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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの患者指標をモニターすることに適合しており、センサートランスミッ
ターを備える、少なくとも一つのメディカルセンサーと、
　それぞれメディカル情報ディスプレイを備える複数のメディカルモニターと、
　患者付添アセンブリーと
　少なくとも一つのモニターインターフェースアセンブリーを備えたオペレーター制御メ
ディカルモニタリングシステムであって、
　前記患者付添アセンブリーは患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーと、
　少なくとも一つの前記メディカルセンサーからの入力を処理する少なくとも一つのメデ
ィカルセンサーインターフェースサブユニットと、
　オペレーター制御ボタンと、
　ワイヤレスで動作し、オペレーターが前記オペレーター制御ボタンを押すことに反応し
て、前記入力を表示する複数の前記メディカルモニターのうちの一つを初期的に選択し、
前記オペレーターが視覚的に感知できるモニター選択表示を提供するメディカルモニター
セレクターとを含み、
　前記オペレーター制御ボタンは、前記入力を表示する複数の前記メディカルモニターの
一つをオペレーターが選択するために用いられ、オペレーターが前記オペレーター制御ボ
タンを押すことに反応して、複数の前記メディカルモニターの一つが、前記患者付添アセ
ンブリーワイヤレストランシーバーの感知したワイヤレス信号の強度に応じて、自動的に
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選択され、
　前記モニターインターフェースアセンブリーは、複数の前記メディカルモニターのそれ
ぞれが付属し、複数のモニターインターフェースサブユニットとモニターワイヤレストラ
ンシーバーを備え、
　前記センサートランスミッターは、前記患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバ
ーと通信するのに適合することを特徴とするオペレーター制御メディカルモニタリングシ
ステム。
【請求項２】
　前記少なくとも一つのメディカルセンサーインターフェースサブユニットが、圧力セン
サーインターフェースサブユニット、ＥＣＧセンサーインターフェースサブユニット、Ｓ
ＰＯ２センサーインターフェースサブユニット、温度センサーインターフェースサブユニ
ット、血液化学センサーインターフェースサブユニット、呼吸パラメーターセンサーイン
ターフェースサブユニットのうちの少なくとも一つを備えたことを特徴とする請求項１に
記載のオペレーター制御メディカルモニタリングシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのメディカルセンサーインターフェースサブユニットが、
　各々、メディカルセンサーに接続される複数のメディカルセンサーコネクターと、
　各々、前記複数のメディカルセンサーコネクターの一つに接続され、各々アンプとフィ
ルターを備えた複数のメディカルセンサー入力チャンネルインターフェースと、
　前記複数のメディカルセンサー入力チャンネルインターフェースから受信したアナログ
メディカルセンサー信号を、デジタルメディカルセンサー信号に変換する、少なくとも一
つのＡ／Ｄコンバーターと、
　前記デジタルメディカルセンサー信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、前記デジ
タルメディカルセンサー信号を、前記患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーに
供給するメディカルセンサー入力プロセッサーとを備えたことを特徴とする請求項１に記
載のオペレーター制御メディカルモニタリングシステム。
【請求項４】
　前記患者付添アセンブリーが、
　前記少なくとも一つのメディカルセンサーに付随した少なくとも一つのセンサーコネク
ターを受ける少なくとも一つのソケットと、
　前記少なくとも一つのセンサーコネクターを前記少なくとも一つのソケットに挿入する
ことにより、前記患者付添アセンブリーの電源を入にする電力制御機能を有することを特
徴とする請求項１に記載のオペレーター制御メディカルモニタリングシステム。
【請求項５】
　前記複数のメディカルモニターがそれぞれ、前記メディカルモニターから得た電力を少
なくとも一つの前記モニターワイヤレストランシーバーと、他のセンサーソケットに結合
した電気回路に供給する、少なくとも一つのセンサーソケットを備えたことを特徴とする
請求項１に記載のオペレーター制御メディカルモニタリングシステム。
【請求項６】
　オペレーター制御メディカルモニタリングシステムに有用な患者付添アセンブリーであ
って、
　前記オペレーター制御メディカルモニタリングシステムは、少なくとも一つの患者指標
をモニターすることに適合する少なくとも一つのメディカルセンサーと、各々モニターワ
イヤレストランシーバーとメディカル情報ディスプレイを有する複数のメディカルモニタ
ーとを備え、
　前記患者付添アセンブリーは、患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーと、少
なくとも一つの前記メディカルセンサーからの入力を処理する少なくとも一つのメディカ
ルセンサーインターフェースサブユニットと、オペレーター制御ボタンと、ワイヤレスで
動作し、オペレーターが前記オペレーター制御ボタンを押すことに反応して、前記入力を
表示する複数の前記メディカルモニターのうちの一つを初期的に選択し、前記オペレータ
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ーが視覚的に感知できるモニター選択表示を提供するメディカルモニターセレクターとを
備え、
　前記オペレーター制御ボタンは、前記入力を表示する複数の前記メディカルモニターの
一つをオペレーターが選択するために用いられ、オペレーターが前記オペレーター制御ボ
タンを押すことに反応して、複数の前記メディカルモニターの一つが、前記患者付添アセ
ンブリーワイヤレストランシーバーの感知したワイヤレス信号の強度に応じて、自動的に
選択されることを特徴とする患者付添アセンブリー。
【請求項７】
　前記患者付添アセンブリーが、前記入力を複数の前記メディカルモニターのうちの一つ
に表示するため伝送する機能をもつ請求項１に記載のオペレーター制御メディカルモニタ
リングシステム。
【請求項８】
　前記患者付添アセンブリーが、複数の前記メディカルモニターの一つに前記入力の伝送
を止めるための前記オペレーター制御ボタンに応じて動作し、前記入力を複数の前記メデ
ィカルモニターの一つに表示のため伝送する機能をもつ請求項７に記載のオペレーター制
御メディカルモニタリングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的にメディカルモニタリングシステムに関し、特にワイヤレスメディカ
ルモニタリングシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　次の出版物が当該技術の現状を代表すると信じられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許番号：5,036,869; 5,394,882;6,093,146; 6,544,173; 6,544,174
; 6,705,990; 6,749,566; 6,801,137;6,817,979; 6,852,084; 6,840,904; 6,139,503 お
よび米国公開特許公報番号：2004/0203434, 2007/0112274。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ワイヤレスメディカルモニタリングシステム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】
【０００５】
　本発明の好ましい実施態様により、オペレーター制御メディカルモニタリングシステム
が提供される。このシステムは、少なくとも一つの患者指標をモニターすることに適した
少なくとも一つのメディカルセンサーと、それぞれモニターワイヤレストランシーバーと
メディカル情報ディスプレイを備えた複数のメディカルモニターと、患者付添アセンブリ
ーワイヤレストランシーバーを備えた患者付添アセンブリーと、ワイヤレスで複数のメデ
ィカルモニターのうちの一つを初期的に選択し、オペレーターが視認できるモニター選択
表示を行なうメディカルモニターセレクターとを有する。
【０００６】
　本発明の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは、自動的に、少なくとも一
つのメディカルセンサーと、初期選択された複数のメディカルモニターのうちの一つとの
通信を、オペレーターの操作なしで確立する。好ましくは、患者付添アセンブリーは、自
動的に、複数のメディカルモニターのうちの他の一つを選択するオペレーターの操作に反
応する。さらに、少なくとも一つのメディカルセンサーは、患者付添アセンブリーワイヤ
レストランシーバーと通信するセンサーワイヤレストランスミッターを含む。
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【０００７】
　本発明の他の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは、オペレーター制御メ
ディカルモニタリングシステムの電気特性変化をセンシングするセンシング回路も備える
。このシステムは、少なくとも一つのメディカルセンサーの活性化を表示し、変化をセン
シングして、患者付添アセンブリーの電源を入にする。好ましくは、電気特性の変化はイ
ンピーダンス変化を含む。
【０００８】
　更に他の本発明の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは、少なくとも一つ
のメディカルセンサーインターフェースサブユニットも備える。好ましくは、少なくとも
一つのメディカルセンサーインターフェースサブユニットは、圧力センサーインターフェ
ースサブユニット、ＥＣＧセンサーインターフェースサブユニット、ＳＰＯ２センサーイ
ンターフェースサブユニット、温度センサーインターフェースサブユニット、血液化学セ
ンサーインターフェースサブユニット、呼吸パラメーターセンサーインターフェースサブ
ユニットのうちの少なくとも一つを含む。
【０００９】
　更に他の本発明の好ましい実施態様により、圧力センサーインターフェースサブユニッ
トは、それぞれメディカル圧力センサーに結合する複数の圧力センサーコネクター、それ
ぞれ複数の圧力センサーコネクターの一つと結合する複数の圧力入力チャンネルインター
フェースを含む。それぞれの圧力入力チャンネルインターフェースは、アンプとフィルタ
ーと、少なくとも一つのＡ／Ｄコンバーターを含む。Ａ／Ｄコンバーターは、複数の圧力
入力チャンネルインターフェースからのアナログ圧力センサー信号をデジタル圧力センサ
ー信号に変換し、圧力センサー入力プロセッサーは、デジタル圧力センサー信号をデジタ
ルワイヤレス通信に適合させ、デジタル圧力センサー信号を患者付添アセンブリーワイヤ
レストランシーバーに供給する。
【００１０】
　好ましくは、ＥＣＧセンサーインターフェースサブユニットは、それぞれの複数のチャ
ンネルがＥＣＧ電極に結合される複数のチャンネルを含むマルチチャンネルＥＣＧセンサ
ーコネクターを含む。ＥＣＧ入力インターフェースはマルチチャンネルＥＣＧセンサーコ
ネクターに結合し、アンプとフィルターと、少なくとも一つのＡ／Ｄコンバーターを有す
る。Ａ／Ｄコンバーターは、ＥＣＧ入力チャンネルインターフェースからのアナログＥＣ
Ｇ信号をデジタルＥＣＧ信号に変換する。ＥＣＧ入力プロセッサーは、デジタルＥＣＧ信
号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルＥＣＧ信号を患者付添アセンブリーワ
イヤレストランシーバーに供給する。
【００１１】
　本発明のさらに好ましい実施態様により、ＳＰＯ２センサーインターフェースサブユニ
ットは、ＳＰＯ２センサーに結合するＳＰＯ２センサーコネクターと、ＳＰＯ２センサー
コネクターと結合しアンプとフィルターとＡ／Ｄコンバーターを含むＳＰＯ２入力チャン
ネルインターフェースとを有する。Ａ／Ｄコンバーターは、ＳＰＯ２入力チャンネルイン
ターフェースからのアナログＳＰＯ２センサー信号を、デジタルＳＰＯ２センサー信号に
変換する。ＳＰＯ２入力プロセッサーは、デジタルＳＰＯ２センサー信号をデジタルワイ
ヤレス通信に適合させ、デジタルＳＰＯ２センサー信号を患者付添アセンブリーワイヤレ
ストランシーバーに供給する。
【００１２】
　本発明のさらに他の好ましい実施態様により、温度センサーインターフェースサブユニ
ットは、温度センサーと結合する温度センサーコネクターと、温度センサーコネクターと
結合しアンプとフィルターとＡ／Ｄコンバーターを含む温度入力チャンネルインターフェ
ースとを有する。Ａ／Ｄコンバーターは、温度入力チャンネルインターフェースからのア
ナログ温度センサー信号をデジタル温度センサー信号に変換する。温度入力プロセッサー
は、デジタル温度センサー信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタル温度セン
サー信号を患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーに供給する。
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【００１３】
　好ましくは、血液化学センサーインターフェースサブユニットは、少なくとも一つの血
液化学センサーと結合する少なくとも一つの血液化学センサーコネクターと、少なくとも
一つの血液化学センサーコネクターと結合しアンプとフィルターとＡ／Ｄコンバーターを
含む少なくとも一つの血液化学入力チャンネルインターフェースとを有する。Ａ／Ｄコン
バーターは、血液化学入力チャンネルインターフェースからのアナログ血液化学センサー
信号を、デジタル血液化学センサー信号に変換する。血液化学入力プロセッサーは、デジ
タル血液化学センサー信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタル血液化学セン
サー信号を患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーに供給する。
【００１４】
　本発明のさらに好ましい実施態様により、呼吸パラメーターセンサーインターフェース
サブユニットは、少なくとも一つの呼吸パラメーターセンサーに結合する少なくとも一つ
の呼吸パラメーターセンサーコネクターと、少なくとも一つの呼吸パラメーターセンサー
コネクターと結合しアンプとフィルターとＡ／Ｄコンバーターを含む少なくとも一つの呼
吸パラメーター入力チャンネルインターフェースとを有する。Ａ／Ｄコンバーターは、呼
吸パラメーター入力チャンネルインターフェースからのアナログ呼吸パラメーターセンサ
ー信号をデジタル呼吸パラメーターセンサー信号に変換する。呼吸パラメーター入力プロ
