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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体信号を検出するための生体信号検出手段と、
　医療機器の動作を検出するための医療機器動作検出手段と、
　前記生体信号検出手段により検出された生体信号と、前記医療機器動作検出手段により
検出された医療機器の動作状態とから、前記生体信号と前記医療機器動作状態との関連性
を判定する判定手段を有し、
　前記判定手段の指示信号により前記生体信号と前記医療機器動作状態との関連性をアラ
ームまたはメッセージとして提示する提示手段と、
　前記各手段による一連の動作が一定時間毎に繰り返し行われた後、前記生体信号の変化
がなく、かつ該生体信号の値が正常の場合に全てのアラーム、メッセージの提示を消去す
る手段と、を備えることを特徴とする生体信号モニタ。
【請求項２】
　請求項１に記載の生体信号モニタにおいて、
　前記判定手段は、前記生体信号検出手段により検出された生体信号の変化が、前記医療
機器動作検出手段により検出された医療機器動作から想定される変化の範囲内の変化か否
かを判定することを特徴とする生体信号モニタ。
【請求項３】
　請求項２に記載の生体信号モニタにおいて、
　前記提示手段は、前記生体信号の変化が前記想定される変化の範囲内の変化か否かの判
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定結果に基づくアラームまたはメッセージを提示することを特徴とする生体信号モニタ。
【請求項４】
　請求項２～３のいずれかに記載の生体信号モニタにおいて、
　前記判定手段はさらに、前記医療機器動作検出手段により医療機器の動作状態の変化が
検出されない状態下において、前記生体信号検出手段により検出された生体信号の変化が
所定範囲を超えることを判定し、
　前記提示手段は、前記所定範囲を超えたことを示すアラームを提示することを特徴とす
る生体信号モニタ。
【請求項５】
　請求項１に記載の生体信号モニタにおいて、
　前記判定手段は、前記関連性に基づくアラーム提示下において、前記医療機器動作検出
手段により医療機器動作が検出された場合に医療機器動作状態を示唆するアラームを前記
提示手段に提示させるように構成されたことを特徴とする生体信号モニタ。
【発明の詳細な説明】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、信頼性の高いアラーム機能を実現できる生体信号モニタに関する。
【０００１】
【従来の技術】
　生体信号モニタは、病棟や病院の集中治療部に設置され、心電図（心拍数、不整脈）、
血圧、呼吸、ＳｐＯ2、体温、尿量等、患者の生体信号に異常が生じた際には、アラーム
音を患者のベッドサイドで鳴らすことにより、医療従事者に知らせ、また、ディスプレイ
モニタ等でその詳細を表示し、医療従事者が確認できるようにしているものである。
　そして、医療従事者がこのアラーム音を聞いて、患者の元に駆けつけ、アラーム音を止
め、患者の容態を確認して、適切な治療等の処置を行っている。
【０００２】
　このように、従来の生体信号モニタは、主として生体信号の変化のみに注目して、生体
信号の変化の原因の特定を行わず、その異常状態の認識およびアラームの提示を行ってい
る。また、従来の生体信号モニタの提示したアラーム装置の音や表示等を停止または抑制
する作業は、医療従事者が行っているものである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、生体信号モニタで計測される生体信号データには、医療従事者による採
血や投薬などの治療看護による正常な値の範囲内での変化や、患者の体動や日常的な変動
による正常な値の範囲内の変動などが、アーチファクトやノイズとして多数混入している
。
【０００４】
　さらに、気管内の痰を除去する気管内吸引などの処置や疼痛などが生体への刺激となっ
て、生体信号が一時的に変化し、不必要なアラーム音が鳴ってしまう場合も多数存在する
