
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被診断対象者から生体データを検出する生体データ検出手段と、
　前記生体データ検出手段によって検出された生体データの異常を検出する異常検出手段
と、
　前記異常検出手段による異常の検出があった場合、前記生体データ検出手段で検出され
た生体データを 被診断対象者の 識別情報と共に遠隔送信する通信手
段と、
　

被診断対象者情報を検出する被診断対象者情報検出手段と、
　前記通信手段が送信する生体データ及び識別情報、通信回線を介して前記被診断対象者
情報検出手段が送信する被診断対象者情報に基づいて、 被診断対象者の健康状態を判
定する判定手段と、を備え、
　前記判定手段は、

前記通信手段によって送信された生体データと前記識
別情報に基づいて、 健康状態の診断が必要か否かを判定し、必要有り
と判定した場合には、前記識別情報によって特定される被診断対象者の前記被診断対象者
情報を取得して、前記生体データと前記被診断対象者情報に基づいて、前記識別情報によ
って特定される被診断対象者の健康状態

ことを特徴とする生体監視システム。

10

20

JP 3815893 B2 2006.8.30

前記 氏名が特定される

前記被診断対象者を撮影した撮影情報と前記被診断対象者の音声を収録した音声情報の
一方又は両方からなる

前記

前記識別情報によって特定される被診断対象者の健康状態に関して予
め分類した複数のレベルを設定し、

前記被診断対象者の

が前記複数のレベルの何れに該当するかを判定す
る



【請求項２】
　前記異常検出手段は、前記生体データ検出手段に接続され、検出された生体データの異
常を検出して、当該生体データを前記通信手段に設定し、当該生体データと前記識別情報
を前記通信手段によって前記判定手段に送信させることを特徴とする請求項１に記載の生
体監視システム。
【請求項３】
　前記判定手段は、医療機関に通信回線を介して接続され、前記健康状態が前記複数のレ
ベルの内で医療機関での診断と治療を要するレベルであると判定した場合には、前記通信
手段を介して前記識別情報で特定される被診断対象者に向けて指定した医療機関での診断
と治療を促すメッセージを送信すると共に、前記指定した医療機関に当該被診断対象者の
生体データを送信することを特徴とする請求項 に記載の生体監視システム。
【請求項４】
　前記判定手段は、医療機関に通信回線を介して接続され、前記健康状態が前記複数のレ
ベルの内で緊急治療を要するレベルであると判定した場合には、選択された医療機関に緊
急通報を送信すると共に、当該医療機関に前記識別情報で特定される被診断対象者の生体
データを送信することを特徴とする請求項 に記載の生体監視システム。
【請求項５】
　前記被診断対象者の居る場所が、当該被診断対象者の住居である請求項１～ のいずれ
かに記載の生体監視システム。
【請求項６】
　前記被診断対象者の居る場所が、交通手段の運転席である請求項１～ のいずれかに記
載の生体監視システム。
【請求項７】
　前記交通手段に全地球測位システムが搭載されている請求項 に記載の生体監視システ
ム。
【請求項８】
　前記生体データは心電図データであり、前記異常検出手段は、前記心電図データから不
整脈を検出する不整脈検出器であることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の生
体監視システム。
【請求項９】
　被診断者が居る場所から離れた場所で被診断者の健康状態を監視する生体監視方法にお
いて、
　 検出された生体デ
ータの異常を 検出する異常検出工
程と、
　前記異常検出工程によって異常の検出があった場合、 を 被診断対象
者の 識別情報と共に遠隔送信する通信工程と、
　

被診断対象者情報を検出する被診断対象者情報検出工程と、
　前記通信工程で送信される生体データ及び識別情報、前記被診断対象者情報検出工程で
検出された被診断対象者情報に基づいて、 被診断対象
者の健康状態を判定する判定工程と、を有し、
　前記判定工程は、