セッサーは、デジタル呼吸パラメーターセンサー信号をデジタルワイヤレス通信に適合さ
せ、デジタル呼吸パラメーターセンサー信号を患者付添アセンブリーワイヤレストランシ
ーバーに供給する。
【００１５】
　本発明の付加的な好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは、少なくとも一つ
のメディカルセンサーインターフェースサブユニットの動作を制御するコントローラーと
、コントローラーの動作を制御する上で有用なオペレーターによる入力操作に適したマン
－マシーンインターフェースとを備える。好ましくは、患者付添アセンブリーは、少なく
とも一つのメディカルセンサーに付随した少なくとも一つの対応するセンサーコネクター
を受ける少なくとも一つのソケットと、少なくとも一つのセンサーコネクターを少なくと
も一つのソケットに挿入して、患者付添アセンブリーの電源を入れる電力制御機能とを有
する。さらに、電力制御機能は、もし設定時間内に少なくとも一つのソケットのどれにも
コネクターが接続されなければ、患者付添アセンブリーの電力を切にする。
【００１６】
　本発明の他の好ましい実施態様によると、メディカルモニターセレクターは、リモート
コントロールデバイスを含む。リモートコントロールデバイスはオペレーターの操作に応
じて、オペレーターの意図するモニターの選択信号を、通常、複数のメディカルモニター
からオペレーターの選んだ一つに方向付ける。好ましくは、患者付添アセンブリーは、複
数のメディカルモニターの一つである患者付添アセンブリーモニターを有する。さらに、
少なくとも一つのメディカルセンサーが、圧力センサー、温度センサー、ＥＣＧセンサー
、ＳＰＯ２センサー、血液化学センサー、呼吸パラメーターセンサーのうちの少なくとも
一つを含む。好ましくは、圧力センサーは、少なくとも一つの頭蓋内圧センサーと、動脈
圧センサーと、静脈圧センサーとを含む。
【００１７】
　本発明のさらに他の好ましい実施態様によれば、複数のメディカルモニターは、それぞ
れ、少なくとも一つのセンサーソケットを有する。センサーソケットは、メディカルモニ
ターからの電力を、少なくとも一つのモニターワイヤレストランシーバーと、他のセンサ
ーソケットに結合した電気回路に供給する。
【００１８】
　本発明の他の好ましい実施態様によれば、オペレーター制御メディカルモニタリングシ
ステムにおいて有用な、少なくとも一つの患者指標をモニターすることに適した少なくと
も一つのメディカルセンサーと、それぞれモニターワイヤレストランシーバーとメディカ
ル情報ディスプレイを備えた複数のメディカルモニターと、患者付添アセンブリーワイヤ
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レストランシーバーと、ワイヤレスで初期的に複数のメディカルモニターの一つを選択し
、オペレーターが視認できるモニター選択表示を供給するメディカルモニターセレクター
とを含む患者付添アセンブリーを提供する。
【００１９】
　本発明の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは自動的に、少なくとも一つ
のメディカルセンサーと、初期選択された複数のメディカルモニターのうちの一つとの通
信を、オペレーターの操作なく、確立する。好ましくは、患者付添アセンブリーは、自動
的に、複数のメディカルモニターの他の一つを選択するオペレーターの操作に反応する。
さらに、患者付添アセンブリーは、オペレーター制御メディカルモニタリングシステムの
電気特性の変化をセンシングするセンシング回路を含む。オペレーター制御メディカルモ
ニタリングシステムは、少なくとも一つのメディカルセンサーの活性化を表示し、変化を
センシングして患者付添アセンブリーの電源を入れる。
【００２０】
　本発明の他の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは、少なくとも一つのメ
ディカルセンサーインターフェースサブユニットも含む。メディカルセンサーインターフ
ェースサブユニットは、圧力センサーインターフェースサブユニット、ＥＣＧセンサーイ
ンターフェースサブユニット、ＳＰＯ２センサーインターフェースサブユニット、温度セ
ンサーインターフェースサブユニット、血液化学センサーインターフェースサブユニット
、呼吸パラメーターセンサーインターフェースサブユニットのうちの少なくとも一つを含
む。好ましくは、患者付添アセンブリーはコントローラーを含む。コントローラーは、少
なくとも一つのメディカルセンサーインターフェースサブユニットと、オペレーターによ
りコントローラーの動作を制御するのに有用な入力がなされるマン－マシーンインターフ
ェースの動作を制御する。
【００２１】
　本発明のさらに他の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーは少なくとも一つ
のソケットを含む。ソケットは、少なくとも一つのメディカルセンサーに付随した少なく
とも一つの対応するセンサーコネクターを受ける。患者付添アセンブリーは、少なくとも
一つのソケットに少なくとも一つのセンサーコネクターを挿入すると、患者付添アセンブ
リーの電源を入にする電力制御機能を有する。好ましくは、電力制御機能は、もしセンサ
ーコネクターが少なくとも一つのソケットに設定時間内に挿入されないと、患者付添アセ
ンブリーの電源を切にする。
【００２２】
　本発明のさらに他の好ましい実施態様により、メディカルモニターセレクターは、リモ
ートコントロールデバイスを有する。リモートコントロールデバイスは、オペレーターの
操作に応じて、オペレーターのモニター選択信号を、通常、オペレーターの選択する複数
のモニターのうちの一つに方向付ける。好ましくは、患者付添アセンブリーは、複数のメ
ディカルモニターのうちの一つである患者付添アセンブリーモニターを有する。
【００２３】
　本発明のさらに他の好ましい実施態様により、オペレーター制御メディカルモニタリン
グシステムは、少なくとも一つの患者指標をモニターする少なくとも一つのメディカルセ
ンサーと、患者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーを含む患者付添アセンブリー
と、複数のメディカルモニターとを含む。メディカルモニターは、それぞれ、モニターワ
イヤレストランシーバーとメディカル情報ディスプレイを含み、モニターワイヤレストラ
ンシーバーはメディカル情報ディスプレイの電源を入にする電源により入にされる。
【００２４】
　本発明の好ましい実施態様により、複数のメディカルモニターは、それぞれ少なくとも
一つのソケットを有する。ソケットは、電力を少なくとも一つのモニターワイヤレストラ
ンシーバーと、他のセンサーソケットに結合した電気回路に、供給する。
【００２５】
　本発明の他の好ましい実施態様により、患者のオペレーター制御メディカルモニタリン
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グ方法が提供される。この方法は、少なくとも一つの患者指標をモニターする少なくとも
一つのメディカルセンサーと、それぞれモニターワイヤレストランシーバーとメディカル
情報ディスプレイを備えた複数のメディカルモニターとを用いる。また、この方法は、患
者付添アセンブリーワイヤレストランシーバーとメディカルモニターセレクターとを備え
た患者付添アセンブリーを用いる。患者付添アセンブリーは、ワイヤレスで初期的に複数
のメディカルモニターの一つを選択し、オペレーターが視認できるモニター選択表示を示
す。
【００２６】
　本発明の好ましい実施態様により、上記の方法は、少なくとも一つのメディカルセンサ
ーと初期選択された複数のメディカルモニターの一つとの間の通信を、オペレーターの操
作なく確立する患者付添アセンブリーを用いる。好ましくは、この方法は、オペレーター
の操作により、自動的に複数のメディカルモニターの他の一つを選択する患者付添アセン
ブリーを用いる。さらに、この方法は、患者付添アセンブリーの一部をなすセンシング回
路を用いる。センシング回路は、少なくとも一つのメディカルセンサーの活性化を表示す
る電気特性の変化をセンシングし、変化に対応して患者付添アセンブリーの電源を入にす
る。
【００２７】
　本発明の他の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーを用いることは、少なく
とも一つのセンサーコネクターを少なくとも一つのモニターソケットに挿入することによ
り、患者付添アセンブリーの電源を入にする電力制御機能を用いることを含む。好ましく
は、この方法は、患者付添アセンブリーの電源を、もしセンサーコネクターが少なくとも
一つのソケットに設定時間内に全く挿入されないと、切にする。
【００２８】
　本発明の他の好ましい実施態様により、患者付添アセンブリーを用いることは、リモー
トコントロールデバイスを用いることを含む。リモートコントロールデバイスは、オペレ
ーター操作のモニター選択信号を、通常、オペレーター選択の複数のメディカルモニター
の一つに、オペレーターの操作により方向付けられる。好ましくは、この方法は、メディ
カルモニターからの電力を、モニターワイヤレストランシーバーに供給する。
【００２９】
　本発明は、図面を参照して、以下の詳細な説明から、より完全に理解、判断される。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の好ましい実施態様により、オペレーター制御メディカルモニタリングシステム
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１Ａと１Ｂは、一連で、本発明の好ましい実施態様による、オペレーター制御
メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図２】図１Ａと１Ｂは、一連で、本発明の好ましい実施態様による、オペレーター制御
メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図３】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃは、一連で、図１Ａと１Ｂのオペレーター制御メディカルモ
ニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図４】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃは、一連で、図１Ａと１Ｂのオペレーター制御メディカルモ
ニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図５】図２Ａ、２Ｂ、２Ｃは、一連で、図１Ａと１Ｂのオペレーター制御メディカルモ
ニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図６】図３Ａ、３Ｂは、一連で、図１Ａと１Ｂのオペレーター制御メディカルモニタリ
ングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化したブロック図
である。
【図７】図３Ａ、３Ｂは、一連で、図１Ａと１Ｂのオペレーター制御メディカルモニタリ
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ングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化したブロック図
である。
【図８】図４は、図１Ａ－２Ｃのオペレーター制御メディカルモニタリングシステムの単
純化した説明図である。
【図９】図５は、図１Ａ－４のシステム動作の単純化したフローチャートである。
【図１０】図６Ａと６Ｂは、一連で、本発明の好ましい実施態様による、オペレーター制
御メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図１１】図６Ａと６Ｂは、一連で、本発明の好ましい実施態様による、オペレーター制
御メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図１２】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、一連で、図６Ａと６Ｂのオペレーター制御メディカル
モニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図１３】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、一連で、図６Ａと６Ｂのオペレーター制御メディカル
モニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図１４】図７Ａ、７Ｂ、７Ｃは、一連で、図６Ａと６Ｂのオペレーター制御メディカル
モニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック図である。
【図１５】図８Ａ、８Ｂは、一連で、図６Ａと６Ｂのオペレーター制御メディカルモニタ
リングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化したブロック
図である。
【図１６】図８Ａ、８Ｂは、一連で、図６Ａと６Ｂのオペレーター制御メディカルモニタ
リングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化したブロック
図である。
【図１７】図９は、図６Ａ－７Ｃの患者付添アセンブリーの単純化した説明図である。
【図１８】図１０は、図６Ａ－９のシステム動作の単純化したフローチャートである。
【図１９】図１１Ａと１１Ｂは、一連で、本発明の他の好ましい実施態様による、オペレ
ーター制御メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図２０】図１１Ａと１１Ｂは、一連で、本発明の他の好ましい実施態様による、オペレ
ーター制御メディカルモニタリングシステムの動作の単純化した説明図である。
【図２１】図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃは、一連で、図１１Ａと１１Ｂのオペレーター制御
メディカルモニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック
図である。
【図２２】図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃは、一連で、図１１Ａと１１Ｂのオペレーター制御
メディカルモニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック
図である。
【図２３】図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃは、一連で、図１１Ａと１１Ｂのオペレーター制御
メディカルモニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリーの単純化したブロック
図である。
【図２４】図１３Ａ、１３Ｂは、一連で、図１１Ａと１１Ｂのオペレーター制御メディカ
ルモニタリングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化した
