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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置において、前記装置は、
　前記被験者の時間依存性活動データを受信するための入力ユニットであり、前記時間依
存性活動データは、第１の期間中の前記被験者の活動レベルにより特徴付けられる、入力
ユニット、
　前記被験者に活動しきい値を供給する活動しきい値供給ユニット、及び
　前記活動しきい値に基づいて、前記時間依存性活動データを分類する活動評価ユニット
を有し、
　前記活動しきい値供給ユニットは、前記被験者に前記活動しきい値を個別に供給し、
　前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの比較に基づいて、前記
活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを有する、装置。
【請求項２】
　前記装置はさらに、前記被験者の活動の種類を特定する活動特定ユニットを有する、請
求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記活動の種類は、前記活動しきい値供給ユニットに供給され、前記活動しきい値は、
前記活動の種類に基づいて供給される、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記活動しきい値較正ユニットは、前記活動レベルと前記予想される活動レベルとの間
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において回帰分析を行う回帰分析ユニットを有する、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記回帰分析ユニットは、複数の回帰母数を供給し、前記活動しきい値は、前記回帰分
析と関連付けられる誤差を最小にすることにより、前記複数の回帰母数に基づいて供給さ
れる、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記活動しきい値較正ユニットは、受信者動作特性ユニットを有する、請求項１に記載
の装置。
【請求項７】
　前記活動特定ユニットは、前記被験者のエネルギー消費量の範囲及び平均に基づいて、
前記活動の種類を特定する、請求項２に記載の装置。
【請求項８】
　前記活動しきい値は、前記被験者がベースラインの活動を行っている期間の前記被験者
の平均エネルギー消費量に対応している、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記予想される活動レベルは、被験者のスケジュールに基づいて決定される、請求項１
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記時間依存性活動データは、前記第１の期間中に集められた、時間の関数とする活動
データに対応している、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　被験者の活動期間と非活動期間とを識別するためのシステムにおいて、前記システムは
、
　前記被験者の時間依存性活動データを集める身体活動測定ユニット、及び
　請求項１に記載の装置
を有し、
　前記装置の前記入力ユニットは、前記身体活動測定ユニットから前記時間依存性活動デ
ータを受信する、システム。
【請求項１２】
　前記システムは、前記時間依存性活動データを記憶する記憶ユニットを有する、請求項
１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置の作動方法において、前記装置
は、入力ユニット、活動しきい値供給ユニット、活動評価ユニット及び活動しきい値較正
ユニットを有し、前記方法は、
　前記入力ユニットが前記被験者の時間依存性活動データを受信するステップであり、前
記時間依存性データは、第１の期間中の前記被験者の活動レベルにより特徴付けられてい
る、前記受信するステップ、
　前記活動しきい値供給ユニットが前記被験者に活動しきい値を供給するステップ、及び
　前記活動評価ユニットが前記活動しきい値に基づいて、前記時間依存性活動データを分
類するステップ
を有し、
　前記活動しきい値供給ユニットは、前記活動しきい値を前記被験者に個別に供給し、
　活動しきい値較正ユニットは、前記活動しきい値を前記活動レベルと予想される活動レ
ベルとの比較に基づいて較正する、方法。
【請求項１４】
　被験者の活動期間と非活動期間とを識別するためのコンピュータプログラムにおいて、
前記コンピュータプログラムが前記被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための請
求項１に記載の装置を制御するコンピュータ上で実行されるとき、前記コンピュータプロ
グラムは、前記被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置に、前記被験者の
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活動期間と非活動期間とを識別するための請求項１３に記載の方法のステップを実行させ