。このように、従来の生体信号モニタは、アラーム状態の誤認識によるフォールスアラー
ムや、医療従事者の治療看護の実施状況を考慮していないため、不必要なアラームを発生
する場合がある。
【０００５】
　このため、生体信号モニタのアラーム機能に対して、医療従事者の信頼を得られないば
かりか、不要なアラーム音が鳴り続けることにより、他の患者の就眠を妨害するなど、臨
床現場からの改善要求が多数存在する。
【０００６】
　また、医療従事者がアラーム音を止める等の作業は、治療に使用する医療機器の操作と
は全く別な作業として、行うものであるので、医療従事者の治療行為を阻害するものであ
り、さらに、治療中にこのようなアラーム装置と接触することにより、院内感染の危険性
を増加させることも考えられる。
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【０００７】
　本発明は、上記従来の問題点や事情に鑑みてなされたものであって、医療従事者の医療
行為を考慮して、生体信号変化の原因を認識することにより、不必要なアラーム提示を抑
制するとともに、想定していない生体信号変化の識別を可能として、信頼性の高いアラー
ム機能を実現できる生体信号モニタを提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の生体信号モニタは、生体信号を検出するた
めの生体信号検出手段と、医療機器の動作を検出するための医療機器動作検出手段と、前
記生体信号検出手段により検出された生体信号と、前記医療機器動作検出手段により検出
された医療機器の動作状態とから、前記生体信号と前記医療機器動作状態との関連性を判
定する判定手段を有し、前記判定手段の指示信号により前記生体信号と前記医療機器動作
状態との関連性をアラームまたはメッセージとして提示する提示手段と、前記各手段によ
る一連の動作が一定時間毎に繰り返し行われた後、前記生体信号の変化がなく、かつ該生
体信号の値が正常の場合に全てのアラーム、メッセージの提示を消去する手段と、を備え
ることで、生体信号変化の原因を認識することができる。
【０００９】
【００１０】
　請求項２記載の生体信号モニタは、前記判定手段は、前記生体信号検出手段により検出
された生体信号の変化が、前記医療機器動作検出手段により検出された医療機器動作から
想定される変化の範囲内の変化か否かを判定することで、生体信号の変化が想定された変
化の範囲内であったか否かを確認することができる。
【００１１】
　請求項３記載の生体信号モニタは、前記提示手段は、前記生体信号の変化が前記想定さ
れる変化の範囲内の変化か否かの判定結果に基づくアラームまたはメッセージを提示する
ことで、生体信号の変化が想定された範囲か否かをアラームまたはメッセージにより確認
することができる。
【００１２】
　請求項４記載の生体信号モニタは、前記判定手段はさらに、前記医療機器動作検出手段
により医療機器の動作状態の変化が検出されない状態下において、前記生体信号検出手段
により検出された生体信号の変化が所定範囲を超えることを判定し、前記提示手段は、前
記所定範囲を超えたことを示すアラームを提示することで、医療機器の動作によらない生
体信号の変化が確認できる。
【００１３】
　請求項５記載の生体信号モニタは、前記判定手段は、前記関連性に基づくアラーム提示
下において、前記医療機器動作検出手段により医療機器動作が検出された場合に医療機器
動作状態を示唆するアラームを前記提示手段に提示させるように構成されたことで、生体
信号の変化が医療機器動作によってなされたことがわかる。
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
【００１８】
【００１９】
【００２０】
【００２１】
【００２２】
【００２３】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明に係る実施の形態について説明する。図１は、本実施の形態に係る生体信
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号モニタの概略構成図である。図１に示すように、本実施の形態に係る生体信号モニタは
