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(57)【要約】
【課題】患者の生体情報を、病院での業務形態に応じて
簡単な入力作業で効率よく確実に記録することが可能な
生体情報測定機器を提供すること。
【解決手段】この生体情報測定機器が病院内で各患者を
巡回する医療従事者によって持ち運ばれて使用されるた
めの巡回モードを実行する巡回モード制御部と、この生
体情報測定機器が病院内で各患者毎に配置されて使用さ
れるための固定モードを実行する固定モード制御部とを
備える。巡回モード制御部と固定モード制御部とを切り
替えて選択するための選択部３を備える。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者から少なくとも１種類以上の生体情報を取得する生体情報測定機器であって、
　本体と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　取得された生体情報を表示する表示部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報を確定する入力を行うための操作部と、
　ネットワークを介して上記本体の外部と通信する通信部と、
　この生体情報測定機器が病院内で各患者を巡回する医療従事者によって持ち運ばれて使
用されるための巡回モードを実行する巡回モード制御部と、
　この生体情報測定機器が病院内で各患者毎に配置されて使用されるための固定モードを
実行する固定モード制御部と、
　上記巡回モード制御部と上記固定モード制御部とを切り替えて選択するための選択部と
を備えたことを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項２】
　請求項１に記載の生体情報測定機器において、
　上記巡回モード制御部は、
　上記医療従事者を特定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する医療従事者ＩＤ
認証部と、
　上記医療従事者ＩＤが認証された後、患者を特定するための患者ＩＤを取り込んで認証
する患者ＩＤ認証部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるととも
に、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させる制御を行う測定表示制御部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたと
き、上記生体情報とこの生体情報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対
応付けて通信データとして、上記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う送
信制御部とを含み、
　上記固定モード制御部は、
　患者を特定するための患者ＩＤを取り込んで認証する患者ＩＤ認証部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるととも
に、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させる制御を行う測定表示制御部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、かつ上記測定表示制御部による上記制御の前または後に
、上記医療従事者を特定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する医療従事者ＩＤ
認証部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたと
き、上記生体情報とこの生体情報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対
応付けて通信データとして、上記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う送
信制御部とを含むことを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の生体情報測定機器において、
　上記巡回モード制御部は、上記医療従事者ＩＤ認証部によって上記医療従事者ＩＤが認
証された時、過去に取得した生体情報と患者ＩＤを初期化するとともに、上記患者ＩＤ認
証部によって上記患者ＩＤが認証された時、過去に取得した生体情報を初期化することを
特徴とする生体情報測定機器。
【請求項４】
　請求項１から３までのいずれか一つに記載の生体情報測定機器において、
　上記巡回モード制御部は、上記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する
入力によって確定されたとき、上記送信制御部による上記通信データの送信の後、過去に
取得した生体情報と患者ＩＤを初期化する一方、上記表示部に表示された上記生体情報が
上記操作部に対する入力によって確定されないとき、再び上記患者ＩＤ認証部による患者
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ＩＤの認証を行うように制御を戻すことを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項５】
　請求項１から４までのいずれか一つに記載の生体情報測定機器において、
　医療従事者、患者からそれぞれ医療従事者ＩＤ、患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部
を、上記本体と一体に又は上記本体に対して着脱可能に備えたことを特徴とする生体情報
測定機器。
【請求項６】
　請求項１から５までのいずれか一つに記載の生体情報測定機器において、
　上記固定モード制御部は、上記医療従事者ＩＤ認証部によって上記医療従事者ＩＤが入
力された時、上記生体情報が未取得であれば、上記測定表示制御部の制御によって、上記
生体情報取得部に上記生体情報を取得させるとともに、上記表示部に上記取得された生体
情報を表示させることを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか一つに記載の生体情報測定機器において、
　上記患者に割り当てられたベッド番号をその患者の患者ＩＤと対応付けて表す入床情報
を入力するための入床情報入力部を備えることを特徴とする生体情報測定機器。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれか一つに記載の生体情報測定機器と、
　患者を特定するための患者ＩＤと上記患者の生体情報とを対応付けて電子カルテ情報と
して記録する病院情報サーバと、
　上記生体情報測定機器および上記病院情報サーバとネットワークを介して通信可能に接
続され、上記生体情報測定機器からの通信データを中継する中継サーバとを備え、
　上記中継サーバは、上記生体情報測定機器からの上記通信データを受けて、上記通信デ
ータが上記確定情報を含むとき、上記通信データを上記病院情報サーバへ送信する一方、
上記通信データが上記確定情報を含まないとき、上記通信データを保留することを特徴と
する生体情報測定システム。
【請求項９】
　請求項８に記載の生体情報測定システムにおいて、
　医療従事者、患者からそれぞれ医療従事者ＩＤ、患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部
を、上記生体情報測定機器と、上記病院情報サーバまたはこの病院情報サーバに通信可能
に接続されたコンピュータとの少なくとも一方に対して、一体に又は着脱可能に備えたこ
とを特徴とする生体情報測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は生体情報測定機器に関し、より詳しくは、患者から少なくとも１種類以上の
生体情報を取得し、取得した生体情報をネットワークを介して送信する生体情報測定機器
に関する。
【０００２】
　また、この発明は、そのような生体情報測定機器と、上記生体情報測定機器からの通信
データを中継する中継サーバと、患者を特定するための患者ＩＤ（識別番号）と上記患者
の生体情報とを対応付けて電子カルテ情報として記録する病院情報サーバとを備えた生体
情報測定システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　近年、医療機関では患者の容態や治療過程を記録するカルテの電子化が進んでいる。電
子カルテを導入している医療機関が増加する中、血圧や体温、ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和
度）といった患者の生体情報測定（いわゆるスポットチェック）の際には、通常１日に２
～３回看護師が測定してメモをとり、その後電子カルテに手作業で入力・転記している。
このため、看護師の入力作業の業務負担が重く、また、データの転記ミス・入力間違い・
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入力漏れが発生するという問題がある。
【０００４】
　また、ペン型のポインティングデバイス等で入力された医療情報を保存するシステムが