前記通信工程によって送信された生体データと前記識
別情報に基づいて、 健康状態の診断が必要か否かを判定し、必要有り
と判定した場合には、前記識別情報によって特定される被診断対象者の前記被診断対象者
情報を通信回線を介して取得し、前記生体データと前記被診断対象者情報に基づいて、前
記識別情報によって特定される被診断対象者の健康状態

ことを特徴とする生体監視方法。
【請求項１０】
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　前記被診断対象者の居る場所が、当該被診断対象者の住居である請求項 に記載の生体
監視方法。
【請求項１１】
　前記被診断対象者の居る場所が、交通手段の運転席である請求項 のいずれか
に記載の生体監視方法。
【請求項１２】
　前記交通手段に全地球測位システムが搭載されている請求項 に記載の生体監視シス
テム。
【請求項１３】
　前記生体データは心電図データであり、前記異常検出工程は、前記心電図データから不
整脈を検出することを特徴とする請求項 のいずれかに記載の生体監視方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、在宅者や車両 ,船舶 ,飛行機等の操縦者のように医療機関から離れた位置にい
る被診断対象者の生体情報を検出して健康管理を行う生体監視システムに関する。
【０００２】
【発明が解決しようとする課題】
近年、医療機関から離れた場所にいる被診断対象者の心電図等の生体情報を電話回線など
の通信システムを利用して医療サービスセンタに送信し、この送られてきた生体情報によ
って被診断対象者の健康状態を監視する生体監視システムの開発が行われてきている。
【０００３】
このような生体監視システムは、例えば、一人暮らしの高齢者の健康状態を心電図や血圧
などの生体情報によって常時監視して、健康状態の悪化の兆候が検出された場合に医療機
関に通報して医師を派遣したり、また、バス等の公共機関の運転手の乗務中の生体情報を
常時検出して健康状態の悪化の兆候が検出された場合にその乗務を中止させる等の措置を
講じるのに利用される。
【０００４】
従来の生体監視システムには、在宅者の健康管理を行うものとして特開平８－３８４３５
号公報に記載のものがあり、また、車両操縦者の生体情報を検出するものとして特開平６
－２２９１４号公報に記載のものがある。
【０００５】
　上記従来の生体監視システムは、何れも、被診断対象者の住宅や車両の運転 等に設置
された心電計や血圧計等から送信されてくる心電図計測データおよび血圧計測データ等に
基づいて、サービスセンタにおいて健康状態を監視するものである。
【０００６】
しかしながら、人の健康状態を心電図や血圧等の計測データのみに基づいて判断するのは
、実際には難しい作業であり、特に心臓の不整脈を心電図の計測データのみから判断する
のは非常に難しく、判断を誤る場合が多い。また、心電計や血圧計等の誤動作により、心
電図計測データや血圧計測データの検出洩れや誤検出が生じる場合があり、被診断対象者
の健康状態を的確に判断する際の障害になっている。
【０００７】
一方、上記のような生体監視システムにおいて、送信する計測データ量を多くして診断の
精度を高めようとする場合には、コストアップやデータ処理の負担が大きくなるという問
題が生じる。
【０００８】
この発明は、上記のような従来の生体監視システムにおける問題点を解決するために為さ
れたものである。
【０００９】
すなわち、この発明は、医療機関から離れた場所にいる被診断対象者の健康状態を的確に
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判断することが出来るとともに、被診断対象者に対して適切な処置を行うことが出来る生
体監視システムを提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明 は、上記目的を達成するために、被診断対象者から生体デー
タを検出する生体データ検出手段と、前記生体データ検出手段によって検出された生体デ
ータの異常を検出する異常検出手段と、前記異常検出手段による異常の検出があった場合
、前記生体データ検出手段で検出された生体データを 被診断対象者の

識別情報と共に遠隔送信する通信手段と、
被診断対象者情報を検出

する被診断対象者情報検出手段と、前記通信手段が送信する生体データ及び識別情報、通
信回線を介して前記被診断対象者情報検出手段が送信する被診断対象者情報に基づいて、

