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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植込み型医療機器から第１の無線通信プロトコルで送信される、前記植込み型医療機器
が検出したイベントの緊急度を示す緊急度データと、前記植込み型医療機器から第２の無
線通信プロトコルで送信される、前記イベントの詳細を示すデータであり前記緊急度デー
タよりもデータサイズが大きい詳細データとを受信する第１のインターフェースと、
　外部機器に対して前記第２の無線通信プロトコルで前記詳細データを送信する第２のイ
ンターフェースと、
　情報を表示する表示部と、
　前記第１のインターフェースが受信した前記緊急度データに基づいて、前記イベントの
緊急度に対応する概要情報を前記表示部に表示させ、前記第１のインターフェースが受信
した前記詳細データを前記外部機器に対して前記第２のインターフェースに送信させる制
御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする無線通信端末。
【請求項２】
　前記第１のインターフェースは、前記緊急度データと前記詳細データとをそれぞれ別々
に受信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記第１のインターフェースは、暗号化された前記緊急度データを受信し、
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　前記第２のインターフェースは、前記外部機器に対して、前記緊急度データとは異なる
暗号内容で暗号化された前記詳細データを送信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項４】
　前記制御部は、前記緊急度データに基づいて緊急度を判定し、当該緊急度に応じて、前
記詳細データの送信タイミングと送信先の前記外部機器とを決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信端末。
【請求項５】
　前記制御部は、前記緊急度データに基づいて緊急度を判定し、当該緊急度に応じて、前
記詳細データの送信内容と送信先の前記外部機器とを決定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の無線通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療・ヘルスケア分野では、各種センサを備えた端末を用いて人体表面または体内から
生体データを収集し、端末が収集した生体データを蓄積装置に転送して蓄積することで、
蓄積装置が蓄積した生体データを健康管理や、病気の診断や、治療などに役立てようとす
る取り組みが盛んに進められている。このような用途では、生体データを転送するために
端末と蓄積装置との間を有線ケーブルでつなぐと行動の自由が制限されてしまうため、無
線通信で生体データを転送するようにし、さらに、端末を電池で駆動させるようにし、端
末を自由に持ち歩くことができるようにすることが望ましい。このようなニーズは、医療
分野、特に植込み型医療機器（ＩＭＤ、Ｉｍｐｌａｎｔａｂｌｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｄｅ
ｖｉｃｅｓ）ではより大きい。
【０００３】
　また、植込み型医療機器は、一般的にセンサが緊急情報を検出し、検出した緊急情報の
緊急度に応じて緊急内容の伝達先や伝達方法を変更する。また、センサが検出した情報に
基づいて判定した緊急事態を、緊急事態の緊急度に適した任意の通知形態により伝達先の
機器に送信してユーザに通知する通知装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２４００２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載されている技術では、ユーザは、センサが検出した情
報に基づいて判定した緊急情報を、通知装置自体では確認することができず、伝達先の機
器でのみ確認することができる。そのため、伝達先の機器が遠い場所にある場合等では、
すぐに緊急であることを確認することができないという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、緊急内容の伝達先の機器
が遠い場所にある場合においても、すぐに緊急であることを確認することができる無線通
信端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、植込み型医療機器から第１の無線通信プロトコルで送信される、前記植込み