、生体信号、例えば、心電図（心拍数、不整脈）、血圧、呼吸、ＳｐＯ2、体温、尿量等
を検出するための生体信号検出手段１０１を有しており、これらの生体信号検出手段１０
１によって検出された生体信号は、判定手段１０３に送信される。
【００２４】
　また、本実施の形態に係る生体信号モニタは、同時に、上記各生体信号に対応した医療
機器、例えば、人工呼吸器、各種輸液ポンプ等に対して、医療機器動作検出手段１０２を
有しており、これらにより検出されたデータは、判定手段１０３に送信される。
【００２５】
　判定手段１０３は、生体信号と医療機器動作状態との関連性を判定するものであり、生
体信号変化の原因が認識され、その原因を判定する。さらに、判定手段１０３は、生体信
号検出手段１０１により検出された生体信号の変化が、医療機器動作検出手段１０２によ
り検出された医療機器動作から想定される変化の範囲内の変化か否かを判定する。そして
、提示手段１０４に判定手段１０３からの指示信号１０６が送信され、生体信号の変化が
想定される変化の範囲内の変化か否かの判定結果に基づくアラームまたはメッセージを提
示する。
【００２６】
　次に、本実施の形態に係る生体信号モニタの具体的な装置構成の一例を図２に示す。こ
の図２においては、心電図、血圧、呼吸、尿量などの生体信号に対する、生体信号検出手
段１０１の具体的な装置構成例として、例えば、センサ１２１、アンプ１２２、フィルタ
１２３、Ａ／Ｄ（アナログ／ディジタル変換器）１２４で構成された例を示している。
【００２７】
　また、医療機器の動作を検出するための医療機器動作検出手段１０２の装置構成例とし
て、操作インタフェース１３１、状態検出部１３２、通信インタフェース１３３、治療機
器制御装置１３４とで構成された例を示している。
【００２８】
　また、判定手段１０３は、例えば、上記Ａ／Ｄ（アナログ／ディジタル変換器）１２４
と、通信インタフェース１３３とから送信されたデータの入力部分であるＩ／Ｏ１４１、
制御を行うＣＰＵ１４２、データの書き込み、読み出しを行うＲＡＭ１４３、ＲＯＭ１４
４から構成されている。
【００２９】
　また、この判定手段１０３で制御される提示手段１０４は、例えば、ディスプレイ１６
１、スピーカ１６２、アラームポール１６３、ページャ１６４などの各種のアラーム装置
によって構成されている。
【００３０】
　また、本実施の形態に係る生体信号モニタは、医療機器が動作したこと、あるいは、画
像検出手段により医療従事者の行為を認識することができる医療従事者行為認識手段１０
５を有し、検出されたデータを、判定手段１０３に送信される構成としても良い。医療従
事者行為認識手段１０５の構成としては、前述の医療機器動作検出手段１０２を用いて、
医療機器が動作することによって、医療従事者の行為が認識できる他、患者の周囲にビデ
オカメラ（画像検出手段）１５１等を設置して、医療従事者の存在や行為の情報などを判
定手段１０３に送信するようにできる。このビデオカメラ（画像検出手段）１５１は、例
えば、医療従事者が患者の体位を変えた場合や、患者の体動が認識された場合等を監視す
ることができるものであり、このようなときに、生体信号が変動しても、その間はアラー
ムを提示しないように判定手段１０３が制御するように構成される。
【００３１】
　（動作の説明）次に、本実施の形態に係る生体信号モニタの動作について、図３に示す
フローチャートを用いて詳細に説明する。
【００３２】
まず最初に、生体信号検出手段１０１を用いて、ステップＳ１で生体信号の検出を行い、
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０２を用いて、ステップＳ３で医療機器の動作の検出を行い、ステップＳ４で医療機器の
動作の認識を行う。
【００３３】
　次に、判定手段１０３を用いて、ステップＳ５でアラーム提示１またはアラーム提示２
がなされているかどうかを判定する。もし、これらのアラーム提示がなされていた場合（
Ｙ）は、さらに、ステップＳ６でアラーム提示に対応した医療機器の動作が行われている
かどかうかを判定し、動作が行われた場合（Ｙ）は、提示手段１０４を用いて、ステップ