被診断対象者の健康状態を判定する判定手段と、を備え、前記判定手段は、

前記通信手段によって送信された生体データと前記識別情報に基づいて、
健康状態の診断が必要か否かを判定し、必要有りと判定した場合には、前記識

別情報によって特定される被診断対象者の前記被診断対象者情報を取得して、前記生体デ
ータと前記被診断対象者情報に基づいて、前記識別情報によって特定される被診断対象者
の健康状態 ことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記異常検出手段は、前記
生体データ検出手段に接続され、検出された生体データの異常を検出して、当該生体デー
タを前記通信手段に設定し、当該生体データと前記識別情報を前記通信手段によって前記
判定手段に送信させることを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記判定手段は、医療機関
に通信回線を介して接続され、前記健康状態が前記複数のレベルの内で医療機関での診断
と治療を要するレベルであると判定した場合には、前記通信手段を介して前記識別情報で
特定される被診断対象者に向けて指定した医療機関での診断と治療を促すメッセージを送
信すると共に、前記指定した医療機関に当該被診断対象者の生体データを送信することを
特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記判定手段は、医療機関
に通信回線を介して接続され、前記健康状態が前記複数のレベルの内で緊急治療を要する
レベルであると判定した場合には、選択された医療機関に緊急通報を送信すると共に、当
該医療機関に前記識別情報で特定される被診断対象者の生体データを送信することを特徴
とする。
【００１５】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記被診断対象者の居る場
所が、当該被診断対象者の住居である。
【００１６】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記被診断対象者の居る場
所が、交通手段の運転席である。
【００１７】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記交通手段に全地球測位
システムが搭載されている。
【００１８】
　また、本発明の生体監視システムは、前述の特徴に加えて、前記生体データは心電図デ
ータであり、前記異常検出手段は、前記心電図データから不整脈を検出する不整脈検出器
であることを特徴とする。
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【００２０】
　また、本発明の生体監視方法は、被診断者が居る場所から離れた場所で被診断者の健康
状態を監視する生体監視方法において、

検出された生体データの異常を
検出する異常検出工程と、前記異常検出工程によって異常の検出があっ

た場合、 を 被診断対象者の 識別情報と共に遠隔送信
する通信工程と、

被診断対象者情報を検出する被診断対象者情報検出
工程と、前記通信工程で送信される生体データ及び識別情報、前記被診断対象者情報検出
工程で検出された被診断対象者情報に基づいて、 被診
断対象者の健康状態を判定する判定工程と、を有し、前記判定工程は、