提案されているが（特許文献１の段落［００７５］、［図１４］）、入力者が誤記をすれ
ば、誤記を含む情報がそのまま保存されてしまうといった問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１７１５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そのような状況下で、本出願人は、先に、患者の生体情報を、簡単な入力作業で効率よ
く確実に記録することが可能な生体情報測定システムを提案した（特願２０１１－１５４
６６５号）。それに限られず、そのようなシステムを、さらに病院での業務形態に応じた
ものにするのが望ましい。
【０００７】
　そこで、この発明の課題は、患者の生体情報を、病院での業務形態に応じて簡単な入力
作業で効率よく確実に記録することが可能な生体情報測定機器を提供することにある。
【０００８】
　また、この発明は、そのような生体情報測定機器と、上記生体情報測定機器からの通信
データを中継する中継サーバと、患者を特定するための患者ＩＤと上記患者の生体情報と
を対応付けて電子カルテ情報として記録する病院情報サーバとを備え、患者の生体情報を
、病院での業務形態に応じて簡単な入力作業で効率よく確実に電子カルテに記録すること
が可能な生体情報測定システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　病院では、看護師などの医療従事者が生体情報測定機器を持ち運びながら各患者を巡回
して生体情報測定を行う業務形態と、入院している各患者毎（ベッド周辺）にそれぞれ生
体情報測定機器を固定して配置しておき、その生体情報測定機器を用いて患者の生体情報
測定を行う業務形態とを、切り替えたい場合がある。
【００１０】
　そこで、この発明の生体情報測定機器は、
　患者から少なくとも１種類以上の生体情報を取得する生体情報測定機器であって、
　本体と、
　生体情報を取得する生体情報取得部と、
　取得された生体情報を表示する表示部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報を確定する入力を行うための操作部と、
　ネットワークを介して上記本体の外部と通信する通信部と、
　この生体情報測定機器が病院内で各患者を巡回する医療従事者によって持ち運ばれて使
用されるための巡回モードを実行する巡回モード制御部と、
　この生体情報測定機器が病院内で各患者毎に配置されて使用されるための固定モードを
実行する固定モード制御部と、
　上記巡回モード制御部と上記固定モード制御部とを切り替えて選択するための選択部と
を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　本明細書で、「生体情報」とは、血圧、体温、ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）など、患
者の生体に関する情報を広く指す。
【００１２】
　「病院」とは、医院、保健センタなどの名称を問わず、医療に関する診断や治療を行う
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医療機関を広く指す。
【００１３】
　「医療従事者」とは、看護士、医師、ＭＥ（Medical Engineer）などを広く指す。
【００１４】
　また、「ネットワーク」とは、有線または無線を問わず、ローカルエリアネットワーク
（ＬＡＮ）やワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、インターネットなどのネットワーク
を広く指す。
【００１５】
　また、「ＩＤ」とは、人や物（機器）を識別するための符号を指す。ＩＤは、数字のみ
に限られるものではなく、アルファベットや記号を含んでいても良い。
【００１６】
　この発明の生体情報測定機器では、選択部によって、上記巡回モード制御部と上記固定
モード制御部とを切り替えて選択することができる。巡回モード、固定モードのいずれに
おいても、生体情報取得部が生体情報を取得し、表示部が取得された生体情報を表示する
。操作部によって、上記表示部に表示された上記生体情報を確定する入力が行われたとき
、通信部によって、上記生体情報がネットワークを介して上記本体の外部へ送信される。
したがって、患者の生体情報を、病院での業務形態に応じて簡単な入力作業で効率よく確
実に記録することができる。
【００１７】
　一実施形態の生体情報測定機器では、
　上記巡回モード制御部は、
　上記医療従事者を特定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する医療従事者ＩＤ
認証部と、
　上記医療従事者ＩＤが認証された後、患者を特定するための患者ＩＤを取り込んで認証
する患者ＩＤ認証部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるととも
に、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させる制御を行う測定表示制御部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたと
き、上記生体情報とこの生体情報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対
応付けて通信データとして、上記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う送
信制御部とを含み、
　上記固定モード制御部は、
　患者を特定するための患者ＩＤを取り込んで認証する患者ＩＤ認証部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるととも
に、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させる制御を行う測定表示制御部と、
　上記患者ＩＤが認証された後、かつ上記測定表示制御部による上記制御の前または後に
、上記医療従事者を特定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する医療従事者ＩＤ
認証部と、
　上記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたと
き、上記生体情報とこの生体情報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対
応付けて通信データとして、上記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う送
信制御部とを含むことを特徴とする。
【００１８】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、選択部によって、上記巡回モード制御部が選
択された場合、この生体情報測定機器が病院内で各患者を巡回する医療従事者によって持
ち運ばれて使用されるための巡回モードの処理が、上記巡回モード制御部によって、次の
ように実行される。まず、医療従事者ＩＤ認証部が、上記医療従事者を特定するための医
療従事者ＩＤを取り込んで認証する。上記医療従事者ＩＤが認証された後、患者ＩＤ認証
部が、患者を特定するための患者ＩＤを取り込んで認証する。上記患者ＩＤが認証された
後、測定表示制御部が、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるとともに、上記
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表示部に上記取得された生体情報を表示させる制御を行う。上記医療従事者は、上記表示
部に表示された生体情報（測定値）を見て、その測定値が妥当であるか否かを判断するこ
とができる。上記医療従事者は、その測定値が妥当であると判断したとき、上記操作部に
対する入力によってその測定値を確定する。上記表示部に表示された上記生体情報が上記
操作部に対する入力によって確定されたとき、送信制御部は、上記生体情報とこの生体情
報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対応付けて通信データとして、上
記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う。例えば、病院内で電子カルテを
管理しているサーバがこの通信データを受信することで、患者の生体情報を電子カルテに
記録することができる。
【００１９】
　一方、上記選択部によって、上記固定モード制御部が選択された場合、この生体情報測
定機器が病院内で各患者毎に配置されて使用されるための固定モードの処理が、上記固定
モード制御部によって、次のように実行される。まず、患者ＩＤ認証部が、患者を特定す
るための患者ＩＤを取り込んで認証する。上記患者ＩＤが認証された後、測定表示制御部
が、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるとともに、上記表示部に上記取得さ
れた生体情報を表示させる制御を行う。上記患者ＩＤが認証された後、かつ上記測定表示
制御部による上記制御の前または後に、医療従事者ＩＤ認証部が、上記医療従事者を特定
するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する。上記医療従事者は、上記表示部に生体