るためのプログラムコード手段を有する、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置、システム、方法及
びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は、肺の気管支を通る空気の流れの閉塞が増大すること
により元に戻すことができない呼吸障害を引き起こす一群の病状を広く指している。ＣＯ
ＰＤ患者の生活の質を向上させる及び医療コストを減らすために、病院から家へのＣＯＰ
Ｄ患者を支援する必要がある。
【０００３】
　年齢適合対照被験者と比較すると、臨床的に安定したＣＯＰＤ患者は、極めて少ない身
体的な活動であり、彼らの状態により患者の身体活動において制限される。毎日の身体活
動のレベルを推定するために身体活動モニタが頻繁に使用される。これらの装置は通常、
身体の加速度を１、２又は３軸で測定し、それを活動エネルギー消費量の概算に変換する
。特に、活動モニタの出力は、活動に関するエネルギー消費量に関する情報を提供する。
この出力は、活動モニタを着用している被験者により行われる運動又は身体活動の量を表
す。活動装置は通例、測定された加速度を何かの種類の出力、例えば活動回数又はカロリ
ーに変換する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　残念なことに、活動モニタを用いて身体活動を定量化するのに使用される固有の測定ユ
ニットはなく、むしろ各装置は、様々なアルゴリズムに基づいて身体活動を測定し、各々
の装置は、例えばＭＥＴ(Metabolic Equivalent of Tasks)又は活動回数若しくは（加速
度を反映している）ＶＭＵ(vector magnitude unit)とすることができる任意の単位で測
定値を出力する。
【０００５】
　M. Coronado他著、文献"Walking Activity Measured by Accelerometry During Respir
atory Rehabilitation", Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation, volume 23, pag
es 357 to 364 (2003)は、異なる歩行速度で加速度計を個別に較正し、その後プログラム
の初日及び最終日に、慢性閉塞性肺疾患を患う１５人の患者と、１０人の健康な被験者の
終日の身体活動を記録することを開示している。データは、非活動、低レベルの活動、中
レベルの活動に費やした時間のパーセンテージとして表され、中レベルの活動は、通常の
歩行速度に対応している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の目的は、被験者の活動時間と非活動時間とを識別するための改善された装置、
被験者の活動時間と非活動時間とを識別するための改善されたシステム、被験者の活動時
間と非活動時間とを識別するための改善された方法、被験者の活動時間と非活動時間とを
識別するための改善されたコンピュータプログラムを提供することである。
【０００７】
　本発明の態様において、被験者の活動時間と非活動時間とを識別するための改善された
装置が提供される。この装置は、前記被験者の時間依存性(time-dependent)活動データを
受信するための入力ユニットであり、前記時間依存性活動データは、第１の期間中の前記
被験者の活動レベルにより特徴付けられる、入力ユニット、前記被験者に活動しきい値を
供給する活動しきい値供給ユニット、及び前記活動しきい値に基づいて前記時間依存性デ
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ータを分類する活動評価ユニットを有する。前記活動しきい値供給ユニットは、前記被験
者に前記活動しきい値を個別に供給する。前記装置はさらに、前記活動レベルと予想され
る活動レベルとの比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい
値較正ユニットを有する。
【０００８】
　本発明は、活動期間及び非活動期間に対するしきい値を患者に適応する方法を提供し、
これら期間は、ＣＯＰＤ患者に対する一般的なガイドラインと互換性がある（及び限られ
た運動能力を持つ他の患者のグループに応用されることもできる）。しきい値は故に、異
なる強度レベルの身体活動を識別するのに役立つ。しかしながら、非活動期間から活動期
間を識別することの概念は、ＣＯＰＤで苦しんでいない被験者、すなわち運動能力が限ら
れていない被験者に応用されてもよい。一般的に、異なる活動の種類は、中強度レベル（
例えば家事）又は強強度レベル（例えばランニング）と分類されることができる。ある実
施例において、値の範囲は、時間しきい値として設定され、夫々のしきい値より上のバウ
ト(bout)数が、活動モニタからのデータに基づいて測定される。"バウト(bout)"という言
葉は一般に、何か行われている又は何か起きている期間を指している。本明細書の多くの
実施例は、"１０分バウト(10 minute bouts)"と呼ぶが、例えば被験者のスケジュールに
