
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画
面領域と、当該第１画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳
波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表
示画面領域と、
　前記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイム
で脈波波形を表示する第３画面領域と、当該第３画面領域の時間経過側横 リアルタイ
ムで表示されていた前記脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面領域と、を有する脈波関
連情報表示画面領域とを
　前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第３画面領域に表示される前記脈
波波形と、を同期して表示させ、
　前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表
示と、前記第４画面領域に表示される前記脈波波形の圧縮表示と、を同期して表示させる
ことを特徴とする生体情報表示方法。
【請求項２】
　 時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画
面領域と、当該第１画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳
波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表
示画面領域と、
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　前記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイム
で心電図波形を表示する第５画面領域と、当該第５画面領域の時間経過側横 リアルタ
イムで表示されていた前記心電図波形から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド
表示する第６画面領域と、を有する心電図関連情報表示画面領域とを
　前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第５画面領域に表示される前記心
電図波形と、を同期して表示させ、
　前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表
示と、前記第６画面領域に表示される前記心電図波形関連情報のトレンド表示とを同期し
て表示させることを特徴とする生体情報表示方法。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の生体情報表示方法において、
　前記第２画面領域内でカーソルをクリックすることにより、クリックされた付近の前記
脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示を、前記第２画面領域が表示された
ウィンドウとは別のウィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示として表示さ
せることを特徴とする生体情報表示方法。
【請求項４】
　脳波を検出するための脳波電極と、脈波を検出するための脈波センサとを有し、前記脳
波電極及び前記脈波センサにより検出された生体信号を脳波関連情報及び脈波関連情報と
して表示画面に表示させる生体情報表示装置であって、
　当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波関連情報表示手段と脈波関連情報表示
手段とを有し、
　前記脳波関連情報表示手段は、時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形
を表示させる第１画面表示手段と、当該第１画面表示手段によって表示された領域の時間
経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳ
Ａ表示させる第２画面表示手段と、を有し、
　前記脈波関連情報表示手段は、前記脳波関連情報表示手段によって表示された領域の時
間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで脈波波形を表示する第３画面表示手段
と、当該第３画面表示手段によって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表
示されていた前記脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面表示手段と、を有し、
　前記第１画面表示手段によって表示される前記脳波波形と、前記第３画面表示手段によ
って表示される前記脈波波形と、が同期して表示され、
　前記第２画面表示手段によって表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形
のＣＳＡ表示と、前記第４画面表示手段によって表示される前記圧縮表示と、が同期して
表示されてなることを特徴とする生体情報表示装置。
【請求項５】
　脳波を検出するための脳波電極と、脈波を検出するための脈波センサとを有し、前記脳
波電極及び前記脈波センサにより検出された生体信号を脳波関連情報及び心電図関連情報
として表示画面に表示させる生体情報表示装置であって、
　当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波関連情報表示手段と心電図関連情報表
示手段とを有し、
　前記脳波関連情報表示手段は、時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形
を表示させる第１画面表示手段と、当該第１画面表示手段によって表示された領域の時間
経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳ
Ａ表示させる第２画面表示手段と、を有し、
　前記心電図関連情報表示手段は、前記脳波関連情報表示手段での時間経過方向と同じく
して、横向きにリアルタイムで心電図波形を表示する第５画面表示手段と、当該第５画面
表示手段によって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表示されていた前記
心電図波形から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド表示する第６画面表示手段
と、を有し、
　前記第１画面表示手段によって表示される前記脳波波形と、前記第５画面表示手段によ
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って表示される前記心電図波形と、が同期して表示され、
　前記第２画面表示手段によって表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形
のＣＳＡ表示と、前記第６画面表示手段によって表示される前記心電図波形関連情報のト
レンド表示と、が同期して表示されてなることを特徴とする生体情報表示装置。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の生体情報表示装置において、
　前記第２画面表示手段によって表示される領域内でカーソルがクリックされることによ
り、クリックされた付近の前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示を、
前記第２画面領域が表示されたウィンドウとは別のウィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び／又
は拡大ＣＳＡ表示として表示する拡大画面表示手段を有することを特徴とする生体情報表
示装置。
【請求項７】
　 時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画
面領域と、当該第１画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳
波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表
示画面領域と、
　前記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイム
で他の生体情報波形を表示する第 画面領域と、当該第 画面領域の時間経過側横 リ
アルタイムで表示されていた前記他の生体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情
報波形に関連する情報を表示する第 画面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを

、
　前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第 画面領域に表示される前記他
の生体情報波形と、を同期して表示させ、
　前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表
示と、前記第 画面領域に表示される前記他の生体情報波形の圧縮表示又は前記他の生体
情報波形に関連する情報と、を同期して表示させることを特徴とする生体情報表示方法。
【請求項８】
　

　

、
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生体情報表示方法及び生体情報表示装置に関し、特に、医療施設の重症患者室
，手術室，病棟等において患者の生体信号をモニタリングする生体情報表示方法及び生体
情報表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
医療施設において患者の脳波の解析データ（周波数スペクトル）を定期的に測定し、これ
を並べて表示する脳波計等は、ＣＳＡ（ Compressed Spectral Array）表示やＤＳＡ（ Den
sity Spectral Array）表示と呼ばれる表示方法によって縦方向に並べて表示している。
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表示画面に、時間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画
面領域と、当該第１画面領域の時間経過側の横に、リアルタイムで表示されていた前記脳
波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表
示画面領域と、

前記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイム
で他の生体情報波形を表示する第７画面領域と、当該第７画面領域の時間経過側横に、リ
アルタイムで表示されていた前記他の生体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情
報波形に関連する情報を表示する第８画面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを設
け

前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表
示と、前記第８画面領域に表示される前記他の生体情報波形の圧縮表示又は前記他の生体
情報波形に関連する情報と、を同期して表示させることを特徴とする生体情報表示方法。