ブロック図である。
【図２５】図１３Ａ、１３Ｂは、一連で、図１１Ａと１１Ｂのオペレーター制御メディカ
ルモニタリングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純化した
ブロック図である。
【図２６】図１４は、図１１Ａ－１２Ｃの患者付添アセンブリーの単純化した説明図であ
る。
【図２７】図１５は、図１１Ａ－１４のシステム動作の単純化したフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　一連の図である図１Ａと１Ｂについて説明するが、この図は、本発明の好ましい実施態
様により構成され機能する、オペレーター制御のメディカルモニタリングシステムの動作
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の単純化された図である。図１Ａと１Ｂのように、オペレーターに制御されたメディカル
モニタリングシステムは、患者の指標をモニターするのに適したメディカルセンサー、そ
れぞれワイヤレスレシーバーとメディカル情報出力デバイスを有する複数のメディカルモ
ニター、複数のメディカルモニターのうちの一つを選択し、メディカルセンサーと複数の
メディカルモニターの内の選択された一つとの間の通信をする、オペレーター制御のメデ
ィカルモニターセレクターを備えた患者付添アセンブリーを含む。
【００３３】
　図１Ａの段階Ａに、典型的な手術室環境にいる患者が見られる。本発明の好ましい実施
態様に従い、患者は患者付添アセンブリー１００と結合される。患者付添アセンブリー１
００は、オペレーターにより複数のメディカルモニターのうちの一つ、例えば従来のメデ
ィカルモニター１０２を選択するメディカルモニターセレクターを含む。患者付添アセン
ブリー１００は、メディカルセンシングデバイス、例えば患者に付けられた血圧センサー
１０４と、選択されたメディカルモニターとの通信を、好ましくは、メディカルモニター
１０２に付属したワイヤレスレシーバー１０６を通して、確立する。図１Ａに示された実
施態様では、センサー１０４と患者付添アセンブリー１００とが有線結合されているが、
ワイヤレス結合でもよい。好ましくは、患者付添アセンブリー１００とメディカルモニタ
ー１０２との結合はワイヤレスであり、好ましくは、患者付添アセンブリー１００の一部
をなしワイヤレスレシーバー１０６と通信するトランスミッター１０８を用いる。
【００３４】
　メディカルセンサーは、図１Ａに示したように患者に装着されるか、または、患者に結
合される。患者に結合され、患者付添アセンブリー１００に装備されるメディカルセンサ
ーデバイスの例は、生理学的血圧センサーである。図１Ａは、患者付添アセンブリー１０
０の複数の結合ソケット１１０のひとつに、センサー１０４を結合するオペレーターを示
す。好ましくは、メディカルセンシングデバイスの結合により患者付添アセンブリー１０
０の電源が入る。
【００３５】
　段階Ｂでは、患者は段階Ａに示された同じ位置で手術中である。モニター１０２が、セ
ンサー１０４のようなメディカルセンシングデバイスから、患者付添アセンブリー１００
、トランスミッター１０８、レシーバー１０６を通して受信した種々の患者パラメーター
を表示していることが見られる。
【００３６】
　段階Ｂに続く段階Ｃでは、患者は他の位置に移動する準備中で、従来のポータブルモニ
ター１１２が、好ましくはワイヤレスレシーバー１１４を伴って、導入される。オペレー
ターは、患者付添アセンブリー１００とポータブルモニター１１２との間の通信を、代表
的には患者付添アセンブリー１００のＮＥＸＴボタンを押して、初期化する。初期化は、
代表的には患者パラメーターをポータブルモニター１１２上に、図示のように表示させる
と同時に、モニター１０２上の患者パラメーターを消去する。
【００３７】
　図１Ｂに示すように、段階Ｄでは、患者はＩＣＵないし他の回復室に移動するが、患者
パラメーターを引き続き表示中のポータブルモニター１１２にまだ結合されている。
【００３８】
　段階Ｅでは、複数の壁掛けモニターの一つの初期選択が示されている。選択は、オペレ
ーターが患者付添アセンブリー１００のＮＥＸＴボタン１１６を押すことで実行される。
選択により、患者パラメーターは選択された壁掛けモニター１１８に表示され、好ましく
は同時にポータブルモニター１１２の患者パラメーターが消去される。
【００３９】
　複数の壁掛けモニターが患者付添アセンブリー１００と通信可能であるとき、壁掛けモ
ニターの選択は、好ましくは患者付添アセンブリー１００にて、最大のワイヤレス信号を
得たことに基づく。段階Ｅにおいて、壁掛けモニター１１８はオペレーターが用いようと
した壁掛けモニターではない。従って、本発明の好ましい実施態様に従い、段階Ｆに示す
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ように、オペレーターは他の壁掛けモニターを、患者付添アセンブリー１００のＮＥＸＴ
ボタン１１６を押して、選択することができる。好ましくはこれにより、患者パラメータ
ーは、二番目に信号の強い壁掛けモニター１２０に表示され、好ましくは、同時に患者パ
ラメーターは壁掛けモニター１１８から消去される。このとき、オペレーターはＯＫボタ
ン１２２を押してモニター選択を確定する。あるいは、オペレーターが患者付添アセンブ
リー１００のボタンに触らないと、所定時間の後にモニター選択は自動的に確定する。
【００４０】
　もし段階Ｅにて、初めに選択した壁掛けモニター１１８が、オペレーターが用いるつも
りの壁掛けモニターならば、オペレーターはＯＫボタン１２２を押して、モニター選択を
確定することができる。
【００４１】
　一連の図２Ａ、２Ｂ、２Ｃを説明するが、これらは図１Ａ、１Ｂの、オペレーター制御
メディカルモニタリングシステムにおいて有用な患者付添アセンブリー１００の、単純化
したブロックダイアグラムを形成する。図２Ａ－２Ｃに示すように、患者付添アセンブリ
ーは複数のメディカルセンサーインターフェースサブユニットを含む。第１のメディカル
センサーインターフェースサブユニット１５０は、好ましくは圧力センサー、例えば頭蓋
内圧センサー、動脈圧センサー、静脈圧センサーからの入力を処理する。代表的には、イ
ンターフェースサブユニット１５０は、コネクター１１０（図１Ａ、１Ｂ）のように、５
個の圧力センサーコネクター１５２を備え、それぞれが独立した圧力センサーと結合し、
圧力入力チャンネルインターフェース１５４と繋がれ、代表的にはアンプとフィルターを
備える。圧力入力チャンネルインターフェース１５４の出力は、好ましくはＡ／Ｄコンバ
ーター１５６とマルチプレクサー１５８とを介して、圧力センサー入力プロセッサー１６
０に供給され、圧力センサー入力プロセッサー１６０は信号をデジタルワイヤレス通信に
適合させ、それをワイヤレストランシーバー１６４を含むデジタルワイヤレス通信サブシ
ステム１６２に供給する。
【００４２】
　図２Ｂにおいて、患者付添アセンブリー１００は、好ましくは複数のＥＣＧ電極からの
入力を処理する、第２のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１７０を含む
。代表的には、メディカルセンサーインターフェースサブユニット１７０は複数のチャン
ネルを持ち、それぞれがＥＣＧ入力チャンネルインターフェース１７４と結合され、代表
的にはアンプとフィルターを含む、一つのマルチチャンネルＥＣＧコネクター１７２を含
む。ＥＣＧ入力チャンネルインターフェース１７４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄ
コンバーター１７６とマルチプレクサー１７８を介してＥＣＧ入力プロセッサー１８０に
供給され、ＥＣＧ入力プロセッサー１８０は信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、
それをデジタルワイヤレス通信サブシステム１６２に供給する。
【００４３】
　第３のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１９０は、好ましくはＳＰＯ
２センサーからの入力を処理する。代表的には、メディカルセンサーインターフェースサ
ブユニット１９０は、ＳＰＯ２入力チャンネルインターフェース１９４に結合した単一の
ＳＰＯ２コネクター１９２を含み、代表的にはアンプとフィルターを含む。ＳＰＯ２入力
チャンネルインターフェース１９４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコンバーター１
９６を通してＳＰＯ２入力プロセッサー１９８に供給され、ＳＰＯ２入力プロセッサー１
９８は信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、それをデジタルワイヤレス通信サブシ
ステム１６２に供給する。
【００４４】
　第４のメディカルセンサーインターフェースサブユニット２００は、好ましくは温度セ
ンサーからの入力を処理する。代表的には、メディカルセンサーインターフェースサブユ
ニット２００は、温度入力チャンネルインターフェース２０４と結合した単独の温度コネ
クター２０２を含み、代表的には、アンプとフィルターを含む。温度入力チャンネルイン
ターフェース２０４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコンバーター２０６を通してＳ
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ＰＯ２入力プロセッサー１９８に供給され、ＳＰＯ２入力プロセッサー１９８は信号をデ
ジタルワイヤレス通信に適合させ、それをデジタルワイヤレス通信サブシステム１６２に
供給する。
【００４５】
　図２Ｃに示すように、患者付添アセンブリー１００は第５のメディカルセンサーインタ
ーフェースサブユニット２１０を含み、第５のメディカルセンサーインターフェースサブ
ユニット２１０は、好ましくは血液化学センサーからの入力を処理する。代表的には、メ
ディカルセンサーインターフェースサブユニット２１０は、少なくとも一つの血液化学コ
ネクター２１２を含み、血液化学コネクター２１２は少なくとも一つの血液化学入力チャ
ンネルインターフェース２１４と結合され、代表的には、アンプとフィルターを含む。各
血液化学入力チャンネルインターフェース２１４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコ
ンバーター２１６を通して血液化学入力プロセッサー２１８に供給され、血液化学入力プ
ロセッサー２１８は信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、それをデジタルワイヤレ
ス通信サブシステム１６２に供給する。
【００４６】
　第６のメディカルセンサーインターフェースサブユニット２２０は、好ましくは呼吸パ
ラメーターセンサーからの入力を処理する。代表的には、メディカルセンサーインターフ
ェースサブユニット２２０は、少なくとも一つの呼吸パラメーターコネクター２２２を含
み、呼吸パラメーターコネクター２２２は少なくとも一つの呼吸パラメーター入力チャン
ネルインターフェース２２４と結合され、代表的には、アンプとフィルターを含む。各呼
吸パラメーター入力チャンネルインターフェース２２４からの出力信号は、好ましくはＡ
／Ｄコンバーター２２６を通して呼吸パラメーター入力プロセッサー２２８に供給され、
呼吸パラメーター入力プロセッサー２２８は信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、
それをデジタルワイヤレス通信サブシステム１６２に供給する。
【００４７】
　任意の適切なメディカルセンサーが、適切なメディカルセンサーインターフェースユニ
ットを備えたとき、患者付添アセンブリー１００を用いて、選択可能なモニターと結合で
きる。
【００４８】
　代表的には、ＮＥＸＴボタン１１６とＯＫボタン１２２を含む、適切なマン－マシンイ
ンターフェース２３０は、コントローラー２３２の動作を制御し、コントローラー２３２
は患者付添アセンブリー１００の種々の要素の動作を制御する。
【００４９】
　一連の図３Ａ、３Ｂを説明するが、これらは図１Ａ、１Ｂのオペレーター制御メディカ
ルモニタリングシステムに有用な、モニターインターフェースアセンブリーの単純ブロッ
ク図を形成する。図３Ａ、３Ｂに示すように、モニターインターフェースアセンブリーは
、複数のモニターインターフェースサブユニットを含む。第１の圧力モニターインターフ
ェースサブユニット２５０は、好ましくは従来の圧力センサーソケットに結合するように
適合し、圧力センサーソケットは代表的には、低圧電力を供給する。
【００５０】
　モニターインターフェースサブユニット２５０は、好ましくはデジタルワイヤレス通信
サブシステム２５２を含み、デジタルワイヤレス通信サブシステム２５２はワイヤレスト
ランシーバー２５４を含み、ワイヤレストランシーバー２５４は患者付添アセンブリー１
００のワイヤレストランシーバー１６４からのワイヤレス伝送を受信するのに最適で、受
信伝送を処理して、対応するモニターインターフェースサブユニットに送る。
【００５１】
　モニターインターフェースサブユニット２５０と、代表的には４個の、追加された圧力
モニターインターフェースサブユニット２６２、２６４、２６６、２６８は、好ましくは
、それぞれ、モニターの独立した圧力センサーソケットに結合するプラグコネクター（図
示しない）を有する。各モニターインターフェースサブユニット２５０、２６２、２６４
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、２６６、２６８は、代表的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを含み、Ｄ
／Ａコンバーターは、プロセッサーを介してデジタルワイヤレス通信サブシステム２５２
により送信され受信された伝送の各部分を受信する。モニターインターフェースサブユニ
ット２５０、２６２、２６４、２６６、２６８の出力は、好ましくはモニターの対応する
圧力センサーソケットに、モニターの従来の動作に適するような従来の形式で、供給され
る。
【００５２】
　デジタルワイヤレス通信サブシステム２５２が、モニターの複数の圧力センサーソケッ
トから電力を供給されるのが、本発明の特徴である。また、モニターインターフェースサ
ブユニット２５０、２６２、２６４、２６６、２６８が、他の各種モニターインターフェ
ースサブユニットに電力を供給し、サブユニットのいくつかは電力を供給しないモニター
ソケットに結合していることが本発明の他の特徴である。
【００５３】
　図３Ｂでは、モニターインターフェースアセンブリーは、付加的にＥＣＧモニターイン
ターフェースサブユニット２７０を含み、ＥＣＧモニターインターフェースサブユニット
２７０は、好ましくはモニターのＥＣＧソケットに適合するマルチチャンネルプラグコネ
クター（図示しない）を含む。ＥＣＧモニターインターフェースサブユニット２７０は、
代表的には、マルチプルアンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを含み、Ｄ／Ａコンバ
ーターは、少なくとも一つのプロセッサーを介して、デジタルワイヤレス通信サブシステ