基づいて、実際の期間（すなわち、１０分、１２分等）が選択されることができる。例え
ば、３０分のルームランナー運動がスケジュールされる場合、３つの"活動的な"活動の１
０分バウトを予想する。６０分のウォーキングがスケジュールされる場合、６つの"活動
的な"活動の１０分バウトを予想する。（患者のスケジュールに基づく）既知のバウト及
び測定されるバウトを用いてしきい値が計算され、患者に個別である最終的なしきい値を
得る。従って、本発明は様々な種類の活動に応用されることができる。
【０００９】
　予想される活動レベルが既知の活動レベルに対応してもよい。ある実施例において、比
較は、前記活動しきい値より上にある（例えば活動モニタから得られるような）測定され
る活動のバウトと、例えば被験者の活動スケジュールに基づく既知の"活動的な"バウトと
の間の関係に基づいている。ＭＥＴ(Metabolic Equivalents of Task)の概念は一般に、
しきい値及びガイドラインを一般集団に対し設定するのに用いられ、ここで、軽強度、中
強度及び強強度の活動は、ＭＥＴにおけるエネルギー消費量により分類されることができ
る。例えば、３から６ＭＥＴｓの範囲にある如何なる活動も"中強度"と見なされる一方、
６ＭＥＴｓより上の如何なる活動も強強度と見なされる。ＭＥＴの推定は一般に、健康な
成人に応用されることを述べておく。中強度の活動は一般に、静かに座っているときの３
倍から６倍の毎分のエネルギーを燃焼させるのに十分な早さ又は十分な激しさで被検者を
動かす活動、すなわち３から６ＭＥＴｓで記録する運動と規定される。強強度の活動は、
６ＭＥＴｓより上で燃焼させる。例えば、４．５から６．５ｋｍ／ｈでのウォーキングは
、その活動を誰が行っているかに関わらず、４ＭＥＴｓを要し、中強度の活動であると見
なされる。これは、元気な大人は簡単であるが、年配者は困難である。
【００１０】
　上述したように、活動しきい値供給ユニットは、被験者に前記活動しきい値を個別に供
給する。言い換えると、本発明は、加速度データに利用され得る既定のしきい値の必要性
を推定するが、"患者に適応した"しきい値を供給する。もちろん、これは２人の異なる患
者の活動しきい値が必ず異なっているのが良いことを意味しているのではない。むしろ、
本発明は、被験者が活動的であるか又は非活動的であるかを自動的に決定することができ
るように、被験者に適切な活動しきい値を求めるために、被験者の活動及びエネルギー消
費量を評価することを提案している。それに加えて及び／又はその代わりに、本発明は、
被験者がある強度レベル、例えば中強度又は強強度の活動を行っているかを自動的に決定
することができるように、被験者に適切な活動しきい値を求めるために、被験者の活動及
びエネルギー消費量を評価することを提案している。
【００１１】
　ある実施例において、前記装置はさらに、前記被験者の活動の種類を特定する活動特定
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ユニットを有する。活動の種類（例えば身体意識(body awareness)、ルームランナー運動
、ストレッチ運動、ウォーキング、腕の運動等）を特定することにより、前記装置が既知
の活動に対する典型的な活動レベルを利用することができるという点で、較正はさらに容
易になる。ある実施例において、"既知の"活動は、１つの活動に対応し、ここで活動の種
類は、例えば被験者のスケジュールにより分かる。他の実施例において、前記装置はさら
に、前記被験者の活動の種類を特定する活動特定ユニットを有し、ここで前記活動の種類
は、前記活動しきい値供給ユニットに供給され、ここで前記活動しきい値は前記活動の種
類に基づいて供給される。
【００１２】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの
比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを
有し、ここで、前記活動しきい値較正ユニットは、前記活動レベルと前記予想される活動
レベルとの間において回帰分析を行う回帰分析ユニットを有する。ある例において、これ
は、前記活動レベルと前記予想される活動レベルとの間において線形回帰を行うことに対
応している。
【００１３】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの
比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを
有し、ここで、前記活動しきい値較正ユニットは、受信者動作特性ユニットを有する。例
えば、この受信者動作特性ユニットは、その弁別しきい値が変化したときの、二項分類シ
ステムのパフォーマンスを例示する。受信者動作特性曲線は、しきい値のパフォーマンス
を評価するためのツールである。感度、特異度、陽性的中率及び陰性的中率は、各々の時
間しきい値に対し決定される。各々のデータのバウトは、活動的又は非活動的と規定され
る。受信者動作特性曲線は、各々のバウトが活動的であるか又は非活動的であるかを分類
する際、各々の時間しきい値のパフォーマンスを評価する。
【００１４】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの
比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを
有し、ここで前記活動しきい値較正ユニットは、前記活動レベルと前記予想される活動レ
ベルとの間において回帰分析を行う回帰分析ユニットを有し、ここで前記回帰分析は、複
数の回帰母数(regression parameter)を供給し、前記活動しきい値は、前記複数の回帰母
数に基づいて供給される。
【００１５】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの
比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを
有し、ここで前記活動しきい値較正ユニットは、前記活動レベルと前記予想される活動レ
ベルとの間において回帰分析を行う回帰分析ユニットを有し、ここで前記回帰分析は、複
数の回帰母数を供給し、ここで前記活動しきい値は、前記複数の回帰母数に基づいて供給
され、ここで前記活動しきい値は、前記回帰分析と関連付けられる誤差を最小にすること
により供給される。前記誤差は、データ点の推定される曲線からのオフセットの二乗の和
に対応している。
【００１６】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記被験者の範囲及び平均エネルギー消費量
に基づいて、前記被験者の活動の種類を特定する活動特定ユニットを有する。例えば、ス
ケジュール及び活動データに基づいて、１００から１５０までの活動回数の値を持つ活動
のバウトは、それがジョギングと分類される可能性が８０％であることが分かる。同じ例
において、"ジョギング"の活動は、結果的に１２５の平均活動回数を持つ。
【００１７】
　他の実施例において、前記活動しきい値は、前記被験者がベースラインの活動を行って
いる期間の前記被験者の平均エネルギー消費量に対応している。ある実施例において、前
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記ベースラインの活動は、ウォーキング、ジョギング、ストレッチ、水泳、ランニング、
ヨガ等のグループからの少なくとも１つに対応している。ベースラインの活動（例えばウ
ォーキング）中の平均エネルギー消費量を選択することは、中強度の活動と強強度の活動
との間における固有の境界として役立つ。上述したように、活動しきい値を決定するのに
役立つ他の活動は、ジョギング、ストレッチ、水泳、ランニング、ヨガ等である。
【００１８】
　他の実施例において、前記装置はさらに、前記活動レベルと予想される活動レベルとの
比較に基づいて、前記活動しきい値供給ユニットを較正する活動しきい値較正ユニットを
有し、ここで前記予想される活動レベルは、被験者のスケジュールに基づいて決定される
。被験者のスケジュールは、所与の期間に対する既知の活動プランに対応してもよい。例
えば、被験者のスケジュールは、９：００ＡＭから１０：００ＡＭまではランニング、及
び１：００ＰＭから１：３０ＰＭまでは水泳である情報を有する。このことから、予想さ
れる活動レベルが得られる。以下の表は、スケジュール及び活動データに基づいて、幾つ
かの活動に対する平均値及び標準偏差を示している。

【表１】

【００１９】
　他の実施例において、前記時間依存性活動データは、第１の期間中に集められた、時間
の関数とする活動データに対応する。
【００２０】
　本発明のもう１つの態様において、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための
システムを提供し、システムは、前記被験者の時間依存性活動データを集める身体活動測
定ユニット及び前記装置を有し、前記装置の前記入力ユニットは、前記身体活動測定ユニ
ットから前記時間依存性活動データを受信する。
【００２１】
　ある実施例において、前記システムは、前記時間依存性活動データを記憶する記憶ユニ
ットを有する。記憶ユニットを設けることにより、時間依存性活動データは、後の分析及
び再処理のために記憶される。さらに、個人トレーナー、看護師及び／又は較正を評価す
る医師に直接活動データを転送することも考えられる。
【００２２】
　本発明のもう１つの態様において、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための
方法を提供し、この方法は、前記被験者の時間依存性活動データを受信するステップであ
り、前記時間依存性活動データは、第１の期間中の前記被験者の活動レベルにより特徴付
けられている、前記受信するステップ、前記被験者に活動しきい値を供給するステップ、
並びに前記活動しきい値に基づいて前記時間依存性活動データを分類するステップを有す
る。活動しきい値は、前記被験者に個別に供給される。前記活動しきい値は、前記活動レ
ベルと予想される活動レベルとの比較に基づいて較正される。
【００２３】
　本発明のもう１つの態様において、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための
コンピュータプログラムを提供し、このコンピュータプログラムが被験者の活動期間と非
活動期間とを識別するための装置を制御するコンピュータ上で実行されるとき、前記コン