情報（測定値）が表示されていなければ、測定表示制御部に対して、上記生体情報取得部
に上記生体情報を取得させるとともに、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させ
る制御を促す。上記表示部に上記取得された生体情報が表示されれば、上記医療従事者は
、上記表示部に表示された生体情報（測定値）を見て、その測定値が妥当であるか否かを
判断することができる。上記医療従事者は、その測定値が妥当であると判断したとき、上
記操作部に対する入力によってその測定値を確定する。上記表示部に表示された上記生体
情報が上記操作部に対する入力によって確定されたとき、送信制御部は、上記生体情報と
この生体情報が確定されたことを表す確定情報と上記患者ＩＤとを対応付けて通信データ
として、上記通信部によって上記本体の外部へ送信する制御を行う。例えば、病院内で電
子カルテを管理しているサーバがこの通信データを受信することで、患者の生体情報を電
子カルテに記録することができる。
【００２０】
　したがって、この一実施形態の生体情報測定機器によれば、患者の生体情報を、病院で
の業務形態に応じて簡単な入力作業で効率よく確実に電子カルテに記録することができる
。
【００２１】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記巡回モード制御部は、上記医療従事者ＩＤ認
証部によって上記医療従事者ＩＤが認証された時、過去に取得した生体情報と患者ＩＤを
初期化するとともに、上記患者ＩＤ認証部によって上記患者ＩＤが認証された時、過去に
取得した生体情報を初期化することを特徴とする。
【００２２】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記巡回モード制御部は、上記医療従事者Ｉ
Ｄ認証部によって上記医療従事者ＩＤが認証された時、過去に取得した生体情報と患者Ｉ
Ｄを初期化するとともに、上記患者ＩＤ認証部によって上記患者ＩＤが認証された時、過
去に取得した生体情報を初期化する。したがって、過去の出所不明な生体情報（異なる患
者等の測定値など）が、機器外部へ送信されるような事態を防止できる。
【００２３】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記巡回モード制御部は、上記表示部に表示され
た上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたとき、上記送信制御部によ
る上記通信データの送信の後、過去に取得した生体情報と患者ＩＤを初期化する一方、上
記表示部に表示された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されないとき
、再び上記患者ＩＤ認証部による患者ＩＤの認証を行うように制御を戻すことを特徴とす
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る。
【００２４】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記巡回モード制御部は、上記表示部に表示
された上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されたとき、上記送信制御部
による上記通信データの送信の後、過去に取得した生体情報と患者ＩＤを初期化する。し
たがって、過去の出所不明な生体情報（異なる患者等の測定値など）が、機器外部へ送信
されるような事態を防止できる。一方、上記巡回モード制御部は、上記表示部に表示され
た上記生体情報が上記操作部に対する入力によって確定されないとき、再び上記患者ＩＤ
認証部による患者ＩＤの認証を行うように制御を戻す。したがって、上記医療従事者は、
次に巡回すべき患者の生体情報測定を円滑に進めることができる。
【００２５】
　一実施形態の生体情報測定機器では、医療従事者、患者からそれぞれ医療従事者ＩＤ、
患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部を、上記本体と一体に又は上記本体に対して着脱可
能に備えたことを特徴とする。
【００２６】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、医療従事者、患者からそれぞれ医療従事者Ｉ
Ｄ、患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部を、上記本体と一体に又は上記本体に対して着
脱可能に備える。したがって、上記医療従事者ＩＤの認証や上記患者ＩＤの認証のための
作業が容易になる。
【００２７】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記固定モード制御部は、上記医療従事者ＩＤ認
証部によって上記医療従事者ＩＤが入力された時、上記生体情報が未取得であれば、上記
測定表示制御部の制御によって、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させるととも
に、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させることを特徴とする。
【００２８】
　この一実施形態の生体情報測定機器では、上記固定モード制御部は、上記医療従事者Ｉ
Ｄ認証部によって上記医療従事者ＩＤが入力された時、上記生体情報が未取得であれば、
上記測定表示制御部の制御によって、上記生体情報取得部に上記生体情報を取得させると
ともに、上記表示部に上記取得された生体情報を表示させる。したがって、上記患者ＩＤ
が認証された後、かつ上記医療従事者ＩＤの前または後に、上記測定表示制御部による上
記制御を行うべき時期が許容される。したがって、比較的元気な患者であれば、ベッド周
辺に固定された生体情報測定機器を用いてまず患者自身が生体情報の測定を行い、後に医
療従事者がその測定値を確認（確定）するという使用態様が可能となる。したがって、病
院での業務形態にさらに適応することができる。
【００２９】
　一実施形態の生体情報測定機器では、上記患者に割り当てられたベッド番号をその患者
の患者ＩＤと対応付けて表す入床情報を入力するための入床情報入力部を備えることを特
徴とする。
【００３０】
　この発明の生体情報測定機器では、例えば医療従事者が、入床情報入力部によって、上
記患者に割り当てられたベッド番号をその患者の患者ＩＤと対応付けて表す入床情報を入
力することができる。例えば、病院内で電子カルテを管理しているサーバが上記入床情報
を含む通信データを受信することで、患者の入床情報を記録することができる。したがっ
て、上記医療従事者は、上記生体情報測定機器を介して、患者の入床情報を記録すること
ができる。
【００３１】
　本明細書で、「ベッド番号」とは、病院内のベッドを識別するための符号を指す。ベッ
ド番号は、数字のみに限られるものではなく、例えば、内科東病棟１４０１号室３番ベッ
ドのように、病棟、号室などを含めてベッドを識別するものであっても良い。
【００３２】
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　この発明の生体情報測定システムでは、
　上記発明の生体情報測定機器と、
　患者を特定するための患者ＩＤと上記患者の生体情報とを対応付けて電子カルテ情報と
して記録する病院情報サーバと、
　上記生体情報測定機器および上記病院情報サーバとネットワークを介して通信可能に接
続され、上記生体情報測定機器からの通信データを中継する中継サーバとを備え、
　上記中継サーバは、上記生体情報測定機器からの上記通信データを受けて、上記通信デ
ータが上記確定情報を含むとき、上記通信データを上記病院情報サーバへ送信する一方、
上記通信データが上記確定情報を含まないとき、上記通信データを保留することを特徴と
する。
【００３３】
　この一実施形態の生体情報測定システムでは、上記中継サーバは、上記生体情報測定機
器からの上記通信データを受けて、上記通信データが上記確定情報を含むとき、上記通信
データを上記病院情報サーバへ送信する。上記病院情報サーバは、上記通信データが上記
確定情報を含むとき、上記通信データに含まれた上記生体情報とそれに対応する上記患者
ＩＤとを用いて、患者の生体情報を電子カルテに記録することができる。一方、上記中継
サーバは、上記通信データが上記確定情報を含まないとき、上記通信データを保留する。
したがって、出所不明な生体情報（異なる患者等の測定値など）が、上記病院情報サーバ
へ送信されるのを防止できる。この結果、上記病院情報サーバで混乱が生じるのを防止で
きる。
【００３４】
　また、上記中継サーバが保留した上記通信データから、例えば、患者が生体情報測定機
器を操作した履歴がわかるので、この履歴に基づいて患者の行動を分析できる。
【００３５】
　一実施形態の生体情報測定システムでは、医療従事者、患者からそれぞれ医療従事者Ｉ
Ｄ、患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部を、上記生体情報測定機器と、上記病院情報サ
ーバまたはこの病院情報サーバに通信可能に接続されたコンピュータとの少なくとも一方
に対して、一体に又は着脱可能に備えたことを特徴とする。
【００３６】