ム２５２により送信された、ＥＣＧセンシングに関係した受信伝送を受信する。モニター
インターフェースサブユニット２７０の出力は、好ましくは、モニターの対応するＥＣＧ
ソケットに、従来のモニター動作に適した従来の形式で、供給される。
【００５４】
　ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット２７２は、好ましくはモニターのＳＰ
Ｏ２センサーソケットに適合したプラグコネクター（図示しない）を備える。モニターイ
ンターフェースサブユニット２７２は、代表的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバ
ーターを含み、Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを介してデジタルワイヤレス通信サ
ブシステム２５２により方向付けされたＳＰＯ２センシングに関係した受信伝送を受信す
る。モニターインターフェースサブユニット２７２の出力は、好ましくはモニターの対応
するＳＰＯ２センサーソケットに、モニターの従来の動作に適する従来の形式で、供給さ
れる。
【００５５】
　温度モニターインターフェースサブユニット２７４は、好ましくはモニターの温度セン
サーソケットに適合したプラグコネクター（図示しない）を備える。モニターインターフ
ェースサブユニット２７４は、代表的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを
含み、Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを介してデジタルワイヤレス通信サブシステ
ム２５２により送信された温度センシングに関係した受信伝送を受信する。モニターイン
ターフェースサブユニット２７４の出力は、好ましくはモニターの対応する温度センサー
ソケットに、モニターの従来の動作に適するような、従来の形式で供給される。
【００５６】
　血液化学モニターインターフェースサブユニット２７６は、好ましくは、モニターの血
液化学センサーソケットに適合した、少なくとも一つのプラグコネクター（図示しない）
を備える。モニターインターフェースサブユニット２７６は、代表的には、少なくとも一
つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａコンバーターを含み
、これらはプロセッサーを介してデジタルワイヤレス通信サブシステム２５２により送信
された血液化学センシングに関係した受信伝送を受信する。モニターインターフェースサ
ブユニット２７６の出力は、好ましくはモニターの対応する血液化学センサーソケットに
、モニターの従来の動作に適するような従来の形式で供給される。
【００５７】
　呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット２７８は、好ましくは、モニ
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ターの呼吸パラメーターソケットに適合した、少なくとも一つのプラグコネクター（図示
しない）を備える。モニターインターフェースサブユニット２７８は、代表的には、少な
くとも一つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａコンバータ
ーを含み、Ｄ／Ａコンバーターは、少なくとも一つのプロセッサーを介してデジタルワイ
ヤレス通信サブシステム２５２により送信された呼吸パラメーターセンシングに関係した
受信伝送を受信する。モニターインターフェースサブユニット２７８の出力は、好ましく
はモニターの対応する呼吸パラメーターセンサーソケットに、モニターの従来の動作に適
するような従来の形式で供給される。
【００５８】
　適切なマン－マシーンインターフェース２９０がコントローラー２９２の動作を制御し
、コントローラー２９２はモニターインターフェースアセンブリーの種々の要素の動作を
制御する。コントローラー２９２はモニターインターフェースサブユニット２５０の一部
をなすこともある。
【００５９】
　図４について説明するが、これは図１Ａ－２Ｃの患者付添アセンブリー１００の単純化
された説明図である。図４に示すように、患者付添アセンブリー１００は、好ましくは前
方部３０２と後方部３０４からなるハウジング３００からなり、ハウジング３００は好ま
しくは図２Ａ－２Ｃの装置を囲んでいる。ハウジング３００の下端には、複数の圧力変換
結合ソケット１１０、好ましくは５個のソケット１１０、例えば米国、ペンシルバニア、
グレンロックのベル－フューズから市販されているＲＪ１１雌モジュラージャックが装備
されている。各ソケット１１０は、好ましくは適切な圧力センサーコネクター（図示しな
い）を有し、これらは圧力入力チャンネルインターフェース１５４（図２Ａ－２Ｃ）と結
合する。前面パネル３０８は、好ましくは複数の圧力変換装着ソケット３１０、好ましく
は５個のソケット３１０の範囲を限定するため、装着アタッチメントの突起部を配列し、
ソケット３１０は、従来の血圧変換アセンブリー３１２を着脱可能に支持し、各々は、ト
ランスパックＩＴのようなコネクター３１３を含む。トランスパックＩＴは、カタログ名
称を「完全統合使い捨て血液圧力変換装置」といい、イスラエル、キブツ　バラムのエル
カムメディカルＡ．Ｃ．Ａ．Ｌから市販されている。
【００６０】
　ハウジング３００の側壁３１６の凹部３１４に、好ましくはＳＰＯ２コネクターソケッ
ト３２０、例えばＤ型９Ｓコネクターソケットが取付られる。Ｄ型９Ｓコネクターソケッ
トは、米国、イリノイのモレックス社から市販されており、好ましくは、ＳＰＯ２入力チ
ャンネルインターフェース１９４（図２Ａ－２Ｃ）と結合する適切なＳＰＯ２センサーコ
ネクター（図示しない）を含む。凹部３１４に、従来の雌Ｄ型１５Ｓコネクターソケット
のような、ＥＣＧセンサーソケットが備えられる。雌Ｄ型１５Ｓコネクターソケットは、
米国、イリノイのモレックス社から市販されており、好ましくは、ＥＣＧ入力チャンネル
インターフェース１７４（図２Ａ－２Ｃ）と結合する適切なＥＣＧセンサーコネクター（
図示しない）を含む。さらに凹部３１４に、従来の雌型ＲＳフォウンジャック１／４”ソ
ケットのような、温度センサーソケット３２４が備えられる。雌型ＲＳフォウンジャック
１／４”ソケットは、米国、イリノイ、シカゴのスイッチクラフト社から市販されており
、好ましくは、温度入力チャンネルインターフェース２０４（図２Ａ－２Ｃ）と結合する
適切な温度センサーコネクター（図示しない）を含む。
【００６１】
　前面パネル３０８と平行して、複数の圧力チャンネル制御ボタン３２８、好ましくは５
個の圧力チャンネル制御ボタン３２８を含む制御パネル３２６が設けられ、圧力チャンネ
ル制御ボタン３２８は血圧変換アセンブリー３１２の動作を制御する。また、好ましくは
制御パネル３２６に電池充電状態インジケーター３３０、図１Ａ－２Ｃで説明したＮＥＸ
Ｔボタン１１６、図１Ａ－２Ｃで説明したＯＫボタン１２２、電源ボタン３３２、音と光
での警報表示３３４が設けられる。
【００６２】



(14) JP 5368978 B2 2013.12.18

10

20

30

40

50

　図１Ａ－４の動作システムの単純化されたフローチャートである図５について説明する
。図５に示すように、電源ボタン３３２（図４）が切のとき、患者付添アセンブリー１０
０（図１Ａ－１Ｂ）は、オペレーターが電源ボタン３３２を押すか、オペレーターが血圧
変換器３１２のコネクター３１３をソケット１１０に挿入したとき、初期化される。種々
のシステムチェックが、図２Ａ－２Ｃのコントローラー２３２によって、自動的に行なわ
れる。もし、問題が発生したときは、警報が、好ましくは音と光の警報表示３３４（図４
）によって表示され、患者付添アセンブリーの電源が切られる。
【００６３】
　システムチェックのとき問題がなければ、モニター１０２（図１Ａ－１Ｂ）のようなモ
ニターの、デジタルワイヤレス通信サブシステム２５２（図３Ａ、３Ｂ）とのワイヤレス
通信が試みられる。患者付添アセンブリー１００（図２Ａ－２Ｃ）のワイヤレストランシ
ーバー１６４は、放出される信号の強さにより、付近のレシーバーをランク付けする。代
表的には、設定数、好ましくは３個のレシーバーがランク付けされる。
【００６４】
　次に、患者付添アセンブリー１００のデジタルワイヤレス通信サブシステム１６２によ
り、最高ランクのモニターのデジタルワイヤレス通信サブシステム２５２とのワイヤレス
通信が試みられる。通信中のモニターは、三角波のような音と光による表示を、設定時間
だけ、典型的には１０秒間示すことにより、通信中であることを表示する。
【００６５】
　もし、ＮＥＸＴボタン１１６（図４）を設定時間押し続けると、患者付添アセンブリー
１００のデジタルワイヤレス通信サブシステム１６２により、次ランクのモニターのデジ
タルワイヤレス通信サブシステム２５２とのワイヤレス通信が試みられる。
【００６６】
　もし、ＯＫボタン１２２（図４）を設定時間内に押すか、あるいは、患者付添アセンブ
リー１００の制御パネル３２６（図４）のどのボタンも設定時間内に押さないと、患者付
添アセンブリーは選択されたモニターとの通信を決定する。
【００６７】
　決定に続き、もしセンサーが患者付添アセンブリー１００のソケットに結合されていれ
ば、選択されたモニターは、患者付添アセンブリー１００のトランスミッター１６４によ
り伝送されたセンサー信号を表示する。もし、センサーが患者付添アセンブリーのソケッ
トに結合されていなければ、患者付添アセンブリーは設定時間の間、待機状態にあり、こ
の間にセンサーが結合されないと、患者付添アセンブリーの電源が切れる。あるいは、患
者付添アセンブリー１００は、センサーが患者付添アセンブリーの適切なソケットに結合
されているときのみ、モニターの一つと通信を試みる。
【００６８】
　図６Ａ、６Ｂについて説明するが、これらの図は一体となって、本発明の他の好ましい
実施態様により構成され機能する、オペレーター制御のメディカルモニタリングシステム
の作用を単純化した説明図である。図６Ａと６Ｂのように、オペレーターに制御されたメ
ディカルモニタリングシステムは、患者の指標をモニターするのに適したメディカルセン
サー、それぞれワイヤレスレシーバーとメディカル情報出力デバイスを有する複数のメデ
ィカルモニター、複数のメディカルモニターのうちの一つを選択し、メディカルセンサー
と複数のメディカルモニターの内の選択された一つとの間の通信をする、オペレーター制
御のメディカルモニターセレクターを備えた患者付添アセンブリーを含む。
【００６９】
　図６Ａの段階Ａには、典型的には手術室にいる患者が見られる。本発明の好ましい実施
態様により、患者は、メディカルモニターセレクターを含む患者付添アセンブリー５００
と結合されている。メディカルモニターセレクターは、オペレーターにより、複数のメデ
ィカルモニターから、従来のメディカルモニター５０２のような一つのモニターが選択さ
れ、血圧センサー５０４のような、患者に結合されたメディカルセンサーデバイスと、選
択されたメディカルモニターとの間を、好ましくはメディカルモニター５０２に付随した
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ワイヤレスレシーバー５０６を通して、通信が確立される。図６Ａの実施態様で、センサ
ー５０４と患者付添アセンブリー５００との間がワイヤレス結合されている。患者付添ア
センブリー５００とメディカルモニター５０２との結合はワイヤレスであって、好ましく
は患者付添アセンブリー５００の一部をなすトランスミッター５０８を用いる。トランス
ミッター５０８はワイヤレスレシーバー５０６と通信する。図６Ａのように、患者付添ア
センブリー５００はモニター５０９を付加的に含む。図６Ａのように、メディカルセンサ
ーは患者に載せてもよいし、結合させてもよい。患者に結合され、患者付添アセンブリー
５００に搭載されたメディカルセンサーの例には、生理的圧力センサーが含まれる。
【００７０】
　図６Ａには、患者情報を、患者付添アセンブリー５００の、一つ以上のセンサー入力レ
シーバー５１０に伝達するセンサー５０４を示す。好ましくは、患者付添アセンブリーは
結合回路の電気特性の変化、例えばインピーダンスの変化をセンシングする。この変化は
メディカルセンサーデバイスのワイヤレス結合の結果である。電気特性の変化は、好まし
くは、患者付添アセンブリー５００内の二次回路５１１でセンシングされる。二次回路５
１１は常時、または通常、作動している。回路５１１でセンシングされるメディカルセン
サーデバイスのワイヤレス結合は、患者付添アセンブリー５００の電源を初期化する。
【００７１】
　段階Ｂでは、患者は段階Ａと同じ位置で手術中である。モニター５０２は、センサー５
０４のようなメディカルセンサーデバイスから、患者付添アセンブリー５００、トランス
ミッター５０８、レシーバー５０６を通して、受け取った種々の患者パラメーターを表示
する。段階Ｂのように、患者付添アセンブリーのモニター５０９も、センサー入力レシー
バー５１０により受け取った患者パラメーターを表示する。
【００７２】
　段階Ｂに続く段階Ｃでは、患者は他の位置に移動する準備中で、オペレーターは、患者
付添アセンブリー５００とメディカルモニター５０２との通信を、代表的には、患者付添
アセンブリー５００のＮＥＸＴボタンを押して、終えようとしている。これにより、代表
的には、モニター５０９上の患者パラメーターと、好ましくは同時に、モニター５０２上
の患者パラメーターは図示のように消失する。さらに、患者付添アセンブリー５００と、
メディカルモニター５０２のような外部メディカルモニターとの通信が終了したとき、患
者パラメーターは患者付添アセンブリーのモニター５０９に表示される。
【００７３】
　患者付添アセンブリー５００とモニター５０２のような外部モニターとの通信が終了し
たいかなるときも、患者パラメーターは自動的にモニター５０９に表示される。患者付添
アセンブリー５００が、モニター５０２のような外部モニターと通信中は、患者パラメー
ターは省エネルギーのため、モニター５０９に表示されない。
【００７４】
　図６Ｂの段階Ｄでは、患者はＩＣＵや回復室への移動中だが、まだ、患者パラメーター
を表示中のモニター５０９を含む患者付添アセンブリー５００と結合されている。
【００７５】
　段階Ｅには、複数の壁掛けモニターの一つの選択が示される。選択は、オペレーターが
患者付添アセンブリー５００のＮＥＸＴボタン５１６を押すことで実行される。選択によ
り、患者パラメーターは、選択された壁掛けモニター５１８に表示され、患者付添アセン
ブリー５００のモニター５０９上の患者パラメーターの表示は終了する。
【００７６】
　患者付添アセンブリー５００と複数の壁掛けモニターが通信可能のとき、壁掛けモニタ
ーの選択は、好ましくは、患者付添アセンブリー５００によりセンシングされた最大のワ
イヤレス信号に基づく。図示のように、段階Ｅの図では、壁掛けモニター５１８は、オペ
レーターが用いようとした壁掛けモニターと異なる。従って、本発明の好ましい実施態様
により、図Ｆのように、オペレーターは、好ましくは、患者付添アセンブリー５００のＮ
ＥＸＴボタンを押して、別の壁掛けモニターを選択できる。これにより、患者パラメータ