前
記通信工程によって送信された生体データと前記識別情報に基づいて、

健康状態の診断が必要か否かを判定し、必要有りと判定した場合には、前記識別情報に
よって特定される被診断対象者の前記被診断対象者情報を通信回線を介して取得し、前記
生体データと前記被診断対象者情報に基づいて、前記識別情報によって特定される被診断
対象者の健康状態 。
【００２２】
　また、本発明の生体監視方法は、前述の特徴に加えて、前記被診断対象者の居る場所が
、当該被診断対象者の住居であることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の生体監視方法は、前述の特徴に加えて、前記被診断対象者の居る場所が
、交通手段の運転席であることを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の生体監視方法は、前述の特徴に加えて、前記交通手段に全地球測位シス
テムが搭載されていることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の生体監視方法は、前述の特徴に加えて、前記生体データは心電図データ
であり、前記異常検出工程は、前記心電図データから不整脈を検出することを特徴とする
。
【００２７】
　このような特徴を有する本発明によると、例えば、住居等の被診断対象者が居る場所に
おいて、心電計等の生体データ検出手段（工程）によって被診断対象者の生体データ検出
が行われ、この検出された心電図データ等の生体データに対して、異常検出手段（工程）
による異常の有無が検出される。そして、その検出の結果、例えば不整脈等の異常がある
ことが検出された場合には、通信手段（工程）によって生体データが遠隔送信される判定
手段（工程）において、異常が検出された生体データに対して健康状態の診断が必要か否
かの第１判定がなされる。この際、通信手段（工程）は、生体データを被診断対象者の特
定が可能な識別情報（ＩＤ）と共に判定手段に遠隔送信しており、判定手段（工程）では
、識別情報によって被診断対象者を特定して、送信された生体データに対する判定を行う
。
【００２８】
　そして、判定手段（工程）が健康状態の診断が必要であると判定した場合には、判定手
段は、通信回線を介して被診断対象者の顔などの撮像情報或いは音声などの音声情報から
なる被診断対象者情報を取得し、当初に送られていた生体データとこの被診断対象者情報
とに基づいて、被診断対象者の健康状態を判定する。
【００２９】
　以上のように、本発明によれば、離れた場所に居る被診断対象者の健康状態を、心電図
等の生体データのみならず、被診断対象者の顔の表情などを撮像した撮像情報或いは音声
を収録した音声情報を加えて総合的に診断することができるので、例えば、医療機関から
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離れた場所にいる被診断対象者の健康状態を的確に判断することができ、この診断結果に
基づいて被診断対象に対して適切な処置を行うことができる。
【００３０】
　また、本願発明によれば、検出された心電図データ等の生体データに異常がある場合に
、即座に撮像情報や音声情報を取得して健康状態の診断を行うのではなく、異常検出され
た生体データによって健康状態の診断が必要か否かを判定して、必要と判定された場合に
撮像情報や音声情報からなる被診断対象者情報を取得するようにしているので、生体デー
タ検出手段の誤動作や誤検出によって得られた生体データに基づく健康状態の判定を排除
することができると共に、健康状態の判定が必要な場合にのみ情報量の多い被診断対象者
情報を取得することで、通信コストの低減やデータ処理負担の軽減を図ることができる。
【００３１】
　また、本発明は、異常検出手段を生体データ検出手段に接続して、生体データの異常が
検出された後に、この生体データを通信手段に設定し、この生体データと被診断対象者を
特定する識別情報を、この通信手段によって判定手段に送信する。
【００３２】
　これによると、生体データの異常時のみ生体データの遠隔送信がなされるので、更に、
通信コストの低減やデータ処理負担の軽減を図ることができる。
【００３３】
　また、前述の異常検出手段を被診断対象者から離れた判定手段側に設けてもよい。この