　この一実施形態の生体情報測定システムでは、医療従事者、患者からそれぞれ医療従事
者ＩＤ、患者ＩＤを読み取るためのＩＤ読取部を、上記生体情報測定機器と、上記病院情
報サーバまたはこの病院情報サーバに通信可能に接続されたコンピュータとの少なくとも
一方に対して、一体に又は着脱可能に備える。したがって、上記医療従事者ＩＤの認証や
上記患者ＩＤの認証のための作業が容易になる。
【発明の効果】
【００３７】
　以上より明らかなように、この発明の生体情報測定機器によれば、患者の生体情報を、
病院での業務形態に応じて簡単な入力作業で効率よく確実に記録することができる。
【００３８】
　また、この発明の生体情報測定システムによれば、そのような生体情報測定機器と、上
記生体情報測定機器からの通信データを中継する中継サーバと、患者を特定するための患
者ＩＤと上記患者の生体情報とを対応付けて電子カルテ情報として記録する病院情報サー
バとを備え、患者の生体情報を、病院での業務形態に応じて簡単な入力作業で効率よく確
実に電子カルテに記録することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】この発明の一実施形態の生体情報測定システムの構成を示す図である。
【図２】上記生体情報測定システムに含まれる生体情報測定機器の構成を示すブロック図
である。
【図３】上記生体情報測定システムに含まれる中継サーバの構成を示すブロック図である
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。
【図４】上記生体情報測定システムに含まれる病院情報サーバの構成を示すブロック図で
ある。
【図５】上記生体情報測定システムに含まれる病院端末の構成を示すブロック図である。
【図６】上記生体情報測定機器の外観を示す斜視図である。
【図７】上記生体情報測定機器の表示部を示す図である。
【図８】上記生体情報測定機器の制御部による巡回モードの処理フローを示す図である。
【図９】上記生体情報測定機器の制御部による固定モードの処理フローを示す図である。
【図１０】上記病院端末の制御部による入床処理のフローを示す図である。
【図１１】上記生体情報測定機器の制御部による入床処理のフローを示す図である。
【図１２】上記中継サーバの制御部による処理のフローを示す図である。
【図１３】上記病院情報サーバの制御部による処理のフローを示す図である。
【図１４】上記生体情報測定機器の表示部に測定値が表示された状態を示す図である。
【図１５】上記生体情報測定機器、上記中継サーバ、上記病院情報サーバの間の通信デー
タの流れを説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００４１】
　図１は、この発明の一実施形態の生体情報測定システム（全体を符号９０で示す。）の
システム構成を示している。この生体情報測定システム９０は、生体情報測定機器１００
と、中継サーバ２００と、病院情報サーバ３００と、病院端末４００とを、ネットワーク
９００を介して互いに通信可能に備えている。なお、生体情報測定機器１００と病院端末
４００は、それぞれ複数台接続されていても良い。
【００４２】
　このネットワーク９００を介した通信は、無線、有線のいずれでも良い。この実施の形
態において、ネットワーク９００は、病院内ＬＡＮ（Local Area Network）であるが、こ
れに限定されず、インターネットを介したネットワークのような他の種類のネットワーク
であってもよいし、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）ケーブルなどを用いた１対１の通信
であってもよい。
【００４３】
　図２に示すように、生体情報測定機器１００は、本体１００Ｍと、この本体１００Ｍに
搭載された、制御部１１０と、メモリ１２０と、操作部１３０と、表示部１４０と、生体
情報取得部としての測定部１５０と、通信部１９０とを含む。
【００４４】
　操作部１３０は、操作ボタン・操作キーなどの操作デバイス（詳しくは後述する。）が
操作者によって操作されたことに応じて、操作された内容に応じた操作信号を制御部１１
０に入力する。
【００４５】
　測定部１５０は、血圧を測定するためのカフ１５１と血圧測定部１５４とを含む血圧計
１００Ａ、サーミスタまたは赤外線検知回路を内蔵する検温部を含む体温計１００Ｂ、発
光部と受光部とを備えてＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）を測定するためのパルスオキシメ
ータ１００Ｃ、および無線通信により生体情報を取り込むためのＲＦＩＤ（Radio Freque
ncy IDenditification）センサ１５３（図６参照）を含む部分である。血圧計１００Ａや
、ＲＦＩＤセンサ１５３を介して体温計１００Ｂ、パルスオキシメータ１００Ｃから取得
された生体情報は、制御部１１０に入力される。
【００４６】
　メモリ１２０は、生体情報測定機器１００を制御するためのプログラムのデータ、生体
情報測定機器１００を制御するために用いられるデータ、生体情報測定機器１００の各種
機能を設定するための設定データ、および、測定結果のデータなどを記憶する。また、メ
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モリ１２０は、プログラムが実行されるときのワークメモリなどとして用いられる。
【００４７】
　制御部１１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、メモリ１２０に記憶さ
れた生体情報測定機器１００を制御するためのプログラムに従って、操作部１３０からの
操作信号に応じて、測定部１５０からの検知信号に基づいて、メモリ１２０、表示部１４
０、および、通信部１９０を制御する。特に、この制御部１１０は、操作部１３０を介し
た設定にしたがって、巡回モード制御部１１１として働いて巡回モードの処理を実行し、
または固定モード制御部１１２として働いて固定モードの処理を実行する。
【００４８】
　表示部１４０は、ディスプレイおよびインジケータ等を含み、制御部１１０からの制御
信号に従って所定の情報を表示する（詳しくは後述する。）。
【００４９】
　通信部１９０は、制御部１１０によって制御されて所定の情報を、ネットワーク９００
を介して外部の装置に送信したり、外部の装置からの情報を、ネットワーク９００を介し
て受信して制御部１１０に受け渡したりする。
【００５０】
　この例では、本体１００Ｍに、ＩＤ読取部としてのバーコードリーダ１５２が、本体１
００Ｍに対してＵＳＢケーブルを介して着脱可能に接続されている。バーコードリーダ１
５２は、医療従事者や患者が携行するＩＤカードやリストバンド（バーコードが表示され
ている）からそれぞれ医療従事者ＩＤ、患者ＩＤを読み取るために用いられる。バーコー
ドリーダ１５２は本体１００Ｍと一体に設けられていても良い。代わりに、ＩＤカードに
認証用のＩＣチップが埋め込まれていれば、医療従事者ＩＤ、患者ＩＤを、本体１００Ｍ
と一体に設けられたＲＦＩＤセンサ１５３によって読み取っても良い。
【００５１】
　図３に示すように、中継サーバ２００は、制御部２１０と、記憶部２２０と、操作部２
３０と、表示部２４０と、通信部２９０とを含む。この中継サーバ２００は、汎用のコン
ピュータ装置に、後述の中継モードの処理を行わせるようにプログラム（ソフトウェア）
をインストールしたものである。
【００５２】
　制御部２１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）およびその補助回路を含み、サ
ーバ２００の各部を制御し、記憶部２２０に記憶されたプログラムおよびデータに従って
所定の処理を実行し、操作部２３０、および、通信部２９０から入力されたデータを処理
し、処理したデータを、記憶部２２０に記憶させたり、表示部２４０で表示させたり、通
信部２９０から出力させたりする。
【００５３】
　記憶部２２０は、制御部２１０でプログラムを実行するために必要な作業領域として用
いられるＲＡＭ（Random Access Memory）と、制御部２１０で実行するための基本的なプ
ログラムを記憶するためのＲＯＭ（Read Only Memory）とを含む。また、記憶部２２０の
記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、磁気ディスク（ＨＤ（Hard D
isk）、ＦＤ（Flexible Disk））、光ディスク（ＣＤ（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digita
l Versatile Disk）、ＢＤ（Blu-ray Disc））、光磁気ディスク（ＭＯ（Magneto-Optica
l disk））、または、半導体メモリ（メモリカード、ＳＳＤ（Solid State Drive））な
どが用いられてもよい。
【００５４】
　操作部２３０は、キーボードおよびマウスで構成され、ユーザによる操作を示す操作信
号を制御部２１０に入力する。また、操作部２３０は、キーボードおよびマウスに替えて
、または、加えて、タッチパネルなどの他の操作デバイスで構成されるようにしてもよい
。
【００５５】
　表示部２４０は、ディスプレイ（たとえば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display））を含