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ーは、２番目に信号の強い壁掛けモニター５２０に表示され、好ましくは同時に、モニタ
ー５１８上の患者パラメーターが終了する。オペレーターはモニター選択を決定するため
、ＯＫボタン５２２を押す。あるいは、オペレーターが患者付添アセンブリー５００のボ
タンを押さないと、設定時間後に、モニター選択は自動的に決定される。
【００７７】
　一連の図７Ａ、７Ｂ、７Ｃを説明するが、これは図６Ａ、６Ｂのオペレーター制御メデ
ィカルモニタリングシステムにおいて有用な、患者付添アセンブリー５００の単純化した
ブロック図である。図７Ａ－７Ｃのように、患者付添アセンブリー５００はメディカルセ
ンサーインターフェースサブユニットからなる。第一のメディカルセンサーインターフェ
ースサブユニット５５０は、好ましくは、頭蓋内圧センサー、動脈圧センサー、静脈圧セ
ンサーなどの圧力センサーからの入力を処理する。代表的には、インターフェースサブユ
ニット５５０は、入力レシーバー５１０のような５個の圧力センサー入力レシーバー５５
２を備え、各々は独立した圧力センサーからワイヤレス結合により入力を受け取り、各々
は圧力入力チャンネルインターフェース５５４と結合され、代表的には、アンプとフィル
ターを含む。圧力入力チャンネルインターフェース５５４の出力は、好ましくは、Ａ／Ｄ
コンバーター５５６とマルチプレクサー５５８を通して、圧力センサー入力プロセッサー
５６０に印加される。圧力センサー入力プロセッサー５６０は、信号をデジタルワイヤレ
ス通信に適合させ、それを、ワイヤレストランシーバー５６４を含むデジタルワイヤレス
通信サブシステム５６２に供給する。
【００７８】
　図７Ｂにおいて、患者付添アセンブリー５００は、付加的に、好ましくは複数のＥＣＧ
電極からの入力を処理する第二のメディカルセンサーインターフェースサブユニット５７
０を含む。代表的には、メディカルセンサーインターフェースサブユニット５７０は、複
数のチャンネルを持つ一つのマルチチャンネルＥＣＧ入力レシーバー５７２を含む。各チ
ャンネルは、一つのＥＣＧ電極からのＥＣＧ入力をワイヤレス結合を通して受け取り、典
型的にはアンプとフィルターを含むＥＣＧ入力チャンネルインターフェース５７４に繋が
る。ＥＣＧ入力チャンネルインターフェース５７４の出力信号は、好ましくは、Ａ／Ｄコ
ンバーター５７６とマルチプレクサー５７８とを通して、ＥＣＧ入力プロセッサー５８０
に供給される。ＥＣＧ入力プロセッサー５８０は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合
させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム５６２に供給する。
【００７９】
　第３のメディカルセンサーインターフェースサブユニット５９０は、好ましくは、ＳＰ
Ｏ２センサーの出力を処理する。典型的には、インターフェースサブユニット５９０は一
つのＳＰＯ２入力レシーバー５９２を含む。ＳＰＯ２入力レシーバー５９２は、ワイヤレ
ス結合を通じてＳＰＯ２センサーの出力を受け取り、典型的にはアンプとフィルターを含
むＳＰＯ２入力チャンネルインターフェース５９４と結合される。ＳＰＯ２入力チャンネ
ルインターフェース５９４の出力信号は、好ましくは、Ａ／Ｄコンバーター５９６を通し
てＳＰＯ２入力プロセッサー５９８に印加される。ＳＰＯ２入力プロセッサー５９８は信
号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム５６２に
供給する。
【００８０】
　第４のメディカルセンサーインターフェースサブユニット６００は、好ましくは、温度
センサーからの入力を処理する。典型的には、メディカルセンサーインターフェースサブ
ユニット６００は一つの温度入力レシーバー６０２を含む。温度入力レシーバー６０２は
、温度センサーからの入力をワイヤレス結合を通して受け取り、典型的にはアンプとフィ
ルターを含む温度入力チャンネルインターフェース６０４に結合される。温度入力チャン
ネルインターフェース６０４の出力信号は、好ましくは、Ａ／Ｄコンバーター６０６を通
してＳＰＯ２入力プロセッサー５９８に供給される。ＳＰＯ２入力プロセッサー５９８は
、信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム５６
２に供給する。
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【００８１】
　図７Ｃのように、患者付添アセンブリー５００は、好ましくは血液化学センサーからの
入力を処理する、第５のメディカルセンサーインターフェースサブユニット６１０も備え
る。代表的には、メディカルセンサーインターフェースサブユニット６１０は、少なくと
も一つの血液化学入力レシーバー６１２を備える。血液化学入力レシーバー６１２は、少
なくとも一つの血液化学センサーからの入力をワイヤレス結合を通して受け、典型的には
アンプとフィルターとを含む、少なくとも一つの血液化学入力チャンネルインターフェー
ス６１４と結合されている。各血液化学入力チャンネルインターフェース６１４の出力信
号は、好ましくは、Ａ／Ｄコンバーター６１６を通して、血液化学入力プロセッサー６１
８に加えられる。血液化学入力プロセッサー６１８は、信号をデジタルワイヤレス通信に
適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム５６２に供給する。
【００８２】
　第６のメディカルセンサーインターフェースサブユニット６２０は、好ましくは、呼吸
のパラメーターセンサーからの入力を処理する。典型的には、メディカルセンサーインタ
ーフェースサブユニット６２０は、少なくとも一つの呼吸パラメーター入力レシーバー６
２２を含む。呼吸パラメーター入力レシーバー６２２は、少なくとも一つの呼吸センサー
からの入力をワイヤレス結合を通して受け、典型的にはアンプとフィルターを含む、少な
くとも一つの呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース６２４と結合される。各
呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース６２４の出力信号は、好ましくは、Ａ
／Ｄコンバーター６２６を通して、呼吸パラメーター入力プロセッサー６２８に加えられ
る。呼吸パラメーター入力プロセッサー６２８は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合
させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム５６２に供給する。
【００８３】
　適切なメディカルセンサーならばどれでも、適当なメディカルセンサーインターフェー
スユニットを取付け、患者付添アセンブリー５００を用いて選択可能なモニターに結合で
きる。
【００８４】
　典型的にはＮＥＸＴボタン５１６とＯＫボタン５２２を含む、適当なマン－マシンイン
ターフェース６３０が、患者付添アセンブリー５００の種々の要素の動作を支配するコン
トローラー６３２の動作を制御する。コントローラー６３２は、好ましくは、二次回路５
１１を含む。二次回路５１１は、センサーがワイヤレスで患者付添アセンブリー５００と
通信したとき、電気特性の変化をセンシングし、患者付添アセンブリーの電源を入れる。
コントローラー６３２は、付加的に、一つ以上の入力プロセッサー５６０、５８０、５９
８、６１８、６２８からの患者パラメーターのモニター５０９上の表示を制御する。
【００８５】
　一連の図８Ａ、８Ｂを説明するが、これらは図６Ａ、６Ｂのオペレーター制御メディカ
ルモニタリングシステムに有用なモニターインターフェースアセンブリーの単純なブロッ
クダイアグラムである。図８Ａ、８Ｂのように、モニターインターフェースアセンブリー
は複数のモニターインターフェースサブユニットを含む。第１の圧力モニターインターフ
ェースサブユニット６５０は、好ましくは、典型的には低圧電源を供給する従来のモニタ
ーの圧力センサーソケットに接続される。
【００８６】
　モニターインターフェースサブユニット６５０は、好ましくは、デジタルワイヤレス通
信サブシステム６５２を含む。デジタルワイヤレス通信サブシステム６５２は、ワイヤレ
ストランシーバー６５４を含む。ワイヤレストランシーバー６５４は、患者付添アセンブ
リー５００のワイヤレストランシーバー５６４からのワイヤレス伝送を受け、受けた伝送
を処理し、対応するモニターインターフェースサブユニットに送る。
【００８７】
　モニターインターフェースサブユニット６５０と、典型的には４個まで付加される圧力
モニターインターフェースサブユニット６６２、６６４、６６６、６６８は、好ましくは
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、モニターの独立した圧力センサーソケットに接続されるプラグコネクター（図示しない
）を有する。各モニターインターフェースサブユニット６５０、６６２、６６４、６６６
、６６８は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを含む。Ｄ／Ａコン
バーターは、デジタルワイヤレス通信サブシステム６５２により方向付けされ、受信され
た伝送の一部を、プロセッサーを通して受け取る。モニターインターフェースサブユニッ
ト６５０、６６２、６６４、６６６、６６８の出力は、好ましくは、モニターの対応する
圧力センサーソケットに、従来のモニター動作に適した、従来の形式で供給される。
【００８８】
　デジタルワイヤレス通信サブシステム６５２が、モニターの複数の圧力センサーソケッ
トからの電力で動作することが、本発明の特徴である。各モニターインターフェースサブ
ユニット６５０、６６２、６６４、６６６、６６８が、他の各種のモニターインターフェ
ースサブユニット（このうちのいくつかは、モニターの電力を供給しないソケットに接続
される）に電力を供給するのも本発明の特徴である。
【００８９】
　図８Ｂにおいて、モニターインターフェースアセンブリーは、付加的にＥＣＧモニター
インターフェースサブユニット６７０を含む。ＥＣＧモニターインターフェースサブユニ
ット６７０は、好ましくは、モニターのＥＣＧソケットに接続可能なマルチチャンネルプ
ラグコネクター（図示しない）を備える。モニターインターフェースサブユニット６７０
は、典型的には、マルチプルアンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを含む。Ｄ／Ａコ
ンバーターは、少なくとも一つのプロセッサーを通して、デジタルワイヤレス通信サブシ
ステム６５２により方向付けされ、ＥＣＧセンシングに関連する、受信した伝送の一部を
受け取る。モニターインターフェースサブユニット６７０の出力は、好ましくは、モニタ
ーの対応するＥＣＧソケットに、従来のモニター動作に適した、従来の形式で供給される
。
【００９０】
　ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット６７２は、好ましくは、モニターのＳ
ＰＯ２センサーソケットに接続可能なプラグコネクター（図示しない）を備える。モニタ
ーインターフェースサブユニット６７２は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコ
ンバーターを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通して、デジタルワイヤレス
通信サブシステム６５２により方向付けされ、ＳＰＯ２センシングに関連する、受信した
伝送の一部を受け取る。モニターインターフェースサブユニット６７２の出力は、好まし
くは、モニターの対応するＳＰＯ２センサーソケットに、従来のモニター動作に適した、
従来の形式で供給される。
【００９１】
　温度モニターインターフェースサブユニット６７４は、好ましくは、モニターの温度セ
ンサーソケットに接続可能なプラグコネクター（図示しない）を備える。モニターインタ
ーフェースサブユニット６７４は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバータ
ーを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通して、デジタルワイヤレス通信サブ
システム６５２により方向付けされ、温度センシングに関連する、受信した伝送の一部を
受け取る。モニターインターフェースサブユニット６７４の出力は、好ましくは、モニタ
ーの対応する温度センサーソケットに、従来のモニター動作に適した、従来の形式で供給
される。
【００９２】
　血液化学モニターインターフェースサブユニット６７６は、好ましくは、モニターの血
液化学センサーソケットに接続可能な、少なくとも一つのプラグコネクター（図示しない
）を備える。モニターインターフェースサブユニット６７６は、典型的には、少なくとも
一つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａコンバーターを含
む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通して、デジタルワイヤレス通信サブシステ
ム６５２により方向付けされ、血液化学センシングに関連する、受信した伝送の一部を受
け取る。モニターインターフェースサブユニット６７６の出力は、好ましくは、モニター
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の対応する血液化学センサーソケットに、従来のモニター動作に適した、従来の形式で供
給される。
【００９３】
　呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット６７８は、好ましくは、モニ
ターの呼吸パラメーターセンサーソケットに接続可能な、少なくとも一つのプラグコネク
ター（図示しない）を備える。モニターインターフェースサブユニット６７８は、典型的
には、少なくとも一つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａ
コンバーターを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、少なくとも一つのプロセッサーを通して、
デジタルワイヤレス通信サブシステム６５２により方向付けされ、呼吸パラメーターセン
シングに関連する、受信した伝送の一部を受け取る。モニターインターフェースサブユニ
ット６７８の出力は、好ましくは、モニターの対応する呼吸パラメーターセンサーソケッ
トに、従来のモニター動作に適した、従来の形式で供給される。
【００９４】
　適当なマン－マシンインターフェース６９０が、モニターインターフェースアセンブリ
ーの種々の要素の動作を支配するコントローラー６９２の動作を制御する。コントローラ
ー６９２はモニターインターフェースサブユニット６５０の一部をなしてもよい。
【００９５】
　図９を説明するが、これは図６Ａ－７Ｃの患者付添アセンブリーの簡単な説明図である
。図９のように、患者付添アセンブリー５００は、好ましくは、前部７０２と後部７０４
とからなり、好ましくは、図７Ａ－７Ｃの部品を内蔵するハウジング７００を備える。ハ
ウジング７００の下端には、複数の、好ましくは５個の血圧センサー入力レシーバー５１