Ｓ７で提示手段に対しアラーム提示３を行う。
【００３４】
　次に、ステップＳ８で生体信号の変化があったかどうかを判定し、変化があった場合（
Ｙ）は、さらに、ステップＳ９で医療機器の動作があったかどうかを判定する。このステ
ップＳ９で医療機器の動作があった場合（Ｙ）は、ステップＳ１０で生体信号変化があっ
たかどうかを判定し、生体信号変化が想定された状態であった場合（Ｙ）は、ステップＳ
１１で提示手段に対しメッセージ提示を行う。このステップＳ１０で生体信号変化が想定
外の変化であった場合（Ｎ）はステップＳ１２で提示手段１０４に対しアラーム提示１を
行う。
【００３５】
　また、ステップＳ９で医療機器の動作が無かった場合（Ｎ）は、ステップＳ１３で上下
限の設定値を越えたかどうかを判定し、越えた場合（Ｙ）は、ステップＳ１４で提示手段
１０４に対しアラーム提示２を行う。
【００３６】
　また、ステップＳ８で生体信号の変化が無かった場合（Ｎ）は、ステップＳ１５で生体
信号の値が正常か否かを判定し、値が正常の場合（Ｙ）は、ステップＳ１６で提示手段１
０４に対し全てのアラーム提示及びメッセージの表示を消去する。
【００３７】
　以上の一連の動作を、一定時間毎に繰り返し行う。上述した本実施の形態に係る生体信
号モニタの動作における、各アラーム提示及びメッセージの状態遷移を図４に示す。
【００３８】
　また、具体的な現象例を用いて、各アラーム提示及びメッセージの種類が決定される例
を、以下の表１に示す。
【００３９】
【表１】
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【００４０】
　また、各提示手段における、メッセージ、各アラーム提示の出力形態の例を、以下の表
２に示す。
【００４１】
【表２】

【００４２】
　次に、本実施の形態に係る生体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例１～３を挙
げ詳細に説明する。
【００４３】
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　（例１：生体信号が血圧、医療機器が輸液ポンプの例）図５に、本実施の形態に係る生
体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例１を説明する図を示す。図５に示すように
、時刻ｔ５１において、患者への輸液ポンプによる薬剤投与量を増加させたため、血圧が
上昇した後、一定の時間、一定の値に落ち着いたので、時刻ｔ５３で、輸液ポンプの流量
を削減したところ、血圧が急激な下降を示した（ステップＳ１：生体信号検出、ステップ
Ｓ２生体信号変化の認識、Ｓ３：医療機器の動作の検出、ステップＳ４：医療機器の動作
の認識）。
【００４４】
　以下、本例における生体信号モニタの動作を説明する。時刻ｔ５１において、ステップ
Ｓ８（生体信号変化）の判定が“Ｙ”となり、ステップ９（医療機器の動作）の判定も“
Ｙ”となり、さらにステップ１０（想定された生体信号変化）では、輸液ポンプ流量増加
による血圧上昇の範囲が想定された範囲内であったため、判定が“Ｙ”となり、ステップ
１１（メッセージ提示）が行われた。
【００４５】
　次に、時刻ｔ５２においては、ステップＳ８（生体信号変化）の判定が“Ｎ”となり、
ステップ１５（生体信号が正常）では血圧値が正常な状態になったので、判定は“Ｙ”と
なり、ステップＳ１６（アラーム、メッセージ表示消去）が行われた。
【００４６】
　次に、時刻ｔ５３においては、ステップＳ８（生体信号変化）の判定が“Ｙ”となり、
ステップ９（医療機器の動作）の判定も“Ｙ”となったが、ステップ１０（想定された生
体信号変化）では、輸液ポンプ流量削減による血圧の急激な下降が見られたため、判定が
“Ｎ”となり、ステップＳ１２（アラーム提示１）が行われた。
【００４７】
　次に、時刻ｔ５４においては、ステップＳ８（生体信号変化）の判定が“Ｎ”となり、
ステップ１５（生体信号が正常）では血圧値が正常な状態になったので、判定は“Ｙ”と
なり、ステップＳ１６（アラーム、メッセージ表示消去）が行われた。
