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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電力を管理し得る電子バイオセンサー及びその
方法を提供する。
【解決手段】携帯型の電子バイオセンサーの電力管理回
路２１０が、バイオセンサーの電力使用量を制御するた
めに、また臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と
不使用とを区別するために、条件付き電力管理論理を実
施する。このバイオセンサーは、生体に由来する原因で
発生した音響エネルギーの出現又は人体の活動電位など
、人体の特性を感知するように構成されている。感知さ
れた特性を表す出力信号が生成される。このバイオセン
サーのセンサーは、電力管理回路の検出器によって受信
される、複数のセンサー信号の特徴を有する信号を発生
させる。電力管理回路又はバイオセンサーのプロセッサ
は、センサー信号の特徴を用いて、臨床医によるバイオ
センサーの所望の使用と不使用とを区別する。バイオセ
ンサー構成要素に供給される電力は、センサー信号の特
徴に基づいて制御される。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子バイオセンサーであって、
　患者に対して、臨床医が手持ちで操作するように構成されたハウジングと、
　前記ハウジングによって支持され、生体に由来する原因により発生した音響エネルギー
の出現を感知するように構成された変換器と、
　前記変換器によって発生した信号情報を含んだ信号を出力するように構成された出力装
置と、
　前記ハウジング内に設けられたプロセッサと、
　センサーと、
　前記ハウジング内に設けられ、前記プロセッサ及び前記センサーに結合された電力管理
回路と、を備え、前記電力管理回路が、前記センサーによって発生した信号の複数の特徴
を検出するように構成された検出回路を備え、前記電力管理回路が、条件付き電力管理論
理を実施し、該条件付き電力管理論理の実施によって、前記複数のセンサー信号の特徴を
用いて臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別し、前記電力管理回路
及び前記プロセッサが、前記複数のセンサー信号の特徴に基づいて、バイオセンサー構成
要素に供給される電力を協働して制御する、電子バイオセンサー。
【請求項２】
　前記電力管理回路が、前記センサー信号と、前記センサーの励起による応答の特徴を表
す所定のセンサープロファイルとの比較に少なくとも部分的に基づいて、前記臨床医によ
る前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する、請求項１に記載のバイオセン
サー。
【請求項３】
　前記電力管理回路及び前記プロセッサが、前記センサー信号の特徴に基づいて、それぞ
れの前記バイオセンサーに対して、電力の印加及び除去を協働して制御する、請求項１に
記載のバイオセンサー。
【請求項４】
　前記電力管理回路は、前記センサー信号の特徴それぞれを感知する間の持続時間に基づ
いて、前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する、請求項
１に記載のバイオセンサー。
【請求項５】
　臨床医が手持ちで操作するように構成された電子バイオセンサーにおいて電力を管理す
る方法であって、
　生体に由来する原因により発生した音響エネルギーの出現を感知する工程と、
　感知された前記音響エネルギーの出現を表す出力信号を発生させる工程と、
　前記バイオセンサーのセンサーからセンサー信号を受信する工程と、
　前記センサー信号の複数の特徴を検出する工程と、
　センサー信号の特徴を用いて、前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不
使用とを区別する工程と、
　前記センサー信号の特徴に基づいて、バイオセンサー構成要素に供給される電力を制御
する工程と、
　を含む方法。
【請求項６】
　前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する工程が、前記
センサー信号と、前記センサーの励起による応答の特徴を表す所定のセンサープロファイ
ルとの比較を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する工程が、前記
センサー信号の特徴のそれぞれを感知する間の持続時間に少なくとも部分的に基づく、請
求項５に記載の方法。
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【請求項８】
　コマンド信号に応答して、前記条件付き電力管理論理の一部又はすべての実施を無効化
する工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記臨床医による選択が可能な所定の電力管理プロファイルに従って、バイオセンサー
の電力管理を、実施する又は修正する工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　バイオセンサーの電力消費の履歴に基づく適応可能な電力管理プロファイルに従って、
バイオセンサーの電力管理を、実施する又は修正する工程を含む、請求項５に記載の方法
。
【請求項１１】
　複数の電力ステータス、変換器の信号強度、有線又は無線の通信リンクステータス、及
び前記バイオセンサーの動作ステータスを示す、ユーザーが知覚可能な出力を発生させる
工程を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　バイオセンサー構成要素に供給される電力を制御する工程が、前記センサー信号の特徴
に基づいて、それぞれのバイオセンサー構成要素に対して、電力の印加及び除去を制御す
る工程を含む、請求項５に記載のバイオセンサー。
【請求項１３】
　前記センサーが、前記患者のパラメータ、及び前記患者の身体表面又は前記患者の衣類
へのセンサーの近接を示すパラメータを感知するように構成されている、請求項１に記載
のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１４】
　前記センサーが、前記患者のパラメータ、及び前記バイオセンサーと前記患者の身体表
面又は前記患者の衣類との接触を示すパラメータを感知するように構成されている、請求
項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１５】
　前記センサーが、前記患者の生理学的パラメータ、及び前記バイオセンサーと前記患者
の身体表面又は前記患者の衣類との接触を示すパラメータを感知するように構成されてい
る、請求項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１６】
　前記センサーが、前記患者のパラメータ、及び前記臨床医のパラメータを感知するよう
に構成されている、請求項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記センサーが、前記バイオセンサーと前記臨床医との近接又は接触を示すパラメータ
、及び前記バイオセンサーと前記患者との近接又は接触を示すパラメータを感知するよう
に構成されている、請求項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含む、請求項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含み、前記センサーは、前記患者の身体表面又は前記患者の衣類へのセンサー
の近接性を示すパラメータを感知するように構成されている、請求項１に記載のバイオセ
ンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含み、前記センサーが、前記患者の身体表面又は前記患者の衣類とのセンサー
の接触を示すパラメータを感知するように構成されている、請求項１に記載のバイオセン
サー又は請求項５に記載の方法。
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【請求項２１】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含み、前記センサーが、前記臨床医の身体表面又は前記臨床医の衣類とのセン
サーの接触を示すパラメータを感知するように構成されている、請求項１に記載のバイオ
センサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含み、前記センサーが、温度、静電容量、インピーダンス、圧力、及び力のう
ちの少なくとも１つを感知するように構成されている、請求項１に記載のバイオセンサー
又は請求項５に記載の方法。
【請求項２３】
　前記複数の特徴が、前記センサー信号の過渡的な部分と、前記センサー信号の非過渡的
な部分とを含み、前記センサーが加速度を感知するように構成されている、請求項１に記
載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項２４】
　前記センサーが前記バイオセンサーの前記変換器を備える、請求項１に記載のバイオセ
ンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項２５】
　前記センサーが、前記バイオセンサーの前記変換器を備え、前記センサーが、生体に由
来する原因で発生した前記音響エネルギーを示す信号の過渡的な部分、及び生体に由来す
る原因で発生した前記音響エネルギーを示す前記信号の非過渡的な部分を感知するように
構成されている、請求項１に記載のバイオセンサー又は請求項５に記載の方法。
【請求項２６】
　電子バイオセンサーであって、
　臨床医が手持ちで操作するように構成されたハウジングと、
　前記ハウジングによって支持され、生体に由来する原因で発生した音響エネルギーの出
現を感知するように構成された変換器と、
　前記変換器によって発生された信号情報を含んだ信号を出力するように構成された出力
装置と、
　前記ハウジング内に設けられたプロセッサと、
　前記ハウジング内に設けられ、前記プロセッサに結合された電力管理回路と、を備え、
前記電力管理回路が、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号を発生させるようにそ
れぞれ構成された前記バイオセンサーの少なくとも第１のセンサー及び第２のセンサーに
結合されており、前記電力管理回路が、条件付き電力管理論理を実施し、該条件付き電力
管理論理の実施によって、前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態に基づ
いて、前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別し、前記電力
管理回路及び前記プロセッサが、前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態
に基づいて、バイオセンサー構成要素に供給される電力を協働して制御する、電子バイオ
センサー。
【請求項２７】
　前記第１のセンサー及び第２のセンサーの一方が、身体表面又は前記身体の上の衣類へ
のセンサーの近接を示す出力を生成するセンサーを備える、請求項２６に記載のバイオセ
ンサー。
【請求項２８】
　前記第１のセンサー及び第２のセンサーの一方が接触センサーを備える、請求項２６に
記載のバイオセンサー。
【請求項２９】
　前記第１のセンサー及び第２のセンサーの一方が前記変換器を備える、請求項２６に記
載のバイオセンサー。
【請求項３０】
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　前記第１のセンサー及び第２のセンサーの各々が、前記バイオセンサーの変換器以外の
、センサーの変換器を備える、請求項２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３１】
　前記プロセッサが、揮発性メモリ及び不揮発性メモリに結合されており、前記不揮発性
メモリが、前記プロセッサによって実行可能な、前記臨床医による前記バイオセンサーの
動作促進用プログラム命令を記憶するように構成されており、前記プログラム命令が、コ
マンド信号に応答して、前記プロセッサによる実行のために前記不揮発性メモリから前記
揮発性メモリに転送される、請求項１又は２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３２】
　前記電力管理回路が、コマンド信号に応答して、前記条件付き電力管理論理の一部又は
すべての実施を無効化する、請求項１又は２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３３】
　前記電力管理回路が、前記臨床医による選択が可能な所定の電力管理プロファイルに従
って、バイオセンサーの電力管理を実施するか又は修正する、請求項１又は２６に記載の
バイオセンサー。
【請求項３４】
　前記電力管理回路が、バイオセンサーの電力消費の履歴に基づいて、適応可能な電力管
理プロファイルに従ってバイオセンサーの電力管理を実施するか又は修正する、請求項１
又は２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３５】
　前記出力装置に通信によって結合するように構成され、かつ前記変換器によって発生さ
れた信号情報を含む前記信号をユーザーの知覚可能な形式に変換するように構成されたヘ
ッドセットを備える、請求項１又は２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３６】
　前記電力管理回路に結合され、低出力電源を規定する第１の電源であって、前記プロセ
ッサのスリープ状態の間に前記電力管理回路の連続的又は断続的動作のための電力を供給
する第１の電源と、
　前記プロセッサに結合され、前記第１の電源と比べて高出力電源を規定する第２の電源
であって、前記スリープ状態から、前記臨床医による前記バイオセンサーの使用を促進さ
せる状態へと、前記プロセッサを遷移させるために、前記プロセッサに電力を供給する第
２の電源とを備える、請求項１又は２６に記載のバイオセンサー。
【請求項３７】
　前記出力装置が、複数の電力ステータス、変換器の信号強度、有線又は無線の通信リン
クステータス、及び前記バイオセンサーの動作ステータスを示す、ユーザーが知覚可能な
出力を提供するユーザーインターフェイスを備える、請求項１又は２６に記載のバイオセ
ンサー。
【請求項３８】
　臨床医が手持ちで操作するように構成された電子バイオセンサーにおいて電力を管理す
る方法であって、
　生体に由来する原因で発生した音響エネルギーの出現を感知する工程と、