場合には、心電計等の生体データ検出手段によって被診断対象者の生体検査が行われ、こ
の検出された心電図データ等の生体データが通信手段に設定されて、識別情報と共に被診
断対象者が居る場所から離れた場所に設置された判定手段に送信される。そして、この判
定手段側に設置された異常検出手段によって生体データの異常が検出される。
【００３４】
　これによっても、離れた場所に居る被診断対象者の健康状態を、心電図等の生体データ
のみならず、被診断対象者の顔の表情などを撮像した撮像情報或いは音声を収録した音声
情報を加えて総合的に診断することができるので、例えば、医療機関から離れた場所にい
る被診断対象者の健康状態を的確に判断することができ、この診断結果に基づいて被診断
対象に対して適切な処置を行うことができる。
【００３５】
　また、検出された心電図データ等の生体データに異常がある場合に、即座に撮像情報や
音声情報を取得して健康状態の診断を行うのではなく、異常検出された生体データによっ
て健康状態の診断が必要か否かを判定して、必要と判定された場合に撮像情報や音声情報
からなる被診断対象者情報を取得するようにしているので、生体データ検出手段の誤動作
や誤検出によって得られた生体データに基づく健康状態の判定を排除することができると
共に、健康状態の判定が必要な場合にのみ情報量の多い被診断対象者情報を取得すること
で、通信コストの低減やデータ処理負担の軽減を図ることができる。
【００３６】
　また、本発明では、判定手段（工程）は、被診断対象者の健康状態に関して予め分類し
た複数のレベルを設定し、健康状態が複数のレベルの何れに該当するかを判定するので、
被診断対象者の健康状態に異常が生じた際には、その診断のレベルに対応した処理を即座
に実行することができる。
【００３７】
　そして、この診断のレベルによって、被診断対象者の健康状態がさほど心配するような
状態ではないレベルに属する場合にはその旨の診断結果を、また、緊急ではないが治療を
要するため医療機関での診断と治療を必要とするレベルに属する場合にはその旨の診断結
果を、さらにまた、緊急を要するレベルに属する場合にはその旨の診断結果を、それぞれ
の場合において選択して出力することができる。
【００３８】
　この複数のレベル内で、診断の結果が被診断対象者の健康状態が精密検査や治療を必要
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とするレベルに属していると判定された場合には、被診断対象者に向けて指定した医療機
関での診断と治療を促すメッセージを送信すると共に、この指定した医療機関にその被診
断対象者の生体データ又は撮像情報，音声情報などの被診断対象者情報を送信する。これ
によって、被診断対象者に対する医療機関における精密検査や治療等の措置を迅速に行う
ことができる。
【００３９】
　また、診断の結果が被診断対象者の健康状態が危険なレベルに属していると判定された
場合には、選択された医療機関に緊急通報を送信すると共に、当該医療機関に被診断対象
者の生体データ又は撮像情報，音声情報などの被診断対象者情報を送信する。これよって
、被診断対象者が居る場所に救急車を派遣するなどの緊急処置を直ちにとることができ、
危険なレベルにある被診断対象者に対する治療の早期実施が可能になる。
【００４０】
　更に、本発明は、被診断対象者が居る場所が、被診断対象者の住居である場合には、一
人暮らしの老人などの健康状態をその住居から離れた場所から監視して、健康状態に異常
があった際に、医療機関への通報などの必要な措置を講じる在宅健康管理システムに適用
できる。
【００４１】
　これによって、在宅者の健康状態を、心電図等の生体データのみならず、必要に応じて
被診断対象者の顔の表情などを撮像した撮像情報および音声を収録した音声情報も加えて
診断することにより、的確に判断することができる。
【００４２】
　また、本発明は、被診断対象者が居る場所が交通手段の運転席である場合には、バスの
運転手などの公共交通機関における運転手の乗務中の健康状態を、心電図等の生体データ
のみならず、運転手の顔の表情などを撮像した撮像情報および音声を収録した音声情報も
加えて診断することにより、的確に判断することができる。
【００４３】
　また、本発明は、被診断対象者が居る場所が交通手段の運転席である場合であって、こ