０を備える。各入力レシーバー５１０は、好ましくは、圧力入力チャンネルインターフェ
ース５５４（図７Ａー７Ｃ）と結合する。
【００９６】
　前パネル７０８は、圧力変換取付ソケット７１０を位置決めする複数の、好ましくは５
個の取付用突起を、好ましくは備える。圧力変換取付ソケット７１０は、従来の血圧変換
アセンブリー７１２を着脱可能に支持する。従来の血圧変換アセンブリー７１２は、例え
ばトランスパックＩＴであり、イスラエル、キブツ　バラムのエルカム　メディカル　Ａ
．Ｃ．Ａ．Ｌから、カタログ名「完全統合可換血圧トランスデューサー」で市販されてい
る。前パネル７０８には、図６Ａ－７Ｃで説明したメディカルモニター５０９も備えられ
る。
【００９７】
　ハウジング７００の側面７１６の凹部７１４には、好ましくはＳＰＯ２入力チャンネル
インターフェース５９４（図７Ａ－７Ｃ）と接続される、ＳＰＯ２センサー入力レシーバ
ー７２０が、好ましくは備えられる。凹部７１４には、好ましくはＥＣＧ入力チャンネル
インターフェース５７４（図７Ａ－７Ｃ）と接続される、ＥＣＧセンサー入力レシーバー
７２２が付加的に備えられる。さらに、凹部７１４には、好ましくは温度入力チャンネル
インターフェース６０４（図７Ａ－７Ｃ）と接続される、温度センサー入力レシーバー７
２４が付加的に備えられる。
【００９８】
　前パネル７０８には、複数の、好ましくは５個の圧力チャンネルコントロールボタン７
２８が並び、血圧変換アセンブリー７１２の動作を制御する。コントロールパネル７２６
には、電池充電状態表示７３０、図６Ａ－７Ｃで説明したＮＥＸＴボタン５１６、図６Ａ
－７Ｃで説明したＯＫボタン５２２、電源入切ボタン７３２、音と光での警報表示７３４
も、好ましくは備えられる。
【００９９】
　図１０を説明するが、これは図６Ａ－９のシステムの動作の簡単なフローチャートであ
る。図１０のように、電源入切ボタン７３２（図９）が切のとき、患者付添アセンブリー
５００（図６Ａ－６Ｂ）の動作は、オペレーターが電源入切ボタン７３２を押すか、血圧
センサー入力レシーバー５１０(図９）の血圧変換器２１３からの出力信号を受けたとき
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、初期化される。図７Ａ－７Ｃのコントローラー６３２により、種々のシステムチェック
が自動的に行なわれる。問題が発生したとき、好ましくは、警報が音と光での警報表示７
３４(図９）により表示され、患者付添アセンブリーは切になる。
【０１００】
　もしシステムチェック中に問題が発生しなければ、モニター５０２（図６Ａ－６Ｂ）の
ようなモニターのデジタルワイヤレス通信サブシステム６５２（図８Ａ、８Ｂ）とのワイ
ヤレス通信が確立される。患者付添アセンブリー５００（図７Ａ－７Ｃ）のワイヤレスト
ランシーバー５６４が、出力される信号強度に従い、付近のレシーバーをランク付けする
。典型的には、設定数のレシーバー、好ましくは３台がランク付けされる。
【０１０１】
　次に、患者付添アセンブリー５００のデジタルワイヤレス通信サブシステム５６２によ
り、最高ランクのモニターのデジタルワイヤレス通信サブシステム６５２との通信が確立
される。通信中のモニターは、例えば三角波のような音と光の表示を、設定時間、典型的
には１０秒間、行なう。
【０１０２】
　もしＮＥＸＴボタン５１６（図９）が設定時間内に押されると、患者付添アセンブリー
５００のデジタルワイヤレス通信サブシステム５６２により、次のランクのモニターのデ
ジタルワイヤレス通信サブシステム６５２との通信が確立される。
【０１０３】
　もし、患者付添アセンブリー５００のＯＫボタン５２２（図９）が設定時間内に押され
るか、コントロールパネル７２６（図９）のどのボタンも押されないときは、患者付添ア
センブリーは選択したモニターとの通信を確定する。
【０１０４】
　確定に続き、患者付添アセンブリー５００のセンサー入力レシーバーによりセンサーか
らの信号が受信されたならば、選択されたモニターは、患者付添アセンブリー５００のワ
イヤレストランシーバー５６４により伝達されるセンサー信号を表示する。
【０１０５】
　もし、例えばセンサー入力レシーバー５１０のようなセンサー入力レシーバーにより、
センサーからの信号が受信されなかったときは、患者付添アセンブリーは設定時間の間、
待機中となり、もし設定時間内に信号が受信されなかったら、患者付添アセンブリーは電
源切となる。
【０１０６】
　あるいは、患者付添アセンブリー１００は、センサーが患者付添アセンブリーの適切な
ソケットに接続されたときのみ、モニターの一つと通信を確立する。
【０１０７】
　患者付添アセンブリーは初期的には、他のモニターと通信を確立する前に、モニター５
０９と通信を確立する。さらに、センサー信号は、好ましくは、いかなるときも１台のモ
ニターだけに表示される。従って、モニター５０９以外のモニターが選択され、センサー
信号が選択されたモニターに表示されたとき、センサー信号はもはやモニター５０９に表
示されない。同様に、モニター５０２のような外部モニターのセンサー信号が終了したと
き、信号は自動的にモニター５０９に表示される。
【０１０８】
　図１１Ａ、１１Ｂについて説明するが、これらの図は一体となって、本発明のさらに他
の好ましい実施態様により構成され機能する、オペレーター制御のメディカルモニタリン
グシステムの作用を単純化した説明図である。図１１Ａと１１Ｂのように、オペレーター
に制御されたメディカルモニタリングシステムは、患者の指標をモニターするのに適した
メディカルセンサー、それぞれワイヤレスレシーバーとメディカル情報出力デバイスを有
する複数のメディカルモニター、複数のメディカルモニターのうちの一つを選択し、メデ
ィカルセンサーと複数のメディカルモニターの内の選択された一つとの間の通信をする、
オペレーター制御のメディカルモニターセレクターを備えた患者付添アセンブリーを含む
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。
【０１０９】
　図１１Ａの段階Ａにおいて、典型的には手術室にいる患者が見られる。本発明の好まし
い実施態様により、患者は患者付添アセンブリー１１００に結合されている。患者付添ア
センブリー１１００は、メディカルモニターセレクター１１０１を含み、これはオペレー
ターにより、複数のメディカルモニターから一つ、例えば従来のメディカルモニター１１
０２を選択し、患者に取付けられたメディカルセンシングデバイス、例えば血圧センサー
１１０４と、選択されたメディカルモニターとを、好ましくはメディカルモニター１１０
２に付属したワイヤレスレシーバー１１０６を通して、通信させる。図１１Ａの実施態様
では、有線結合がセンサー１１０４と患者付添アセンブリー１１００との間にあるが、こ
れはワイヤレス結合でもよい。好ましくは、患者付添アセンブリー１１００とメディカル
モニター１１０２との間の結合はワイヤレスであり、トランスミッター１１０８を用いる
。トランスミッター１１０８は、好ましくは、患者付添アセンブリー１１００の一部をな
し、ワイヤレスレシーバー１１０６と通信する。
【０１１０】
　メディカルセンサーは、図１１Ａのように患者に取付けられるか、患者と結合される。
患者に結合され、患者付添アセンブリー１１００に搭載されるメディカルセンサーデバイ
スの例には、生理的圧力センサーが含まれる。図１１Ａは、オペレーターがセンサー１１
０４を、患者付添アセンブリー１１００の複数の結合ソケットのうちの一つにつなぐ過程
を示す。好ましくは、メディカルセンシングデバイスの結合は、患者付添アセンブリー１
１００の電源初期化をおこなう。
【０１１１】
　段階Ｂでは、患者は段階Ａと同じ位置で手術中である。モニター１１０２は、患者付添
アセンブリー１１００、トランスミッター１１０８、レシーバー１１０６を通して、メデ
ィカルセンシングデバイスからの種々の患者パラメーターを表示中である。
【０１１２】
　段階Ｂの手術に続く段階Ｃでは、患者は他の場所に移動する準備中であり、好ましくは
ワイヤレスレシーバー１１１４を備えた従来のポータブルモニター１１１３が導入される
。オペレーターは、典型的には、モニターセレクター１１０１をポータブルモニター１１
１３に向け、患者付添アセンブリー１１００のモニターセレクター１１０１上のＳＥＬＥ
ＣＴボタン１１１５を押して、患者付添アセンブリー１１００とポータブルモニター１１
１３との通信を初期化している。初期化により、典型的には、図示のように患者パラメー
ターはポータブルモニター１１１３に表示され、好ましくは、同時にモニター１１０２の
患者パラメーターの表示は終了する。あるいは、オペレーターはモニターセレクターを向
け、モニターセレクター１１０１上のＣＡＮＣＥＬボタン１１１６を押して、モニター１
１０２上の患者パラメーターの表示を終了させる。選択されたアクティブなモニターは、
モニターセレクター１１０１のディスプレイ１１１７に表示される。
【０１１３】
　図１１Ｂのように、段階Ｄは、ＩＣＵまたは他の回復室に移された患者が、ポータブル
モニター１１１３に結合され、ポータブルモニター１１１３は患者パラメーターを表示し
ている。
【０１１４】
　段階Ｅでは、複数の壁掛けモニターの一つの初期選択が示される。選択は、典型的には
、オペレーターがモニターセレクター１１０１を選択するモニターに向け、患者付添アセ
ンブリー１１００のモニターセレクター１１０１上のＳＥＬＥＣＴボタン１１１５を押す
。選択により、典型的には、患者パラメーターは選択された壁掛けモニター１１１８に表
示され、好ましくは同時に、図示のように、ポータブルモニター１１１３上の患者パラメ
ーターの表示は終了する。あるいは、オペレーターは、モニター１１１３上の患者パラメ
ーターの表示を、モニターセレクターを向け、モニターセレクター１１０１上のＣＡＮＣ
ＥＬボタン１１１６を押して終了させる。選択されたアクティブなモニターは、モニター
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セレクター１１０１のディスプレイ１１１７に表示される。
【０１１５】
　複数の壁掛けモニターが患者付添アセンブリー１１００と通信可能なとき、壁掛けモニ
ターの選択は、好ましくは、モニターセレクター１１０１が選択中に指し示す方向に基づ
く。
【０１１６】
　段階Ｅにおいて、壁掛けモニター１１１８は、オペレーターが用いることを希望したも
のではない。したがって、本発明の好ましい実施態様により、図Ｆのように、オペレータ
ーは他の壁掛けモニターを、好ましくはモニターセレクター１１０１を正しいモニターに
向け、患者付添アセンブリー１１００のモニターセレクター１１０１上のＳＥＬＥＣＴボ
タンを押して、選択することができる。これにより、好ましくは、患者パラメーターは、
モニターセレクター１１０１の指し示した壁掛けモニター１１２０に表示され、好ましく
は同時に、モニター１１１８上の患者パラメーターの表示が終了する。あるいは、オペレ
ーターは、モニター１１１８上の患者パラメーターの表示を、モニターセレクターを向け
、モニターセレクター１１０１上のＣＡＮＣＥＬボタン１１１６を押して終了させる。選
択されたアクティブなモニターは、モニターセレクター１１０１のディスプレイ１１１７
に表示される。
【０１１７】
　一連の図、図１２Ａ、１２Ｂ、１２Ｃについて説明するが、これらは図１１Ａ、１１Ｂ
のオペレーター制御メディカルモニタリングシステムに有用な、患者付添アセンブリー１
１００の単純化したブロックダイアグラムである。図１２Ａ－１２Ｃのように、患者付添
アセンブリーは複数のメディカルセンサーインターフェースサブユニットを備える。第１
のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１１５０は、好ましくは、例えば頭
蓋内圧センサー、動脈圧センサー、静脈圧センサーなどの圧力センサーからの入力を処理
する。典型的には、インターフェースサブユニット１１５０は、コネクター１１１０のよ
うな、５個の圧力センサーコネクター１１５２を含み、それぞれは独立した圧力センサー
に結合され、圧力入力チャンネルインターフェース１１５４に結合され、典型的にはアン
プとフィルターを含む。圧力入力チャンネルインターフェース１１５４の出力は、好まし
くは、Ａ／Ｄコンバーター１１５６とマルチプレクサー１１５８を通して、圧力センサー
入力プロセッサー１１６０に印加される。圧力センサー入力プロセッサー１１６０は、信
号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、ワイヤレストランシーバー１１６４を含むデジ
タルワイヤレス通信サブシステム１１６２に供給する。
【０１１８】
　図１２Ｂにおいて、患者付添アセンブリー１１００は、付加的に第２のセンサーインタ
ーフェースサブユニット１１７０を含む。第２のセンサーインターフェースサブユニット
１１７０は、好ましくは、複数のＥＣＧ電極からの入力を処理する。典型的には、インタ
ーフェースサブユニット１１７０は、複数のチャンネルを持ち、それぞれがＥＣＧ入力チ
ャンネルインターフェース１１７４と結合され、典型的にはアンプとフィルターを含む一
つのマルチチャンネルＥＣＧコネクター１１７２を含む。ＥＣＧ入力チャンネルインター
フェース１１７４は、好ましくは、Ａ／Ｄコンバーター１１７６とマルチプレクサー１１
７８を通してＥＣＧ入力プロセッサー１１８０に印加される。ＥＣＧ入力プロセッサー１
１８０は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシス
テム１１６２に供給する。
【０１１９】
　第３のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１１９０は、好ましくは、Ｓ
ＰＯ２センサーからの入力を処理する。典型的には、メディカルセンサーインターフェー
スサブユニット１１９０は、ＳＰＯ２入力チャンネルインターフェース１１９４に結合し
た、典型的には、アンプとフィルターを有する一つのＳＰＯ２コネクター１１９２を含む
。ＳＰＯ２入力チャンネルインターフェース１１９４からの出力信号は、好ましくは、Ａ
／Ｄコンバーター１１９６を通して、ＳＰＯ２入力プロセッサー１１９８に印加される。
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ＳＰＯ２入力プロセッサー１１９８は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジ
タルワイヤレス通信サブシステム１１６２に供給する。
【０１２０】
　第４のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１２００は、好ましくは、温
度センサーからの入力を処理する。典型的には、インターフェースサブユニット１２００
は温度入力チャンネルインターフェース１２０４に結合した一つの、典型的には、アンプ
とフィルターを有する温度コネクター１２０２を含む。温度入力チャンネルインターフェ
ース１２０４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコンバーター１２０６を通して、ＳＰ
Ｏ２入力プロセッサー１１９８に供給される。ＳＰＯ２入力プロセッサー１１９８は、信
号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシステム１１６２