　感知された前記音響エネルギーの出現を表す出力信号を発生させる工程と、
　第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号を受信する工程と、
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態に基づいて、そして条件付き電
力管理論理を用いて、前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区
別する工程と、
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態に基づいて、バイオセンサー構
成要素に供給される電力を制御する工程と、
　を含む方法。
【請求項３９】
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の一方が、生体に由来する原因で発生
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した音響エネルギーの出現を示す信号を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号が、生体に由来する原因で発生した音
響エネルギーの出現を示す信号を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の一方が、人体の生理学的パラメータ
を示す信号を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号が、人体の生理学的パラメータを示す
信号を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４３】
　前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する工程が、前記
第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の発生の時間順序に基づく、請求項３８に記
載の方法。
【請求項４４】
　前記臨床医による前記バイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する工程が、前記
第２のセンサー信号に対する前記第１のセンサー信号の受信の間の持続時間に基づく、請
求項３８に記載の方法。
【請求項４５】
　コマンド信号に応答して、前記条件付き電力管理論理の一部又はすべての実施を無効化
する工程を含む、請求項３８に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本願は、２００７年３月２３日に出願された仮特許出願第６０／９１９５７４号の利益
を主張するものであり、米国特許法１１９条（ｅ）項に従って当該出願について優先権を
主張し、当該出願を参照することで本願に組み込む。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、医療用感知装置に関し、より具体的には、バイオセンサー、及び、バイオセ
ンサーに対して、印加及び解除を制御するための条件付き電力管理論理（power manageme
nt logic）を用いる、バイオセンサーを組み込んだシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　心音及び肺音など、身体によって発生される音を検出するために、多様な装置が開発さ
れてきた。既知の装置は、主として聴診器などの機械的デバイスから、マイクロホン及び
トランスデューサなどの様々な電子装置にまで及んでいる。例えば、聴診器は、心臓血管
系の疾患及び状態の診断に使用される基本的な道具である。聴診器は、初期医療において
、また遠隔地など高度な医療機器が利用できない状況において、そのような疾患及び状態
の診断に最も広く用いられる技術として役立つものである。
【０００４】
　電子聴診器により、種々の身体音を検出し、良性及び非良性の心雑音など、患者の正常
な状態と異常な状態とを識別する臨床医の能力を向上させる機会が得られる。多数の電子
聴診器が市販されているが、それらは依然として医師及び他の医療専門家に一般的に受け
入れられていない。電子聴診器が遅々として認められないことについて考えられる理由と
して、臨床医が従来の機械的な聴診器と比べて電子聴診器とどのようにして相互作用する
かということの認識の違いが挙げられる。例えば、スイッチをオンさせて電子聴診器の使
用を有効にする単純な作業が、従来の機械的な聴診器を使用するときには必要ないので、
不便かつ悩ましい行為として考えられることがある。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、一般に、電子バイオセンサー又は他の携帯型の電子医療診断装置のための電
力を管理することに関する。本発明は、より具体的には、バイオセンサーを使用するか又
は使用しない臨床医の所望を示す感知パラメータ又は現象に基づいて電力を管理すること
に関する。
【０００６】
　本発明の実施形態は、臨床医が手持ちで操作するように構成されたハウジングを備える
電子バイオセンサーに関する。バイオセンサーは変換器を有し、変換器はハウジングによ
って支持され、生体に由来する原因で発生した音響エネルギーの出現など、人体の特性を
感知するように構成されている。バイオセンサーの変換器は、流体（例えば、体液又は吸
気／呼気中の空気）の流量又は容積、生体電位（例えば、神経及び筋組織の興奮中に生じ
る電位）、又は人体の構造上の若しくは組織上の特性（例えば、骨密度などの骨、軟組織
、臓器、血液、血液ガス、及び血液成分の特性）など、人体の他の特性を感知するように
構成されていてもよい。出力装置は、変換器によって発生された信号情報を含む信号を出
力するように構成されている。プロセッサ及び電力管理回路がハウジング内に設けられて
いる。
【０００７】
　各実施形態によれば、電力管理回路はバイオセンサーのセンサーに結合され、電力管理
回路は、センサーによって発生された信号の複数の特徴を検出するように構成された検出
回路を備える。センサーは好ましくは、複数の特徴を有するセンサー信号を発生させる単
一の感知要素を有し、上記センサー信号は、プロセッサ又は電力管理回路の検出器によっ
て検出することができる。あるいは、センサーは、種々の励起による応答特性を有する複
数の感知要素を組み込んだ単一のセンサー又は感知装置として構成されてもよい。いくつ
かの実施形態において、センサーは、バイオセンサーの主変換器とは別の感知構成要素で
ある。他の実施形態において、センサーはバイオセンサーの主変換器を備える。
【０００８】
　電力管理回路は、条件付き電力管理論理を実施するように構成され、その条件付き電力
管理論理の実施によって、複数のセンサー信号の特徴を用いて、臨床医によるバイオセン
サーの所望の使用と不使用（intended use or nonuse）とを区別する。他の構成において
、電力管理回路は、複数のセンサー信号の特徴を用いて、臨床医による即時すなわち差し
迫った使用に対するバイオセンサーの準備状態を判断する。電力管理回路及びプロセッサ
は、複数のセンサー信号の特徴に基づいて、バイオセンサー構成要素に供給される電力を
協働して制御する。
【０００９】
　本発明の実施形態は、臨床医が手持ちで操作するように構成された電子バイオセンサー
において電力を管理する方法に関する。本発明の方法は、人体の特性を感知することを含
み、例えば生体に由来する原因で発生した音響エネルギーの出現を感知する。出力信号は
、感知された音響エネルギーの出現などによる感知特性を表すものを生成する。本発明の
方法は、バイオセンサーのセンサーからセンサー信号を受信する工程と、センサー信号の
複数の特徴を検出する工程と、センサー信号の特徴を用いて、臨床医によるバイオセンサ
ーの所望の使用と不使用とを区別する工程とを含む。バイオセンサーの構成要素に供給さ
れる電力は、センサー信号の特徴に基づいて制御される。
【００１０】
　他の実施形態によれば、電力管理回路は、それぞれ第１のセンサー信号及び第２のセン
サー信号を発生させるように構成された、バイオセンサーの少なくとも第１のセンサー及
び第２のセンサーに結合される。電力管理回路は、条件付き電力管理論理を実施するよう
に構成され、その条件付き電力管理論理の実施によって、第１のセンサー信号及び第２の
センサー信号の状態に基づいて、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用とを
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区別する。他の構成において、電力管理回路は、第１のセンサー信号及び第２のセンサー
信号の状態に基づいて、臨床医による即時すなわち差し迫った使用に対するバイオセンサ
ーの準備状態を判断する。電力管理回路及びプロセッサは、第１のセンサー信号及び第２
のセンサー信号の状態に基づいて、バイオセンサー構成要素に供給される電力を協働して
制御する。
【００１１】
　第１のセンサー及び第２のセンサーの一方は、身体表面又は身体の上の衣類へのセンサ
ーの近接を示す出力を生成するセンサーを有してもよい。第１のセンサー及び第２のセン
サーの一方は、接触センサーを備えてもよい。第１のセンサー及び第２のセンサーの一方
は、バイオセンサーの変換器を備えてもよい。第１のセンサー及び第２のセンサーの各々
は、バイオセンサーの変換器以外のセンサーの変換器を備えてもよい。第１のセンサー及
び第２のセンサーの各々は、人体の生理学的パラメータを感知するように構成された変換
器を備えてもよい。第１のセンサー及び第２のセンサーの一方は、人体の生理学的パラメ
ータを感知するように構成された変換器を備えてもよく、第１のセンサー及び第２のセン
サーのもう一方は、非生理学的パラメータを感知するように構成された変換器を備えても
よい。第１のセンサー及び第２のセンサーは、流体の流量又は容積の少なくとも一方を感
知するように構成された変換器と、生体電位を感知するように構成された変換器と、人体
の構造上の又は組織上の特性を感知するように構成された変換器とを備えてもよい。第１
のセンサーの変換器は、人体の感知される特性の点で第２のセンサーの変換器と異なって
もよい。第１のセンサー及び第２のセンサーの一方は変換器を備えてもよく、第１のセン
サー及び第２のセンサーのもう一方は、加速度計を備えてもよい。
【００１２】
　プロセッサは、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の所定の一方の状態が、臨
床医によるバイオセンサーの所望の使用を示すと、電力管理回路によって判断されたこと
に応答して、低電力モードから動作電力モードに遷移するように構成されてもよい。プロ
セッサは、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の双方の状態が、臨床医によるバ
イオセンサーの所望の使用を示すと、電力管理回路によって判断されたことに応答して、
低電力モードから動作電力モードに遷移するように構成されてもよい。
【００１３】
　電力管理回路は、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の少なくとも一方と、セ
ンサーの励起による応答の特徴を表す所定のセンサープロファイルとの比較に少なくとも
部分的に基づいて、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別するよう
に構成されてもよい。電力管理回路は、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の発
生の時間順序、及び／又は、それぞれ第１のセンサー及び第２のセンサーによる第１の信
号の感知と第２のセンサー信号の感知との間の持続時間に基づいて、臨床医によるバイオ
センサーの所望の使用と不使用とを区別するように構成されてもよい。電力管理回路は、
コマンド信号に応答して、条件付き電力管理論理の一部又はすべての実施を無効化するよ
うに構成されてもよい。電力管理回路は、臨床医による選択が可能な所定の電力管理プロ
ファイルに従ってバイオセンサーの電力管理を、実施するか又は修正してもよい。例えば
、電力管理回路は、バイオセンサーの電力消費の履歴に基づいて、適応可能な電力管理プ
ロファイルに従ってバイオセンサーの電力管理を、実施するか又は修正してもよい。
【００１４】
　第１の電源が電力管理回路に結合され、低出力電源を規定してもよい。第１の電源は、
プロセッサのスリープ状態の間に電力管理回路の連続的又は断続的動作のための電力を供
給してもよい。第２の電源がプロセッサに結合され、第１の電源と比べて高出力電源を規
定してもよい。第２の電源は、スリープ状態から、臨床医によるバイオセンサーの使用を
容易にする状態へと、プロセッサを遷移させるために、プロセッサに電力を供給してもよ
い。
【００１５】
　ユーザーインターフェイスが、バイオセンサーのハウジング上に設けられてもよい。ユ
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ーザーインターフェイスは、第１の及び第２のセンサーのいずれかを備えてもよい。ヘッ
ドセットが、出力装置に通信によって結合するように構成され、かつ変換器によって発生
された信号情報を含む信号をユーザーの知覚可能な形式に変換するように構成されてもよ
い。第１のセンサーは、臨床医の頭部に対してヘッドセットが配置される間、第１のセン
サーがヘッドセットの変位を感知したことに応答して第１のセンサー信号を発生させるよ
うに構成されてもよい。出力装置は、複数の電力ステータス、変換器の信号強度、有線又
は無線の通信リンクステータス、及びバイオセンサーの動作ステータスを示す、ユーザー
が知覚可能な出力を提供するインターフェイスを備えてもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、本発明の方法は、第１のセンサー信号及び第２のセンサ
ー信号を受信する工程と、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態に基づいて
、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別し、そして条件付き電力管
理論理を用いる工程とを含む。バイオセンサー構成要素に供給される電力は、第１のセン
サー信号及び第２のセンサー信号の状態に基づいて制御される。
【００１７】
　バイオセンサー構成要素に供給される電力を制御する工程は、第１のセンサー信号及び
第２のセンサー信号の状態に基づいて、それぞれのバイオセンサーに対して、電力の印加
及び解除を制御することを含んでもよい。電力を制御する工程は、第１のセンサー信号及
び第２のセンサー信号の所定の一方の状態が、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用