ピュータプログラムは、前記被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための前記装置
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に、前記被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための前記方法のステップを実行さ
せるためのプログラムコード手段を有する。
【００２４】
　請求項１に記載の被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置、請求項１１
に記載の被験者の活動期間と非活動期間とを識別するためのシステム、請求項１３に記載
の被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための方法、及び請求項１４に記載の被験
者の活動期間と非活動期間とを識別するためのコンピュータプログラムは、特に従属請求
項に規定されるような、類似する及び／又は同じ好ましい実施例を持つ。
【００２５】
　本発明の好ましい実施例は、従属請求項又は上記実施例と、夫々の独立請求項との如何
なる組み合わせであってもよいことを理解されたい。
【００２６】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例から明らかであり、これら実
施例を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置の実施例を概略的及び例
示的に示す。
【図２】被験者の活動期間と非活動期間とを識別するためのシステムの実施例を概略的及
び例示的に示す。
【図３】被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための方法の実施例を概略的及び例
示的に示す。
【図４】異なる被験者に対する、２５、３０、４０、５０、７５、８０、９０及び９５パ
ーセンタイル(percentile)を幾つかの例を用いた表を示す。
【図５】活動が一日の異なる期間にスケジュールされる既知の数の"活動的な"１０分バウ
トと共に肺のリハビリ中のスケジュールの一例を示す。
【図６】被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための方法の実施例を概略的及び例
示的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　推奨される最小量の身体活動は、週に少なくとも５日、３０分の中強度の有酸素身体活
動又は週に少なくとも３日、２０分の強強度の有酸素身体活動である。身体活動は、慢性
閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を管理するのに重要なツールである。毎日の身体活動のレベル
を推定するために、身体活動モニタが頻繁に使用されるが、残念なことに、これらの活動
モニタが使用されるとき、身体活動の強度及び期間がガイドラインに沿っているかを定量
化するために使用され得る固有の測定ユニットがない。その上、中強度から強強度の身体
活動を検出することは、全般的に低いレベルの活動であるため、ＣＯＰＤ患者において非
常に挑戦的となる。その上、ＣＯＰＤ患者において中強度から強強度として分類されるも
のは、必ずしも健康な被験者と同じではない。故に、適応した方法が必要とされる。
【００２９】
　本発明は、使用される装置に関係なく、身体活動のガイドラインと互換性のある慢性疾
患を患う患者における活動及び非活動の期間並びに強度を決定するための患者に適応した
方法に関する。
【００３０】
　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は、過少診断である、生死にかかわる及び主に正常な呼
吸を妨げる進行性及び元に戻せない疾患である。ＣＯＰＤで苦しむ人々は、運動中に激し
い息切れを体験し、これは一般的障害を引き起こす。毎日の活動、例えばウォーキングは
、状態が徐々に悪化するにつれて、息切れにより非常に難しくなる。
【００３１】
　身体活動は、ＣＯＰＤを管理する重要なルーツである。活動的なライフスタイル及び規



(8) JP 6826051 B2 2021.2.3

10

20

30

40

50

則的な身体活動は、例えば運動能力及び健康に関する生活の質のような成果とよい関係で
あることが示される。臨床的に安定しているＣＯＰＤ患者は、年齢適合対照被験者と比べ
たとき、活動的ではなく、彼らの状態により身体活動において制限されることも研究で示
されている。
【００３２】
　ＭＥＴ(Metabolic Equipment of Task)は、身体活動の強度を表している生理学的測定
単位である。ＭＥＴｓの概念は一般に、しきい値及びガイドラインを一般集団に設定する
のに使用され、ここで、軽強度、中強度及び強強度の活動がＥＭＴでのエネルギー消費量
により分類される。例えば、３から６ＭＥＴｓの範囲にある如何なる活動も中強度と見な
される一方、６よりも大きいＭＥＴｓに対応する如何なる活動も強強度と見なされる。
【００３３】
　身体活動測定ユニット、例えば身体活動モニタは、毎日の身体活動のレベルを推定する