型医療機器が検出したイベントの緊急度を示す緊急度データと、前記植込み型医療機器か
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ら第２の無線通信プロトコルで送信される、前記イベントの詳細を示すデータであり前記
緊急度データよりもデータサイズが大きい詳細データとを受信する第１のインターフェー
スと、外部機器に対して前記第２の無線通信プロトコルで前記詳細データを送信する第２
のインターフェースと、情報を表示する表示部と、前記第１のインターフェースが受信し
た前記緊急度データに基づいて、前記イベントの緊急度に対応する概要情報を前記表示部
に表示させ、前記第１のインターフェースが受信した前記詳細データを前記外部機器に対
して前記第２のインターフェースに送信させる制御を行う制御部と、を備えたことを特徴
とする無線通信端末である。
【０００８】
　また、本発明の無線通信端末において、前記第１のインターフェースは、前記緊急度デ
ータと前記詳細データとをそれぞれ別々に受信することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の無線通信端末において、前記第１のインターフェースは、暗号化された
前記緊急度データを受信し、前記第２のインターフェースは、前記外部機器に対して、前
記緊急度データとは異なる暗号内容で暗号化された前記詳細データを送信することを特徴
とする。
【００１０】
　また、本発明の無線通信端末において、前記制御部は、前記緊急度データに基づいて緊
急度を判定し、当該緊急度に応じて、前記詳細データの送信タイミングと送信先の前記外
部機器とを決定することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の無線通信端末において、前記制御部は、前記緊急度データに基づいて緊
急度を判定し、当該緊急度に応じて、前記詳細データの送信内容と送信先の前記外部機器
とを決定することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、無線端末装置は情報を表示する表示部を備えており、制御部は、第１
のインターフェースが受信した緊急度データに基づいて、イベントの緊急度に対応する概
要情報を表示部に表示させ、第１のインターフェースが受信した詳細データを外部機器に
対して第２のインターフェースに送信させる。これにより、表示部にイベントの緊急度に
対応する概要情報を表示させることができるため、イベントの詳細を示す詳細データを転
送する先の外部機器が遠い場所にある場合においても、すぐに緊急であることを確認する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態における生体データ監視システムの構成を示した概略図
である。
【図２】本発明の第１の実施形態における植込み型医療機器の構成を示したブロック図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施形態における無線通信端末の構成を示したブロック図である
。
【図４】本発明の第１の実施形態における外部機器の構成を示したブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態において、植込み型医療機器が、無線通信端末に対して
、緊急度データと詳細データとを送信するタイミングを示した概略図である。
【図６】本発明の第１の実施形態における植込み型医療機器の動作手順を示したフローチ
ャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態における無線通信端末の動作手順を示したフローチャー
トである。
【図８】本発明の第２の実施形態における生体データ監視システムの構成を示した概略図
である。
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【図９】本発明の第２の実施形態における無線通信端末の動作手順を示したフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について図を参照しながら説明する。図１は、本実施形
態における生体データ監視システムの構成を示した概略図である。生体データ監視システ
ム１は、植込み型医療機器１０と、無線通信端末２０と、外部機器３０とを備える。本実
施形態では、植込み型医療機器１０と無線通信端末２０とは、１対１での無線通信を行う
。植込み型医療機器１０は、人の体内に植込められ、各種センサを使って血圧、脈拍、心
電、心拍、血中酸素濃度、体温、尿糖、血糖等の生体データや、植込み型医療機器１０が
備える各部の状態を示す機器状態データを取得する。また、植込み型医療機器１０は、取