を示したことに応答して、低電力モードから動作電力モードに遷移することを含んでもよ
い。電力を制御する工程は、第１のセンサー信号及び第２のセンサー信号の状態が、臨床
医によるバイオセンサーの所望の使用を示したことに応答して、低電力モードから動作電
力モードに遷移することを含んでもよい。
【００１８】
　臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用とを区別する工程は、第１のセンサ
ー信号及び第２のセンサー信号の発生の時間順序、及び／又は、第２のセンサー信号に対
する第１のセンサー信号の受信の間の持続時間に基づいてもよい。各方法は、コマンド信
号に応答して、条件付き電力管理論理の一部又はすべての実施を無効化する工程を含んで
もよい。各方法は、臨床医による選択が可能な所定の電力管理プロファイルに従ってバイ
オセンサーの電力管理を、実施するか又は修正することを含んでもよく、例えばバイオセ
ンサーの過去の使用に対するバイオセンサーの電力消費に基づいて、適応可能な電力管理
プロファイルに従ってバイオセンサーの電力管理を、実施するか又は修正することを含ん
でもよい。
【００１９】
　各方法は、出力信号をユーザーインターフェイスに通信によって結合すること、及び出
力信号をユーザーが知覚可能な形式に変換することを含んでもよい。例えば、各方法は、
複数の電力ステータス、変換器の信号強度、有線又は無線の通信リンクステータス、及び
バイオセンサーの動作ステータスを示す、ユーザーが知覚可能な出力を発生させることを
含んでもよい。
【００２０】
　各実施形態によれば、電力管理回路は、バイオセンサーのプロセッサの一部として組み
込まれる。他の実施形態において、電力管理回路は、プロセッサとは別ではあるがプロセ
ッサに結合された回路を規定する。更に他の実施形態において、電力管理回路は、電力管
理回路及びプロセッサとの間に配置されてもよい。臨床医によるバイオセンサーの所望の
使用と不使用とを区別すること、又は、臨床医による即時のすなわち差し迫った使用に対
するバイオセンサーの準備状態を判断することなどの電力管理機能は、電力管理回路、プ
ロセッサ、電力管理回路及びプロセッサの双方、あるいは、バイオセンサー同士又は他の
構成要素との任意の組み合わせ、及び／又はバイオセンサーと通信する外部装置の任意の
組み合わせによって実施されてもよい。
【００２１】
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　上記の本発明の概要は、本発明の各実施形態又はすべての実施形態を説明することを意
図したものではない。本発明の利点及び成果は、本発明のより完成された理解と共に、添
付の図面に関連してなされる以下の詳細な説明及び特許請求の範囲を参照することによっ
て明らかになり、また評価されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施形態に従って電力管理機能を組み込んだ電子聴診器の形態をなすバ
イオセンサー。
【図２Ａ】本発明の実施形態に従って臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることを感
知するための機構。
【図２Ｂ】本発明の実施形態に従って臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることを感
知するための機構。
【図３】本発明の実施形態に従って臨床医が電子聴診器を直ちに使用することを感知する
ように構成されたセンサー。
【図４Ａ】本発明の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とすること
を感知するように構成された電力管理制御機能。
【図４Ｂ】本発明の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とすること
を感知するように構成された電力管理制御機能。
【図４Ｃ】本発明の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とすること
を感知するように構成された電力管理制御機能。
【図５Ａ】本発明の他の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とする
ことを感知するように構成された電力管理制御機能。
【図５Ｂ】本発明の他の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とする
ことを感知するように構成された電力管理制御機能。
【図５Ｃ】本発明の他の実施形態に従って臨床医が電子聴診器の使用を直ちに必要とする
ことを感知するように構成された電力管理制御機能。
【図６】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路の
いくつかの構成。
【図７】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路の
いくつかの構成。
【図８】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路の
いくつかの構成。
【図９】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路の
いくつかの構成。
【図１０】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路
のいくつかの構成。
【図１１】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路
のいくつかの構成。
【図１２】本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路
のいくつかの構成。
【図１３】本発明の実施形態に従ってバイオセンサーに対して電力管理方法を実施するた
めの回路のブロック図。
【図１４】複数のパラメータ又は現象を感知することが可能な本発明のセンサーによって
発生された信号を示し、センサーは、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と所望で
ない使用とを区別する目的で、電力管理回路によって検出される複数のパラメータ又は現
象に対応する複数の特徴を有する信号を発生。
【図１５】複数のパラメータ又は現象を感知することが可能な本発明のセンサーによって
発生された信号を示し、センサーは、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と所望で
ない使用とを区別する目的で、電力管理回路によって検出される複数のパラメータ又は現
象に対応する複数の特徴を有する信号を発生。
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【図１６】複数のパラメータ又は現象を感知することが可能な本発明のセンサーによって
発生された信号を示し、センサーは、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と所望で
ない使用とを区別する目的で、電力管理回路によって検出される複数のパラメータ又は現
象に対応する複数の特徴を有する信号を発生。
【図１７】ディスプレイと多機能制御ボタンとを有する、電子聴診器などのバイオセンサ
ーのユーザーインターフェイスを示し、ディスプレイは、本発明の実施形態に従って、バ
イオセンサー及び患者についてのステータス及びモード情報を提示。
【００２３】
　本発明は様々な修正及び代替の形態に容易に応じるが、その細部を、一例として図面に
示してあり、また詳しく説明することにする。しかしながら、その意図は、説明する特定
の実施形態に本発明を限定することではないことは理解されよう。逆に、その意図は、添
付の特許請求の範囲で規定される本発明の範囲に含まれるすべての修正物、等価物、及び
代替物を網羅することである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　例示する実施形態の以下の説明において、添付の図面を参照するが、その図面は本願の
一部をなすものであり、また、本発明が実施され得る種々の実施形態を実例として示すも
のである。本発明の範囲から逸脱することなく、これらの実施形態が利用されることがで
き、また、構造的な変更がなされ得ることが理解されよう。
【００２５】
　本発明は、生体に由来する原因に関連付けられる１つ以上の特性を感知するように構成
された電子デバイス内に実施され得る電力管理回路及び方法に関する。本発明の代表的な
電子装置には、生体に由来する原因によって発生するか又は生体に由来する原因との相互
作用の結果として生じる音響及び／又は他の生成エネルギーの出現を感知し得るものが含
まれる。本発明の実施形態は、生体に由来する原因によって発生するか又は生体に由来す
る原因との相互作用の結果として生じる可聴音波、不可聴音波（例えば、超音波若しくは
可聴帯域外の音波）、又は他の音響信号若しくは電気パラメータのうちの１つ以上の感知
をもたらすことができる。本発明の実施形態は、流体の流量若しくは容積、生体電位、又
は人体の構造上の若しくは組成上の特性のうちの１つの感知をもたらすことができる。
【００２６】
　本発明の実施形態は、電子聴診器などの手持ち型又は携帯型のバイオセンサー内に実施
され得る電力管理回路及び方法に関する。本発明のバイオセンサーの実施形態により、高
度な電力及び動作モード管理を提供する制御システムを、非常に対話的な医療環境内に組
み込むことができる。制御システムは、バイオセンサーのユーザー（例えば臨床医）及び
／又はバイオセンシングの被験者（例えば患者）の行為のいずれにも応答するように構成
されてもよく、また、医療環境内で他の電子装置から受信される情報に応答してもよい。
【００２７】
　例えば、現在市販されている電子聴診器は、臨床医が手動でユニットをオンにすること
を必要とする。この「手動オン」システムの欠点は、臨床医が一時的に聴診器に注意を集
中させてオン・オフ機能を見つけ、次いでオン・オフ機能を起動する必要があることであ
る。本発明の制御方法は、必要性を予期して電子聴診器を自動的にオンにする手段を提供
するものであり、それによって、臨床医は、貴重な時間を費やして聴診器を起動するより
も、自身の労力を患者の治療に集中させることが可能となる。本発明の制御方法は更に、
聴診器の電力ステータス（例えば、オンステータスの確認）及び現在の動作モード（例え
ば、ベル又はダイアフラムのフィルター）に関する視覚的表示を提供し、臨床医が注意を
集中させている音に対する迅速な検討／調節を可能にする。
【００２８】
　本発明の電力管理方法を実施する制御システムは、電子聴診器内のセンサーを自動的に
起動するだけでなく、動作モード及び他の情報を臨床医に視覚的に伝達する手段を提供す
るように構成されてもよい。例えば、本発明の電力管理方法では、臨床医は、その臨床医
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が従来の機械的な聴診器を長年にわたって使用して発展させた標準的な作業の流れを変え
ることなく、電子聴診器の電力回路を起動することが可能となる（例えば、電力の自動オ
ン／オフ）。
【００２９】
　周知のように、機械的な聴診器は、電子部品を含んでいないので、常に「オン」であり
、したがって、電池の消耗に関する不安、又は、手動の電力起動機構（例えばスイッチオ
ン）によるユーザーの不便さもない。臨床医は、身体音を直ちに聴くことができると期待
して、機械的な聴診器のイヤーチップを外耳道内に単純に入れる。本発明の電力管理手法
では、電子聴診器内の回路の電力を即時に上昇させ、それによって、電池の寿命を節約す
る一方で、臨床医によって認められる聴診器の「常時オン」ステータスをシミュレートす
ることが可能である。
【００３０】
　一般に、聴診器回路のロー作動又は「スリープ」モードの間の電池の消耗を最小限にす
る設計が広く好まれる。端的に言えば、一部の設計では、電池のパワーを、ユーザー又は
環境によって供給されるエネルギーで効果的に補充できるようにする。例えば、光起電力
セルが、聴診器のイヤーチューブを分離することによって周辺光にさらされるようにして
、その光起電力セルの出力電圧は、主電池のパワーをゲート制御する起動回路に使用する
ことができる。同様に、聴診器を着用する行為が、一片の圧電材料を機械的に伸張又は変
形させ、結果として、出力電圧を生じさせ、聴診器回路内におけるモード変更を誘発する
。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、本発明の電力管理方法により、ＰＤＡ、ＰＣ又は患者の
外部の他の装置など、電子聴診器と通信する患者の外部の装置の電力回路及び他の回路を
起動することができる。例えば、電子聴診器の自動の電力オン手順を開始することが、患
者の外部の装置をスリープモードなどからその電力を上昇させるようにするコマンドを生
成することを含んでもよい。また、電子聴診器によって生成されたコマンドは、電子聴診
器との通信及び／又は対話を容易にするように設計されたアプリケーションソフトウェア
を実行することなどによって、外部の装置を電子聴診器と協働して動作するように構成す
る、患者の外部の装置内のソフトウェアルーチンを開始してもよい。
【００３２】
　あるいは、外部のデバイスは、電子聴診器によって利用される自動の電力オン手順を修
正してもよい。また、外部のデバイスは、スリープモードなどから電力を上昇させるよう
に聴診器に命令してもよい。
【００３３】
　本発明の制御システムは、電力管理に加えて、高度な動作モード管理を提供することが
できる。例えば、１つ以上の点滅するＬＥＤ、及び／又はＬＣＤ、ＯＬＥＤ若しくは他の
タイプのディスプレイ上の表示を使用することなどによって、電子聴診器の動作ステータ
スの認知可能な表示を組み込むことで、有益な情報を臨床医に更に提供することができる
。１つ以上のＬＥＤ又は他の視覚的表示器（例えば、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイ上
）によって臨床医に伝達できる情報は、聴診器の電力ステータス（例えば、自動の電力オ
ン起動後のＯＮ表示）及び現在使用されているフィルターのモードを含んでもよい。例え
ば、ＬＥＤの照明又はある色から別の色への変化（例えば、赤から緑へ）により、聴診器
の電力回路の自動起動を表示してもよい。ＬＥＤを特定の方式で点滅させることで、選択
又は現在使用中の特定フィルターのモードを表示してもよい。聴診器の電力状態の文字又
は図形による表示が、ＬＣＤ、ＯＬＥＤ、又は他のタイプのディスプレイ上に示されても
よい。
【００３４】
　更に、点滅の速度（例えば、６秒～１０秒毎に点滅）を制御することで、臨床医が心拍
数を測定するときに時計の秒針の代わりに聴診器上の点滅を利用できるようにしてもよい