に供給する。
【０１２１】
　図１２Ｃのように、患者付添アセンブリー１１００は、好ましくは血液化学センサーか
らの入力を処理する第５のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１２１０も
含む。典型的には、インターフェースサブユニット１２１０は、少なくとも一つの血液化
学入力チャンネルインターフェース１２１４に結合し、典型的にはアンプとフィルターを
有する、少なくとも一つの血液化学コネクター１２１２を含む。各血液化学入力チャンネ
ルインターフェース１２１４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコンバーター１２１６
を通して、血液化学入力プロセッサー１２１８に供給される。血液化学入力プロセッサー
１２１８は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシ
ステム１１６２に供給する。
【０１２２】
　第６のメディカルセンサーインターフェースサブユニット１２２０は、好ましくは、呼
吸パラメーターセンサーからの入力を処理する。典型的には、インターフェースサブユニ
ット１２２０は、少なくとも一つの呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース１
２２４に結合した少なくとも一つの、典型的には、アンプとフィルターを有する呼吸パラ
メーターコネクター１２２２を含む。各呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェー
ス１２２４からの出力信号は、好ましくはＡ／Ｄコンバーター１２２６を通して、呼吸パ
ラメーター入力プロセッサー１２２８に供給される。呼吸パラメーター入力プロセッサー
１２２８は、信号をデジタルワイヤレス通信に適合させ、デジタルワイヤレス通信サブシ
ステム１１６２に供給する。
【０１２３】
　どのような適切なメディカルセンサーでも、患者付添アセンブリー１１００を利用する
選択可能なモニターに、適当なメディカルセンサーインターフェースユニットを用いれば
、結合できる。
【０１２４】
　適当なマン－マシンインターフェース１２３０は、典型的にはＳＥＬＥＣＴボタン１１
１５、ディスプレイ１１１７、ＣＡＮＣＥＬボタン１１１６を有するモニターセレクター
を含む、コントローラー１２３２の動作を制御する。コントローラー１２３２は、患者付
添アセンブリー１１００の種々の要素の動作を制御する。
【０１２５】
　一連の図である図１３Ａと１３Ｂを説明するが、これは図１１Ａと１１Ｂのオペレータ
ー制御メディカルモニタリングシステムに用いられるモニターインターフェースアセンブ
リーの単純化したブロック図である。図１３Ａと１３Ｂのように、モニターインターフェ
ースアセンブリーは複数のモニターインターフェースサブユニットを持つ。第１の圧力モ
ニターインターフェースサブユニット１２５０は、好ましくは、典型的には低電圧を供給
する従来のモニターの圧力セレクターソケットに結合する。
【０１２６】
　モニターインターフェースサブユニット１２５０は、好ましくはデジタルワイヤレス通
信サブシステム１２５２を備える。デジタルワイヤレス通信サブシステム１２５２は、患
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者付添アセンブリー１１００のワイヤレストランシーバー１１６４からのワイヤレス伝送
を受け、受けた伝送を処理し、対応するモニターインターフェースサブユニットに送る、
ワイヤレストランシーバー１２５４を含む。
【０１２７】
　モニターインターフェースサブユニット１２５０と、典型的には４個まで追加される圧
力モニターインターフェースサブユニット１２６２、１２６４、１２６６、１２６８は、
好ましくは、モニターの、それぞれ分離した圧力センサーソケットと結合するプラグコネ
クター（図示しない）を有する。各モニターインターフェースサブユニット１２５０、１
２６２、１２６４、１２６６、１２６８は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコ
ンバーターを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通してデジタルワイヤレス通
信サブシステム１２５２により、受信伝送の一部を受ける。モニターインターフェースサ
ブユニット１２５０、１２６２、１２６４、１２６６、１２６８の出力は、好ましくは、
モニターの対応する圧力センサーに、従来のモニター動作に適した従来の形式で供給され
る。
【０１２８】
　デジタルワイヤレス通信サブシステム１２５２が、モニターの圧力センサーソケットの
いくつかから電力を供給されることが、本発明の特徴である。モニターインターフェース
サブユニット１２５０、１２６２、１２６４、１２６６、１２６８が、それぞれ種々のモ
ニターインターフェースサブユニットに、そのうちのいくつかは電力を供給しないソケッ
トに結合しているが、電力を供給することが、本発明のさらなる特徴である。
【０１２９】
　図１３Ｂにおいて、モニターインターフェースアセンブリーは、付加的にＥＣＧモニタ
ーインターフェースサブユニット１２７０を含む。ＥＣＧモニターインターフェースサブ
ユニット１２７０は、好ましくは、モニターのＥＣＧソケットに適合するマルチチャンネ
ルプラグコネクター（図示しない）を有する。モニターインターフェースサブユニット１
２７０は、典型的には、マルチプルアンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバーターを有する。
これらは、少なくとも一つのプロセッサーを通して、デジタルワイヤレス通信サブシステ
ム１２５２により送られた、ＥＣＧセンシングに関連する伝送を受信する。モニターイン
ターフェースサブユニット１２７０の出力は、好ましくはモニターの対応するＥＣＧソケ
ットに、モニターの従来の動作に適した従来の形式で供給される。
【０１３０】
　ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット１２７２は、好ましくは、モニターの
ＳＰＯ２センサーソケットに結合できるプラグコネクター（図示しない）を備える。モニ
ターインターフェースサブユニット１２７２は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／
Ａコンバーターを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通して、デジタルワイヤ
レス通信サブシステム１２５２により方向付けられた、ＳＰＯ２センシングに関連する受
信伝達を受信する。モニターインターフェースサブユニット１２７２の出力は、好ましく
は、モニターの対応するＳＰＯ２センサーソケットに、モニターの従来の動作に適した従
来の形式で、供給される。
【０１３１】
　温度モニターインターフェースサブユニット１２７４は、好ましくは、モニターの温度
センサーソケットに結合できるプラグコネクター（図示しない）を備える。モニターイン
ターフェースサブユニット１２７４は、典型的には、アンプ、フィルター、Ｄ／Ａコンバ
ーターを含む。Ｄ／Ａコンバーターは、プロセッサーを通してデジタルワイヤレス通信サ
ブシステム１２５２により方向付けられた、温度センシングに関連する受信伝達を受信す
る。モニターインターフェースサブユニット１２７４の出力は、好ましくは、モニターの
対応する温度センサーソケットに、モニターの従来の動作に適した従来の形式で、供給さ
れる。
【０１３２】
　血液化学モニターインターフェースサブユニット１２７６は、好ましくは、モニターの
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血液化学センサーソケットに結合できる、少なくとも一つのプラグコネクター（図示しな
い）を備える。モニターインターフェースサブユニット１２７６は、典型的には、少なく
とも一つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａコンバーター
を含む。これらは、プロセッサーを通してデジタルワイヤレス通信サブシステム１２５２
により方向付けられた、血液化学センシングに関連する受信伝達を受信する。モニターイ
ンターフェースサブユニット１２７６の出力は、好ましくは、モニターの対応する血液化
学センサーソケットに、モニターの従来の動作に適した従来の形式で、供給される。
【０１３３】
　呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット１２７８は、好ましくは、モ
ニターの呼吸センサーソケットに結合できる、少なくとも一つのプラグコネクター（図示
しない）を備える。モニターインターフェースサブユニット１２７８は、典型的には、少
なくとも一つのアンプ、少なくとも一つのフィルター、少なくとも一つのＤ／Ａコンバー
ターを含む。これらは、少なくとも一つのプロセッサーを通して、デジタルワイヤレス通
信サブシステム１２５２により方向付けられた、呼吸センシングに関連する受信伝達を受
信する。呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット１２７８の出力は、好
ましくは、モニターの対応する呼吸センサーソケットに、モニターの従来の動作に適した
従来の形式で、供給される。
【０１３４】
　適当なマン－マシンインターフェース１２９０は、コントローラー１２９２の動作を制
御する。コントローラー１２９２は、モニターインターフェースアセンブリーの種々の要
素の動作を制御し、モニターセレクター１１０１からの通信コマンドを受信する。コント
ローラー１２９２はモニターインターフェースサブユニット１２５０の一部でもよい。
【０１３５】
　図１４の説明をするが、これは図１１Ａ－１２Ｃの患者付添アセンブリーの単純化した
説明図である。図１４のように、患者付添アセンブリー１１００は、好ましくは前部１３
０２と後部１３０４からなるハウジング１３００からなり、ハウジング１３００は、好ま
しくは図１２Ａ－１２Ｃの装置を囲んでいる。ハウジング１３００の下端には、複数の、
好ましくは５個の圧力変換コネクターソケット１１１０がある。これは例えば、米国、ペ
ンシルバニア州の、ベルヒューズ・オブ・グレンロック社から市販の、ＲＪ１１雌型モジ
ュラージャックである。各ソケット１１１０は、好ましくは、圧力入力チャンネルインタ
ーフェース１１５４（図１２Ａ－１２Ｃ）に結合する、適当な圧力センサーコネクター（
図示しない）を備える。前面パネル１３０８は、好ましくは、複数の、好ましくは５個の
圧力変換ソケット１３１０の取り付け用凹部を備える。圧力変換ソケット１３１０は、従
来の血圧変換アセンブリー１３１２を着脱可能に保持し、各血圧変換アセンブリー１３１
２はコネクター１３１３を備える。コネクター１３１３は、例えば、トランスパックＩＴ
であり、トランスパックＩＴは、カタログ名称を「完全統合使い捨て血液圧力変換装置」
といい、イスラエル、キブツ　バラムのエルカムメディカルＡ．Ｃ．Ａ．Ｌから市販され
ている。
【０１３６】
　ハウジング１３００の側面１３１６の凹み１３１４には、好ましくは、ＳＰＯ２コネク
ターソケット１３２０が備えられる。ＳＰＯ２コネクターソケット１３２０は、例えばＤ
タイプ９Ｓコネクターソケットであり、これは米国、イリノイ州のモレックス社から市販
されている。ＳＰＯ２コネクターソケット１３２０は、好ましくは、ＳＰＯ２入力チャン
ネルインターフェース１１９４（図１２Ａ－１２Ｃ）と結合する適当なＳＰＯ２センサー
コネクター（図示しない）を備える。凹み１３１４には、付加的に、従来の雌型Ｄタイプ
１５Ｓコネクターソケットのような、ＥＣＧセンサーソケット１３２２が備えられる。雌
型Ｄタイプ１５Ｓコネクターソケットは、米国、イリノイ州のモレックス社から市販され
ており、好ましくは、ＥＣＧ入力チャンネルインターフェース１１７４（図１２Ａー１２
Ｃ）に結合する、適切なＥＣＧセンサーを備える。凹み１３１４には、さらに、温度セン
サーソケット１３２４が設けられる。温度センサーソケット１３２４としては、例えば従
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来の１／４”雌型ＲＳ音響ジャックがよい。１／４”雌型ＲＳ音響ジャックは、米国イリ
ノイ州シカゴのスイッチクラフト社から市販されていて、温度入力チャンネルインターフ
ェース１２０４（図１２Ａ－１２Ｃ）に結合する、適当な温度センサーコネクター（図示
しない）を、好ましくは含む。
【０１３７】
　前面パネル１３０８に、複数の、好ましくは５個の圧力チャンネル制御ボタン１３２８
を含む制御パネルがある。圧力チャンネル制御ボタン１３２８は血圧変換アセンブリー１
３１２の動作を制御する。同様に、制御パネル１３２６には、電池充電状態表示１３３０
、電源ボタン１３３２、音と光の警報表示１３３４もある。
【０１３８】
　側面１３１６の反対側の、ハウジング１３００の側面１３３６には、セレクターサポー
トエレメント１３３８があり、モニターセレクター１１０１を備える。モニターセレクタ
ー１１０１は、好ましくは患者付添アセンブリー１１００のハウジング１３００に、典型
的にはケーブル１３４０により結合される。図１４の拡大図のように、ＳＥＬＥＣＴボタ
ン１１１５、ディスプレイ１１１７、ＣＡＮＣＥＬボタン１１１６は、好ましくはモニタ
ーセレクター１１０１の前面１３４２にある。
【０１３９】
　図１５について説明するが、これは図１１Ａ－１４のシステムの動作の単純化したフロ
ーチャートである。図１５のように、電源ボタン１３３２（図１４）が切状態のとき、患
者付添アセンブリー１１００（図１１Ａ－１１Ｂ）の動作は、オペレーターが電源ボタン
１３３２を押すか、血圧変換器１３１２のコネクター１３１３をソケット１１１０（図１
４）に挿入すると、初期化される。種々のシステムチェックが図１２Ａ－１２Ｃのコント
ローラー１２３２により自動的に実行される。もし問題があれば、好ましくは、警報が音
と光の警報表示１３３４（図１４）により表示され、患者付添アセンブリーは切になる。
【０１４０】
　システムチェックの際問題がなければ、モニター１１０２（図１１Ａ－１１Ｂ）のよう
なモニターのデジタルワイヤレス通信サブシステム１２５２（図１３Ａ、１３Ｂ）とのワ
イヤレス通信が確立される。患者付添アセンブリー１１００（図１２Ａ－１２Ｃ）のワイ
ヤレストランシーバー１１６４は、信号の強度に基づき、近辺のレシーバーのランク付け
をする。典型的には、設定された数、好ましくは３個のレシーバーがランク付けされる。
【０１４１】
　その後、患者付添アセンブリー１１００のデジタルワイヤレス通信サブシステム１１６
２により、最高ランクのモニターのデジタルワイヤレス通信サブシステム１２５２との通
信が確立される。通信中のモニターは、音と光の表示により、設定時間、好ましくは１０
秒間、通信状態であることを表示する。
【０１４２】
　モニターセレクター１１０１が他のモニターを指示していて、ＳＥＬＥＣＴボタン１１
１５（図１４）が設定時間内に押されると、患者付添アセンブリー１１００のデジタルワ
イヤレス通信サブシステム１１６２により、モニターセレクター１１０１が指示するデジ
タルワイヤレス通信サブシステム２５２との通信が確立される。
【０１４３】