得した生体データに異常がある場合、治療を行う。また、植込み型医療機器１０は、治療
を行った場合、行った治療の詳細情報を示す治療データを生成する。本実施形態では、生
体データと、機器状態データと、治療データとを詳細データとする。
【００１５】
　また、植込み型医療機器１０は、取得および生成した詳細データに基づいて、無線通信
端末２０に対して詳細データを早急に送信する必要があるか否かを示す緊急度データを生
成する。また、植込み型医療機器１０は、緊急度データを第１の暗号方法を用いて暗号化
し、詳細データを第２の暗号方法を用いて暗号化する。そして、植込み型医療機器１０は
、無線通信端末２０に対して、暗号化した緊急度データを第１の無線通信プロトコルを用
いて無線送信し、暗号化した詳細データを第２の無線通信プロトコルを用いて無線送信す
る。
【００１６】
　なお、上述した通り、詳細データは、植込み型医療機器１０が検出した血圧、脈拍、心
電、心拍、血中酸素濃度、体温、尿糖、血糖等の生体データや、植込み型医療機器１０が
備える各部の状態を示す機器状態データや、植込み型医療機器１０が行った治療の詳細情
報を示す治療データである。また、緊急度データは、詳細データを早急に送信する必要が
あるか否かを示すデータである。そのため、詳細データは緊急度データよりもデータサイ
ズが大きい。また、第１の暗号方法および第２の暗号方法は、暗号化および復号を行うこ
とができればどのような暗号方法でもよい。また、第１の無線通信プロトコルおよび第２
の無線通信プロトコルは、無線送信を行うことができるプロトコルであればどのようなプ
ロトコルでもよい。
【００１７】
　無線通信端末２０は、植込み型医療機器１０から第１の無線通信プロトコルを用いて無
線送信された緊急度データと、植込み型医療機器１０から第２の無線通信プロトコルを用
いて無線送信された詳細データとを受信する。また、無線通信端末２０は、受信した緊急
度データを復号する。また、無線通信端末２０は、復号した緊急度データに応じた情報を
表示し、復号した緊急度データに応じた音を出力する。また、無線通信端末２０は、受信
した詳細データを外部機器に対して第２の無線通信プロトコルを用いて無線送信する。外
部機器３０は、無線通信端末２０から第２の無線通信プロトコルを用いて無線送信された
詳細データを受信して復号し、復号した詳細データを記憶する。
【００１８】
　次に、植込み型医療機器１０の構成について説明する。図２は、本実施形態における植
込み型医療機器１０の構成を示したブロック図である。図示する例では、植込み型医療機
器１０は、センサ部１１と、治療部１２と、緊急度判定部１３と、無線通信部１４と、ア
ンテナ１５とを備える。
【００１９】
　センサ部１１は、血圧、脈拍、心電、心拍、血中酸素濃度、体温、尿糖、血糖等をセン
シングして生体データを取得し、治療部１２と緊急度判定部１３とに対して出力する。ま
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た、センサ部１１は、植込み型医療機器１０が備える各部の状態をセンシングして機器状
態データを取得し、緊急度判定部１３に対して出力する。治療部１２は、センサ部１１が
出力した生体データを取得し、取得した生体データに基づいて治療を行う。また、治療部
１２は、治療を行った場合、行った治療の詳細情報を示す治療データを生成し、緊急度判
定部１３に対して出力する。
【００２０】
　緊急度判定部１３は、センサ部１１および治療部１２が出力した詳細データに基づいて
、イベント（生体データの異常や、機器状態データの異常や、治療の実施）が発生した場
合、イベントを検出する。また、緊急度判定部１３は、イベントを検出した場合、詳細デ
ータを無線通信端末２０に対して送信するか否かを判定する。例えば、緊急度判定部１３
は、検出したイベントが、軽度の異常や軽度の治療の実施であれば、詳細データを無線通
信端末２０に対して送信しないと判定し、それ以外の場合には詳細データを無線通信端末
２０に対して送信すると判定する。
【００２１】
　また、緊急度判定部１３は、詳細データを無線通信端末２０に対して送信すると判定し
た場合、早急に送信する必要がある（遅延が許されない）詳細データであるか否かを判定
し、早急に送信する必要がある詳細データであるか否かを示す緊急度データを生成する。
例えば、緊急度判定部１３は、早急に送信する必要がある（遅延が許されない）詳細デー
タであると判定した場合には、緊急度「高」を示す緊急度データを生成し、早急に送信す
る必要が無い（遅延が許される）詳細データであると判定した場合には、緊急度「低」を
示す緊急度データを生成する。
【００２２】
　また、緊急度判定部１３は、センサ部１１が出力した詳細データを無線通信端末２０に
対して送信すると判定した場合、緊急度データを第１の暗号方法を用いて暗号化し、詳細