。例えば、臨床医は、点滅の間の心拍数を数え、次いで、選択した又はプログラムされた
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点滅速度に応じて、その結果に６又は１０を乗算してもよい。複数のＬＥＤが使用されて
、様々な情報が臨床医に伝達されてもよい。あるいは、単一のＬＥＤが使用されて、複数
のタイプの情報が臨床医に伝達されてもよい。単数又は１つ以上のＬＥＤ又はディスプレ
イが、電子聴診器の単一の箇所又は複数の箇所に位置していてもよい。心拍数、信号波形
、及び他の情報が、ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなど、聴診器のディスプレイ上に表
示されてもよい。
【００３５】
　一般に、本発明の制御回路及び方法は、生体に由来する原因によって発生した又は生体
に由来する原因との相互作用の結果として生じた音響エネルギー及び／又は他のエネルギ
ーの出現を感知するように構成された医療装置内に実施されることができる。多数のタイ
プの医療装置が、本発明、特に聴診用に構成されたものに従って実施されることができ、
また、例えば、心臓、肺、声帯又は身体の他の器官若しくは組織によって発生される音を
感知し得るように構成されることができる。本発明に従って実施され得る他の医療装置に
は、流体（例えば、体液又は吸気／呼気中の空気）の流量又は容積、生体電位（例えば、
心臓、神経系、筋肉、及び腺の活動電位などの活動電位）、及び人体の構造上の若しくは
組織上の特性（例えば、骨密度、軟組織、臓器、血液、血液ガス、及び血液成分の特性）
など、人体の他の特性を感知するように構成された装置が挙げられる。一例として、本発
明の装置は、好ましくは電子聴診器として実施されるが、ヘッドセット、又は、外部から
着用若しくは結合される他の機器若しくは計器内に実施されてもよく、その機器は、身体
で発生する音又は他の生理学的徴候を感知する。
【００３６】
　本発明の様々な実施形態に従って、電子聴診器は、人間の聴覚に関係付けられる周波数
範囲を優先的に感知し得るように実施されてもよい。しかしながら、聴覚音域未満の身体
音及び／又は聴覚音域超過の身体音に関連する周波数もまた、本発明の電子聴診器によっ
て感知されてもよいことが理解される。例えば、本発明の電子聴診器は、直流をわずかに
超えるものから約２５ｋＨｚまでに及ぶ周波数を有する身体音を感知するように実施され
た１つ以上のセンサーを組み込んでもよい。
【００３７】
　本発明の電子聴診器は、聴覚周波数範囲内に含まれる可聴出力を発生するように構成さ
れた１つ以上のセンサーを組み込んでもよく、また、聴覚周波数範囲を超える成分及び／
又は聴覚周波数範囲未満の成分を含む電気センサー又は光センサーをもたらしてもよい。
電子聴診器は、音域が人間の聴覚系の音域を超えるセンサーによって発せられる信号を利
用するために周波数偏移又は他の信号処理を実施する信号処理回路及びソフトウェアを有
してもよい。また、そのような回路及びソフトウェアは、解析値のデータを発生するよう
に構成されてもよい。
【００３８】
　ここで、図１を参照すると、本発明の電力管理方法を取り入れた電子聴診器の形状をし
たバイオセンサーが示されている。電子聴診器１０は、一対のイヤーチップ１５ａ、１５
ｂ、イヤーチューブ１７ａ、１７ｂ、及び１つのメインチューブ１３など、多数の構成要
素を含むように構成されている。メインチューブ１３は、主ハウジング又はチェストピー
ス２５に結合されており、その中に、少なくとも１つのセンサー２０が設けられている。
センサー２０は、心臓、肺、声帯、又は身体の他の器官若しくは組織によって発生される
音など、生体に由来する原因によって発生される音を感知するように構成されている。主
ハウジング２５内に設けられてもよい他の構成要素には、電源、信号処理回路、及び通信
装置が挙げられる。
【００３９】
　電子聴診器１０の信号処理回路は、単純なものから複雑なものまで多様な機能を実施す
るように構成されてもよい。例えば、信号処理回路は、身体音のプロファイルマッチング
など、センサー２０から受信した声帯音響信号の比較的高度な解析を実施するように構成
されてもよい。信号処理回路は、センサー２０によって発生された信号に対して、様々な
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種類の統計的解析を実施してもよい。そのような構成において、信号処理回路は、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）を有していてもよい。代替又は追加として、外部システム２
４が、上記の信号処理及び解析の全部又は一部を実施してもよい。外部システム２４は、
ディスプレイと、音声システムと、プリンタと、ネットワークインターフェイスと、聴診
器１０の主ハウジング２５内に設けられた通信装置との一方向又は二方向の通信を確立す
るように構成された通信インターフェイスとを有していてもよい。
【００４０】
　あるシステムの実施形態によれば、電子聴診器１０は、ＰＤＡ、ラップトップ若しくは
タブレットＰＣ、又は他の無線装置など、携帯型の無線外部システム２４と通信するよう
に構成されていてもよい。無線外部システム２４は更に、ネットワークサーバーシステム
など、ローカル又はリモートのサーバーシステムと通信するように構成されていてもよい
。例えば、聴診の間に電子聴診器１０によって得られた情報は、無線外部システム２４に
転送されてもよい。無線外部システム２４は、その情報を処理して、情報の視覚表現、図
形表現、及び／又は可聴表現（例えば、心拍数の表示、Ｓ１～Ｓ４の心音）、及び／又は
、異常な心臓、肺、若しくは他の器官の機能（例えば、弁逆流若しくは狭窄などから生じ
る心雑音、肺炎若しくは肺水腫などの呼吸障害）又は他の器官の病態に関する診断情報な
ど、様々な出力データを提供してもよい。
【００４１】
　重要なデータを必要とする解析又は信号処理は、電子聴診器１０のプロセッサによって
ではなく、無線の外部システム２４によって実施されてもよく、すなわちリモートサーバ
ーによって実施されてもよい。一実施形態によれば、電子聴診器１０によって得られた情
報の処理は、システム要素の各々の処理リソースに基づいて複数のシステム要素によって
実施される。例えば、電子聴診器１０のプロセッサは、サンプリング及び／又はＡ－Ｄ変
換を伴い得る、信号のフィルター処理及び波形の生成、並びに、表示器（例えば、ＬＥＤ
又はディスプレイの文字／図形）の照明又は可聴出力の発生などのユーザーフィードバッ
クの生成などの基本機能を実施するように構成されていてもよい。ＰＤＡ又は他の外部シ
ステム２４は、とりわけ、テンプレートに基づいた形態解析、速度若しくはタイミングの
解析、周波数スペクトル解析、又はパターン認識解析などの様々な技術を用いて、心雑音
又は不整脈の識別など、より高度な機能を実施するように構成されていてもよい。
【００４２】
　電子聴診器１０の通信デバイスは、通常の無線周波数（ＲＦ）リンクを確立するように
されていてもよく、無線周波数リンクは、当該技術分野において知られているように、ロ
ーカルシステムとリモートシステムとの間の通信を達成するために従来より使用されてい
るものである。通信デバイスと外部システム２４との間の通信リンクは、ブルートゥース
規格、ＩＥＥＥ　８０２規格（例えばＩＥＥＥ　８０２．１１）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商
標）若しくはＩＥＥＥ　８０２．１５．４規格に基づいた類似の仕様、又は他の周知の若
しくは特殊な無線プロトコルを始めとする既知の通信規格に適合するインターフェイスな
どの短距離無線通信インターフェイスを使用して実施されてもよい。無線通信は、次のエ
ネルギー形態、つまり、電磁放射、光（近赤外線を含む光）、及び音響（平均的な聴覚限
界を超える高周波数を含む音響）のうちの１つ又は複数を利用する方式で実施されてもよ
い。
【００４３】
　電子聴診器１０は、無線通信機能の代替又は追加として、有線コネクタを含めるように
実施してもよいことが理解される。そのような構成において、導体（電気的又は光学的）
が、電子聴診器１０の有線コネクタ又はポートと、患者の外部のシステム２４の対応する
コネクタとの間に接続されてもよい。電子聴診器１０の有線接続ポート、及び任意の必要
なインターフェイス回路は、ＦｉｒｅＷｉｒｅ（登録商標）（ＩＥＥＥ　１３９４）、Ｕ
ＳＢ、又は他の通信プロトコルなど、多様なプロトコルに従って情報を通信するように構
成されていてもよい。
【００４４】
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　本発明の電子聴診器１０のセンサー２０は好ましくは変換器２０を組み込んでおり、こ
の変換器２０は、変換器の変形に応答して電気信号を変調又は生成するように構成されて
いる。好適な変換器は、圧電フィルムなどの圧電材料（有機及び／又は無機の圧電材料）
、圧電抵抗材料、歪みゲージ、容量性又は誘導性要素、線形可変差動変成器、並びに変形
に応じて電気信号を変調又は生成する他の材料又は要素を組み込んだものである。変換器
２０は平面的であってもよく、また、湾曲した又は波形の構成の場合などのように、非平
面的であってもよい。好適な圧電材料には、ポリマーフィルム、ポリマーフォーム、セラ
ミック、複合材料又はそれらの組み合わせを挙げることができる。変換器２０は、同一若
しくは異なるタイプの変換器及び／又は変換器材料の異なる変換器の配列を組み込んでい
てもよく、これらのすべては、直列的に、個別に、又は多層構造で接続されてもよい。異
なる特徴を有する複数の感知要素及び／又は調整可能な感知特性を有するセンサーを組み
込んだ好適な変換器が、同一出願者の米国公開特許出願第２００７／０１１３６４９号及
び同第２００７／０１１３６５４号において開示されており、これらの特許出願の各々は
、参照によって本願に組み込まれる。
【００４５】
　変換器２０は、電磁エネルギー又は圧電材料を用いるもの以外の技術を使用して実装さ
れていてもよい。例えば、変換される音は、高反射性の表面を有するカンチレバーを運動
させてもよく、また、この表面上を照らすレーザー又は光線が変調されてもよい。変調さ
れた光の強度又は他の特性は、解析用に電気信号を出力する光検出器によって受信されて
もよい。
【００４６】
　先に説明したように、１つ以上のＬＥＤ又はディスプレイが、情報を臨床医に伝達する
ために使用されてもよい。１つ以上のＬＥＤ及び／又はディスプレイが、電子聴診器の単
一の箇所に又は複数の箇所に位置していてもよい。例えば、複数のＬＥＤ　１２、１５、
及び２２が、ハウジング（すなわちチェストピース）上に装着されており、本発明の実施
形態が、単一のＬＥＤ又は他のタイプの視覚的表示器若しくはディスプレイを使用して実
施されてもよいことが理解される。
【００４７】
　本発明の電力管理方法は、電子聴診器内に多様な方式で実施されてよい。例えば、電子
聴診器の電力オン回路の起動は、ヘッドセットの操作に基づいて開始することができる。
電子聴診器の電力オン回路の作動は、チェストピースと臨床医の手との間の接触又は近接
、及び／又はチェストピースと患者の肌若しくは衣服との間の接触又は近接に基づいて開
始することができる。チェストピースの表面若しくは縁部に加えられ、またチェストピー
スの表面若しくは縁部から除去される導電性表面での圧力が、聴診器の電力供給回路を起
動及び停止するために使用されてもよい。聴診器を取り扱うこと（例えば、臨床医がチェ
ストピースに触れること及び／又は患者がチェストピースと接触すること）によって生じ
る温度の変化が、聴診器の電力供給回路を起動及び停止するために感知され使用されても
よい。聴診器の電力オン及びオフは、聴診器のイヤーチップが外耳道の中に入れられたり
外耳道から取り出されたりしたときなどに、インピーダンス、静電容量、抵抗、又は他の
電気的パラメータにおける変化を計測することによって制御されてもよい。聴診器の電力
オン及びオフは、機械的な、電気的な、磁気的な、若しくは光学的なスイッチ若しくはセ
ンサー、又は上記のようなスイッチ及びセンサーの組み合わせによって制御されてもよい
。
【００４８】
　本発明の実施形態によれば、電子聴診器の電力オン回路の起動は、ヘッドセットの操作
に基づいて開始されてもよい。ヘッドセットは、聴診器のイヤーチューブ及びイヤーチッ
プを含むものとして解釈される。ヘッドセットのチューブ／イヤーチップを引き離すこと
などによってヘッドセットが広げられると、電子聴診器の電力オン回路が起動され、その
結果、聴診器は、臨床医が直ちに使用できるようになる。ヘッドセットのチューブを引き
離すことは、臨床医が聴診器を使用して患者を聴診しようとしているときに用いる「自然
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な手順」であることが特筆される。電力オン回路を有することに加えて、本発明の電子聴
診器は、電力オフ回路を更に有していてもよい。例えば、ヘッドセットが臨床医の耳から
取り外され、それによってヘッドセットが閉じた又は弛緩した構成に戻ると、電力オフ回
路はこの行為を感知し、聴診器に供給されていた電力を、好ましくは所定の期間の後に停
止する。
【００４９】
　図２Ａ及び２Ｂは、本発明の実施形態に従って聴診器の使用が直ちに必要となることを
感知するための機構を示す。図２Ａ及び２Ｂは、電子聴診器１０のヨーク１８に結合され
たイヤーチューブ１７ａ、１７ｂを示している。図２Ａに示すイヤーチューブ１７ａ、１
７ｂは、弛緩した形状にある。図２Ｂは、イヤーチューブ１７ａ、１７ｂが互いから強制
的に変位されているところを示しており、これは、臨床医が電子聴診器１０を直ちに使用
するために身に着けるときに起こる。
【００５０】
　センサー３０は、電子聴診器１０のヨーク１８内に又はヨーク１８上に設けられて示さ
れている。イヤーチューブ１７ａ、１７ｂは、ヨーク１８に結合されている。センサー３
０は、この例示的な実施形態によれば、イヤーチューブ１７ｂに対するイヤーチューブ１
７ａの機械的変位又は変位力を感知するように構成されている。ある構成において、ヨー
ク１８は柔軟部分を有しており、そこにセンサー３０が位置している。図２Ｂに最良に示
されるように、イヤーチューブ１７ｂと比べてイヤーチューブ１７ａの強制変位は、結果
としてヨーク１８の変形を生じ、その変形がセンサー３０によって感知される。他の構成
において、ヨークは柔軟部分を有する必要がなく、センサー３０は、イヤーチューブの変
位を直接感知するように構成されていてもよい。例えば、イヤーチューブ１７ａ、１７ｂ
の歪み、撓み、若しくは捻れ、又は他の機械的歪み若しくは変位の徴候が、イヤーチュー
ブ１７ａ、１７ｂに又はイヤーチューブ１７ａ、１７ｂのすぐ近くに装着された適当なセ
ンサーを使用して感知されてもよく、したがって実質的に硬質なヨーク１８が許容される
。
【００５１】
　センサー３０は、好ましくは較正され、臨床医によって電子聴診器１０が直ちに所望さ