【０００３】
上記のＣＳＡ表示やＤＳＡ表示は、例えば、米国特許明細書第４、８００、８９５号に開
示されているように、ＣＳＡ表示は、周波数を横軸にし、脳波の強度を縦軸にして表され
る曲線を、一定の時間間隔毎に、縦方向に並べて表示する表示方法である。また、ＤＳＡ
表示は、周波数を横軸にし、脳波の強度によってドット（黒点）の多少によって明暗をつ
けた棒状の表示を、一定の時間間隔毎に、縦方向に並べて表示する表示方法である。
【０００４】
これに対して、心電図や脈波など他の生体信号を表示するベッドサイドモニタ等は、横軸
を時間軸として表示する表示方法が使われている。
【０００５】
上述のように従来は、脳波以外の生体信号は横軸を時間軸として表示される表示方法が使
われているのに対し、脳波解析データは縦軸を時間軸として表示される表示方法が使われ
ていた。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の脳波計等及びベッドサイドモニタ等を用いて患者の生体信号をモニ
タリングする場合、脳波解析データが、他の生体信号（心電図，脈波等）と異なる時間軸
で表示されるため、両者の時間関係を容易に把握することができなかった。
このため、患者の容態に変化があった場合、脳波の変化と他の生体信号の変化の関連性を
分析・診断することが難しく、患者の容態変化の原因を特定することが困難であるという
問題があった。
【０００７】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、脳波解析デー
タと他の生体信号（心電図，脈波等）を一つのモニタ画面上に、同一の時間軸で表示させ
ることにより、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因をよ
り的確に診断することに資することができる生体情報表示方法及び生体情報表示装置を提
供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る生体情報表示方法は、請求項１に記載したように、 時間経過
方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第１画面
領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表
示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前記脳波
関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで脈波波形
を表示する第３画面領域と、当該第３画面領域の時間経過側横 リアルタイムで表示さ
れていた前記脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面領域と、を有する脈波関連情報表示
画面領域とを 前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第３画面領域に
表示される前記脈波波形と、を同期して表示させ、前記第２画面領域に表示される前記脳
波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第４画面領域に表示される前
記脈波波形の圧縮表示と、を同期して表示させることを特徴とする。
　上記生体情報表示方法によって、脳波関連情報と脈波関連情報とを同一の時間軸で表示
できるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因をより
的確に診断することに資することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る生体情報表示方法は、請求項２に記載したように、 時
間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第
１画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、Ｄ
ＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前
記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで心
電図波形を表示する第５画面領域と、当該第５画面領域の時間経過側横 リアルタイム
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で表示されていた前記心電図波形から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド表示
する第６画面領域と、を有する心電図関連情報表示画面領域とを 前記第１画面領域
に表示される前記脳波波形と、前記第５画面領域に表示される前記心電図波形と、を同期
して表示させ、前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波
形のＣＳＡ表示と、前記第６画面領域に表示される前記心電図波形関連情報のトレンド表
示とを同期して表示させることを特徴とする。
　上記生体情報表示方法によって、脳波関連情報と心電図関連情報とを同一の時間軸で表
示できるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因をよ
り的確に診断することに資することができる。
【００１０】
さらに、本発明に係る生体情報表示方法は、請求項３に記載したように、前記第２画面領
域内でカーソルをクリックすることにより、クリックされた付近の前記脳波波形のＤＳＡ
表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示を、前記第２画面領域が表示されたウィンドウとは別
のウィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示として表示させることを特徴と
する。
このように、第２画面領域が表示されたウィンドウとは別のウィンドウを開き、そこに拡
大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示ができるので、より詳細に脳波波形を把握するこ
とができる。
【００１１】
　本発明に係る生体情報表示装置は、請求項４に記載したように、脳波を検出するための
脳波電極と、脈波を検出するための脈波センサとを有し、前記脳波電極及び前記脈波セン
サにより検出された生体信号を脳波関連情報及び脈波関連情報として表示画面に表示させ
る生体情報表示装置であって、当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波関連情報
表示手段と脈波関連情報表示手段とを有し、前記脳波関連情報表示手段は、時間経過方向
を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示させる第１画面表示手段と、当該第１画
面表示手段によって表示された領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた
前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示させる第２画面表示手段と、を有し、前
記脈波関連情報表示手段は、前記脳波関連情報表示手段によって表示された領域の時間経
過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで脈波波形を表示する第３画面表示手段と、
当該第３画面表示手段によって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表示さ
れていた前記脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面表示手段と、を有し、前記第１画面
表示手段によって表示される前記脳波波形と、前記第３画面表示手段によって表示される
前記脈波波形と、が同期して表示され、前記第２画面表示手段によって表示される前記脳
波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第４画面表示手段によって表
示される前記圧縮表示と、が同期して表示されてなることを特徴とする。
　上記生体情報表示装置の表示画面に、脳波関連情報と脈波関連情報とが同一の時間軸で
表示されるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因を
より的確に診断することに資することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る生体情報表示装置は、請求項５に記載したように、脳波を検出する
ための脳波電極と、脈波を検出するための脈波センサとを有し、前記脳波電極及び前記脈
波センサにより検出された生体信号を脳波関連情報及び心電図関連情報として表示画面に
表示させる生体情報表示装置であって、当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波
関連情報表示手段と心電図関連情報表示手段とを有し、前記脳波関連情報表示手段は、時
間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示させる第１画面表示手段と、
当該第１画面表示手段によって表示された領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示
されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示させる第２画面表示手段と、
を有し、前記心電図関連情報表示手段は、前記脳波関連情報表示手段での時間経過方向と
同じくして、横向きにリアルタイムで心電図波形を表示する第５画面表示手段と、当該第
５画面表示手段によって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表示されてい
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た前記心電図波形から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド表示する第６画面表
示手段と、を有し、前記第１画面表示手段によって表示される前記脳波波形と、前記第５
画面表示手段によって表示される前記心電図波形と、が同期して表示され、前記第２画面
表示手段によって表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と
、前記第６画面表示手段によって表示される前記心電図波形関連情報のトレンド表示と、
が同期して表示されてなることを特徴とする。
　上記生体情報表示装置の表示画面に、脳波関連情報と心電図関連情報とが同一の時間軸
で表示されるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因
をより的確に診断することに資することができる。
【００１３】
さらに、本発明に係る生体情報表示装置は、請求項６に記載したように、前記第２画面表
示手段によって表示される領域内でカーソルがクリックされることにより、クリックされ
た付近の前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示を、前記第２画面領域
が表示されたウィンドウとは別のウィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示
として表示する拡大画面表示手段を有することを特徴とする。
上記生体情報表示装置の表示画面に、第２画面領域が表示されたウィンドウとは別のウィ
ンドウを開き、そこに拡大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示が表示されるので、より
詳細に脳波波形を把握することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る生体情報表示方法は、請求項７に記載したように、 時
間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第
１画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、Ｄ
ＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前
記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで他
の生体情報波形を表示する第 画面領域と、当該第 画面領域の時間経過側横 リアル
タイムで表示されていた前記他の生体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情報波
形に関連する情報を表示する第 画面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを 、
前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第 画面領域に表示される前記他の
生体情報波形と、を同期して表示させ、前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤ
ＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第 画面領域に表示される前記他の生体
情報波形の圧縮表示又は前記他の生体情報波形に関連する情報と、を同期して表示させる
ことを特徴とする。
　