データを第２の暗号方法を用いて暗号化し、暗号化した緊急度データと詳細データとを無
線通信部１４に対して出力する。
【００２３】
　無線通信部１４は、緊急度判定部１３が出力した緊急度データと詳細データとを取得す
る。そして、無線通信部１４は、取得した緊急度データを、アンテナ１５を介して無線通
信端末２０に対して第１の無線通信プロトコルを用いて送信する。また、無線通信部１４
は、取得した詳細データを、アンテナ１５を介して無線通信端末２０に対して第２の無線
通信プロトコルを用いて送信する。
【００２４】
　次に、無線通信端末２０の構成について説明する。図３は、本実施形態における無線通
信端末２０の構成を示したブロック図である。図示する例では、無線通信端末２０は、第
１アンテナ２１と、無線第１インターフェース２２（第１のインターフェース）と、制御
部２３と、記憶部２４と、表示部２５と、音出力部２６と、無線第２インターフェース２
７（第２のインターフェース）と、第２アンテナ２８とを備える。
【００２５】
　無線第１インターフェース２２は、植込み型医療機器１０から送信された緊急データを
、第１アンテナ２１を介して第１の無線通信プロトコルを用いて受信する。また、無線第
１インターフェース２２は、植込み型医療機器１０から送信された詳細データを、第１ア
ンテナ２１を介して第２の無線通信プロトコルを用いて受信する。そして、無線第１イン
ターフェース２２は、受信した緊急データと詳細データとを制御部２３に対して出力する
。
【００２６】
　制御部２３は、無線第１インターフェース２２が出力した緊急データと詳細データとを
取得する。また、制御部２３は、取得した緊急データを復号する。そして、制御部２３は
、緊急データに基づいた内容を表示部２５に表示させ、緊急データに基づいた音を音出力
部２６に出力させる。例えば、制御部２３は、取得した緊急データが緊急度「高」を示す
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データである場合、記憶部２４に予め記録されている表示データ（例えば、助けてほしい
ことを示す警告情報や、緊急情報や、患者の状態や、患者の容態や、緊急連絡先（自宅の
連絡先または病院の連絡先）など）を表示部２５に表示させ、記憶部２４に予め記憶され
ている音データ（例えば、助けを求める音声信号や警報音など）を周期的に分割して音出
力部２６に出力させる。また、制御部２３は、取得した詳細データを、無線第２インター
フェース２７に対して出力する。
【００２７】
　記憶部２４は、表示データや音データを記憶する。表示部２５は、液晶ディスプレイ（
ＬＣＤ、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの表示装置であり、制御
部２３の制御に基づいて、緊急データに対応する内容を表示する。音出力部２６は、スピ
ーカーなどであり、制御部２３の制御に基づいて、緊急データに対応する音を出力する。
無線第２インターフェース２７は、制御部２３が出力した詳細データを取得し、取得した
詳細データを、第２アンテナ２８を介して外部機器３０に対して第２の無線通信プロトコ
ルを用いて送信する。なお、第１アンテナ２１と、第２アンテナ２８とを１つのアンテナ
とし、無線第１インターフェース２２と無線第２インターフェース２７とはアンテナを共
有して使用するようにしてもよい。
【００２８】
　次に、外部機器３０の構成について説明する。図４は、本実施形態における外部機器３
０の構成を示したブロック図である。図示する例では、外部機器３０は、アンテナ３１と
、無線通信部３２と、外部機器制御部３３と、外部機器記憶部３４とを備える。
【００２９】
　無線通信部３２は、無線通信端末２０から送信された詳細データを、アンテナ３１を介
して第２の無線通信プロトコルを用いて受信する。また、無線通信部３２は、受信した詳
細データを外部機器制御部３３に対して出力する。外部機器制御部３３は、無線通信部３
２が出力した詳細データを取得して復号する。そして、外部機器制御部３３は、復号した
詳細データを外部機器記憶部３４に記憶させる。外部機器記憶部３４は、外部機器制御部
３３の制御に基づいて詳細データを記憶する。この構成により、外部機器３０は、無線通
信端末２０から送信される詳細データを記憶することができる。
【００３０】
　次に、植込み型医療機器１０が、無線通信端末２０に対して、緊急度データと詳細デー
タとを送信するタイミングについて説明する。図５は、本実施形態において、植込み型医
療機器１０が、無線通信端末２０に対して、緊急度データと詳細データとを送信するタイ
ミングを示した概略図である。なお、横軸は時間を示している。図示する例では、植込み
型医療機器１０は、イベントが発生したことを検出した後に、第１の無線通信プロトコル
を用いて緊急度データを送信し、緊急度データの送信を完了した後、第２の無線通信プロ