れて使用されることと、電子聴診器１０が直ちの所望の使用に関連しない聴診器の輸送又
は他の力を示す動きなどの、イヤーチューブ１７ａ、１７ｂの偽の動きと、を区別できる
ようにする。例えば、センサー３０は、イヤーチューブの変位又は変位力が所定の閾値を
超えたことに応答して、起動信号を生成するように較正してもよい。センサー３０は、単
一の軸（例えば、図２Ｂに示すｘ軸）又は複数の軸（ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸）に沿ったイヤー
チューブの変位を検出するように構成されていてもよい。例えば、センサー３０は、直交
する関係で配列された複数の力センサー又は加速度センサーを組み込んでいてもよく、そ
れらのセンサーから、各軸に対するイヤーチューブの変位が検出されてもよい。閾値は、
臨床医が直ちに使用することと偽の動きとを区別する経験的使用データから得られた動き
の各軸ごとに確立されてもよい。多軸センサー３０が聴診器上の他の場所で用いられても
よいことが理解される。
【００５２】
　図３は、本発明の実施形態に従って、臨床医が電子聴診器を直ちに使用することを感知
するように構成されたセンサー３０を示している。図３におけるヨーク１８は、２つの感
知部材２９ａ、２９ｂの近くに装着されたセンサー３０を有して示されている。感知部材
２９ａ、２９ｂは、それぞれイヤーチューブ１７ａ及び１７ｂに機械的に結合されている
。イヤーチューブ１７ａ及び１７ｂに加えられた変位及び変位力は、感知部材２９ａ及び
２９ｂに伝えられ、感知部材端部３３ａ及び３３ｂとセンサー３０との相対運動を生じる
。イヤーチューブ１７ａ、１７ｂが互いに十分な程度に変位しているとセンサー３０によ
って感知されると、結果として、センサー３０によって起動信号が生成される。この起動
信号は、導体３１によって主チューブ１３を経由して、好ましくはチェストピース内に収
容された電子聴診器１０の電力制御回路に伝送される。
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【００５３】
　この実施形態において、感知部材端部３３ａ及び３３ｂは、弛緩状態のとき、センサー
３０から離間している。感知部材端部３３ａ及び３３ｂ並びにセンサー３０を離間する空
隙（また、いくつかの実施形態における上記空隙間の接触）の変化は、多種の方式で感知
されてよい。一実施形態によれば、センサー３０は、感知部材端部３３ａ及び３３ｂ並び
にセンサー３０を離間する空隙の変化を感知する容量性センサーを有するように構成され
ていてもよい。
【００５４】
　別の実施形態において、センサー３０は、感知部材端部３３ａ及び３３ｂ並びにセンサ
ー３０の接触を感知するように構成されている。そのような接触は、センサー３０の電気
的又は機械的パラメータの変化として感知されることができる。例えば、センサー３０は
、導電性要素を有するように構成されていて、感知部材端部３３ａ及び３３ｂ並びにセン
サー３０が接触すると、その導電性要素を有する電気回路が閉じられるようになっていて
もよい。他の実施形態において、センサー部材端部３３ａ及び３３ｂ並びにセンサー３０
の間の変位及び／又は接触を検出するために、光学素子がセンサー３０内に所望により使
用されていてもよい。更なる実施形態において、感知部材端部３３ａ及び３３ｂ並びにセ
ンサー３０の間の接触を感知するために、圧力センサーがセンサー３０内に組み込まれて
いてもよい。
【００５５】
　図４Ａ～４Ｃは、本発明の実施形態に従う、臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とする
ことを感知するように構成された電力管理制御回路を示す。図４Ａ～４Ｃは、センサー３
０がチェストピースに設けられたことを示している。一構成において、センサー３０は、
臨床医の手又は指とチェストピースのハウジング２５との接触を感知するように構成され
ている。別の構成において、センサー３０は、チェストピースのダイアフラム２０と患者
の皮膚又は外部の衣類４２との接触を感知するように構成されている。例えば、導電性、
容量性、又は感圧性リングなどのリングセンサー４０が、ダイアフラム２０の表面上に組
み込まれていてもよい。リングセンサー４０は、チェストピースが患者の身体表面又は衣
類に近接していることを感知するように構成されていて、接触することが、聴診器を直ち
に使用する所望を示すものとして、必ずしも必要でないようになっていてもよい。更なる
構成において、センサー３０は、臨床医／ハウジングの接触及びダイアフラム／患者の接
触の双方を感知して、聴診器の電力回路の起動が、複数の条件を感知する状態に基づくよ
うになっていてもよい。
【００５６】
　例えば、臨床医／ハウジングの接触（又は近接）とダイアフラム／患者の接触（又は近
接）との双方を感知することで、結果として聴診器の電力回路の起動が生じてもよい。一
構成において、臨床医／ハウジングの接触（又は近接）又はダイアフラム／患者の接触（
又は近接）を感知することで、結果として、聴診器のいくつかの構成要素の起動が生じ、
残りの構成要素（例えば、より電力を消費する構成要素）は、臨床医／ハウジングの接触
／近接とダイアフラム／患者の接触／近接との双方を感知したことに応答して起動され、
それによって、臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることが確認されてもよい。
【００５７】
　臨床医の手／指とハウジング２５との間、又はチェストピースのダイアフラム２０と患
者の皮膚若しくは外側の衣類との間の接触又は近接は、多様な方式で感知されてよい。例
えば、ダイアフラム表面２０など、チェストピースの患者接触表面に加えられる圧力が、
聴診器回路を起動及び停止させるために使用されることができる。次いで、圧力の解除が
感知されて、聴診器電力を停止することができる。また、この方法は、複数の接触点の使
用によって、最良の聴診のための、ダイアフラム２０と患者との間の均一な接触を求める
ために使用されてもよい。ハウジング２５と臨床医及び／又は患者との近接を検出するた
めに、また聴診器回路を起動及び停止するために、電気容量が使用されてもよい。
【００５８】
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　図５Ａ～５Ｃは、聴診器の電力供給回路を起動及び停止するための機構として温度感知
を用いる電子聴診器の別の実施形態を示している。図５Ａ～５Ｃに示す聴診器５０は、温
度を感知するように構成されたセンサー３０を組み込んでいる。図５Ａ及び５Ｂは、ハン
ドル５６における周囲に対する温度上昇をセンサー３０が感知したことに応答する、聴診
器電力供給回路の起動を示しており、この温度上昇は、臨床医が聴診器５０を取り上げた
結果として生じるものである。図５Ｃは、臨床医が使用する間に達した温度に対して、又
は周囲温度に対する決められた閾値と比べて、センサー３０がハンドルにおける温度低下
を感知したことに応答して、聴診器の電力供給回路が停止したことを示している。
【００５９】
　有用な温度センサー３０には、例えば、サーミスタ、赤外線（ＩＲ）光ダイオード、又
は感温フィルム若しくは材料を組み込んだものが挙げられる。通常は臨床医又は患者と接
触する聴診器５０の１つ以上の箇所における温度及び温度変化を感知し変換するために、
様々な感温装置又は感温材料が使用されてよい。例えば、チェストピース５４のハンドル
５６及びダイアフラム、又は患者接触部分５１の一方又は双方が、温度センサー３０を組
み込んでいてもよい。基準周囲温度は、ユーザー又は患者との接触が起こりそうな聴診器
の箇所に位置する温度センサーを使用して取得されてもよい。
【００６０】
　図５Ａはまた、モードスイッチ、ディスプレイ又はそれらの機能の組み合わせとして構
成され得る装置５２を示している。例えば、マルチモードスイッチ５２は、フィルターモ
ード、ゲインモード、及び音量制御を含めた様々な機能を選択及び選択解除するために、
臨床医によって押圧可能であってもよい。それの代替又は追加として、装置５２は、例え
ば、心拍数、電池ステータス、及びモードステータスなど、様々な情報を表示するための
ＬＣＤ又はＯＬＥＤディスプレイなどのディスプレイを有していてもよい。
【００６１】
　図６～１２は、本発明に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理及び制御回路のい
くつかの実施形態を示す。聴診器の電力管理に関する通常の方法には、参照によって本願
に組み込まれる米国特許第６，００５，９５１号に記載されているような、両耳アセンブ
リ内における電気スイッチの使用が挙げられる。聴診器の電力管理に関する他の方法には
、所定の時間間隔の後に聴診器の電力を自動的に遮断するタイマー回路が挙げられる。こ
れらの方法は、ユーザーの作業の流れに応答する上での柔軟性を制限し、無線医療システ
ム及びネットワークとの自動的な相互作用を支援しない。そのような従来の方法は典型的
には、ユーザーの行為又は電子聴診器の一般的な動作環境をより包括的に監視する段階的
方法ではなく、電力管理に対する「全か無かの」方法を反映している。
【００６２】
　図６～１２を参照すると、本発明の電子聴診器は概して、１つ以上の電力源、並びに種
々のセンサー、信号処理要素、制御論理回路、メモリ要素、及び通信リンクを含めて、多
数の構成要素を有している。臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることを感知するセ
ンサーは、受動的（すなわち、動作のために電力供給が必要）であっても能動的（すなわ
ち、圧電、起電、又は他の手段などの機構によって、それ自体で電気信号を生成）であっ
てもよい。
【００６３】
　図６に示す電力管理回路の実施形態は、電力ゲート８６と信号調整及び制御論理回路８
４とに結合された電池８２を有している。センサー８３は、論理回路装置８４に結合され
ている。センサー８３は、受動的であっても能動的であってもよい。論理回路装置８４は
好ましくは、聴診器が使用されていない間、電池８２から最小の電力を引き込むことが特
筆される。センサー８３の起動を検出するために最小の電力が論理回路装置８４に必要と
される様々な既知のスリープモード技術が実施されてもよい。スリープモード回路は、臨
床医が聴診器を直ちに使用するのを促進させるように、聴診器回路８８の電力上昇を達成
させるスリープ解除又は起動信号を生成してもよい。
【００６４】
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　図６に示すように、論理回路装置８４は、スリープ解除又は起動信号に応答して電力ゲ
ート８６を制御して、電池８２によって聴診器回路８８に電力を供給するのを促進させる
。また、センサー８３は、先に説明したように、聴診器が使用されていないことを感知し
てもよく、この場合、論理回路装置８４は、電力ゲート８６を停止して聴診器回路８８か
らパワーを取り除き、スリープモードに戻る。
【００６５】
　センサー８３は、先に論じたように、また本願の他の箇所で論じるように、多種多様な
方式で実施されてよい。センサー８３は、人体からの音響放射、あるいは、流体（例えば
、体液又は吸気／呼気中の空気）の流量又は容積、生体電位（例えば、神経及び筋組織の
興奮中に生じる電位）、又は人体の構造上の若しくは組織上の特性（例えば、骨密度など
の骨、軟組織、臓器、血液、血液ガス、及び血液成分の特性）など、人体の他の特性を感
知するように構成されていてもよい。有用なセンサー８３を非包括的かつ非限定的に挙げ
ると、位置、配置、又は配向センサーと、力、応力、又は圧力センサー（例えば、加速度
計、歪みゲージ）と、温度センサー（例えば、ＩＲ光ダイオード、サーミスタ）と、光セ
ンサー（例えば、リフレクタ／シャッター、及び／又は両耳内の光回路を使用するセンサ
ー）と、伝導性センサー（例えば、機械的に切り替わる電気接点、磁気リードスイッチ、
被膜抵抗センサー）と、音響センサー（音の閾値センサー、音の識別フィルター、音声認
識センサー）と、磁気センサー（例えば、ホール効果センサー）と、運動センサー（例え
ば、ＭＥＭＳ加速度計又はジャイロスコープなどの単軸又は多軸の加速度用）とがある。
【００６６】
　図７は、本発明の実施形態に従う電子聴診器内に実施され得る電力管理回路の様々な構
成要素を示すブロック図である。図７は、センサー８３を有する回路を示しており、セン
サー８３は、イヤーチューブの変位を感知できるように聴診器のヘッドセット上に装着さ
れている。ある配置において、図８に最良に示されるように、センサー８３は、両耳用の
スプリング装置１０５上に装着されていてもよい。スプリング装置１０５の各端部は、そ
れぞれイヤーチューブ１７ａ及び１７ｂに機械的に結合されている。
【００６７】
　スプリング１０５は、イヤーチューブ１７ａ及び１７ｂに加えられた力に応答して膨張
及び収縮するように構成されている。図８に示すセンサー８３は、非接触オーバーラップ
センサーなどの非接触センサーとして構成されており、オーバーラップの程度は、スプリ
ング１０５が屈曲するにつれて増加し、スプリング１０５が弛緩するにつれて減少する。
【００６８】
　一実施形態によれば、また図７に最良に示されるように、基準抵抗器８７と抵抗センサ
ー８３とを有する分圧器又はブリッジの出力は、微弱電力型のコンパレータ８４に与えら
れる。ブリッジの出力が基準電圧レベルを超えると、電力ゲート８６が起動され、電力が
電池８２から聴診器回路８８に供給される。抵抗センサー８３は、直接スプリング１０５
に貼り付けられた被膜抵抗器として実施されることができる。
【００６９】
　図８に示す非接触センサーの構成８３は、本明細書で説明するものなど、種々様々なセ
ンサー及び感知技術を用いて実施されてよいこと、また、被膜抵抗器を組み込むことは、
そのような有用なセンサーの１つを表すにすぎないことが理解される。例えば、以下の非
接触及び／又はオーバーラップセンサー８３は、図８に示す両耳ヘッドセットアセンブリ
の中に組み込まれてもよい。
【００７０】
　一実施形態において、磁石が非接触センサー８３の一方のスライド上に装着されていて
もよく、また、リードスイッチが、もう一方のスライド上に又は両耳アセンブリ内の固定
台上に装着されていてもよい。磁石がリードスイッチに向かって移動することでスイッチ
の接点が閉じられ、それによって、臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることが示さ
れる。
【００７１】
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　別の実施形態において、センサー８３の非接触スライド上にプレートを有する静電容量
式センサー８３の構成が設けられる。スライドするプレートの重なり（又はセンサーの構
成に応じて間隙を分離）の量に比例して変動する静電容量が感知される。更なる実施形態