、

　上記 生体情報表示方法によって、脳波関連情報と他の
生体情報波形とを同一の時間軸で表示できるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把
握でき、患者の容態変化の原因をより的確に診断することに資することができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る生体情報表示方法及び生体情報表示装置の実施の形態を、図面を参照
しながら詳細に説明する。

10

20

30

40

50

(6) JP 3887798 B2 2007.2.28

表示画面に、

に、

７ ７ に、

８ 設け
７

８

また、本発明に係る生体情報表示方法は、請求項８に記載したように、表示画面に、時
間経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第
１画面領域の時間経過側の横に、リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、Ｄ
ＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前
記脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで他
の生体情報波形を表示する第７画面領域と、当該第７画面領域の時間経過側横に、リアル
タイムで表示されていた前記他の生体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情報波
形に関連する情報を表示する第８画面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを設け
前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示
と、前記第８画面領域に表示される前記他の生体情報波形の圧縮表示又は前記他の生体情
報波形に関連する情報と、を同期して表示させることを特徴とする。

請求項７又は請求項８に記載した



【００１６】
図１は、本実施の形態に係る生体情報表示装置の外観を示す図である。
図１に示すように、本実施の形態に係る生体情報表示装置１（例えば、ベッドサイドモニ
タ）は、ケーブル接続端子２，表示画面３，情報処理手段４を備えている。
【００１７】
脈波や心電図等の生体情報は、患者に取り付けられたセンサ、電極等によって検出される
。このように検出された生体情報は、センサ等からの信号ケーブルをケーブル接続端子２
に接続することにより、生体情報表示装置１に入力させることができる。アンプは外付け
でも内蔵でもよい。また、脳波関連情報も脳波電極、脳波計を用いて、生体情報表示装置
１に入力させることができる。
なお、上記の各種生体情報（脈波，心電図，脳波等）の入力は、無線接続にて入力させて
もよい。
【００１８】
上述のようにして、入力された各種生体情報（脈波，心電図，脳波等）は、ＣＰＵ等の情
報処理手段４により情報処理されたデータが表示画面３に表示される。なお、情報処理手
段４は生体情報表示装置１の筐体内に設けずに、別体として設けてもよい。
上記情報処理手段４には、脳波関連情報表示手段，脈波関連情報表示手段，心電図関連情
報表示手段，第１画面表示手段，第２画面表示手段，第３画面表示手段，第４画面表示手
段，第５画面表示手段，第６画面表示手段，拡大画面表示手段が含まれており、それぞれ
各種生体情報を波形表示，波形の圧縮表示，トレンド表示，ＣＳＡ表示，ＤＳＡ表示等で
、複数の表示画面領域に区分された表示画面３に表示する。
【００１９】
次に、このような各種画面表示手段による表示方法について詳細に説明する。図２は、本
実施の形態に係る生体情報表示装置の表示画面領域の区分を示す図である。
図２に示すように、本実施の形態に係る生体情報表示方法により、表示画面３は、複数の
表示画面領域に区分されており、脳波関連情報表示画面領域１１と、脈波関連情報表示画
面領域１３や心電図関連情報表示画面領域１４を含む生体情報表示画面領域１２とを有し
ている。
【００２０】
さらに、脳波関連情報表示画面領域１１は、時間経過方向を横向きにして、リアルタイム
で脳波波形を表示する第１画面領域１５と、第１画面領域１５の時間経過側の横に、連続
して、リアルタイムで第１画面領域１５に表示されていた脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又
はＣＳＡ表示する第２画面領域１６とを有している。
【００２１】
また、生体情報表示画面領域１２は、脳波関連情報以外の生体情報を表示する領域であり
、さらにこの中に含まれる脈波関連情報表示画面領域１３は、脳波関連情報表示画面領域
１１での時間経過に同期して、横向きにリアルタイムで脈波波形を表示する第３画面領域
１７と、第３画面領域１７の時間経過側横に、連続して、リアルタイムで第３画面領域１
７に表示されていた脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面領域１８とを有している。
【００２２】
また、生体情報表示画面領域１２に含まれる心電図関連情報表示画面領域１４は、脳波関
