肺もしくは呼吸疾患、高血圧、心不全、脱神経、腎不全、肥満、
糖尿病、胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）、他の胃食道障害、他の神経関連疾患、腫瘍もしくは
他の増殖、痛みおよび／または他の任意の疾患、症状もしくは病気を含む１つまたは複数
の疾患または症状を治療することができる。
【０５５７】
　本明細書に開示する実施形態の任意のものでは、プロセッサ、コンピュータ可読媒体も
しくは他のメモリ、コントローラ（例えば、ダイヤル、スイッチ、つまみ等）、接触検知
サブシステム、ディスプレイ（例えば、温度ディスプレイ、タイマ等）等を含む１つまた
は複数の構成要素が、発生器、灌注システム（例えば、灌注ポンプ、リザーバ等）および
／または焼灼もしくは他の調整もしくは治療システムの他の任意の部分の１つまたは複数
のモジュールに組み込まれ、かつ／または（例えば、可逆的にまたは非可逆的に）結合さ
れる。
【０５５８】
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　本明細書では、いくつかの実施形態および例を開示しているが、本出願は、具体的に開
示した実施形態を越えて本発明の他の代替実施形態および／または使用ならびにその変更
形態および均等物まで広がる。実施形態の具体的な特徴および態様のさまざまな組合せま
たは部分的組合せを作成することができ、それらは、依然として本発明の範囲内にあり得
ることも企図される。したがって、開示した本発明のさまざまな態様を形成するために、
開示した実施形態のさまざまな特徴および態様を互いに組み合わせ得るかまたは置き換え
得ることが理解されるべきである。本明細書で用いる見出しは、単に、読みやすさを向上
させるために提供し、特定のセクションに開示する実施形態の範囲をそのセクションに開
示する特徴または要素に限定するようには意図されていない。
【０５５９】
　本明細書に開示する実施形態は、さまざまな変更形態および代替形態が可能であるが、
その具体的な例が図面に示され、本明細書において詳細に記載されている。しかしながら
、本発明は、開示した特定の形態または方法に限定されるべきではなく、逆に、本発明は
、記載されたさまざまな実施形態および添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲内にある
すべての変更形態、均等物および代替形態を包含するものであることが理解されるべきで
ある。本明細書に開示したいかなる方法も、列挙した順序で必ずしも行われる必要はない
。本明細書に開示した方法は、専門家によって行われるいくつかの行為を含むが、それら
は、明示的にまたは暗示的に、それらの行為の任意の第３者の命令も含むことができる。
例えば、「カテーテルを前進させること」または「焼灼部材にエネルギーを送達すること
」等の行為は、それぞれ「カテーテルを前進させるように命令すること」または「焼灼部
材にエネルギーを送達するように命令すること」を含む。本明細書に開示する範囲はまた
、そのあらゆる部分的重なり、部分的範囲およびその組合せも包含する。「最大」、「少
なくとも」、「～を超える」、「より小さい」、「間」等の用語は、列挙される数字を含
む。「約」または「およそ」等の用語に続く数字は、列挙される数字を含む。例えば、「
約１０ｍｍ」は「１０ｍｍ」を含む。「実質的に」等の用語に続く用語または句は、列挙
される用語または句を含む。例えば、「実質的に平行」は「平行」を含む。
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