において、センサー８３は、コイル内でスライドする透過材料を有するように構成されて
もよい。両耳の変位の程度に関連付けられる可変インダクタンスが測定されることができ
る。別の実施形態において、センサー８３のスライドする一方は、光源と受光器との間、
又は、周辺光と光センサーとの間の光路上のシャッターとして働き、光センサーには、例
えば、光起電力セル、光ダイオード、若しくは光抵抗器などが該当する。これらの実施形
態の各々において、閾値を超えるセンサー信号の変化は、聴診器が臨床医によって使用さ
れるのを予想してヘッドセットの意図的な分離を示す。
【００７２】
　別のセンサー構成として、ヘッドセットではなく電子聴診器のチェストピース内に実施
又はチェストピースに付随させることが企図される。臨床医が聴診器の使用を直ちに必要
とすることを感知及び／又は確認するために、チェストピース内のセンサーとヘッドセッ
トとの組み合わせが使用されてもよいことが理解される。そのようなセンサーの例には、
チェストピースの主構造に対するダイアフラム・アセンブリの相対的な変位又は回転を検
出するセンサーが挙げられる。他の有用なセンサーには、チェストピースの主構造に対す
るチェストピースのステムの屈曲、撓み、回転、又は捻れを検出するセンサーが挙げられ
る。また、聴診器を握持するときに臨床医が使用する領域など、チェストピース上の構造
の変形を感知するセンサーが用いられてもよい。チェストピースを握持するときにユーザ
ーの皮膚が与える電導度などの外部電導度に左右される抵抗センサーが用いられてもよい
。
【００７３】
　臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることを感知するために、人との接触又は接触
の解除に関連付けられるパラメータの特異な変化を感知するセンサーなどの様々な他の方
法が用いられてもよい。そのようなセンサーは、チェストピースを握持する手が存在する
ことによる、チェストピースの壁部における特異な変化を感知するように構成されてもよ
い。そのような特異な変化は、温度、光、電流、又は電圧の変化であってもよい。そのよ
うな一実施形態において、ユーザーの手で加熱されることによるチェストピース温度の変
化が感知され、周囲温度又は他の基準温度などの閾値と比較されてもよい。そのような実
施形態において、チェストピースの比較的触れられにくい表面が、基準温度の場所として
用いられてもよい。
【００７４】
　チェストピース上に手が存在することは、チェストピース上に装着された光センサーに
対して周辺光が遮断されることによって合図されてもよい。チェストピースを保持する手
のプレチスモグラフィーから導出される周期的な電圧変化の存在を求めるために、近赤外
線源検出器が使用されてもよい。他の実施形態において、巻き付いた状態と巻き付いてい
ない状態とを区別するために、チェストピースとヘッドセットとの間の聴診器チューブ又
はケーブル（存在する場合）内に、センサーが配置されてもよい。
【００７５】
　図９は、本発明の実施形態に従って電子聴診器内に実施され得る電力管理回路の様々な
構成要素を示すブロック図である。図９は、多数のセンサー８３ａ～８３ｎを有する回路
を示している。複数の状態を感知することが可能な単一のセンサー８３もまた、図９に示
す実施形態の状況において用いられてもよいことが理解される。複数のセンサー８３ａ～
８３ｎを使用することで、又は単一のセンサーを使用して複数の状態を感知することで、
聴診器電力回路の条件付き起動がもたらされる。
【００７６】
　各種の実施形態によれば、「電力オン」状態は、複数の現象が発生した結果として生じ
る。図９は、複数のセンサー８３ａ～８３ｎが判断プロセスに寄与する回路図の例を示し
ている。あるいは、単一のセンサーが使用されて複数の現象が検出されてもよい。いずれ
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の場合も、現象が発生する時間順序もまた重要となり得る。
【００７７】
　ある実施形態において、音響センサーがチェストピースのダイアフラムの背後に設けら
れてもよい。音響センサーは、先に説明したタイプのヘッドセットアセンブリ内で、構成
するセンサーと共に使用されてもよい。別の実施形態において、接触圧センサーが、チェ
ストピースのダイアフラム上に装着され、チェストピースのグリップ上に設けられた電導
度センサー（例えば、皮膚接触センサー）と共に使用されてもよい。センサーとセンサー
技術との別の組み合わせも企図される。
【００７８】
　多数の形式のセンサー情報を使用する方法は、１つの現象が必ずしも聴診器を使用する
所望を示さない場合に有用となり得る。例えば、日常的な輸送の間の白衣内における聴診
器の動きで、音響センサーが起動することがある。同様に、首の回りに両耳アセンブリを
配置することで、イヤーチップが必ずしも外耳道内に存在しなくても、イヤーチューブが
屈曲することがある。上記で説明した例の多くは、複数のセンサーによる方法を実施する
ために使用されてよい。
【００７９】
　更なる方法によれば、センサー８３は、回路の第１の部分を構成する聴診器及び回路の
第２の部分を形成する臨床医（例えば臨床医の両手）と一緒になって、微弱の高周波電流
（マイクロアンペア以下）を利用する。この回路は、回路を完成するのに必要な部分とし
て、臨床医の身体の一部及び聴診器の一部を含む様々な経路を通じて電流が流れることに
よって完成される。聴診器の直ちの使用及び起動を検出するために利用される特定の感知
方式に関わらず、このような方法は、自動車のグローブボックス又は臨床医が着用する衣
類のポケットに入れて輸送される間に起こり得るような、偶発的な動作を妨ぐようにする
べきである。
【００８０】
　また、複数のセンサーを使用するは、ユーザーが、電力投入のために一組の選択肢の中
からいずれかを選択することで、聴診器を「個人専用」にすることを可能とする。このよ
うにして、所与の作業の流れ又は診察手順と最も整合する一連の手順を選択することがで
きる。
【００８１】
　先に説明したように、本発明の電子聴診器は、患者外部のシステム又は装置と協働的に
対話してもよい。図１０は、患者外部のシステム又は装置と通信する、本発明の電子聴診
器の一実施形態を示すブロック図である。図１０に示すように、聴診器の通信プロセッサ
１４２は、外部装置１４６から入力を受信する聴診器の制御論理回路装置１４４によって
実施される電力管理方法は、外部装置１４６から受信された入力に応答してもよい。逆に
、外部装置１４６によって実施される電力管理方法は、聴診器の制御論理回路装置１４４
から受信された入力に応答してもよい。
【００８２】
　いくつかの状況において、別の装置の命令の下で、聴診器への電力をオンにするか又は
動作モードを変更することが望ましい場合がある。例えば、ある現象（例えば、無線トラ
ンスポンダで開始される現象又は有線式インターフェイスを介した現象）が、外部通信リ
ンクを介して生成されることがある。例えば、遠隔医療の用途のために、本発明の電子聴
診器は、遠隔中央コンソールに接続された中継局から起動されてもよい。また、聴診器の
動作状態は、例えば振幅及びフィルターの設定を含めて、遠隔コマンドによって設定され
てもよい。
【００８３】
　別の構成において、別々に給電される聴診器用の無線ヘッドセットが、電力オンを開始
するか又はチェストピース内の回路の動作モードを変更する。換言すれば、聴診器が本質
的に、独立して給電される要素を持つ分散型構造を有する場合、電力オン又は動作モード
変更は、全システムにわたって通信／順次伝達されることができる。
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【００８４】
　本発明の更なる実施形態によれば、電子聴診器の電力管理は、動作モード変更の可変期
間に応じて修正されてもよい。動作モード変更の期間は、元の開始現象とは大いに異なっ
ていてもよい。変更の期間は、固定されていてもユーザーの作業の流れに従って調節され
てもよい。センサーは、規則的に（かつ継続的に）適応制御システムによって問い合わせ
されてもよい。
【００８５】
　例えば、事前設定されたタイマー間隔が経過する十分前に休止が感知された場合、電池
の放電を最小にし、したがって電池の寿命を増加させるために、電力は早期に調整される
か又は遮断されてもよい。同様にセンサーの問い合わせ速度は、最近のセンサー作動に基
づいた聴診器使用の予測モデルに従って減少されてもよい。
【００８６】
　また、上の例で説明したセンサー構成から示された作動のパターンは、聴診器ユーザー
の作業の流れに適した順序で聴診器の動作モードを変更するために使用されてもよい。ま
た、センサー作動は、フィルター応答及び振幅レベルなど、信号処理回路の動作パラメー
タ又は特徴を変更するか又は調整してもよい。したがって、本発明の電子聴診器を制御す
る制御システム及び方法は、聴診器の他の動作要素を含むように電力管理を超えて広げら
れてもよい。
【００８７】
　今日、多数の電子回路は、電池の交換を除いて、完全に電源オフにされることがない。
その代わりに、そのような回路は、低電力「待機」モードに置かれ、回路の動作は、回路
の種類又は実行速度（「スループット」）において制限される。図１１は、本発明の実施
形態に従って聴診器動作の待機又はスリープモードを提供する回路のブロック図である。
図１１に示すように、１つ以上のセンサー８３によって生成された信号が、典型的には信
号調整回路１６４による処理の後に、制御論理回路装置１６６に通信される。制御論理回
路装置１６６に入力されたセンサー信号により、制御論理回路装置１６６は、埋込み型デ
ジタルプロセッサ１７２にクロックパルスを与えるクロック１６８の周波数を調整する。
プロセッサは継続的に作動を維持しているが、低電力動作状態で大部分の時間を費やす。
また、メモリ１７０、並びに制御論理回路装置１６６及び信号調整回路１６４の一部分な
ど、聴診器の他の回路も、そのような回路が作動中である必要がないときに低電力動作状
態に切り替わるように制御されてもよい。
【００８８】
　図１２は、複数の電源を用いた電子聴診器回路の実施形態を示している。図１２におい
て、第１の電源８２ａは、構成要素の第１の組に電力を供給するように構成されており、
第２の電源８２ｂは、構成要素の第２の組に電力を供給するように構成されている。第１
の電源８２ａは、低出力の電池又は蓄積コンデンサなど、センサー８３、及びセンサー８
３を補助するために必要な、スリープモードで動作する他の任意の回路に最小の電力を供
給し、起動又はスリープ解除信号を発生させるために使用される低電力装置であってもよ
い。例えば、第１の電源８２ａは、先に説明した方式で、又は、特定のタイプのＲＦＩＤ
デバイスに給電するのと同じ方式で高周波リンクを介して聴診器に供給される電力を利用
することもできる。
【００８９】
　第２の電源８２ｂは、臨床医が聴診器の使用を直ちに必要とすることを感知したのに応
答して聴診器回路に電力を供給する高出力の電池であってもよい。図１２に示す実施形態
は、別の電池／蓄積コンデンサを有する低電力デバイスを提供するものであり、この別の
電池／蓄積コンデンサは、独立した電源を有する第２の回路（より高度な機能とより高い
電力消費を有する回路）の動作状態を判断するために使用される。
【００９０】
　先に説明したように、本発明の制御システムは、電力管理に加えて、高度な動作モード
管理を提供することができる。例えば、本発明の電子聴診器は、１つ以上の点滅するＬＥ
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Ｄの使用などによって、電子聴診器の動作ステータスの知覚可能な表示を取り入れてもよ
い。以下の表１は、有用な情報を臨床医に伝えるために使用され得るＬＥＤ照明計画を、
非包括的かつ非限定的に記載している。
【００９１】
【表１】

【００９２】
　上に示した様々な実施形態の説明において、添付の図面を参照するが、その図面は本願
の一部をなすものであり、また、本発明が実施され得る様々な実施形態を実例として示す
ものである。他の実施形態が利用されてもよく、また、構造的又は機能的な変更が、本発
明の範囲から逸脱することなくなされてもよいことが理解される。更に、本発明によるシ
ステム、装置、又は方法は、本明細書で説明した特徴、構造、方法、又はそれらの組み合
わせのうちの１つ以上を有してよいことが理解される。例えば、ある装置又はシステムが
、上で説明した有利な特徴及び／又はプロセスのうちの１つ以上を有するように実施され
てもよい。そのような装置又はシステムは、本明細書で説明した特徴のすべてを有する必
要はないが、有用な構造及び／又は機能をもたらす選択された特徴を有するように実施さ
れてもよいことが意図されている。
【００９３】
　図１３は、本発明の実施形態に従って実施された、バイオセンサーに対して電力管理方
法を実施するための回路のブロック図である。図１３に示す回路２００は、電源管理回路
２１０に結合されたプロセッサ２０２を有している。プロセッサ２０２は、ランダムアク
セスメモリ（ＲＡＭ）２０４（例えばＤＲＡＭ）と不揮発性メモリ２０６（例えばフラッ
シュメモリ）とを有するか、又はそれらに結合されている。不揮発性メモリ２０６は、バ
イオセンサーの電源管理機能を調整するためにプロセッサによって実行することができる
プログラム学習を含めて、バイオセンサーの動作に必要な様々なデータを格納する。以下
で説明するように、実行可能プログラムの命令は、臨床医によって又はコマンド信号によ
ってバイオセンサーの電源オンボタンが動作されたことに応答するなど、所定の条件下で
プロセッサ２０２によって実行されるために、典型的には、不揮発性メモリ２０６からＲ
ＡＭ　２０４に転送される。ＲＡＭ　２０４内の当該プログラム命令は、電力管理回路２
１０及び／又はプロセッサ２０２によって長期間にわたるバイオセンサーの不使用が検出
されたときなど、ＲＡＭ　２０４への電力の解除によって失われる。
【００９４】
　電力管理回路２１０は、バイオセンサーの少なくとも第１のセンサー８３ｂ（Ｓ１）及
び第２のセンサー８３ｎ（Ｓ２）に結合されて示されている。いくつかの実施形態によれ
ば、２つ以上のセンサー８３ａ～８３ｎによって発生された感知信号は、臨床医によるバ
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イオセンサーの所望の使用と非所望の使用とを区別するために、回路２００に通信され、
回路２００によって使用される。他の実施形態によれば、単一のセンサー又は感知装置８
３ａ（Ｓ０）で、直ちにバイオセンサーを使用する臨床医の所望を示す複数のパラメータ
又は現象を感知することが可能である。この単一のセンサー又は感知装置８３ａ（Ｓ０）
は、２つ以上の特徴（Ｓ０Ａ、Ｓ０Ｂ）又は信号成分を有する信号を生成し、その信号は
、回路２００によって検出が可能であり、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と非