トコルを用いて詳細データを送信している。なお、図示する例では、植込み型医療機器１
０は、イベントが発生したことを検出した後、第１の無線通信プロトコルを用いて緊急度
データを送信し、緊急度データの送信を完了した後、第２の無線通信プロトコルを用いて
詳細データを送信しているが、これに限らない。例えば、イベントが発生した後、第２の
無線通信プロトコルを用いて詳細データを送信し、詳細データの送信を完了した後、第１
の無線通信プロトコルを用いて緊急度データを送信するようにしてもよい。
【００３１】
　次に、植込み型医療機器１０の動作手順について図６を参照して説明する。図６は、本
実施形態における植込み型医療機器１０の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ１０１）センサ部１１および治療部１２は、詳細データを緊急度判定部１
３に対して出力する。制御部２３は、センサ部１１および治療部１２が出力した詳細デー
タに基づいて、イベントが発生したことを検出する。その後、ステップＳ１０２の処理に
進む。
【００３２】
　（ステップＳ１０２）緊急度判定部１３は、イベントを検出した場合、センサ部１１お
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よび治療部１２から出力された詳細データを取得する。例えば、緊急度判定部１３は、イ
ベントを検出した時刻の前後の所定時間内における詳細データを取得する。その後、ステ
ップＳ１０３の処理に進む。
　（ステップＳ１０３）緊急度判定部１３は、ステップＳ１０２の処理で取得した詳細デ
ータを、無線通信端末２０に送信する必要があるか否かを判定する。その後、ステップＳ
１０４の処理に進む。
【００３３】
　（ステップＳ１０４）緊急度判定部１３は、ステップＳ１０２の処理で取得した詳細デ
ータを無線通信端末２０に送信する必要があると判定した場合、この詳細データに基づい
て、詳細データを早急に送信する必要があるか否かを示す緊急度データを生成する。続い
て、緊急度判定部１３は、無線端末装置１０が緊急度データを用いて処理を行う際に簡易
に復号できるように、緊急度データをアスキーコードに変換する符号化処理（暗号化）を
行い、符号化処理を行った緊急度データを無線通信部１４に対して出力する。その後、ス
テップＳ１０５の処理に進む。
【００３４】
　（ステップＳ１０５）緊急度判定部１３は、ステップＳ１０２の処理で取得した詳細デ
ータを、コードに変換して別の文字を割り当てたり、単一換字や、多表式換字や、文字の
並べ替えを行ったり、又は「かぎ」コードを使った変換等を行い、暗号化する（高いセキ
ュリティを備えた符号化処理を行う）。続いて、緊急度判定部１３は、暗号化した詳細デ
ータを無線通信部１４に対して出力する。その後、ステップＳ１０６の処理に進む。
【００３５】
　（ステップＳ１０６）無線通信部１４は、無線通信端末２０と事前に取り決められた通
信方法を用いて、緊急度データと詳細データとを無線通信端末２０に対して送信する。具
体的には、無線通信部１４は、ステップＳ１０４の処理で緊急度判定部１３が出力した緊
急度データを、アンテナ１５を介して、第１の無線通信プロトコルを用いて無線通信端末
２０に対して送信する。続いて、無線通信部１４は、ステップＳ１０５の処理で緊急度判
定部１３が出力した詳細データを、アンテナ１５を介して、第２の無線通信プロトコルを
用いて無線通信端末２０に対して送信する。その後、処理を終了する。なお、本実施携帯
では、植込み型医療機器１０は、緊急度データと詳細データとを別々に無線通信端末２０
に対して送信する。
【００３６】
　次に、無線通信端末２０の動作手順について図７を参照して説明する。図７は、本実施
形態における無線通信端末２０の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ２０１）無線通信端末２０の無線第１インターフェース２２は、植込み型
医療機器１０と事前に取り決められた通信方法を用いて、植込み型医療機器１０から送信
された緊急度データと詳細データとを受信する。本実施形態では、初めに、緊急度データ
を第１の無線通信プロトコルを用いて受信し、続いて詳細データを第２の無線通信プロト
コルを用いて受信するように取り決められている。具体的には、初めに、無線第１インタ
ーフェース２２は、植込み型医療機器１０から送信された緊急度データを、第１の無線通
信プロトコルを用いて第１アンテナ２１を介して受信する。続いて、無線第１インターフ
ェース２２は、植込み型医療機器１０から送信された詳細データを、第２の無線通信プロ
トコルを用いて第１アンテナ２１を介して受信する。その後、ステップＳ２０２の処理に
進む。
【００３７】