連情報表示画面領域１１での時間経過方向に同期して、横向きにリアルタイムで心電図波
形を表示する第５画面領域１９と、第５画面領域１９の時間経過側横に連続して、リアル
タイムで第５画面領域１９に表示されていた心電図波形から逐次求められる心拍数（心電
図波形関連情報）をトレンド表示する第６画面領域２０とを有している。
【００２３】
なお、生体情報表示画面領域１２には、脈波情報関連情報や心電図情報関連情報以外の生
体情報を表示することもできる。
【００２４】
ここで、第１画面領域１５から第２画面領域１６に移行する境界、第３画面領域１７から
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第４画面領域１８に移行する境界、第５画面領域１９から第６画面領域２０に移行する境
界の３つの境界は、画面上縦に直線状に並ぶ。これらの境界を、画面操作により、直線的
配列を維持させつつ、横方向にずらすようにしてもよい。
【００２５】
また、第２画面領域１６に表示される脳波波形のＤＳＡ（ Density Spectral Array）表示
又は前記脳波波形のＣＳＡ（ Compressed Spectral Array）表示と、第４画面領域１８に
表示される脈波波形の圧縮表示及び第６画面領域２０に表示される心拍数のトレンド表示
とが同期して表示される。
【００２６】
本実施の形態のＣＳＡ表示は、脳波のスペクトルの周波数を縦軸にして周波数スペクトル
を横軸にして表し、一定の時間間隔毎に、横方向に並べて表示する。周波数スペクトルは
パワースペクトルでもよく、電圧スペクトルでもよい。
【００２７】
また、本実施の形態のＤＳＡ表示は、周波数を縦軸、時間を横軸にして、脳波の周波数ス
ペクトルの強度によって明暗をつけて表示される。明暗のつけ方は、ドット（黒点）の多
少により明暗をつける方法の他に、モノクロームのグラデーションやカラーのグラデーシ
ョン等の色彩の変化により表示してもよい。
【００２８】
なお、以上説明した生体情報（脈波，心電図，脳波）の各表示領域の表示順序（上下）は
、図２に示す表示順序でなくてもよく、任意の表示順序（上下）でよい。
【００２９】
次に、表示画面３に実際に各種生体情報が表示された一例を図３を参照して説明する。図
３は、本実施の形態に係る生体情報表示装置の表示画面に各種生体情報が表示されたとき
の一表示例を示す図である。
【００３０】
図３に示すように、表示画面３には、図２における生体情報表示画面領域１２に相当する
領域に心電図波形関連情報として、ＨＲ（心拍数），ＳＴ（心電波形Ｓ－Ｔ間隔）が表示
されている（図２における心電図関連情報表示画面領域１４に相当）。また、脈波情報関
連情報として、ＡＲＴ（動脈血圧），ＰＡＰ（肺動脈圧），ＣＶＰ（中心静脈圧）が表示
されている（図２における脈波関連情報表示画面領域１３に相当）。さらに、他の生体情
報として、ＩＣＰ（頭蓋内圧），ＣＯ 2（二酸化炭素分圧）の各波形等が表示されている
。
また、脳波関連情報として、ＥＥＧ１（１チャンネル目の脳波），ＥＥＧ２（２チャンネ
ル目の脳波）波形等が表示されている（図２における脳波関連情報表示画面領域１１に相
当）。
【００３１】
また、各生体情報波形の画面左側には現在の数値（例えば、ＨＲ（心拍数）は現在８０で
ある）が表示されている。なお、画面右側の数値は各波形の縦軸スケールなどを示すもの
である。
【００３２】
　そして、各波形の表示の略中央部分に示した仮想的な画面分割線（画面には表示されな
い）の右側は、右端（現時刻）から に向かって時間を遡るように、リアルタイ
ムに時間経過順に表示されている（図２における第１画面領域１５，第３画面領域１７，
第５画面領域１９に相当）。
【００３３】
一方、画面分割線より左側は、時間スケールが圧縮された表示となっており、ＨＲ（心拍
数）はトレンド表示されている（図２における第６画面領域２０に相当）。また、ＡＲＴ
（動脈血圧），ＰＡＰ（肺動脈圧），ＣＶＰ（中心静脈圧）は圧縮表示されている（図２
における第４画面領域１８に相当）。また、ＥＥＧ１（１チャンネル目の脳波），ＥＥＧ
２（２チャンネル目の脳波）はＤＳＡ表示されている（図２における第２画面領域１６に
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相当）。
なお、図３においては、最上段の心電図波形のみは、画面分割線に関係なくリアルタイム
に表示している。
【００３４】
また、表示画面３内には、複数のウィンドウを開いて、それぞれに各種の情報を表示する
ことが可能である。
例えば図４は、図３の表示例において別のウィンドウを開き、そこに拡大されたＣＳＡ表
示が表示された場合を示す図である。
【００３５】
図４において、表示画面３内の脳波関連情報のＤＳＡ表示された領域（図２における第２
画面領域１６に相当）内でカーソルをクリックすることにより、別のウィンドウが開き、
このウィンドウに、クリックされた付近の時刻におけるＥＥＧ１，ＥＥＧ２のデータのＣ
ＳＡ表示が縦方向に拡大されて表示されている。なお、図４の表示例の場合は、ウィンド
ウ下部にはそれぞれのチャンネルの脳波波形も表示されている。
【００３６】
また、前記のウィンドウには、ＣＳＡ表示の代わりに、拡大されたＤＳＡ表示を表示させ