ために頻繁に使用される。これらの装置は、１、２又は３軸（１軸、２軸又は３軸の活動
モニタ）で身体の加速度を測定し、決定した加速度をエネルギー消費量の推定に変換して
もよい。残念なことに、活動モニタを用いて身体活動を定量化するのに使用される固有の
測定ユニットはなく、寧ろ、各々の装置が様々なアルゴリズムに基づいて身体活動を測定
し、各々の装置が例えばＥＭＴｓ又は活動回数若しくは（加速度を反映している）ＶＭＵ
であるような任意の単位の測定値を出力している。代表的な方法（例えば二重標識水法(d
oubly labeled water method)）及び研究室で行われる必要があるため実用的でない処理
を用いて平均代謝率を測定することにより、各々の装置が較正されない限り、これらの任
意の単位の使用により行われる身体活動の強度のレベルを知ることは不可能である。
【００３４】
　所与の活動のリストが（例えば家事及び家畜を歩かせることは、中強度の身体活動であ
るのに対し、ランニング及び丘まで駆け上がることは強強度の身体活動である）中強度又
は強強度のカテゴリーの下に分類されたとしても、従来の身体活動測定ユニットは、行わ
れる活動の種類を簡単に検出することができない。故に、実際のＭＥＴｓを評価すること
、すなわち活動の種類が分からないので、身体活動レベルを凡そに関連付けることは不可
能である。
【００３５】
　その上、ＣＯＰＤ患者の運動能力が低いために、身体活動の強度を分類するＣＯＰＤ患
者のしきい値及びガイドラインを使用し、ＣＯＰＤ患者の活動の期間を決定することは適
切ではない。患者に適応したしきい値は、限られた運動能力を持つ患者により適切である
。
【００３６】
　本発明は、使用される装置に関係なく、身体活動のガイドラインと互換性のある、慢性
疾患を持つ患者、特にＣＯＰＤを持つ患者の活動及び非活動の期間を決定するために患者
に適応した方法を開示している。
【００３７】
　図１は、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置１００の実施例を概略
的及び例示的に示す。装置１００は、前記被験者の時間依存性活動データ１２０を受信す
るための入力ユニット１１０を有する。時間依存性活動データ１２０は、第１の期間中の
前記被験者の活動レベルにより特徴付けられている。活動しきい値供給ユニット１３０は
、前記被験者に活動しきい値を供給する。活動評価ユニット１５０は、前記活動しきい値
１４０に基づいて前記時間依存性活動データ１２０を分類する。活動しきい値供給ユニッ
ト１３０は、前記活動しきい値１４０を前記被験者に個別に供給する。
【００３８】
　装置１００はさらに、前記被験者の活動の種類１６５を特定する。図１の実施例におい
て、活動の種類１６５は、前記活動しきい値供給ユニット１３０に供給されるので、この
活動の種類１６５に基づいて活動しきい値１４０が供給される。
【００３９】
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　装置１００は、前記活動レベルと予想される活動レベル１７１との比較に基づいて、前
記活動しきい値供給ユニット１３０を較正する。図１の実施例において、活動しきい値較
正ユニット１７０は、前記活動レベルと予想される活動レベル１７１との間において回帰
分析を行う任意の回帰分析ユニット１８０ａを有する。回帰分析ユニット１８０ａは、複
数の回帰母数を供給し、前記活動しきい値１４０は、これら複数の回帰母数に基づいて供
給される。特に、活動しきい値１４０は、前記回帰分析に関連している誤差を最小にする
ことにより供給される。活動しきい値較正ユニット１７０は追加で及び／又はその代わり
に、任意の受信者動作特性ユニット１８０ｂを有してもよい。任意の受信者動作特性ユニ
ット１８０ｂは、その弁別しきい値が変化したときの、二項分類システムのパフォーマン
スを例示する。受信者動作特性（ＲＯＣ）曲線は、活動的なバウトを検出するとき、異な
るしきい値のパフォーマンスを評価する。この評価に基づいて、各々のしきい値に対し、
感度、特異度、陽性的中率（ＰＰＶ）、陰性的中率（ＮＰＶ）等が計算される。受信者動
作特性曲線は、しきい値のパフォーマンスを評価するためのツールである。各々の時間し
きい値に対し、感度、特異度、陽性的中率及び陰性的中率が決定される。各々のデータの
バウトは、活動的又は非活動的と規定される。受信者動作特性曲線は、各々のバウトが活
動的であるか又は非活動的であるかを分類する際、各々の時間しきい値のパフォーマンス
を評価する。
【００４０】
　活動特定ユニット１６０は、前記被験者の範囲及び平均エネルギー消費量に基づいて、
前記活動の種類を特定する。活動しきい値１４０は、前記被験者が歩いている期間の被験
者の平均エネルギー消費量に対応している。以下により詳細に説明されるように、前記予
想される活動レベルは、被験者のスケジュールに基づいて決定される。時間依存性活動デ
ータ１２０は、第１の期間中に集められた、時間の関数とする活動データに対応する。
【００４１】
　図２は、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するためのシステム２００の実施例を
概略的及び例示的に示す。システム２００は、前記被験者の時間依存性活動データ１２０