　（ステップＳ２０２）制御部２３は、ステップＳ２０１の処理で無線第１インターフェ
ース２２が受信した緊急度データを復号する。続いて、制御部２３は、緊急度データに基
づいて、表示部２５を制御してメッセージを表示させ、音出力部２６を制御してアラーム
音や、音声や、音楽などを出力させる。例えば、緊急度データが緊急度「高」を示すデー
タの場合、制御部２３は、表示部２５に、助けてほしいことを示す警告情報や、緊急情報
や、患者の状態や、患者の容態や、緊急連絡先（自宅の連絡先または病院の連絡先）など
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を表示させ、音出力部２６に、助けを求める音声信号や警報音などを出力させる。表示部
２５は、表示停止処理が行われるまでメッセージを表示し続ける。また、音出力部２６は
、音出力停止処理が行われるまで音を出力し続ける。その後、ステップＳ２０３の処理に
進む。なお、表示部２５に表示させるメッセージの内容を示すデータや、音出力部２６に
出力させるアラーム音や、音声や、音楽等のデータは、予め他の機器から無線通信を用い
て、無線通信端末２０の記憶部２４に記憶させておく。
【００３８】
　（ステップＳ２０３）制御部２３は、無線第２インターフェース２７を制御し、外部機
器３０と無線接続を開始させる。その後、ステップＳ２０４の処理に進む。
　（ステップＳ２０４）制御部２３は、ステップＳ２０１の処理で無線第１インターフェ
ース２２が受信した詳細データを復号せずに無線第２インターフェース２７に対して出力
する。無線第２インターフェース２７は、制御部２３が出力した詳細データを取得し、外
部機器３０に対して送信する。その後、ステップＳ２０５の処理に進む。
【００３９】
　（ステップＳ２０５）無線通信端末２０から詳細データを受信した外部機器３０は、詳
細データを受信したことを示す応答メッセージを無線通信端末２０に対して送信する。無
線通信端末２０の無線第２インターフェース２７は、外部機器３０から送信された応答メ
ッセージを、第２アンテナ２８を介して受信する。制御部２３は、無線第２インターフェ
ース２７が応答メッセージを受信した場合、音出力停止処理を行い、音出力部２６に音の
出力を停止させる。これにより、無線通信端末２０は、メッセージのみ表示するため、消
費電力を減らすことができる。その後、処理を終了する。
【００４０】
　上述したとおり、本実施形態によれば、無線通信端末２０は、表示部２５と音出力部２
６とを備えており、緊急度データに基づいて、緊急度に対応するメッセージの表示や音声
を出力する。従って、無線通信端末２０の表示部２５には緊急度に対応するメッセージが
表示され、音出力部２６から緊急度に対応する音が出力されるため、詳細データを転送す
る先の外部機器３０が遠くにある場合においても、すぐに緊急であることを確認すること
ができる。
【００４１】
　例えば、植込み型医療機器１０を植え込んだ患者が、植込み型医療機器１０と無線通信
を行うことができる腕時計のような無線通信端末２０を持ち歩くことができる場合におい
て、植込み型医療機器１０で治療や機器の異常などのイベントが発生した時に、無線通信
端末２０は、植込み型医療機器１０から送信された緊急度データに応じたメッセージ（患
者の状態や、患者の容態や、緊急連絡先（病院や自宅）など）を表示部２５に表示させる
ことができる。そのため、患者や、周囲の人や、駆け付けた救急隊員は、すぐに緊急であ
ることを確認することができる。
【００４２】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態と第１の実施形態とで異
なる点は、本実施形態における生体データ監視システムは、複数の外部機器を備えており
、無線通信端末は、植込み型医療機器から送信される緊急度データに基づいて、詳細デー
タを送信する先の外部機器を変更する点と、送信するデータを変更する点である。
【００４３】
　図８は、本実施形態における生体データ監視システムの構成を示した概略図である。生
体データ監視システム２は、植込み型医療機器１０と、無線通信端末２０と、複数の外部
機器３０とを備える。なお、本実施形態の植込み型医療機器１０と、無線通信端末２０と
、外部機器３０との構成は、第１の実施形態における各装置と同様の構成である。また、
植込み型医療機器１０と外部機器３０との動作は、第１の実施形態における各装置の動作
と同様の動作である。
【００４４】
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　但し、本実施形態における植込み型医療機器１０は、取得した詳細データに基づいて、
３種類の緊急度データを生成する。具体的には、植込み型医療機器１０の緊急度判定部１
３は、センサ部１１または治療部１２が出力した詳細データについて、無線通信端末２０