ることもできる。または、拡大ＣＳＡ表示と拡大ＤＳＡ表示を双方表示してもよい。拡大
ＣＳＡ表示と拡大ＤＳＡ表示は横方向に表示してもよい。
【００３７】
また、第２画面領域のＤＳＡ表示がカラーのグラデーション等の色彩の変化により表示さ
れている場合、これを別ウィンドウによりＣＳＡ表示に拡大表示するときＤＳＡ表示の色
彩に応じて拡大ＣＳＡ表示にも色彩を付与してもよい。
【００３８】
【発明の効果】
　以上詳記したように、本発明によれば、請求項１に記載したように、 時間
経過方向を横向きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第１
画面領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳ
Ａ表示又はＣＳＡ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前記
脳波関連情報表示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで脈波
波形を表示する第３画面領域と、当該第３画面領域の時間経過側横 リアルタイムで表
示されていた前記脈波波形を逐次、圧縮表示する第４画面領域と、を有する脈波関連情報
表示画面領域とを 前記第１画面領域に表示される前記脳波波形と、前記第３画面領
域に表示される前記脈波波形と、を同期して表示させ、前記第２画面領域に表示される前
記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第４画面領域に表示され
る前記脈波波形の圧縮表示と、を同期して表示させることで、脳波関連情報と脈波関連情
報とを同一の時間軸で表示できるので、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患
者の容態変化の原因をより的確に診断することに資することができる生体情報表示方法を
提供することができる。
【００３９】
　また、本発明によれば、請求項２に記載したように、 時間経過方向を横向
きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第１画面領域の時間
経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳ
Ａ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前記脳波関連情報表
示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで心電図波形を表示す
る第５画面領域と、当該第５画面領域の時間経過側横 リアルタイムで表示されていた
前記心電図波形から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド表示する第６画面領域
と、を有する心電図関連情報表示画面領域とを 前記第１画面領域に表示される前記
脳波波形と、前記第５画面領域に表示される前記心電図波形と、を同期して表示させ、前
記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と
、前記第６画面領域に表示される前記心電図波形関連情報のトレンド表示とを同期して表
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示させることで、脳波関連情報と心電図関連情報とを同一の時間軸で表示できるので、生
体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因をより的確に診断する
ことに資することができる生体情報表示方法を提供することができる。
【００４０】
さらに、本発明によれば、請求項３に記載したように、第２画面領域内でカーソルをクリ
ックすることにより、クリックされた付近の脳波波形のＤＳＡ表示又は脳波波形のＣＳＡ
表示を、第２画面領域が表示されたウィンドウとは別のウィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び
／又は拡大ＣＳＡ表示として表示させるので、より詳細に脳波波形を把握することができ
る生体情報表示方法を提供することができる。
【００４１】
　本発明によれば、請求項４に記載したように、脳波を検出するための脳波電極と、脈波
を検出するための脈波センサとを有し、前記脳波電極及び前記脈波センサにより検出され
た生体信号を脳波関連情報及び脈波関連情報として表示画面に表示させる生体情報表示装
置であって、当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波関連情報表示手段と脈波関
連情報表示手段とを有し、前記脳波関連情報表示手段は、時間経過方向を横向きにして、
リアルタイムで脳波波形を表示させる第１画面表示手段と、当該第１画面表示手段によっ
て表示された領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐
次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示させる第２画面表示手段と、を有し、前記脈波関連情報表