【００４８】
　以上のように、生体信号モニタが動作するので、上記の時刻ｔ５１における“メッセー
ジ提示”により、表１に示したとおり「医療機器の動作によって、想定された範囲で生体
信号が変化した状態」であることを、さらに、上記の時刻ｔ５３における“アラーム提示
１”により、「医療機器の動作によって、急激に生体信号が変化した状態」であることを
、医療従事者に知らせることができるものである。さらに、時刻ｔ５４において、患者の
状態が正常に戻り、アラーム提示１を消去するので、他の患者の就眠を妨げないようにで
きるものである。
【００４９】
　（例２：生体信号が血圧、医療機器が輸液ポンプの例）図６に、本実施の形態に係る生
体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例２を説明する図を示す。図６に示すように
、時刻ｔ６１において、患者の容態が悪化したため、血圧が下降し、（危険な）低血圧状
態に陥ったため、時刻ｔ６２において、輸液ポンプによる薬剤投与（治療）が行われ、血
圧が上昇（回復）し、時刻ｔ６３で、一定の値に落ち着いた（ステップＳ１：生体信号検
出、ステップＳ２生体信号変化の認識、ステップＳ３：医療機器の動作の検出、ステップ
Ｓ４：医療機器の動作の認識）。
【００５０】
　以下、本例における生体信号モニタの動作を説明する。時刻ｔ６１において、ステップ
Ｓ８（生体信号変化）の判定が“Ｙ”となり、ステップ９（医療機器の動作）の判定は“
Ｎ”であるため、ステップ１３（上下限の設定値を超えたか）で、血圧の変化値が日常の
変動範囲を超えたため、判定が“Ｙ”となり、ステップＳ１４（アラーム提示２）が行わ
れた。
【００５１】
　時刻ｔ６２においては、ステップＳ５（アラーム提示１，２が行われているか）の判定
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は“Ｙ”である状態で、ステップＳ６（アラームに対応した医療機器の動作）の判定も“
Ｙ”となったため、ステップ７（アラーム提示３）が行われた。
【００５２】
　時刻ｔ６３においては、ステップＳ８（生体信号変化）の判定が“Ｎ”であり、ステッ
プ１５（生体信号が正常）では血圧値が正常な状態になったので、判定は“Ｙ”となり、
ステップＳ１６（アラーム、メッセージ表示消去）が行われた。
【００５３】
　以上のように、生体信号モニタが動作するので、上記の時刻ｔ６１における“アラーム
提示２”により、表１に示したとおり「医療従事者の治療とは関係なく、生体信号が変化
した状態」であることを医療従事者に知らせることができ、そして、上記の時刻ｔ６２に
おいて、医療従事者が治療を行って、“アラーム提示３”に変化したことにより、「発生
アラームに対応した医療機器が動作した状態」であることを知らせることができる。さら
に、時刻ｔ６３において、患者の状態が正常に戻り、アラーム提示３を消去するので、他
の患者の就眠を妨げないようにできるものである。
【００５４】
　（例３：生体信号が心拍数と呼吸数、医療機器が人工呼吸器の例）図７に、本実施の形
態に係る生体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例３を説明する図を示す。本例３
は、人工呼吸器により気管内吸引を行った際に、患者が正常な反応を行った例である。
【００５５】
　図７に示すように、時刻ｔ７１において、人工呼吸器により気管内吸引に関する機器の
動作が行われたことにより、患者の心拍数と呼吸数が上昇し、時刻ｔ７２において、これ
らの上昇が止まり下降に転じ、時刻ｔ７３において、これらの下降が止まって一定の値（
気管内吸引を行う前と同じ値）に落ち着いた（ステップＳ１：生体信号検出、ステップＳ
２生体信号変化の認識、Ｓ３：医療機器の動作の検出、ステップＳ４：医療機器の動作の
認識）。
【００５６】
　以下、本例における生体信号モニタの動作を説明する。時刻ｔ７１において、ステップ
Ｓ８（生体信号変化）の判定が“Ｙ”となり、ステップ９（医療機器の動作）の判定も“
Ｙ”となり、さらにステップ１０（想定された生体信号変化）では、人工呼吸器の動作に