に予め登録している家族または友人が有する外部機器３０に早急（例えば５秒以内）に送
信する必要がある詳細データであると判定した場合、緊急度「１」を示す緊急度データを
生成する。また、植込み型医療機器１０の緊急度判定部１３は、センサ部１１または治療
部１２が出力した詳細データについて、無線通信端末２０に予め登録している外部機器３
０に早急（例えば５秒以内）に送信する必要がある詳細データであると判定した場合、緊
急度「２」を示す緊急度データを生成する。また、植込み型医療機器１０の緊急度判定部
１３は、センサ部１１または治療部１２が出力した詳細データについて、無線通信端末２
０に予め登録している緊急対応用インターネットサーバである外部機器３０に一定時間以
内（例えば一時間以内）に送信する必要がある詳細データであると判定した場合、緊急度
「３」を示す緊急度データを生成する。
【００４５】
　次に、無線通信端末２０の動作手順について図９を参照して説明する。図９は、本実施
形態における無線通信端末２０の動作手順を示したフローチャートである。
　（ステップＳ３０１）無線通信端末２０の無線第１インターフェース２２は、植込み型
医療機器１０と事前に取り決められた通信方法を用いて、植込み型医療機器１０から送信
された緊急度データと詳細データとを受信する。本実施形態では、初めに、緊急度データ
を第１の無線通信プロトコルを用いて受信し、続いて詳細データを第２の無線通信プロト
コルを用いて受信するように取り決められている。具体的には、無線第１インターフェー
ス２２は、植込み型医療機器１０から送信された緊急度データを、第１の無線通信プロト
コルを用いて第１アンテナ２１を介して受信する。続いて、無線第１インターフェース２
２は、植込み型医療機器１０から送信された詳細データを、第２の無線通信プロトコルを
用いて第１アンテナ２１を介して受信する。その後、ステップＳ３０２の処理に進む。
【００４６】
　（ステップＳ３０２）制御部２３は、ステップＳ３０１の処理で無線第１インターフェ
ース２２が受信した緊急度データを復号する。続いて、制御部２３は、緊急度データに基
づいて、表示部２５を制御してメッセージを表示させ、音出力部２６を制御してアラーム
音や、音声や、音楽などを出力させる。例えば、緊急度データが緊急度「１」を示すデー
タの場合、制御部２３は、表示部２５に、助けてほしいこと（警告メッセージ）や、患者
の状態や、患者の容態や、緊急連絡先（病院の連絡先または家族の連絡先）などのメッセ
ージを順次又は繰り返し表示させ、音出力部２６に、助けを求める音声信号や警報音など
を出力させる。また、緊急度データが緊急度「２」を示すデータの場合、制御部２３は、
表示部２５に、患者の容態や、治療履歴（治療内容および回数）などのメッセージを順次
又は繰り返し表示させ、音出力部２６に、助けを求める音声信号や警報音などを出力させ
る。また、緊急度データが緊急度「３」を示すデータの場合、制御部２３は、表示部２５
に、治療があったことや、電池残量が不足していることや、リード異常や、本体異常を示
すメッセージを順次又は繰り返し表示させ、音出力部２６に、装置異常を知らせる音声信
号などを出力させる。表示部２５は、表示停止処理が行われるまでメッセージを表示し続
ける。音出力部２６は、音出力停止処理が行われるまで音を出力し続ける。その後、ステ
ップＳ３０３の処理に進む。なお、表示部２５に表示させるメッセージの内容や、アラー
ム音や、音声や、音楽等のデータは、予め他の機器から無線通信を用いて、無線通信端末
２０の記憶部２４に記憶しておく。
【００４７】
　（ステップＳ３０３）制御部２３は、緊急度データに基づいて、詳細データの送信先を
決定する。その後、ステップＳ３０４の処理に進む。例えば、無線通信端末２０には、緊
急度データに応じた送信先が予め設定されており、記憶部２４は、この設定内容を記憶し
ている。本実施形態では、制御部２３は、緊急度データが緊急度「１」を示すデータの場
合、詳細データの送信先を無線通信端末２０に予め登録されている、家族または友人が有
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する携帯電話や通信機能を備えたテレビなどの外部機器３０に決定する。また、制御部２
３は、緊急度データが緊急度「２」を示すデータの場合、詳細データの送信先を無線通信
端末２０に予め登録されている、携帯電話やスマートフォンや緊急対応用インターネット
サーバなどの外部機器３０に決定する。また、制御部２３は、緊急度データが緊急度「３
」を示すデータの場合、詳細データの送信先を無線通信端末２０に予め登録されている緊
急対応用インターネットサーバである外部機器３０に決定する。
【００４８】
　（ステップＳ３０４）制御部２３は、緊急度データに基づいて、詳細データを送信する