の交通手段に全地球測位システムが搭載されている場合には、被診断対象者が乗務してい
るバスなどの交通機関の位置が、この交通機関に搭載されている全地球測位システムによ
って、交通機関から離れた場所においても運転手の健康状態とともに把握できる。
【００４４】
　これによって、運転手の健康状態に異常が生じた際には、直ぐに救急車を派遣する等の
必要な措置を講じることができる。
【００５３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の最も好適と思われる実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説
明を行う。
【００５４】
図１は、この発明による生体監視システムを在宅者の生体監視に適用した場合の実施形態
の一例を示している。
この図１において、被診断対象者Ｍの住居 Aには、心電計１と、この心電計１に接続され
た不整脈検出器２と、血圧計３およびビデオカメラ４が備えられている。さらに、被診断
者の住居 Aには、パケットデータ伝送が可能な携帯電話Ｔが備えられている。
【００５５】
サービスセンタＢには、被診断対象者Ｍの生体データを蓄積するサーバ１０と、このサー
バ１０に接続された判定装置１１とが設置され、判定装置１１は、サーバ１０から入力さ
れる被診断対象者Ｍの生体データに基づいて、後述する被診断対象者Ｍの健康状態の判定
を行うようになっている。
【００５６】
このサービスセンタＢのサーバ１０は、携帯電話Ｔからの電波を受信する中継局Ｕに接続
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され、さらに、電話回線ｍを介して被診断者の住居 Aに設置されたビデオカメラ４に接続
されるようになっている。
さらに、サーバ１０は、通信回線ｎを介して医療機関Ｃに接続されるようになっている。
【００５７】
上記生体監視システムは、被診断対象者の住居 Aにおいて、心電計１によって被診断対象
者Ｍの心電図検査が行われ、この検出された心電図データに基づいて不整脈検出器２が判
定を行った結果、被診断対象者Ｍに不整脈があることが検出された場合に、この検出され
た心電図データが携帯電話Ｔのデータパケットに携帯電話ＴのＩＤとともに設定される。
【００５８】
そして、携帯電話ＴがサービスセンタＢに接続されることによって、携帯電話Ｔに設定さ
れた心電図データと携帯電話ＴのＩＤが、中継局Ｕを介してサービスセンタＢのサーバ１
０に伝送される。
このサービスセンタＢに伝送された心電図データは、携帯電話ＴのＩＤによって特定され
る被診断対象者Ｍの氏名とともにサーバ１０に蓄積されるとともに、判定装置１１に入力
される。
【００５９】
判定装置１１は、サーバ１０から供給される心電図データに基づいて被診断対象者Ｍの健
康状態の判定を行う。
そして、判定装置１１によってさらに検査の要有りとの判定が行われた際には、サーバが
被診断者の住居 Aのビデオカメラ４に接続されて、このビデオカメラ４によって撮像され
た被診断対象者Ｍの顔などの撮像情報と、ビデオカメラ４に備えられたマイクロフォンに
よって収録される被診断対象者Ｍの音声とが、電話回線ｍを介してサーバ１０に取り込ま
れる。
【００６０】
このとき、判定装置１１による判定に基づいて、サーバ１０が携帯電話Ｔにも接続されて
、血圧計３によって検出される被診断対象者Ｍの血圧データが、携帯電話Ｔから中継局Ｕ
を介してサーバ１０に取り込まれる。
【００６１】
サービスセンタＢでは、上記のようにしてサーバ１０に取り込まれた心電図データ ,血圧
データ ,撮像情報および音声情報から、判定装置１１が総合的に判断して、被診断対象者
Ｍの健康状態を、次の三つのレベルに分類する。
【００６２】
すなわち、判定装置１１は、被診断対象者Ｍの健康状態がさほど心配するような状態では
ないため注意を促すメッセイジを送るレベル１と、緊急では無いが治療を要するため医療
機関での診断と治療を促すメッセイジを送るレベル２と、緊急を要するため医療機関に通
報して救急車を被診断者の住居 Aに急行させるレベル３の三段階に分類する。
【００６３】
そして、サーバ１０は、判定装置１１において被診断対象者Ｍの健康状態がレベル２に分
類されたときには、被診断対象者Ｍの携帯電話Ｔに上記メッセージを送信するとともに、