　もし、患者付添アセンブリー１１００の制御パネル１３２６（図１４）のボタンも、モ
ニターセレクター１１０１も設定時間内に押されないと、患者付添アセンブリーは選択さ
れたモニターとの通信を確立する。
【０１４４】
　確立後、もしセンサーが患者付添アセンブリー１１００のソケットに接続されたら、選
択されたモニターは、患者付添アセンブリー１１００のワイヤレストランシーバー１１６
４により伝達されたセンサー信号を表示する。もし、患者付添アセンブリーのソケットに
センサーが接続されないと、患者付添アセンブリーは設定時間、待機状態を続け、もしそ
の時間にセンサーが接続されないと、患者付添アセンブリーの電源は切れる。
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【０１４５】
　あるいは、患者付添アセンブリー１１００は、センサーが患者付添アセンブリーの適当
なソケットに接続されたときだけ、モニターと通信を確立する。
【０１４６】
　もし、ＣＡＮＣＥＬボタン１１１６が押されると、センサー信号を表示していたモニタ
ーの表示が消え、患者付添アセンブリーは設定時間、待機状態を続ける。もし、オペレー
ターが設定時間内にＳＥＬＥＣＴボタン１１１５を押して他のモニターを選ぶと、患者付
添アセンブリーと選択されたモニターとの通信が上記のように確立され、もし設定時間が
過ぎ、モニターが選択されないと、患者付添アセンブリーの電源は切になる。
【０１４７】
　図１１Ａ－１５の実施態様のタイプのモニターセレクターは、図１Ａ－１０の実施態様
に用いられる。更に、図６Ａ－１０の実施態様のタイプのモニター５０９は、図１１Ａ－
１５の実施態様に用いられる。
【０１４８】
　この技術の当業者にとって、本発明は上記の記載の限定されない。本発明の範囲は、上
記の特徴の組み合わせと、当業者が上記の記載により行なう変形で、従来技術にないもの
も含む。
【符号の説明】
【０１４９】
１００       患者付添アセンブリー
１０２       メディカルモニター
１０４       血圧センサー
１０６       ワイヤレスレシーバー
１０８       トランスミッター
１１０       ソケット
１１２       ポータブルモニター
１１４       ワイヤレスレシーバー
１１６       ボタン
１１８       モニター
１２０       モニター
１２２       ボタン
１５０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１５２       圧力センサーコネクター
１５４       圧力入力チャンネルインターフェース
１５６       コンバーター
１５８       マルチプレクサー
１６０       圧力センサー入力プロセッサー
１６２       デジタルワイヤレス通信サブシステム
１６４       ワイヤレストランシーバー、トランスミッター
１７０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１７２       コネクター
１７４       入力チャンネルインターフェース
１７６       Ａ／Ｄコンバーター
１７８       マルチプレクサー
１８０       入力プロセッサー
１９０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１９２       コネクター
１９４       入力チャンネルインターフェース
１９６       Ａ／Ｄコンバーター
１９８       入力プロセッサー
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２００       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
２０２       温度コネクター
２０４       温度入力チャンネルインターフェース
２０６       Ａ／Ｄコンバーター
２１０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
２１２       血液化学コネクター
２１３       血圧変換器
２１４       血液化学入力チャンネルインターフェース
２１６       Ａ／Ｄコンバーター
２１８       血液化学入力プロセッサー
２２０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
２２２       呼吸パラメーターコネクター
２２４       呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース
２２６       Ａ／Ｄコンバーター
２２８       呼吸パラメーター入力プロセッサー
２３０       マシンインターフェース
２３２       コントローラー
２５０       圧力モニターインターフェースサブユニット
２５２       デジタルワイヤレス通信サブシステム
２５４       ワイヤレストランシーバー
２６２       圧力モニターインターフェースサブユニット
２７０       ＥＣＧモニターインターフェースサブユニット
２７２       ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット
２７４       温度モニターインターフェースサブユニット
２７６       血液化学モニターインターフェースサブユニット
２７８       呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット
２９０       マシーンインターフェース
２９２       コントローラー
３００       ハウジング
３０２       前方部
３０４       後方部
３０８       前面パネル
３１０       圧力変換装着ソケット
３１２       血圧変換アセンブリー、血圧変換器
３１３       コネクター
３１４       凹部
３１６       側壁
３２０       コネクターソケット
３２４       温度センサーソケット
３２６       制御パネル
３２８       圧力チャンネル制御ボタン
３３０       電池充電状態インジケーター
３３２       電源ボタン
３３４       警報表示
５００       患者付添アセンブリー
５０２       メディカルモニター
５０４       血圧センサー
５０６       ワイヤレスレシーバー
５０８       トランスミッター
５０９       メディカルモニター
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５１０       血圧センサー入力レシーバー
５１１       二次回路
５１６       ボタン
５１８       モニター
５２０       モニター
５２２       ボタン
５５０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
５５２       圧力センサー入力レシーバー
５５４       圧力入力チャンネルインターフェース
５５６       Ａ／Ｄコンバーター
５５８       マルチプレクサー
５６０       圧力センサー入力プロセッサー
５６２       デジタルワイヤレス通信サブシステム
５６４       ワイヤレストランシーバー
５７０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
５７２       入力レシーバー
５７４       入力チャンネルインターフェース
５７６       Ａ／Ｄコンバーター
５７８       マルチプレクサー
５８０       入力プロセッサー
５９０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
５９２       入力レシーバー
５９４       入力チャンネルインターフェース
５９６       Ａ／Ｄコンバーター
５９８       入力プロセッサー
６００       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
６０２       温度入力レシーバー
６０４       温度入力チャンネルインターフェース
６０６       Ａ／Ｄコンバーター
６１０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
６１２       血液化学入力レシーバー
６１４       血液化学入力チャンネルインターフェース
６１６       Ａ／Ｄコンバーター
６１８       血液化学入力プロセッサー
６２０       メディカルセンサーインターフェースサブユニット
６２２       呼吸パラメーター入力レシーバー
６２４       呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース
６２６       Ａ／Ｄコンバーター
６２８       呼吸パラメーター入力プロセッサー
６３０       マン－マシーンインターフェース
６３２       コントローラー
６５０       圧力モニターインターフェースサブユニット
６５２       デジタルワイヤレス通信サブシステム
６５４       ワイヤレストランシーバー
６６２       圧力モニターインターフェースサブユニット
６７０       ＥＣＧモニターインターフェースサブユニット
６７２       ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット
６７４       温度モニターインターフェースサブユニット
６７６       血液化学モニターインターフェースサブユニット
６７８       呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット
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６９０       マン－マシーンインターフェース
６９２       コントローラー
７００       ハウジング
７０２       前部
７０４       後部
７０８       前パネル
７１０       圧力変換取付ソケット
７１２       血圧変換アセンブリー
７１４       凹部
７１６       側面
７２０       センサー入力レシーバー
７２２       センサー入力レシーバー
７２４       温度センサー入力レシーバー
７２６       コントロールパネル
７２８       圧力チャンネルコントロールボタン
７３０       電池充電状態表示
７３２       電源入切ボタン
７３４       警報表示
１１００    患者付添アセンブリー
１１０１    メディカルモニターセレクター
１１０２    メディカルモニター
１１０４    血圧センサー
１１０６    ワイヤレスレシーバー
１１０８    トランスミッター
１１１０    コネクターソケット
１１１３    ポータブルモニター
１１１４    ワイヤレスレシーバー
１１１５    ボタン
１１１６    ボタン
１１１７    ディスプレイ
１１１８    モニター
１１２０    モニター
１１５０    メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１１５２    圧力センサーコネクター
１１５４    圧力入力チャンネルインターフェース
１１５６    Ａ／Ｄコンバーター
１１５８    マルチプレクサー
１１６０    圧力センサー入力プロセッサー
１１６２    デジタルワイヤレス通信サブシステム
１１６４    ワイヤレストランシーバー
１１７０    センサーインターフェースサブユニット
１１７２    コネクター
１１７４    入力チャンネルインターフェース
１１７６    Ａ／Ｄコンバーター
１１７８    マルチプレクサー
１１８０    入力プロセッサー
１１９０    メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１１９２    コネクター
１１９４    入力チャンネルインターフェース
１１９６    Ａ／Ｄコンバーター
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１１９８    入力プロセッサー
１２００    メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１２００    インターフェースサブユニット
１２０２    温度コネクター
１２０４    温度入力チャンネルインターフェース
１２０６    Ａ／Ｄコンバーター
１２１０    メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１２１０    インターフェースサブユニット
１２１２    血液化学コネクター
１２１４    血液化学入力チャンネルインターフェース
１２１６    Ａ／Ｄコンバーター
１２１８    血液化学入力プロセッサー
１２２０    メディカルセンサーインターフェースサブユニット
１２２２    呼吸パラメーターコネクター
１２２４    呼吸パラメーター入力チャンネルインターフェース
１２２６    Ａ／Ｄコンバーター
１２２８    呼吸パラメーター入力プロセッサー
１２３０    マシンインターフェース
１２３２    コントローラー
１２５０    圧力モニターインターフェースサブユニット
１２５２    デジタルワイヤレス通信サブシステム
１２５４    ワイヤレストランシーバー
１２６２    圧力モニターインターフェースサブユニット
１２７０    ＥＣＧモニターインターフェースサブユニット
１２７２    ＳＰＯ２モニターインターフェースサブユニット
１２７４    温度モニターインターフェースサブユニット
１２７４    モニターインターフェースサブユニット
１２７６    血液化学モニターインターフェースサブユニット
１２７８    呼吸パラメーターモニターインターフェースサブユニット
１２９０    マン－マシーンインターフェース
１２９２    コントローラー
１３００    ハウジング
１３０２    前部
１３０４    後部
１３０８    前面パネル
１３１０    圧力変換ソケット
１３１２    血圧変換アセンブリー
１３１３    コネクター
１３１６    側面
１３２０    コネクターソケット
１３２２    センサーソケット
１３２４    温度センサーソケット
１３２６    制御パネル
１３２８    圧力チャンネル制御ボタン
１３３０    電池充電状態表示
１３３２    電源入切ボタン
１３３４    警報表示
１３３６    側面
１３３８    セレクターサポートエレメント
１３４０    ケーブル
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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