(11) JP 2013-137678 A 2013.7.11

10

20

30

40

50

む。表示部２４０は、制御部２１０によって制御されて、所定の映像をディスプレイに表
示させる。
【００５６】
　通信部２９０は、制御部２１０からの情報をネットワーク９００を介して他の装置に送
信するとともに、他の装置からネットワーク９００を介して送信されてきた情報を受信し
て制御部２１０に受け渡す。
【００５７】
　図１２は、中継サーバ２００の制御部２１０による中継モードの処理のフローを示して
いる。まず、通信部２９０を介して受信される通信データを待ち（ステップＳ５０１）、
受信された通信データ（受信データ）があれば（ステップＳ５０１でＹＥＳ）、受信デー
タを記憶部２２０に一旦記憶する（ステップＳ５０２）。次に、受信データに後述の確定
情報または入床情報が含まれていれば（ステップＳ５０３でＹＥＳ）、その受信データを
病院情報サーバ３００へ送信する（ステップＳ５０４）。一方、受信データに確定情報ま
たは入床情報が含まれていなければ（ステップＳ５０３でＮＯ）、その受信データを保留
する。
【００５８】
　図４に示すように、病院情報サーバ３００は、制御部３１０と、記憶部３２０と、操作
部３３０と、表示部３４０と、通信部３９０とを含む。この病院情報サーバ３００は、汎
用のコンピュータ装置に、後述の電子カルテの管理を行わせるように市販の電子カルテの
プログラム（例えば、富士通製電子カルテシステム「ＨＯＰＥ／ＥＧＭＡＩＮ－ＥＸ」（
登録商標））をインストールしたものである。この病院情報サーバ３００の制御部３１０
、記憶部３２０、操作部３３０、表示部３４０、通信部３９０のそれ自体の構成および機
能は、基本的に、上述の中継サーバ２００の制御部２１０、記憶部２２０、操作部２３０
、表示部２４０、通信部２９０の構成および機能と同様である。ただし、記憶部３２０に
は、上記電子カルテのプログラムがインストールされ、また、電子カルテ情報を記憶する
ための電子カルテ情報記憶部３２１が存在する点が異なる。
【００５９】
　電子カルテ情報記憶部３２１には、患者名と患者ＩＤとその患者の生体情報とを対応づ
けて記録した電子カルテが記憶されている。
【００６０】
　電子カルテは、例えば次のようなものである。
（電子カルテ）
［患者ＩＤ　１００１　　患者名　オムロン　太郎］

【００６１】
　電子カルテ情報記憶部３２１には、このような電子カルテが患者（患者ＩＤ）毎に記憶
されている。
【００６２】
　さらに、記憶部３２０には、この例では、病院で働く医療従事者名と医療従事者ＩＤと
を対応付けて記録した医療従事者一覧リストと、病院が受付をした患者名と患者ＩＤとを
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対応付けて記録した患者一覧リストと、病院内のベッド番号と患者名と患者ＩＤとを対応
付けて記録した入床患者一覧リストとが記憶されている。
【００６３】
　医療従事者一覧リストは、例えば次のようなリストである。
（医療従事者一覧リスト）