このメッセージにおいて指定した医療機関に被診断対象者Ｍの上記の各生体データを送信
する。
【００６４】
また、サーバ１０は、判定装置１１において被診断対象者Ｍの健康状態がレベル３に分類
されたときには、医療機関または消防署に通報して救急車を被診断者の住居 Aに急行させ
るとともに、通報の際に指定した医療機関に被診断対象者Ｍの上記の各生体データを送信
する。
【００６５】
なお、上記の例においては、被診断対象者Ｍの不整脈の検出を、被診断者の住居 Aに設置
された不整脈検出器２によって行い、この不整脈検出器２によって心臓の不整脈が検出さ
れたときにその心電図データをサービスセンタＢに伝送するようになっているが、被診断
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者の住居 Aの心電計１から携帯電話Ｔを介してサービスセンタＢに被診断対象者Ｍの心電
図データが適宜送られるようにしておいて、判定装置１１によって不整脈の検出を行うよ
うにしてもよい。
【００６６】
図２は、この発明による生体監視システムをバスの運転席に設置した実施形態における一
例を示したものである。
この図２の生体監視システムは、バスの運転手の乗務中の健康状態を監視するものであっ
て、バスＥの運転席には、図１の例の場合と同様に、心電計１ ,不整脈検出器２ ,血圧計３
およびビデオカメラ４が設置されている。そして、この運転席には、さらに、パケットデ
ータ伝送が可能な携帯電話Ｔ１ ,ビデオカメラ４に接続された自動車無線機Ｔ２、および
バスＥの位置を検出するためのＧＰＳセンサＴ３が備えられている。
【００６７】
心電計１は、バスＥのハンドルＥ１に取り付けられた一対の電極ｅ１ ,ｅ２によってこの
ハンドルＥ１を握る運転手の両手間の電位差を測定することにより心臓の拍動を検出する
電位式心拍センサに接続されている。
【００６８】
サービスセンタＢにおける構成は、図１の例の場合と同様であり、それぞれ同じ符号が付
されている。
すなわち、被診断対象者Ｍの生体データを蓄積するサーバ１０と、このサーバ１０に接続
された判定装置１１とが設置されており、さらに、サーバ１０は、通信回線ｎを介して医
療機関Ｃに接続されるようになっている。
【００６９】
このサービスセンタＢのサーバ１０は、携帯電話Ｔ１からの電波を受信する中継局Ｕ１に
接続され、さらに、中継局Ｕ２およびバスＥに設置された自動車無線機Ｔ２を介してバス
Ｅの運転席に設置されたビデオカメラ４に接続されるようになっている。
【００７０】
サーバ１０は、さらに、バスＥに設置されたＧＰＳセンサＴ３から衛生Ｓ１ ,Ｓ２を介し
て電波を受信してバスＥの位置を検出する地上制御局Ｕ３に接続されている。
この車両用の生体監視システムは、バスＥにおいて、心電計１が、ハンドルＥ１を握る運
転手Ｍ１の両手間の電位差をこのハンドルＥ１に取り付けられた電位式心拍センサの一対
の電極ｅ１ ,ｅ２によって測定することにより、運転手Ｍ１の心電図データを常時検出し
ている。
【００７１】
そして、この心電計１によって検出された心電図データに基づいて不整脈検出器２が判定
を行った結果、運転手Ｍ１に不整脈があることが検出された場合に、この検出された心電
図データが携帯電話Ｔ１のデータパケットに携帯電話Ｔ１のＩＤとともに設定される。
【００７２】
そして、携帯電話Ｔ１がサービスセンタＢに接続されることによって、携帯電話Ｔ１に設
定された心電図データと携帯電話Ｔ１のＩＤが、中継局Ｕ１を介してサービスセンタＢの
サーバ１０に伝送される。
このサービスセンタＢに伝送された心電図データは、図１の例の場合と同様に、携帯電話
Ｔ１のＩＤによって特定される運転手Ｍ１の氏名とともにサーバ１０に蓄積され、さらに
判定装置１１に入力される。
【００７３】
判定装置１１は、サーバ１０から入力される心電図データに基づいて運転手Ｍ１の健康状
態の判定を行う。
そして、判定装置１１がさらに検査の要有りとの判定を行った場合には、サーバが中継局
Ｕ２および自動車無線機Ｔ２を介してバスＥのビデオカメラ４に接続され、このビデオカ
メラ４によって撮像された運転手Ｍ１の顔などの撮像情報と、ビデオカメラ４に備えられ
たマイクロフォンによって収録される運転手Ｍ１の音声とがサーバ１０に取り込まれる。
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【００７４】