よる患者の心拍数と呼吸数の変化の範囲が想定された範囲内であったため、判定が“Ｙ”
となり、ステップ１１（メッセージ提示）が行われた。
【００５７】
　次に、時刻ｔ７３においては、ステップＳ８（生体信号変化）の判定が“Ｎ”となり、
ステップ１５（生体信号が正常）では、患者の心拍数と呼吸数が正常な状態になったので
、判定は“Ｙ”となり、ステップＳ１６（アラーム、メッセージ表示消去）が行われた。
【００５８】
　以上のように、生体信号モニタが動作するので、上記の時刻ｔ７１における“メッセー
ジ提示”により、表１に示したとおり「医療機器の動作によって、想定された範囲で生体
信号が変化した状態」であることを医療従事者に知らせることができるものである。
　さらに、時刻ｔ７３において、患者の状態が正常に戻り、メッセージを消去するので、
他の患者の就眠を妨げないようにできるものである。
【００５９】
　次に、上述の説明において、医療機器の動作が行われた際に、想定された信号変化があ
ったか否かの判定基準に関して図８を用いて詳細に説明する。図８において、輸液ポンプ
による薬剤投与量が増加した際に、患者の血圧値の変化のケースとして、正常な変化を示
すケース（１）と、医療従事者が想定した変化の範囲を上回るケース（２）と、下回るケ
ース（３）を示す。
【００６０】
　時刻ｔ８１にいおいて、輸液ポンプによる薬剤投与量が増加し、ケース（１）、ケース
（２）、ケース（３）とも血圧値が上昇しているが、全てのケースにおいて、血圧値は医



(9) JP 4318062 B2 2009.8.19

10

20

30

40

50

療従事者が想定した変化の範囲内（点線の範囲内）に収まっており、いずれのケースもア
ラーム提示が行われていない状態である。
【００６１】
　次に、時刻ｔ８２において、ケース（２）は血圧値が医療従事者が想定した変化の範囲
内（点線の範囲内）を上回っており、また、ケース（３）は下回っている。このため、ケ
ース（２）及びケース（３）では、時刻ｔ８２より、アラーム提示１を行っている。
【００６２】
　なお、時刻ｔ８１と時刻ｔ８２の間は、想定していない生体信号の変化の可能性がある
が、まだアラームは提示されていない状態である。
【００６３】
　これに対して、ケース（１）では時刻ｔ８２以降も、血圧値は医療従事者が想定した変
化の範囲内に収まっており、アラームが提示されていない状態を保っている。
【００６４】
　以上、判定基準として図８に点線で医療従事者が想定した変化の範囲の場合を説明した
が、ある一定の値（図の鎖線）を上回った場合にアラームを提示するという他の判定基準
を採用しても良い。なお、判定基準は、生体信号の種類、医療機器の種類などにより適宜
設けられるものである。
【００６５】
【発明の効果】
　以上詳述したとおり、本発明に係る請求項１の生体信号モニタによれば、生体信号を検
出するための生体信号検出手段と、医療機器の動作を検出するための医療機器動作検出手
段と、前記生体信号検出手段により検出された生体信号と、前記医療機器動作検出手段に
より検出された医療機器の動作状態とから、前記生体信号と前記医療機器動作状態との関
連性を判定する判定手段を有し、前記判定手段の指示信号により前記生体信号と前記医療
機器動作状態との関連性をアラームまたはメッセージとして提示する提示手段と、前記各
手段による一連の動作が一定時間毎に繰り返し行われた後、前記生体信号の変化がなく、
かつ該生体信号の値が正常の場合に全てのアラーム、メッセージの提示を消去する手段と
、を備えることで、生体信号変化の原因を認識することができ、想定していない生体信号
変化の識別が可能であり、不必要なアラーム提示を抑制することができる。
【００６６】
【００６７】
　請求項２記載の生体信号モニタは、前記判定手段は、前記生体信号検出手段により検出
された生体信号の変化が、前記医療機器動作検出手段により検出された医療機器動作から
想定される変化の範囲内の変化か否かを判定することで、生体信号の変化が想定された変
化の範囲内であったか否かを確認することができる。
【００６８】
　請求項３記載の生体信号モニタは、前記提示手段は、前記生体信号の変化が前記想定さ