示手段は、前記脳波関連情報表示手段によって表示された領域の時間経過方向と同じくし
て、横向きにリアルタイムで脈波波形を表示する第３画面表示手段と、当該第３画面表示
手段によって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表示されていた前記脈波
波形を逐次、圧縮表示する第４画面表示手段と、を有し、前記第１画面表示手段によって
表示される前記脳波波形と、前記第３画面表示手段によって表示される前記脈波波形と、
が同期して表示され、前記第２画面表示手段によって表示される前記脳波波形のＤＳＡ表
示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第４画面表示手段によって表示される前記圧縮
表示と、が同期して表示されてなることで、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき
、患者の容態変化の原因をより的確に診断することに資することができる生体情報表示装
置を提供することができる。
【００４２】
　また、本発明によれば、請求項５に記載したように、脳波を検出するための脳波電極と
、脈波を検出するための脈波センサとを有し、前記脳波電極及び前記脈波センサにより検
出された生体信号を脳波関連情報及び心電図関連情報として表示画面に表示させる生体情
報表示装置であって、当該表示画面に生体情報を表示させるための脳波関連情報表示手段
と心電図関連情報表示手段とを有し、前記脳波関連情報表示手段は、時間経過方向を横向
きにして、リアルタイムで脳波波形を表示させる第１画面表示手段と、当該第１画面表示
手段によって表示された領域の時間経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳
波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示させる第２画面表示手段と、を有し、前記心電
図関連情報表示手段は、前記脳波関連情報表示手段での時間経過方向と同じくして、横向
きにリアルタイムで心電図波形を表示する第５画面表示手段と、当該第５画面表示手段に
よって表示された領域の時間経過側横 リアルタイムで表示されていた前記心電図波形
から逐次求められる心電図波形関連情報をトレンド表示する第６画面表示手段と、を有し
、前記第１画面表示手段によって表示される前記脳波波形と、前記第５画面表示手段によ
って表示される前記心電図波形と、が同期して表示され、前記第２画面表示手段によって
表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第６画面表
示手段によって表示される前記心電図波形関連情報のトレンド表示と、が同期して表示さ
れてなることで、生体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因を
より的確に診断することに資することができる生体情報表示装置を提供することができる
。
【００４３】
さらに、本発明によれば、請求項６に記載したように、第２画面表示手段によって表示さ
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れる領域内でカーソルがクリックされることにより、クリックされた付近の脳波波形のＤ
ＳＡ表示又は脳波波形のＣＳＡ表示を、第２画面領域が表示されたウィンドウとは別のウ
ィンドウに拡大ＤＳＡ表示及び／又は拡大ＣＳＡ表示として表示する拡大画面表示手段を
有するので、より詳細に脳波波形を把握することができる生体情報表示装置を提供するこ
とができる。
【００４４】
　また、本発明によれば、請求項７に記載したように、 時間経過方向を横向
きにして、リアルタイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第１画面領域の時間
経過側の横 リアルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳ
Ａ表示する第２画面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前記脳波関連情報表
示画面領域での時間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで他の生体情報波形を
表示する第 画面領域と、当該第 画面領域の時間経過側横 リアルタイムで表示され
ていた前記他の生体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情報波形に関連する情報
を表示する第 画面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを 、前記第１画面領域
に表示される前記脳波波形と、前記第 画面領域に表示される前記他の生体情報波形と、
を同期して表示させ、前記第２画面領域に表示される前記脳波波形のＤＳＡ表示又は前記
脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第 画面領域に表示される前記他の生体情報波形の圧縮表
示又は前記他の生体情報波形に関連する情報と、を同期して表示させること