【００６４】
　患者一覧リストは、例えば次のようなリストである。
（患者一覧リスト）

【００６５】
　入床患者一覧リストは、例えば次のようなリストである。
（入床患者一覧リスト）

【００６６】
　図１３は、病院情報サーバ３００の制御部３１０による電子カルテの管理のフローを示
している。まず、通信部３９０を介して受信される通信データを待ち（ステップＳ６０１
）、受信された通信データ（受信データ）があれば（ステップＳ６０１でＹＥＳ）、受信
データを記憶部３２０に一旦記憶する（ステップＳ６０２）。次に、受信データに後述の
確定情報または入床情報が含まれていれば（ステップＳ６０３でＹＥＳ）、その受信デー
タに基づいて、電子カルテに生体情報を記録するか、または入床情報を記録する（ステッ
プＳ６０４）。一方、受信データに確定情報または入床情報が含まれていなければ（ステ
ップＳ６０３でＮＯ）、記録することなく、その受信データを保留する。
【００６７】
　なお、電子カルテに生体情報を記録するとは、上に例示したような電子カルテに新規の
内容を書き込み、または内容を更新することを意味する。
【００６８】
　また、入床情報を記録するとは、上に例示したような入床患者一覧リストに新規の内容
を書き込み、または内容を更新することを意味する。
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【００６９】
　この例では、上述の医療従事者一覧リスト、患者一覧リスト、入床患者一覧リストは、
病院情報サーバ３００から中継サーバ２００へ転送されて、中継サーバ２００の記憶部２
２０に記憶されている。
【００７０】
　図５に示すように、病院端末４００は、本体４００Ｍと、この本体４００Ｍに搭載され
た、制御部４１０と、メモリ４２０と、操作部４３０と、表示部４４０と、通信部４９０
とを含む。この病院端末４００は、市販のノート型パーソナルコンピュータからなり、病
院情報サーバ３００にアクセスして、電子カルテ情報を記録又は更新するために用いられ
る。
【００７１】
　この例では、本体４００Ｍに、ＩＤ読取部としてのバーコードリーダ４３１が、本体４
００Ｍに対してＵＳＢケーブルを介して着脱可能に接続されている。バーコードリーダ４
３１は、医療従事者、患者が携行するＩＤカード（図示せず）からそれぞれ医療従事者Ｉ
Ｄ、患者ＩＤを読み取るために用いられる。
【００７２】
　図６は、生体情報測定機器１００の外観を示している。この生体情報測定機器１００は
、本体１００Ｍの前部に、測定／停止ボタン１と、メニュー／確定ボタン２と、設定操作
キー３と、トレイ４とを備えている。また、本体１００Ｍの左側部にＮＩＢＰ（非観血式
；Non Invasive Blood Pressure）コネクタ５を備えている。本体１００Ｍの右側部に、
電源コネクタ６と、ＵＳＢコネクタ７と、ＬＡＮコネクタ８とを備えている。さらに、本
体１００Ｍの上部に表示部１４０を備えている。また、本体１００Ｍの内部には、既述の
測定部１５０を構成するＲＦＩＤセンサ１５３が内蔵されている。
【００７３】
　測定／停止ボタン１は、電源スイッチであり、電源が切れているときに押されると、血
圧測定が開始される。血圧測定中に押されると、血圧測定が停止する。
【００７４】
　メニュー／確定ボタン２は、この機器１００の各種メニューを表示部１４０に表示させ
るとともに、測定値を確定するために用いられる。
【００７５】
　設定操作キー３は、上キー３ａ、下キー３ｂ、左キー３ｃ、右キー３ｄを含む。これら
のキー３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄは、表示部１４０の画面を切り替えたり、各種設定を入力
するために用いられる。
【００７６】
　これらのメニュー／確定ボタン２および設定操作キー３は、既述の操作部１３０を構成
する。
【００７７】
　トレイ４は、専用の電子体温計（この例では、オムロン電子体温計ＭＣ－１６００－Ｈ
Ｐ）を収納するための収容部４ａと、専用のパルスオキシメータ（この例では、パルスオ
キシメータＨＰＯ－１６００－ＦＰ）を収納するための収容部４ｂとを備えている。
【００７８】
　ＮＩＢＰコネクタ５は、血圧測定のためのカフ１５１につながるチューブ・エアホース
を本体１００Ｍに接続するために用いられる。
【００７９】
　電源コネクタ６は、ＡＣ（交流）アダプタを本体１００Ｍに接続するために用いられる
。このＡＣアダプタは、本体１００Ｍに内蔵されたバッテリ（図示せず）を充電するため
に用いられる。
【００８０】
　ＵＳＢコネクタ７は、この例ではバーコードリーダ１５２（図２参照）を本体１００Ｍ
に接続するために用いられる。
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【００８１】
　ＬＡＮコネクタ８は、この例では、この生体情報測定機器１００をネットワーク９００
に接続するために用いられる。
【００８２】
　図７に示すように、表示部１４０は、測定値や各種設定入力を促す表示を行うための測
定値表示部２１と、ベッド番号を表示するベッド番号表示部２２と、患者の氏名を表示す
る患者名表示部２３と、ＩＤ認証した医療従事者の氏名を表示する医療従事者名表示部２
４と、充電の有無を示す充電インジケータ２５と、体温測定値を入力したときに点灯する
体温入力表示部２６と、ＳｐＯ２測定値を入力したときに点灯するＳｐＯ２入力表示部２
７と、巡回モード時に点灯する巡回モード表示部２８と、現在の時刻を表示する時刻表示
部２９と、バッテリの残量を表示するバッテリ残量表示部３０と、無線ＬＡＮ通信の有無
を表示する無線ＬＡＮ表示部３１と、ＵＳＢ通信の有無を表示するＵＳＢ通信表示部３２
と、未送信データの有無を表示する未送信データ表示部３３と、メニュー／確定ボタン２
や設定操作キー３を操作したときの遷移先などを知らせる遷移先表示部３４とを含んでい
る。
【００８３】
　さて、病院で生体情報測定機器１００が使用される場合、医療従事者（例えばＭＥ）が
操作部１３０を選択部として操作することによって、巡回モードと固定モードとのいずれ
かが選択される。巡回モードは、病院で、看護師などの医療従事者が生体情報測定機器１
００を持ち運びながら各患者を巡回して生体情報測定を行う業務形態に適応する。一方、
固定モードは、入院している各患者毎（ベッド周辺）にそれぞれ生体情報測定機器１００
を固定して配置しておき、その生体情報測定機器１００を用いて患者の生体情報測定を行
う業務形態に適応する。
【００８４】