れる変化の範囲内の変化か否かの判定結果に基づくアラームまたはメッセージを提示する
ことで、生体信号の変化が想定された範囲か否かをアラームまたはメッセージにより確認
することができる。
【００６９】
　請求項４記載の生体信号モニタは、前記判定手段はさらに、前記医療機器動作検出手段
により医療機器の動作状態の変化が検出されない状態下において、前記生体信号検出手段
により検出された生体信号の変化が所定範囲を超えることを判定し、前記提示手段は、前
記所定範囲を超えたことを示すアラームを提示することで、医療機器の動作によらない生
体信号の変化が確認できる。
【００７０】
　請求項５記載の生体信号モニタは、前記判定手段は、前記関連性に基づくアラーム提示
下において、前記医療機器動作検出手段により医療機器動作が検出された場合に医療機器
動作状態を示唆するアラームを前記提示手段に提示させるように構成されたことで、生体
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信号の変化が医療機器動作によってなされたことがわかる。
【００７１】
【００７２】
【００７３】
【００７４】
【００７５】
【００７６】
【００７７】
【００７８】
【００７９】
【００８０】
　以上の本発明の生体信号モニタによれば、医療従事者の医療行為を考慮して、生体信号
変化の原因を認識することにより、医療従事者にとって不必要なアラーム提示を抑制する
とともに、医療従事者が想定していない生体信号変化の識別を可能として、信頼性の高い
アラーム機能を実現できるものである。
【００８１】
　さらに、提示されたアラームによる医療機器の操作に基づき、生体信号モニタにおいて
発生したアラーム提示の抑制する機能を実現できるので、医療従事者に対する不必要な操
作をせずに済むので、治療行為に専念でき、また、生体信号モニタへ直接接触する行為を
無くすことができるので、院内感染の危険性も低減できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの概略構成図である。
【図２】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの具体的な装置構成の一例を示すブ
ロック図である。
【図３】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図４】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの各アラーム提示及びメッセージの
状態遷移図である。
【図５】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例１
を説明する図である。
【図６】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例２
を説明する図である。
【図７】　本発明の実施の形態に係る生体信号モニタの効果が良く現われた出来事の例３
を説明する図である。
【図８】　医療機器の動作が行われた際に、想定された信号変化があったか否かの判定基
準を説明する図である。
【符号の説明】
１０１　生体信号検出手段
１０２　医療機器動作検出手段
１０３　判定手段
１０４　提示手段
１０５　医療従事者行為認識手段
１０６　指示信号
１２１　センサ
１２２　アンプ
１２３　フィルタ
１３１　操作インタフェース
１３２　状態検出部
１３３　通信インタフェース
１３４　治療機器制御装置
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１４１　Ｉ／Ｏ
１４２　ＣＰＵ
１４３　ＲＡＭ
１４４　ＲＯＭ
１５１　ビデオカメラ（画像検出手段）
１６１　ディスプレイ
１６２　スピーカ
１６３　アラームポール
１６４　ページャ
Ｓ１～Ｓ１６　各処理ステップ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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