、

　 脳波関連情報と他の生体情報波形とを同一の時間軸で表示できるので、生
体信号の変化の時間関係を一目で把握でき、患者の容態変化の原因をより的確に診断する
ことに資することができる生体情報表示方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態に係る生体情報表示装置の外観を示す図である。
【図２】本実施の形態に係る生体情報表示装置の表示画面の表示領域の区分を示す図であ
る。
【図３】本実施の形態に係る生体情報表示装置の表示画面に各種生体情報が表示されたと
きの一表示例を示す図である。
【図４】図３の表示例において、別のウィンドウに拡大されたＣＳＡ表示が表示された場
合を示す図である。
【符号の説明】
１　生体情報表示装置
２　ケーブル接続端子
３　表示画面
４　情報処理手段
１１　脳波関連情報表示画面領域
１２　生体情報表示画面領域
１３　脈波関連情報表示画面領域
１４　心電図関連情報表示画面領域
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。
　また、請求項８に記載したように、表示画面に、時間経過方向を横向きにして、リアル
タイムで脳波波形を表示する第１画面領域と、当該第１画面領域の時間経過側の横に、リ
アルタイムで表示されていた前記脳波波形を逐次、ＤＳＡ表示又はＣＳＡ表示する第２画
面領域と、を有する脳波関連情報表示画面領域と、前記脳波関連情報表示画面領域での時
間経過方向と同じくして、横向きにリアルタイムで他の生体情報波形を表示する第７画面
領域と、当該第７画面領域の時間経過側横に、リアルタイムで表示されていた前記他の生
体情報波形を逐次圧縮表示し又は前記他の生体情報波形に関連する情報を表示する第８画
面領域と、を有する生体情報表示画面領域とを設け 前記第２画面領域に表示される前記
脳波波形のＤＳＡ表示又は前記脳波波形のＣＳＡ表示と、前記第８画面領域に表示される
前記他の生体情報波形の圧縮表示又は前記他の生体情報波形に関連する情報と、を同期し
て表示させることを特徴とする。

これにより、



１５　第１画面領域
１６　第２画面領域
１７　第３画面領域
１８　第４画面領域
１９　第５画面領域
２０　第６画面領域

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

(13) JP 3887798 B2 2007.2.28



フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/14    　　　Ａ          　　　　　

(56)参考文献  特表２００２－５４１８９１（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２７９３８８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１２７５８７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０４７００４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－３４１７７１（ＪＰ，Ａ）
              米国特許第０４８００８９５（ＵＳ，Ａ）
              特開平１１－１９０７５（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１３７２２８（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－１２７５８６（ＪＰ，Ａ）
              電子情報技術産業協会，生体現象測定記録装置/医用監視装置，ME機器ハンドブック，日本，コ
              ロナ社，１９９６年，P39, P114-115

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B  5/04
              A61B  5/02

(14) JP 3887798 B2 2007.2.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