所望の使用とを区別するために使用される。電力管理回路２１０及びプロセッサ２０２は
、センサー８３ｂ及び８３ｎによって発生された第１のセンサー信号及び第２のセンサー
信号（Ｓ１及びＳ２）の、又はセンサー８３ａ（Ｓ０）によって発生された信号の２つ以
上の特徴若しくは信号成分（Ｓ０Ａ、Ｓ０Ｂ）の状態に基づいて、バイオセンサー構成要
素に供給された電力を協働して制御する。
【００９５】
　いくつかの実施形態によれば、センサー信号Ｓ１及びＳ２の時間順序又は電力管理回路
２１０によって受信／検出される信号の特徴／成分Ｓ０Ａ、Ｓ０Ｂは、臨床医によるバイ
オセンサーの所望の使用と不使用とを区別するために使用されてもよい。バイオセンサー
で用いられるセンサーのタイプに応じて、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不
使用とを区別する目的で、特定の一連のセンサー信号又は特徴／成分を要求するために、
検出ウインドウ２１２が電力管理回路２１０によって使用されてもよい。電力管理回路２
１０によって受信された、所定の順序のセンサー信号又は特徴／成分を検出することで、
バイオセンサーを臨床医が所望して使用することを示す、検出ウインドウの所定の順序基
準が満たされる。
【００９６】
　また、電力管理回路２１０による、センサー信号Ｓ１及びＳ２又は信号の特徴／成分Ｓ
０Ａ、Ｓ０Ｂの受信／検出の間の期間は、臨床医がバイオセンサーを所望して使用したの
か所望せずに使用したのかを区別するために使用されてもよい。検出ウインドウ２１２は
、この実施形態によれば、所定のウインドウ持続期間でプログラムされてもよい。検出ウ
インドウ２１２は、第１のセンサー信号又は信号の特徴／成分を受信／検出したことに応
答して開き、それによって、検出ウインドウ２１２のタイマーが始動する。続くセンサー
信号又は信号の特徴／成分（あるいはそれらの複数）が、検出ウインドウ２１２の終了（
すなわちタイマーの終了）前に受信／検出された場合、臨床医によるバイオセンサーの所
望の使用を示す検出ウインドウの検出基準は、満足されたと見なされる。いくつかの実施
形態において、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と不使用との区別を容易にする
ために、時間順序と持続時間の双方による検出が、電力管理回路２１０によって実施され
てもよい。
【００９７】
　いくつかの実施形態において、特徴検出器２１３が電力管理回路２１０又はプロセッサ
２０２によって使用されて、バイオセンサーが臨床医によって所望によって使用されたか
使用されなかったかを区別するためのセンサー信号の特徴が検出されてもよい。特徴検出
器２１３は、例えば、センサー信号の過渡的な部分及びセンサー信号の非過渡的な部分を
検出してもよい。図１４～１６は、様々なセンサーによって発生された信号を示しており
、これらの信号は、電力管理回路２１０又はプロセッサ２０２によって検出されることが
できる、感知されたパラメータ又は現象に対応する多数の特徴を有している。図１４は、
過渡的な部分１６０５と非過渡的な部分１６０７とを有するセンサー信号を示している。
過渡的な部分１６０５は、典型的には、患者又は臨床医の身体表面又は衣類にセンサーが
近接したこと又は接触したことを示すものである。非過渡的な部分１６０７は、信号１６
０２の継続的な又は持続的な（例えば定常状態）部分を表し、この部分は、生理学的パラ
メータ（例えば生体電位）、又は非生理学的若しくは物理的パラメータ（例えば、臨床医
／患者の体温に起因するバイオセンサーハウジングの温度の変化、把持されるときにバイ
オセンサーに加えられた圧力、又は把持されたときの静電容量若しくはインピーダンスの
変化）を示すことがある。
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【００９８】
　図１５は、過渡的な部分１６２５と非過渡的な部分１６２７とを有する別のセンサー信
号１６２２を示している。図１５の信号１６２２の過渡的な部分１６２５は、図１４に示
すものと比べて、より大きな振幅とより短いパルス幅を有している。この違いは、典型的
には、用いられたセンサーの応答特性及び／又は感知されるパラメータに起因する。例え
ば、図１４に示す波形は、振幅及び他の特性に関して時間と共に穏やかに変化する温度、
圧力、又は他のパラメータ（例えば、より緩慢な応答特性）を感知するセンサーによって
発生された信号に特徴的なものであり得る。図１５に示す波形は、心拍など、振幅及び他
の特性に関して時間と共に急激に変化する音響放射、加速度、又は他のパラメータ（例え
ば、より急速な応答特性）を感知するセンサーによって発生された信号に特徴的なもので
あり得る。
【００９９】
　一実施形態において、バイオセンサーの所望の使用と非所望の使用とを区別するために
使用されるセンサーは、患者を評価するために使用されるバイオセンサーの変換器を備え
ている。例えば、図１５のセンサー信号１６２２は、生体に由来する原因で発生される音
響エネルギーの発現を感知するように構成されたバイオセンサー変換器の出力を表し得る
ものである。この説明のための例において、変換器信号１６２２の過渡的な部分１６２５
は、バイオセンサーと患者の身体表面又は衣類との物理的接触を表している。非過渡的な
部分１６２７は、心臓の活動又は肺の活動によって発生した音響エネルギーなど、生体に
由来する原因で発生した音響エネルギーの出現を表している。
【０１００】
　図１６は、第１の部分１６３３と、過渡的な部分１６３５と、非過渡的な部分１６３７
とを有する別のセンサー信号１６３２を示している。この実施形態において、特徴検出器
２１３は、それぞれ異なる要因又は現象を示す、センサー信号１６３２の３つの特徴を検
出するように構成される。波形１６３２の第１の部分１６３３は、白衣のポケット又は保
護カバーから取り出されるときのバイオセンサーの揺れなど、臨床医がバイオセンサーを
手で扱うことを示し得るものである。過渡的な部分１６３５は、典型的には、バイオセン
サーと患者の身体表面又は衣類との接触を示すものである。非過渡的な部分１６３７は、
この説明のための実施形態においては、心臓の活動又は呼吸など、患者から得られた周期
的な生理学的信号を表している。
【０１０１】
　特徴検出器２１３は、とりわけ、テンプレートマッチング技術、閾値検出、信号の特徴
のタイミング測定（例えば、信号のピーク間の期間）、周期性及び／又は偶然性の検出、
信号又は特徴の形態解析、周波数スペクトル解析、パワースペクトル解析、並びにパター
ン又は特徴の認識を含めた、信号の特徴又は成分を検出するための１つ以上の既知の技術
を用いてもよい。多数の信号の特徴又はセンサー信号の成分を検出するこの方法は、単一
のセンサー又は感知装置を使用して複数の要因、条件、又は現象を検出するときに特に有
益である。
【０１０２】
　いくつかの実施形態において、特徴検出器２１３は、特定のセンサーの励起による応答
の特徴を表す所定のセンサープロファイルに対応するデータを記憶してもよい。例えば、
所定の刺激に対するセンサーの応答の特徴を表すセンサープロファイルが、圧電変換器又
は加速度計について作成されてもよい。所定の刺激は、好ましくは、臨床医の接触／操作
現象、患者の接触現象、並びに生理学的及び非生理学的刺激など、現実の刺激を表すもの
である。そのような刺激に対するセンサーの応答の特徴は、バイオセンサーの所望の使用
又は不使用の表示として分類されることができる。センサーの応答特性の分類は、二値で
あってもよく（すなわち、所望か人為的か）、あるいは、所望の使用対不使用の可能性を
示す重み係数など、段階を有することもできる。動作中、所与のセンサーによって条件又
は現象が感知されると、結果として、センサーの所定のプロファイルと比較されることが
できるセンサー信号が発生される。比較の結果は、臨床医によるバイオセンサーの所望の
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使用と不使用とを区別するために、時間順序及び／又は信号の特徴の持続時間などの他の
検討事項と共に、特徴検出器２１３によって使用されることができる。
【０１０３】
　以下の表２は、条件付き電力管理論理が電子聴診器などの本発明のバイオセンサーによ
って実施され得る動作シナリオを非包括的かつ非限定的に記載している。表２に関係する
動作シナリオは、臨床医によるバイオセンサーの電力上昇、臨床医によって使用された後
のバイオセンサーの不使用の検出、及び、自動のオン／オフ方法の実施を含んでおり、こ
の自動のオン／オフ方法によって、１つ以上のセンサー信号が、認証医によるバイオセン
サーの所望の使用と不使用とを区別するために、バイオセンサーによって取得され処理さ
れる。
【０１０４】
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【表２】

【０１０５】
　凡例：ステップ＝論理フローにおけるステップ又は現象
　Ｘ＝開始状態；Ｙ＝終了状態
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　矢印付きの破線は電力状態の遷移方向を示す
　ＰＳ１＝完全な電力オフ状態　ＰＳ２＝スリープモード状態
　ＰＳ３＝動作モード状態　ＰＳ４＝トランシーバオン状態
　電力管理プロファイルが適用可能
　上の表２に示すシナリオ（１）において、臨床医は、電力オンボタンを動作させること
によって、バイオセンサーの使用を開始し、それによって、バイオセンサーは、電力状態
ＰＳ１（完全な電力オフ状態）から電力状態ＰＳ３（作動中モード状態）に遷移する。電
力は、プロセッサ、及び、バイオセンサーの全動作機能を可能にする他の構成要素に供給
される。シナリオ（２）は、バイオセンサーを電力状態ＰＳ１から電力状態ＰＳ４（トラ
ンシーバオン状態）に遷移させることを含んでおり、それによって、電力はバイオセンサ
ーのトランシーバ（例えば、ブルートゥース又はＺｉｇＢｅｅ（登録商標）トランシーバ
）にも供給される。
【０１０６】
　バイオセンサーが臨床医によって電力オンにされると、電力管理操作を含めたバイオセ
ンサー動作を実施するためのプログラム命令が、バイオセンサーのプロセッサによる実行
のために、不揮発性メモリからランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）に転送される。これら
のプログラム命令は好ましくは、臨床医が電力オフボタンを使用してバイオセンサーの電
源を切るまで、又は、不使用を示す長期間の不使用（例えば、１時間の不使用）の表示を
検出したとき、ＲＡＭ内に残存する。重要なことに、バイオセンサーの自動のオン／オフ
検出機能を実施するためのプログラム命令はＲＡＭ内に残存し、臨床医によるバイオセン
サーの所望の使用が検出されたとき、低電力状態から間近の動作状態へのバイオセンサー
の遷移を最小の遅延で可能にする。
【０１０７】
　バイオセンサーの電力が上昇する方式は、最初は、初期設定のプログラムに基づいてい
てもよいが、好ましくは、臨床医によって臨床医の好みに基づいて規定されるか又は修正
される。様々な電力管理機能及び臨床医の好みに合わせられた設定を規定する電力管理プ
ロファイルが、臨床医によって確立されてもよい。例えば、臨床医が概してバイオセンサ
ーの無線トランシーバ機能を使用する場合、臨床医は、電力状態ＰＳ３ではなくＰＳ４を
初期電力状態として事前に規定してもよい。バイオセンサーの電力消費の履歴は、バイオ
センサーによって実施される電力管理論理に影響を及ぼす要因を規定するか又は改良する
ために使用されてもよいので、電力管理プロファイルは動的であってもよい。例えば、臨
床医が、バイオセンサーを使用の合間の８分～１０分の期間にわたってしばしば下に降ろ
すことを、電力使用履歴データが示している場合、バイオセンサーの不使用を検出するた
めに電力管理論理回路によって使用される不使用検出持続時間（例えば、上の表２の持続
時間Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３）は、それに応じて、臨床医のバイオセンサー使用の実際の履歴を
より反映するように調節されてもよい。
【０１０８】
　臨床医は、自動のオン／オフ検出機能など、好みに合わせた電力管理機能を更に規定し
て、臨床医によってバイオセンサーの実用性を向上させてもよい。これらのプログラム可
能な又は選択可能な機能には、バイオセンサーの不使用を検出するための持続時間、電力
上昇及び電力降下段階の順序、並びに条件付き電力管理論理回路への入力として使用され
るセンサーの数が挙げられる。プロセッサが、完全に電力降下するよりも、むしろ低デュ
ーティサイクル状態に電力降下することが望ましい場合もあり、これは、臨床医が利用で
きるようになされた選択可能な又はプログラム可能な機能であってもよい。臨床医は、と
りわけ、検出閾値、センサー信号の時間順序の条件、センサー信号間の持続時間、センサ
ー信号の特徴、並びに、センサー及び／又はセンサー信号検出特性の他の側面を含めて、
条件付き電力管理論理回路で使用される信号を生成するセンサーに関する様々な好みをプ
ログラムするか又は選択してもよい。
【０１０９】
　表２に示すシナリオ（３）は、バイオセンサーの不使用（臨床医による使用後）を検出
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するための条件付き電力管理論理を示している。シナリオ（３ａ）において、時刻Ｔ０は
、臨床医によるバイオセンサーの使用が最後に検出された時間を表す。時刻Ｔ０で始まり
時刻Ｔ１で終了するタイマーが始動される。時刻Ｔ１に達するまで、バイオセンサーは依
然として作動中モード状態ＰＳ３（トランシーバを除く構成要素に給電）又はＰＳ４（ト
ランシーバを含めた構成要素に給電）にある。シナリオ（３ａ）は、時刻Ｔ１に達するま
で作動中モード状態ＰＳ４で動作するバイオセンサーを示しており、時刻Ｔ１に達すると
電力管理回路は電力状態ＰＳ４から電力状態ＰＳ３に遷移し、これがシナリオ（３ｂ）に
示されている。この場合、電力はバイオセンサーのトランシーバからは解除されるが、プ
ロセッサには依然として印加される。臨床医による使用が時刻Ｔ１より先に検出された場
合、バイオセンサーの電力状態は依然として作動中モード状態ＰＳ４にあり、タイマーは
ゼロにリセットされることが理解される。
【０１１０】
　シナリオ（３ｃ）において、臨床医による不使用が続き、タイマーは時刻Ｔ２に達する
まで動作し続け、時刻Ｔ２に達すると電力管理回路は電力状態ＰＳ３から電力状態ＰＳ２
（スリープモード状態）に遷移する。この場合、電力はバイオセンサーのプロセッサ及び
トランシーバから解除される。臨床医による使用が時刻Ｔ２前に検出された場合、バイオ
センサーの電力状態は、この説明のための例では作動中モード状態ＰＳ４に戻り、タイマ
ーはゼロにリセットされることが理解される。電力状態ＰＳ２に達すると自動オン／オフ
論理回路が有効化され、そのシナリオが、シナリオ（４）～（９）に示されている。