を集める身体活動測定ユニット２１０と装置１００とを有する。装置１００の入力ユニッ
ト１１０は、身体活動測定ユニット２１０から時間依存性活動データ１２０を受信する。
システム２００はさらに、時間依存性活動データ１２０を記憶する記憶ユニット（図示せ
ず）を有してもよい。
【００４２】
　図３は、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための方法３００の実施例を概略
的及び例示的に示す。ステップ３１０において、前記方法は、前記被験者の時間依存性活
動データ１２０を受信するステップを有し、ここで時間依存性活動データ１２０は、第１
の期間中の前記被験者の活動レベルにより特徴付けられている。ステップ３２０において
、前記方法は、活動しきい値１４０を前記被験者に供給するステップを有する。ステップ
３３０において、前記方法は、前記活動しきい値１４０に基づいて前記時間依存性活動デ
ータ１２０を分類するステップを有する。活動しきい値１４０は前記被験者に個別に供給
される。
【００４３】
　肺のリハビリ中、患者は、中強度及び強強度の身体活動のカテゴリーに分類される活動
の特定のスケジュールに従い、その期間中ずっと例えば活動モニタのような身体活動測定
ユニットを常に着用する。身体活動測定ユニットは、エネルギー消費量を反映している毎
分のデータを例えば活動回数、カロリー又はＭＥＴで出力する。
【００４４】
　ある実施例において、"活動"期間を特定するための患者に適応したしきい値は、活動デ
ータの分布に基づいて供給される。肺のリハビリ中の活動データの分布は以下のように使
用される。
【００４５】
　各々の患者に対し、'ｘ'分のインターバルの肺のリハビリ中に活動モニタにより供給さ
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れる任意の単位で定量化された活動レベルの分布を計算し、以下の例において、１０分の
インターバルが使用される。
【００４６】
　図４の表は、異なる被験者に対する１０分のインターバルの１日にわたるＭＥＴの身体
活動の２５、３０、４０、５０、７５、８０、９０及び９５パーセンタイルの幾つかの例
を示す。リハビリの全時間の被験者の平均ＭＥＴ値の分布が示される。パーセンタイルを
考慮することにより、最初の時間しきい値が他の試験のために設定されてもよい。患者Ｐ
０２にとって、５０パーセンタイルは、０．３９の中央ＭＥＴ値に対応している。言い換
えると、リハビリ中の１０分のインターバルの半分の間に患者Ｐ０２は、０．３９より下
の中央ＭＥＴ値を示す。
【００４７】
　肺のリハビリにおいて、各々の患者は、設定された活動量を行い、従ってスケジューリ
ングされた中強度及び強強度の活動に費やす１０分バウトの数が分かる。
【００４８】
　図５は、２つのグループＧ３及びＧ４の活動（例えば身体意識５２０、ルームランナー
５３０、ストレッチ運動５４０、ウォーキング５５０、腕の運動５６０、スポーツ５７０
、リラクゼーション５８０）がその日（月曜（Ｍ）、火曜（Ｔｕ）、水曜（Ｗ）、木曜（
Ｔｈ）、金曜（Ｆ））の異なる期間（例えば８：３０－８：４５、８：４５－９：００等
）にスケジュールされた既知の数の"活動"の１０分バウトと共に、肺のリハビリ中の１週
間のスケジュールの一例を示す。図５に示される例において、スケジュールされた中強度
及び強強度の活動に費やす１０分バウトの数は、朝は約１２バウトに、午後は約５から８
バウトに対応する。毎日の変化を考慮する場合、スケジュールされた中強度及び強強度の
活動に費やす１０分バウトの数は、月曜、水曜、木曜及び金曜は約２０バウトに対応し、
火曜は約１７バウトに対応している。特に、バウト数は、活動の種類及び長さから導き出
される。例えば３０分のルームランナー運動がスケジュールされている場合、３つの"活
動的な"活動の１０分バウトを予想する。６０分のウォーキングがスケジュールされる場
合、６つの"活動的な"活動の１０分バウトを予想する。
【００４９】
　患者に適応した"活動的な"しきい値は、測定される活動が少なくとも中強度のレベルで
あると考えられるよりも上の数である。この適応したしきい値を計算するために、既知の
活動の１０分バウト数は、各パーセンタイルを時間しきい値として設定し、以下のステッ
プを行うことを繰り返すことにより、測定される活動の１０分バウト数と比較される。し
かしながら、本実施例はもちろん１０分のインターバルに限定されるのではなく、他の期
間も同様に考えられ得ることが理解される。
【００５０】
　第１に、各々の時間しきい値に対し、朝の期間にわたりしきい値より上にあるバウトの
平均数を計算する。第２に、前記時間しきい値より上にあるバウト数を、既知の活動的な
バウト数と比較する。第３に、既知の活動的なバウト数と、測定された活動的なバウト数
との間において回帰分析を行い、回帰母数を計算する。
【００５１】
　加えて、既知の活動的なバウト数と、測定される活動的なバウト数との間におけるパー
セント誤差が計算されてもよい。
【００５２】
　理想的には、最適なしきい値は、１の傾きに対応し、誤差は零に等しい。'活動的'と'
非活動的'との識別しきい値に対応するしきい値、すなわち'活動的な'しきい値は、１に
最も近い傾きを与え、最も低い誤差を与えるパーセンタイルとして選択される。