　巡回モードと固定モードとのいずれかの選択は、具体的には、次のようにして行われる
。例えば、医療従事者がメニュー／確定ボタン２および設定操作キー３を操作すると、表
示部１４０に、デフォルトでは、次のように巡回・固定選択を促す表示欄（１）が表示さ
れる。
　　　　巡回・固定選択：　固定　　　　　　　…（１）
【００８５】
　この表示は、デフォルトでは、固定モードが選択されていることを示している。ここで
、医療従事者が上キー３ａまたは下キー３ｂを押すことによって、例えば次の（２）のよ
うに表示欄が切り替えられる。
　　　　巡回・固定選択：　巡回　　　　　　　…（２）
【００８６】
　この表示は、巡回モードが選択されたことを示している。
【００８７】
　このようにして、医療従事者が操作部１３０を操作することによって、巡回モードと固
定モードとのいずれかが選択される。
【００８８】
　巡回モードが選択された場合、生体情報測定機器１００の巡回モード制御部１１１が図
８のフローに示す処理を実行する。
【００８９】
　まず、巡回モード制御部１１１が医療従事者ＩＤ認証部として働いて、医療従事者（例
えば看護士）を特定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ１０１
）。続いて、巡回モード制御部１１１は、生体情報（以下、適宜「測定値」という。）と
患者ＩＤを初期化する（ステップＳ１０２）。したがって、過去の出所不明な生体情報（
異なる患者等の測定値など）が、機器外部へ送信されるような事態を防止できる。
【００９０】
　この後、巡回モード制御部１１１が患者ＩＤ認証部として働いて、患者を特定するため
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の患者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ１０３）。なお、医療従事者ＩＤ、患者Ｉ
Ｄの取り込みには、この例ではバーコードリーダ１５２を用いる。したがって、医療従事
者ＩＤの認証や患者ＩＤの認証のための作業が容易になる。続いて、巡回モード制御部１
１１は、測定値を初期化する（ステップＳ１０４）。したがって、過去の出所不明な測定
値などが、機器外部へ送信されるような事態を防止できる。
【００９１】
　この後、医療従事者（または患者）による操作部１３０に対する測定開始の入力に応じ
て、巡回モード制御部１１１が測定表示制御部として働いて、測定部１５０に測定値を取
得させるとともに、表示部１４０に取得された測定値を表示させる制御を行う（ステップ
Ｓ１０５）。この段階で表示部１４０に表示される画面は、例えば図１４に示したような
ものである。医療従事者は、表示部１４０に表示された測定値を見て、その測定値が妥当
であるか否かを判断することができる。医療従事者はその測定値が妥当であると判断した
とき、操作部１３０（具体的には、メニュー／確定ボタン２）に対する入力によって測定
値を確定する。
【００９２】
　表示部１４０に表示された測定値が操作部１３０に対する入力によって確定されたとき
（ステップＳ１０６でＹＥＳ）、巡回モード制御部１１１が送信制御部として働いて、測
定値とこの測定値が確定されたことを表す確定情報と患者ＩＤとを対応付けて通信データ
として、通信部１９０によってネットワーク９００を介して中継サーバ２００へ送信する
制御を行う（ステップＳ１０７）。
【００９３】
　なお、測定完了後、測定値が確定されることなく一定期間が経過したとき、巡回モード
制御部１１１は、図８のフローから離れて、確定情報なしで、測定値と患者ＩＤとを対応
付けて通信データとして、通信部１９０によってネットワーク９００を介して中継サーバ
２００へ送信する制御を行う。ただし、患者ＩＤが特定されていない測定値は、送信され
ることなく、生体情報測定機器１００に保留される。
【００９４】
　なお、この実施形態では、この巡回モードのフロー（図８）および後述の固定モードの
フロー（図９）において、医療従事者ＩＤの認証および患者ＩＤの認証は、
　ｉ）　生体情報測定機器１００が取り込んだ医療従事者ＩＤまたは患者ＩＤを中継サー
バ２００へ送信し、
　ii)　中継サーバ２００において、制御部２１０が、受信した医療従事者ＩＤまたは患
者ＩＤと記憶部２２０に記憶されている医療従事者一覧リスト、患者一覧リストに挙げら
れている医療従事者ＩＤ、患者ＩＤとを対比し、
　iii)　中継サーバ２００が互いに一致する医療従事者ＩＤ、患者ＩＤが存在するか否か
を表す情報を生体情報測定機器１００へ返信する
ことによって行われる。
【００９５】
　ただし、生体情報測定機器１００が取り込んだ医療従事者ＩＤまたは患者ＩＤを直接病
院情報サーバ３００へ送信し、病院情報サーバ３００において、制御部３１０が、受信し
た医療従事者ＩＤまたは患者ＩＤと記憶部３２０に記憶されている医療従事者一覧リスト
、患者一覧リストに挙げられている医療従事者ＩＤ、患者ＩＤとを対比することによって
、認証を行っても良い。
【００９６】
　また、医療従事者一覧リスト、患者一覧リストを生体情報測定機器１００の記憶部１２
０に記憶させておき、生体情報測定機器１００において、制御部１１０が、バーコードリ
ーダ１５２によって取り込んだ医療従事者ＩＤまたは患者ＩＤと記憶部１２０に記憶され
ている医療従事者一覧リスト、患者一覧リストに挙げられている医療従事者ＩＤ、患者Ｉ
Ｄとを対比することによって、認証を行っても良い。
【００９７】
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　一方、固定モードが選択される場合、病院では、生体情報の測定の前に、患者とベッド
番号とを対応づける入床処理が行われる。
【００９８】
　例えば図１０は、病院端末４００を用いて入床処理を行うフローを示している。
【００９９】
　医療従事者は、病院端末４００の動作状態で、病院端末４００に接続されたバーコード
リーダ４３１を用いて、まず医療従事者（この例では看護士）を特定するための医療従事
者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ３０１）。続いて、医療従事者は、操作部４３
０によって、患者ＩＤとその患者に割り当てられたベッド番号とを特定する。すると、病
院端末４００の制御部４１０が、患者に割り当てられたベッド番号をその患者の患者ＩＤ
と対応付けて表す入床情報を入力する（ステップＳ３０２）。入力された入床情報は、患
者名とともに、制御部４１０からの制御信号によって、例えば