【０１１１】
　シナリオ（３ｄ）において、臨床医による不使用が、電力状態ＰＳ２（自動オン／オフ
論理回路が有効）で続き、タイマーは時刻Ｔ３に達するまで引き続き動作し、時刻Ｔ３に
達すると電力管理回路は電力状態ＰＳ２から電力状態ＰＳ１（完全な電力オフ状態）に遷
移する。この場合、臨床医が電力オンボタンを作動させることなどによってバイオセンサ
ーの手動のターンオンを可能にするのに必要なもの以外の、すべてのバイオセンサー構成
要素から、電力が解除される。臨床医による使用が時刻Ｔ３の前に検出された場合、バイ
オセンサーの電力状態は、バイオセンサーの電力管理回路によって実施された自動のオン
／オフ論理によって管理される。
【０１１２】
　時刻Ｔ０とＴ１との間の典型的な継続時間は、２分～３分である。時刻Ｔ１とＴ２との
間の典型的な継続時間は、２分～５分である。時刻Ｔ２とＴ３との間の典型的な持続時間
は、４５分～６０分など、数十分程度である。これらの持続時間は単に説明を目的とした
ものであること、また、これらの持続時間は所望により臨床医によってプログラムされて
もよいことが理解される。
【０１１３】
　自動のオン／オフ論理のシナリオ（４）は、２つのセンサー信号又はセンサー信号の特
徴／成分（Ｓ１及びＳ２）が電力管理回路によって検出される、非常に簡潔なシナリオで
ある。電力管理回路によるＳ１及びＳ２の検出は「１」状態として示されており、Ｓ１及
びＳ２の非検出は「０」又は「≠１」状態として示されてもよい。電力管理回路は、論理
シナリオ（４）において論理ＡＮＤ演算をＳ１及びＳ２に適用する。Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２
＝１の場合、バイオセンサーは、どの電力状態（ＰＳ３又はＰＳ４）で最初に動作してい
たかに基づいて、又は臨床医の電力管理プロファイルによって命じられた通りに、電力状
態ＰＳ２からＰＳ３又はＰＳ４に遷移する。
【０１１４】
　自動のオン／オフ論理のシナリオ（５）及び（６）において、複合的な条件付き論理が
、２つの論理ステップＡ及びＢにおいて適用される。シナリオ（５）の論理ステップＡに
おいて、電力状態はＰＳ２であり、Ｓ１　ＯＲ　Ｓ２＝１である。この説明のための例に
おいて、Ｓ１及びＳ２のどちらが論理ステップＡで感知されるかは重要ではない。条件Ｓ
１　ＯＲ　Ｓ２＝１が満足されたことに応答して、電力状態は依然としてＰＳ２であり、
プロセッサ又はトランシーバのいずれにも電力は印加されない。シナリオ（５）の論理ス
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テップＢにおいて、条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２＝１は、論理ステップＡが満足されたいくぶ
んか後に満足される。条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２＝１が論理ステップＢで満足されたことに
応答して、バイオセンサーは電力状態ＰＳ２からＰＳ３又はＰＳ４に（どの電力状態で最
初に動作していたかに応じて、又は臨床医の電力管理プロファイルで命じられた通りに）
遷移し、電力がプロセッサに、またＰＳ４が適用された場合はトランシーバに印加される
。
【０１１５】
　自動のオン／オフ論理のシナリオ（６）は、シナリオ（５）と類似しているが、結果と
して異なる電力上昇シーケンスをもたらす。シナリオ（６）の論理ステップＡにおいて、
電力状態はＰＳ２であり、Ｓ１　ＯＲ　Ｓ２＝１である。シナリオ（５）と同様に、Ｓ１
及びＳ２のどちらがシナリオ（６）の論理ステップＡで感知されるかは重要ではない。条
件Ｓ１　ＯＲ　Ｓ２＝１が満足されたことに応答して、電力状態は依然としてＰＳ２であ
り、トランシーバに電力は印加されない。しかしながら、論理ステップＡが満足されたこ
とに応答して、電力がプロセッサに供給される。これによって、プロセッサは、センサー
Ｓ１及びＳ２のもう一方を起動すること、また自動のオン／オフ論理を実施することなど
、様々な動作を実施することが可能となる。シナリオ（６）の論理ステップＢにおいて、
条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２＝１は、論理ステップＡが満足された後に満足される。条件Ｓ１
　ＡＮＤ　Ｓ２＝１が論理ステップＢで満足されたことに応答して、バイオセンサーは電
力状態ＰＳ２からＰＳ３又はＰＳ４に（どの電力状態で最初に動作していたかに応じて、
又は臨床医の電力管理プロファイルで命じられた通りに）、また、ＰＳ４が適用された場
合はトランシーバに遷移される。
【０１１６】
　自動のオン／オフ論理のシナリオ（７）において、２つのセンサー信号又はセンサー信
号の特徴／成分（Ｓ１及びＳ２）が検出ウインドウ内に存在するか又は存在しないかを検
出するために、検出ウインドウが用いられる。このシナリオにおいて、検出ウインドウは
、Ｓ１とＳ２の双方が検出ウインドウによって規定された持続時間内に検出されたときに
満足される。
【０１１７】
　シナリオ（７）の論理ステップＡにおいて、電力状態はＰＳ２であり、Ｓ１　ＯＲ　Ｓ
２＝１である。この説明のための例において、Ｓ１とＳ２のどちらがシナリオ（７）の論
理ステップＡで感知されるかは重要ではない。条件Ｓ１　ＯＲ　Ｓ２＝１が満足されたこ
とに応答して、電力はトランシーバに印加されない。電力は、プログラミングの設定に応
じて、プロセッサに印加されてもされなくてもよい（論理シナリオ（５）及び（６）の相
違する事例と同様）。シナリオ（７）の論理ステップＢにおいて、条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ
２＝１は、論理ステップＡが満足された後に、かつ、この条件が検出ウインドウによって
規定された持続時間内に満足された場合にのみ満足される。条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２＝１
が、論理ステップＢで検出ウインドウ内で満足されたことに応答して、バイオセンサーは
電力状態ＰＳ２からＰＳ３又はＰＳ４に（ＰＳ３又はＰＳ４は、どの電力状態で最初に動
作していたか、又は臨床医の電力管理プロファイルで命じられた通りかで決定）、また、
ＰＳ４が適用された場合はトランシーバに遷移される。
【０１１８】
　自動のオン／オフ論理のシナリオ（８）及び（９）において、Ｓ１及びＳ２の検出の時
間順序は重要である。このシナリオにおいて、時間順序の基準は、Ｓ１がＳ２より先に検
出されたときに満足される。シナリオ（８）の論理ステップＡにおいて、電力状態はＰＳ
２であり、Ｓ１はＳ２より先に検出される。論理ステップＡが満足されたことに応答して
、電力はトランシーバに印加されない。電力は、プログラミングの設定に応じて、プロセ
ッサに印加されてもされなくてもよい（論理シナリオ（５）及び（６）の相違する事例と
同様）。
【０１１９】
　シナリオ（８）の論理ステップＢにおいて、条件Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２＝１は、論理ステ
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ップＡが満足された後に満足される。論理ステップＢが満足されたことに応答して、バイ
オセンサーは電力状態ＰＳ２からＰＳ３又はＰＳ４に（ＰＳ３又はＰＳ４は、どの電力状
態で最初に動作していたか、又は臨床医の電力管理プロファイルで指示された通りかで決
定）、また、ＰＳ４が適用された場合はトランシーバに遷移される。
【０１２０】
　論理シナリオ（９）において、時間順序の基準は満たされない（すなわち、Ｓ１はＳ２
より先に検出されない）。論理ステップＡが満たされなかったことに応答して、電力はト
ランシーバに印加されず、また、電力管理の設定に応じて、電力は、Ｓ１とＳ２のいずれ
かが検出されたとき、プロセッサに印加されても印加されなくてもよい。論理ステップＢ
が後に満足された（すなわち、Ｓ１　ＡＮＤ　Ｓ２が検出された）場合でも、論理ステッ
プＡの時間順序の基準が優先され、したがって、電力状態は依然としてＰＳ２であり、プ
ロセッサ及びトランシーバから電力が解除されている。
【０１２１】
　時間順序の基準が満たされなかったことが原因で、論理が電力状態ＰＳ２でラッチされ
るのを防止するために、論理シナリオ（８）及び（９）が期限付きであることが重要であ
る。例えば、論理シナリオ（９）が満足された場合、Ｓ１及びＳ２の論理状態は、後に論
理シナリオ（８）が満たされるように、適切な持続時間の後にリセットされるべきである
。この持続時間は、臨床医がバイオセンサーの使用を実際に所望したことの検出が不適切
に遅延されないように、比較的短いものであるべきである。
【０１２２】
　いくつかの実施形態によれば、バイオセンサーによって実施される条件付き電力管理論
理の一部又はすべてが、コマンド信号に応答して無効化されてもよい。コマンド信号は、
バイオセンサー上のボタンの作動によって、又は外部装置若しくはシステムによって発生
されてもよい。バイオセンサーを用いて長時間の調査が実施され、その調査が、バイオセ
ンサーの電力状態に対して行われる自動的な変更によって不所望にも中断され得る場合な
ど、不使用の検出論理及び／又は自動オン／オフ論理が望ましくないシナリオも存在し得
る。
【０１２３】
　ここで、図１７を参照すると、本発明の実施形態に従ってディスプレイ及び多機能制御
ボタンを有する、電子聴診器などのバイオセンサーのユーザーインターフェイスが示され
ている。ユーザーインターフェイス１４０２は、バイオセンサー及び患者についてのステ
ータス及びモード情報を提供するディスプレイ１４０４を有している。様々な情報が、文
字、数値、若しくは図形の形態で、又はそれらの組み合わせで提示されてよい。様々な情
報が、スピーカを通じた信号音、ビープ音、又は電子音声出力の使用などによって、聴覚
的に伝達されてもよい。
【０１２４】
　例えば、変換器の信号の振幅又は強度が、移動通信装置に一般的に用いられているよう
なバーの形式で、又は他の形式でディスプレイ１４０４上に示されてもよい。周波数に関
連する振幅の情報が、信号強度の情報の上に示されるか又は重ねられてもよい。電池が消
耗するまでの残り時間など、電池のステータスが図形的に又は他の形式で示されてもよい
。バイオセンサーの有線又は無線の通信トランシーバのステータスが、標準的なブルート
ゥース表示器（オン／オフ用）を使用することなどによって示されてもよい。バイオセン
サーと外部装置１４１０との対をなすステータスが、ディスプレイ１４０４上に表示され
てもよい。バイオセンサーのフィルターモード（例えば、電子聴診器のベル又はダイアフ
ラムのモード）が、ディスプレイ１４０４上に表示されてもよい。
【０１２５】
　バイオセンサーの動作ステータスが、ＯＫ／エラー表示器など、図形又は文字による表
示器によって示されてもよい。また、患者の状態が、バイオセンサー又はバイオセンサー
と通信する外部システムによって判断されてもよく、この状態情報は、患者に問題がない
こと又は異常が検出されたことを示すために、ディスプレイ１４０４上に提示されてもよ



(32) JP 2015-57095 A 2015.3.26

10

い。変換器の信号を示す波形が、ディスプレイ部分１４０６内など、ディスプレイ１４０
４上に図形で提示されてもよい。臨床医がバイオセンサーと対話し、バイオセンサーの機
能を制御することができるように、多機能ボタン１４１１が設けられてもよい。ボタン１
４１１は好ましくは、バイオセンサーをオフ及びオンにするための設定を有している。
【０１２６】
　本発明の様々な実施形態の上述の説明は、例示及び説明を目的として提示されたもので
ある。包括的なものにすること、又は、本発明を、開示した厳密な形に限定することは意
図されていない。上記の教示を考慮すれば、多数の修正及び変形が可能である。本発明の
範囲は、この詳細な説明によってではなく、むしろ本明細書に添付された特許請求の範囲
によって限定されることが意図されている。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】
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【図６】 【図７】

【図８】 【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子バイオセンサーであって、
　患者に対して、臨床医が手持ちで操作するように構成されたハウジングと、
　該ハウジングによって支持され、生体に由来する原因により発生した音響エネルギーの
出現を感知するように構成された変換器と、
　該変換器によって発生した信号情報を含んだ信号を出力するように構成された出力装置
と、
　該ハウジング内に設けられたプロセッサと、
　センサーと、
　該ハウジング内に設けられ、該プロセッサ及び該センサーに結合された電力管理回路と
、を備え、該電力管理回路が、該センサーによって発生した信号の複数の特徴を検出する
ように構成された検出回路を備え、該複数の特徴が、該臨床医についての少なくとも一つ
のパラメータを含み、該電力管理回路が、条件付き電力管理論理を実施し、該条件付き電
力管理論理の実施によって、臨床医によるバイオセンサーの所望の使用と非所望の使用と
を区別し、該センサーが、該ハウジングと該臨床医の身体表面との接触又は近接の感知を
示すパラメータを感知するように構成され、該センサーが、温度、静電容量、インピーダ
ンス、圧力、力、及び加速度のうちの少なくとも一つを感知するように構成され、該電力
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管理回路及び該プロセッサが、該複数のセンサー信号の特徴に基づいて、バイオセンサー
構成要素に供給される電力を協働して制御する、電子バイオセンサー。
【請求項２】
　臨床医が手持ちで操作するように構成された電子バイオセンサーにおいて電力を管理す
る方法であって、
　生体に由来する原因により発生した音響エネルギーの出現を感知する工程と、
　感知された該音響エネルギーの出現を表す出力信号を発生させる工程と、
　該バイオセンサーのセンサーからセンサー信号を受信する工程であって、該センサーが
、温度、静電容量、インピーダンス、圧力、力、及び加速度のうちの少なくとも一つを感
知するように構成される、工程と、
　該センサー信号の複数の特徴を検出する工程であって、該複数の特徴が、該電子バイオ
センサーのハウジングと該臨床医の身体表面との接触又は近接の感知を示すパラメータを
含む、工程と、
　該臨床医による該バイオセンサーの所望の使用と非所望の使用とを区別する工程と、
　該センサー信号の該複数の特徴に基づいて、バイオセンサー構成要素に供給される電力
を制御する工程と、
　を含む方法。
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