【００５３】
　手順６００はさらに図６に例示される。ステップ６１０において、活動の予定表（例え
ば図５に示される１週間のスケジュール）が供給される。ステップ６２０において、患者
は、朝の期間中すっと、身体活動測定ユニットを好ましくは常に着用するように求められ
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る。ステップ６３０において、'ｘ'分バウトが特定され、活動データの分布が決定され、
夫々のパーセンタイルが計算される。ステップ６４０において、各々のパーセンタイルが
しきい値として設定され、しきい値より上にある'ｘ'分バウト数が計算される。例えば、
１つは、最も高いパーセンタイルで始まり、より低いパーセンタイルへ進む。１つは、最
も低いパーセンタイルで始まり、より高いパーセンタイルへ進む。ステップ６５０におい
て、（例えば１週間のスケジュールが分かっているので）既知の又は予想される"活動的
な"バウトを、測定される"活動的な"バウトと比較することにより、パーセンタイルしき
い値が較正される。回帰分析は、理想的な１の傾き及び最小量の誤差を目指して行われる
。ステップ６６０において、従って'活動的な'期間に適応したしきい値が得られる。
【００５４】
　他の実施例において、適応したしきい値は、特定の中強度／強強度の活動に対し決定さ
れる。患者のスケジュールに基づいて、中強度／強強度の活動、例えばランニングが選択
される。'ｘ'分バウトに対し、この活動に対する範囲及び平均エネルギー消費量が各被験
者に対し計算される。指定した範囲の間に入る活動は、この活動の種類（ここではランニ
ング）と分類される。
【００５５】
　他の実施例において、ウォーキングは、適切なベースラインを決定するのに使用される
。この程度で、予定表から、ウォーキングを行う期間が特定される。図５の例において、
被験者は、月曜、火曜、水曜及び木曜の１３：３０から１３：３０までの期間中ウォーキ
ングをしている。次いで、各患者に対する平均エネルギー消費量が計算される。この平均
エネルギー消費量は、ウォーキングに対する患者に適応したしきい値として設定される。
【００５６】
　ここで、活動モニタ及び出力測定に関係なく、身体活動のガイドラインに沿った活動期
間及び非活動期間を決定するシステムが開示される。"活動"及び"非活動"期間を分けるた
めに、身体活動強度を検出し、特定の強度のレベルでの特定の活動の種類に関連付けるア
ルゴリズムが使用される。
【００５７】
　本発明は、健康な生活のための身体活動に関する包括的な助言に基づいて身体活動のパ
フォーマンスを評価するのに使用される。一般集団よりも低い運動能力を持つ人々、特に
慢性疾患を持つ標的患者の活動期間及び非活動期間を決定するシステムが開示される。
【００５８】
　本発明は、被験者にもっと活動的になるよう促すのと同様に、活動レベルを決定及び改
善するための指導方法の一部として使用されることができる。ＣＯＰＤにおける使用のた
めに特に設計されているが、持久的活動が重要である他の慢性疾患に対し使用されること
もできる。
【００５９】
　開示される実施例の他の変更例は、図面、本開示及び付随する特許請求の範囲を学ぶこ
とにより、請求する本発明を実施する当業者により理解及びもたらされることができる。
【００６０】
　請求項において、"有する"という言葉は、それ以外の要素又はステップを含むことを排
除していない、及び複数あることを述べていなくても、それらが複数あることを排除して
いない。
【００６１】
　単一のユニット又は装置が請求項に挙げられる幾つかの項目の機能を果たしてもよい。
幾つかの手段が互いに異なる従属請求項に挙げられているという単なる事実は、これらの
手段の組み合わせは、有利に使用されることができないことを示しているのではない。
【００６２】
　コンピュータプログラムは、他のハードウェアと一緒に又はその一部として提供される
適切な媒体、例えば光学記憶媒体又はソリッドステート媒体上に記憶／配布されてもよい
が、他の形式、例えばインターネット又は他の有線若しくはワイヤレス電話通信システム
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を介して配布されてもよい。"コンピュータプログラム"という言葉は、埋め込まれたソフ
トウェアも指している。
【００６３】
　請求項における如何なる参照符号もその範囲を限定するとは考えるべきではない。
【００６４】
　本発明は、被験者の活動期間と非活動期間とを識別するための装置、システム、方法及
びコンピュータプログラムに関する。入力ユニットは、（例えば活動レベルに対応してい
る）時間依存性活動データを受信する。活動しきい値供給ユニットは、被験者に活動しき
い値を供給する。活動評価ユニットは、この活動しきい値に基づいて、時間依存性活動デ
ータを分類する。活動しきい値供給ユニットは、前記被験者に活動しきい値を個別に供給
する。本発明は、活動期間及び非活動期間に対する活動しきい値を患者に適応する方法を
提供する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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