というように表示部４４０に表示される。続いて、病院端末４００は、この入床情報を、
通信部４９０によってネットワーク９００を介して病院情報サーバ３００へ送信する（ス
テップＳ３０３）。すると、病院情報サーバ３００は、図１３に示したフローに基づいて
、その入床情報を記録する。
【０１００】
　また、図１１は、病院端末４００に代えて、生体情報測定機器１００を用いて入床処理
を行うフローを示している。
【０１０１】
　医療従事者は、生体情報測定機器１００の動作状態で、生体情報測定機器１００に接続
されたバーコードリーダ１５２を用いて、まず医療従事者（この例では看護士）を特定す
るための医療従事者ＩＤを取り込んで認証するとともに（ステップＳ４０１）、患者を特
定するための患者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ４０２）。続いて、医療従事者
は、操作部１３０を用いて、患者に割り当てられたベッド番号を特定する。すると、生体
情報測定機器１００の制御部１１０が入床情報入力部として働いて、患者に割り当てられ
たベッド番号をその患者の患者ＩＤと対応付けて表す入床情報を入力する（ステップＳ４
０３）。入力された入床情報は、患者名とともに、制御部１１０からの制御信号によって
、例えば

というように表示部１４０に表示される。続いて、生体情報測定機器１００は、この入床
情報を、通信部１９０によってネットワーク９００を介して中継サーバ２００へ送信する
（ステップＳ４０４）。すると、中継サーバ２００は、図１２に示したフローに基づいて
、その入床情報を病院情報サーバ３００へ送信する。病院情報サーバ３００は、図１３に
示したフローに基づいて、その入床情報を記録する。
【０１０２】
　このように、図１０または図１１のいずれかのフローによって入床処理が行われる。
【０１０３】
　さて、固定モードが選択された場合、生体情報測定機器１００の固定モード制御部１１
２が図９のフローに示す処理を実行する。
【０１０４】
　まず、固定モード制御部１１２が患者ＩＤ認証部として働いて、患者を特定するための
患者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ２０１）。なお、患者ＩＤの取り込みには、
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この例ではバーコードリーダ１５２を用いる。したがって、患者ＩＤの認証のための作業
が容易になる。続いて、固定モード制御部１１２は、測定値を初期化する（ステップＳ２
０２）。したがって、過去の出所不明な生体情報（異なる患者等の測定値など）が、機器
外部へ送信されるような事態を防止できる。
【０１０５】
　この後、患者による操作部１３０に対する測定開始の入力に応じて、固定モード制御部
１１２が測定表示制御部として働いて、測定部１５０に測定値を取得させるとともに、表
示部１４０に取得された測定値を表示させる制御を行う（ステップＳ２０３）。この段階
で表示部１４０に表示される画面は、例えば図１４に示したものと同様である。このステ
ップＳ２０３を許容している理由は、比較的元気な患者であれば、患者自ら生体情報の測
定を行うことができ、医療従事者がわざわざ測定を行わなくても、患者自らの測定による
測定値を利用できるからである。
【０１０６】
　次に、固定モード制御部１１２が医療従事者ＩＤ認証部として働いて、医療従事者を特
定するための医療従事者ＩＤを取り込んで認証する（ステップＳ２０４）。なお、医療従
事者ＩＤの取り込みには、この例ではバーコードリーダ１５２を用いる。したがって、医
療従事者ＩＤの認証のための作業が容易になる。
【０１０７】
　この段階で表示部１４０に測定値が表示されていなければ（ステップＳ２０５でＮＯ）
、その医療従事者は、操作部１３０に対する測定開始の入力を行う（ステップＳ２０６）
。すると、固定モード制御部１１２が測定表示制御部として働いて、測定部１５０に測定
値を取得させるとともに、表示部１４０に取得された測定値を表示させる制御を行う（ス
テップＳ２０６）。
【０１０８】
　ステップＳ２０５またはステップＳ２０６の結果、表示部１４０に測定値が表示されれ
ば、医療従事者は、表示部１４０に表示された測定値を見て、その測定値が妥当であるか
否かを判断することができる。医療従事者はその測定値が妥当であると判断したとき、操
作部１３０（具体的には、メニュー／確定ボタン２）に対する入力によって測定値を確定
する。
【０１０９】
　表示部１４０に表示された測定値が操作部１３０に対する入力によって確定されたとき
（ステップＳ２０７でＹＥＳ）、固定モード制御部１１２が送信制御部として働いて、測
定値とこの測定値が確定されたことを表す確定情報と患者ＩＤとを対応付けて通信データ
として、通信部１９０によってネットワーク９００を介して中継サーバ２００へ送信する
制御を行う（ステップＳ２０８）。
【０１１０】
　なお、測定完了後、測定値が確定されることなく一定期間が経過したとき、固定モード
制御部１１２は、図９のフローから離れて、確定情報なしで、測定値と患者ＩＤとを対応
付けて通信データとして、通信部１９０によってネットワーク９００を介して中継サーバ
２００へ送信する制御を行う。
【０１１１】
　このようにして、この生体情報測定機器１００によれば、巡回モードと固定モードとの
いずれが選択された場合であっても、表示部１４０に表示された測定値が操作部１３０に
対する入力によって確定されたとき、測定値と確定情報と患者ＩＤとが対応付けられて通
信データとして、中継サーバ２００へ送信される。一方、測定完了後、測定値が確定され
ることなく一定期間が経過したとき、確定情報なしで、測定値と患者ＩＤとが対応付けら
れて通信データとして、中継サーバ２００へ送信される。なお、患者ＩＤが特定されてい
ない測定値は、送信されることなく、生体情報測定機器１００に保留される。確定情報が
ないデータについては、次回の確定時に合わせて送付してもよい。
【０１１２】
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　この結果、図１５中に示すように、中継サーバ２００は、ネットワーク９００を介して
通信データとして、確定情報を含む通信データ（これを「通信データＡ」と呼ぶ。）と、
確定情報を含まない通信データ（これを「通信データＢ」と呼ぶ。）とのいずれかを受信
する。中継サーバ２００は、図１２のフローにしたがって、確定情報を含む通信データＡ
を病院情報サーバ３００へ送信する一方、確定情報を含まない通信データＢを保留する。
【０１１３】
　図１５中に示す例では、通信データＡの項目としては、患者ＩＤ、医療従事者ＩＤ、血
圧（最高）、血圧（最低）、脈拍数、体温、ＳｐＯ２、および確定情報としての確定日時
を含むことができる。通信データＢの項目としては、患者ＩＤ、血圧測定日時、血圧（最
高）、血圧（最低）、脈拍測定日時、脈拍数、体温測定日時、体温、ＳｐＯ２測定日時、
およびＳｐＯ２を含むことができる。通信データＢは、医療従事者ＩＤ、確定日時を含ま
ない点が注目される。
【０１１４】
　次に、病院情報サーバ３００は、ネットワーク９００を介してその通信データＡを受信
する。そして、病院情報サーバ３００は、上の例では受信した通信データＡに確定情報が
含まれているので、図１３のフローにしたがって、その通信データＡに含まれた測定値と
患者ＩＤとを対応付けて電子カルテに記録する。
【０１１５】
　このようにして、生体情報測定機器１００および／またはそれを備えた生体情報測定シ
ステム９０によれば、患者の生体情報を、病院での業務形態に応じて簡単な入力作業で効
率よく確実に電子カルテに記録することができる。確定情報を含まない通信データＢは、
中継サーバ２００に保留されている（ログとして利用できる）。したがって、出所不明な
生体情報（異なる患者等の測定値など）が、病院情報サーバ３００へ送信されるのを防止
でき、病院情報サーバ３００で混乱が生じるのを防止できる。
【０１１６】
　また、中継サーバ２００に保留した通信データＢから、例えば、患者が生体情報測定機
器１００を操作した履歴がわかるので、この履歴に基づいて患者の行動（再測定の回数な
ど）を分析できる。さらに、測定データとともに、機器のＩＤを送付して管理することで
、機器の測定回数を把握でき、機器のメンテナンス時期なども把握できる。
【０１１７】
　なお、医療従事者は、中継サーバ２００に保留されている通信データＢにアクセスして
、測定した時期とは別の時期に事後的に、測定値を確認して確定しても良い。そのように
、通信データＢに含まれた測定値が事後的に確定されたとき、通信データＢは、通信デー
タＣに変更されて病院情報サーバ３００へ送られる。この通信データＣの項目は、通信デ
ータＡの項目と同じになる。したがって、医療従事者が妥当であると判断した生体情報を
生体情報測定機器１００からだけでなく、中継サーバ２００からも病院情報サーバ３００
へ送信することができる。
【０１１８】
　ここで、中継サーバ２００に保留されている通信データＢに対するアクセスは、例えば
医療従事者ＩＤの認証を条件として、中継サーバ２００の操作部２３０、病院情報サーバ
３００の操作部３３０または病院端末４００の操作部４３０のいずれからでも行うことが
できる。それらの場合、医療従事者は、それぞれ中継サーバ２００の表示部２４０、病院
情報サーバ３００の表示部３４０または病院端末４００の表示部４４０に表示された測定
値を見て、その測定値が妥当であるか否かを判断することができる。
【０１１９】
　以上の実施形態では、生体情報測定機器１００が測定する「生体情報」は、主に血圧、
体温、ＳｐＯ２であるものとした。当然ながら、この発明はこれに限られるものではなく
、この発明の生体情報測定機器は、その他に脈拍、呼吸数など、患者の生体に関する情報
を広く測定するものであっても良い。
【０１２０】
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　また、中継サーバ２００と病院情報サーバ３００とは、物理的に一体の筐体に収容され
ていてもよい。
【符号の説明】
【０１２１】
　　１００　生体情報測定機器
　　２００　中継サーバ
　　３００　病院情報サーバ
　　４００　病院端末
　　９００　ネットワーク

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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【図１１】

【図１２】 【図１３】
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