送信タイミングと詳細データの内容とを決定する。その後、ステップＳ３０５の処理に進
む。例えば、無線通信端末２０には、緊急度データに応じた送信タイミングと送信内容と
が予め設定されており、記憶部２４は、この設定内容を記憶している。本実施形態では、
緊急度データが緊急度「１」を示すデータの場合、送信タイミングは早急（例えば５秒以
内）であり、送信内容は「助けてほしいこと（警告メッセージ）や、患者の状態や、患者
の容態や、緊急連絡先（病院の連絡先または家族の連絡先）」を示すデータである。また
、緊急度データが緊急度「２」を示すデータの場合、送信タイミングは早急（例えば５秒
以内）であり、送信内容は「患者の容態や、治療履歴（治療内容や治療回数）」を示すデ
ータである。また、緊急度データが緊急度「３」を示すデータの場合、送信タイミングは
一定時間以内（例えば一時間以内）であり、送信内容は「治療があったことや、電池残量
不足や、リード異常や、本体異常」を示すデータである。
【００４９】
　（ステップＳ３０５）制御部２３は、ステップＳ３０４の処理で決定した送信タイミン
グに基づいて無線第２インターフェース２７を制御し、ステップＳ３０３の処理で詳細デ
ータの送信先に決定した外部機器３０と無線接続を開始させる。その後、ステップＳ３０
６の処理に進む。例えば、送信タイミングが早急（例えば５秒以内）である場合、制御部
２３は、無線第２インターフェース２７を制御し、５秒以内に無線接続を開始させる。ま
た、送信タイミングが一定時間以内（例えば一時間以内）である場合、制御部２３は、無
線第２インターフェース２７を制御し、一時間以内に無線接続を開始させる。
【００５０】
　（ステップＳ３０６）制御部２３は、ステップＳ３０１の処理で決定した送信内容の詳
細データを、無線第２インターフェース２７に対して出力する。無線第２インターフェー
ス２７は、制御部２３が出力した詳細データを取得し、ステップＳ３０５の処理で無線接
続を開始した外部機器３０に対して送信する。その後、ステップＳ３０７の処理に進む。
【００５１】
　（ステップＳ３０７）無線通信端末２０から詳細データを受信した外部機器３０は、受
信したことを示す応答メッセージを無線通信端末２０に対して送信する。無線通信端末２
０の無線第２インターフェース２７は、外部機器３０から送信された応答メッセージを受
信する。制御部２３は、無線第２インターフェース２７が応答メッセージを受信した場合
、音出力停止処理を行い、音出力部２６に音の出力を停止させる。これにより、無線通信
端末２０は、メッセージのみ表示するため、消費電力を減らすことができる。その後、処
理を終了する。
【００５２】
　上述したとおり、本実施形態によれば、無線通信端末２０は、表示部２５と音出力部２
６とを備えており、緊急度データに基づいて、緊急度に対応するメッセージの表示や音声
を出力する。従って、無線通信端末２０の表示部２５には緊急度に対応するメッセージが
表示され、音出力部２６から緊急度に対応する音が出力されるため、詳細データを転送す
る先の外部機器３０が遠くにある場合においても、すぐに緊急であることを確認すること
ができる。また、緊急度に応じて、詳細データを送信する先の外部機器３０を変更するこ
とができる。また、緊急度に応じて、詳細データを送信するタイミングを変更することが
できる。また、緊急度に応じて、詳細データの内容を変更することができる。
【００５３】
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　以上、この発明の第１の実施形態および第２の実施形態について図面を参照して詳述し
てきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱
しない範囲の設計等も含まれる。例えば、第１の実施形態では無線通信端末２０と外部機
器３０とは１対１との関係で無線通信を行っており、第２の実施形態では無線通信端末２
０と外部機器３０とは１対多の関係で無線通信を行っているがこれに限らない。例えば、
無線通信端末２０と外部機器３０とは、多対多の関係で無線通信を行うようにしてもよい
。
【符号の説明】
【００５４】
　１，２・・・生体データ監視システム、１０・・・植込み型医療機器、１１・・・セン
サ部、１２・・・治療部、１３・・・緊急度判定部、１４，３２・・・無線通信部、１５
，３１・・・アンテナ、２０・・・無線通信端末、２１・・・第１アンテナ、２２・・・
無線第１インターフェース、２３・・・制御部、２４・・・記憶部、２５・・・表示部、
２６・・・音出力部、２７・・・無線第２インターフェース、２８・・・第２アンテナ、
３０・・・外部機器、３３・・・外部機器制御部、３４・・・外部機器記憶部

【図１】

【図２】

【図３】
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