このとき、判定装置１１による判定に基づいて、サーバ１０が携帯電話Ｔ１にも接続され
て、血圧計３によって検出される被診断対象者Ｍの血圧データが、携帯電話Ｔ１から中継
局Ｕを介してサーバ１０に取り込まれる。
サービスセンタＢでは、上記のようにしてサーバ１０に取り込まれた心電図データ ,血圧
データ ,撮像情報および音声データから、判定装置１１が総合的に判断して、運転手Ｍ１
の健康状態を、次の三つのレベルに分類する。
【００７５】
すなわち、判定装置１１は、運転手Ｍ１の健康状態がさほど心配するような状態ではない
ため注意を促すメッセイジを送るレベル１と、緊急では無いが治療を要するため医療機関
での診断と治療を促すメッセイジを送るレベル２と、緊急を要するためバスＥの乗務を直
ちに中止させるとともに救急車を派遣するレベル３の三段階に分類する。
【００７６】
そして、サーバ１０は、判定装置１１において運転手Ｍ１の健康状態がレベル２に分類さ
れたときには、バスＥの携帯電話Ｔ１に上記メッセージを送信するとともに、このメッセ
ージにおいて指定した医療機関に運転手Ｍ１の上記の各生体データを送信する。
【００７７】
また、サーバ１０は、判定装置１１において運転手Ｍ１の健康状態がレベル３に分類され
たときには、携帯電話Ｔ１または自動車無線機Ｔ２を介して直ちにバスＥの乗務を中止さ
せる警告を送信するとともに、この運転手Ｍ１が乗務しているバスＥに救急車を派遣し、
さらに、指定した医療機関に運転手Ｍ１の上記の各生体データを送信する。
【００７８】
このバスＥに救急車を派遣する際に、サービスセンタＢでは、バスＥに設置されたＧＰＳ
センサＴ３から衛生Ｓ１ ,Ｓ２を介して電波を受信する地上制御局Ｕ３からサーバ１０に
送信されてくるバスＥの位置情報を救急車に知らせて、救急車到着までの時間の短縮を図
る。
【００７９】
なお、上記車両用の生体監視システムにおいて、バスＥにＡＳＶ  (ADVANCED SAFETY VEHI
CLE) の構成を取り入れて、遠隔操作による制御装置を取り付けておき、判定装置１１に
おいて運転手Ｍ１の健康状態がレベル３に分類された際に、サービスセンタＢからの遠隔
操作によって、バスＥを強制的に減速および停止させるようにしてもよい。
【００８０】
また、上記の例においては、運転手Ｍ１の不整脈の検出を、バスＥに設置された不整脈検
出器２によって行い、この不整脈検出器２によって心臓の不整脈が検出されたときにその
心電図データをサービスセンタＢに伝送するようになっているが、バスＥの心電計１から
携帯電話Ｔ１を介してサービスセンタＢに被診断対象者Ｍの心電図データが適宜送られる
ようにしておいて、判定装置１１により不整脈の検出を行うようにしてもよい。
【００８１】
さらにまた、上記例においては、バスＥにおいて運転手Ｍ１の心電図データを検出するの
に電位式心拍センサを用いているが、この電位式心拍センサの代わりに、赤外線心拍セン
サ等の他の検出手段を用いても良い。
さらにまた、この図２の生体監視システムは、バス等の車両の運転手の他、船舶および航
空機の操縦者等の生体監視にも適用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態における一例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態における他の例を示すブロック図である。
【符号の説明】
　　　　　１　…心電計（ ）
　　　　　２　…不整脈検出器（ ）
　　　　　３　…血圧計
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　　　　　４　…ビデオカメラ（ ）
　　　　　１０…サーバ（ ）
　　　　　１１…判定装置（ ）
　　　　　Ａ　…被診断者の住居
　　　　　Ｂ　…サービスセンタ
　　　　　Ｃ　…病院
　　　　　Ｅ　…バス（交通手段）
　　　　　Ｍ　…被診断対象者
　　　　　Ｍ１…運転手
　　　　　Ｔ，Ｔ１　…携帯電話（ ）
　　　　　Ｔ２…自動車無線機（ ）
　　　　　Ｔ３…ＧＰＳセンサ（ ）
　　　　　Ｕ　…中継局
　　　　　Ｕ１…中継局
　　　　　Ｕ２…中継局
　　　　　Ｕ３…地上制御局
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