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(57)【要約】
【課題】高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波
形データの解析精度を向上させることが可能な心電図記
録装置１を提供する。
【解決手段】心電図記録装置１は、患者Ｐに装着された
電極４０から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電
図波形を示す心電図波形データをリアルタイムに受信す
るように構成された第１受信部２２と、受信された心電
図波形データの一部を外部装置１０に送信するように構
成された送信部２４と、外部装置１０から基準心電図波
形を受信するように構成された第２受信部２３と、心電
図波形データと基準心電図波形を保存するように構成さ
れた記憶部２８と、心電図波形データによって示された
複数の心電図波形の各々と基準心電図波形とを比較する
ように構成された比較部２６と、電極４０が患者Ｐに装
着されたままの状態で、第２受信部２３が受信した新た
な基準心電図波形に基づいて、記憶部２８に保存された
基準心電図波形を更新するように構成された更新部２７
と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信するように構成された第１受信部と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信するように構成された送信部
と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信するように構成された第２受信部と、
　前記心電図波形データと前記心電図解析情報を保存するように構成された記憶部と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較するように構成された比較部と、
　前記電極が患者に装着されたままの状態で、前記第２受信部が受信した新たな心電図解
析情報に基づいて、前記記憶部に保存された心電図解析情報を更新するように構成された
更新部と、
を備える、心電図記録装置。
【請求項２】
　前記心電図解析情報は、基準心電図波形であり、
　前記基準心電図波形は、前記心電図波形データの一部によって示された複数の心電図波
形から所定の基準に基づいて抽出される代表波形、または前記複数の心電図波形を演算処
理して得られる演算波形である、請求項１に記載の心電図記録装置。
【請求項３】
　前記送信部は、前記比較部によって得られた比較結果を無線送信するように構成されて
いる、請求項１または２に記載の心電図記録装置。
【請求項４】
　前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから所定期間が経過したかどうかを決定
するように構成された決定部をさらに備え、
　前記決定部は、前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから前記所定時間が経過
したと決定したとき、
　前記送信部は、前記受信された心電図波形データの別の一部を前記外部装置に送信し、
　前記第２受信部は、前記外部装置から新たな心電図解析情報を受信し、
　前記更新部は、前記記憶部に保存された心電図解析情報を前記新たな心電図解析情報に
更新し、
　前記比較部は、前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記
新たな心電図解析情報とを比較する、請求項１から３のうちいずれか一項に記載の心電図
記録装置。
【請求項５】
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信する機能と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信する機能と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信する機能と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較する機能と、
　前記電極が患者に装着されたままの状態で、受信された新たな心電図解析情報に基づい
て、記憶部に保存された心電図解析情報を更新する機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【請求項６】
　前記心電図解析情報は、基準心電図波形であり、
　前記基準心電図波形は、前記心電図波形データの一部によって示された複数の心電図波
形から所定の基準に基づいて抽出される代表波形、または前記複数の心電図波形を演算処
理して得られる演算波形である、請求項５に記載のプログラム。
【請求項７】
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　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記心電図解析情報
とを比較する機能によって得られた比較結果を無線送信する機能を前記コンピュータにさ
らに実現させる、請求項５または６に記載のプログラム。
【請求項８】
　前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから所定期間が経過したかどうかを決定
する機能を前記コンピュータにさらに実現させ、
　前記コンピュータは、
　前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから前記所定時間が経過したと決定した
とき、
　前記受信された心電図波形データの別の一部を前記外部装置に送信し、
　前記外部装置から新たな心電図解析情報を受信し、
　前記記憶部に保存された心電図解析情報を前記新たな心電図解析情報に更新し、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記新たな心電図解
析情報とを比較する、
請求項５から７のうちいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項９】
　請求項５から８のうちいずれか一項に記載のプログラムが記憶されたコンピュータ読取
可能な記憶媒体。
【請求項１０】
　請求項１から４のうちいずれか一項に記載の心電図記録装置と、
　前記心電図波形データの一部を解析することで、心電図解析情報を生成するように構成
された外部装置と、
を備える心電図解析システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、心電図記録装置に関する。また、本発明は、心電図解析プログラム及び当該
心電図解析プログラムが記憶されたコンピュータ読取可能な記憶媒体に関する。さらに、
本発明は、心電図記録装置と外部装置とを備える心電図解析システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心電図イベントレコーダや心電図ホルタレコーダ等の携帯型心電図記録装置は、携帯型
心電図記録装置を装着する患者の心電図波形データをリアルタイムで取得するだけでなく
、心電図波形データを解析する機能を有する。一方、当該携帯型心電図記録装置では、製
造コスト、装置サイズ、電池寿命等の観点から、複雑な演算処理が可能である高性能のコ
ンピュータ（マイクロコンピュータ等）を搭載できないといった制約がある。
【０００３】
　一方、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を演算処理することで得られる１
周期（１拍動）の基準心電図波形を決定するには、非常に複雑な演算処理が必要となるた
め、携帯型心電図記録装置内部において心電図波形データから基準心電図波形を決定する
ことは、上記制約などにより困難である。
【０００４】
　この点において、特許文献１の開示によれば、心電計とワークステーション（ＷＳ）に
よって基準心電図波形が決定され、決定された基準心電図波形が持ち出し用のホルター心
電図に保存される。その後、ホルター心電計によって取得された複数の心電図波形と基準
心電図波形を比較することで、ホルター心電計を装着する患者の心臓の異常を検出するこ
とが可能となる（例えば、不整脈の検出等）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２０１４－５４３９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１では、心電計に取り付けられた電極の装着位置とホルター心
電計に取り付けられた電極の装着位置とを完全に同一にすることはできない。また、通常
では、心電計とホルター心電計は同一機器ではない。さらに、心電計により取得された複
数の心電図波形の取得時期と、ホルター心電計により取得された複数の心電図波形の取得
時期が異なる。
【０００７】
　以上の点を鑑みると、ワークステーションで決定された基準心電図波形は、ホルター心
電計で取得された複数の心電図波形を演算処理して得られたであろう基準心電図波形とは
相違したものとなってしまう。このように、ワークステーションで決定された基準心電図
波形の信頼性が低下するため、ホルター心電計で取得された複数の心電図波形に対する解
析精度が低下してしまう。
【０００８】
　さらに、リアルタイムで取得される心電図波形は時間経過と共に変化するため、ワーク
ステーションで決定された基準心電図波形を用いた心電図波形データの解析精度は、時間
経過と共に低下してしまう。
【０００９】
　本発明は、高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波形データの解析精度を向上さ
せることが可能な心電図記録装置及び心電図解析プログラムを提供することを目的とする
。また、本発明は、当該心電図解析プログラムが記憶されたコンピュータ読取可能な記憶
媒体を提供することを目的とする。また、本発明は、当該心電図記録装置と外部装置を備
えた心電図解析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】
【００１０】
　本発明の一態様に係る心電図記録装置は、
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信するように構成された第１受信部と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信するように構成された送信部
と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信するように構成された第２受信部と、
　前記心電図波形データと前記心電図解析情報を保存するように構成された記憶部と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較するように構成された比較部と、
　前記電極が患者に装着されたままの状態で、前記第２受信部が受信した新たな心電図解
析情報に基づいて、前記記憶部に保存された心電図解析情報を更新するように構成された
更新部と、を備える。
【００１１】
　本発明の一態様に係るプログラムは、
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信する機能と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信する機能と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信する機能と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較する機能と、
　前記電極が患者に装着されたままの状態で、受信された新たな心電図解析情報に基づい
て、記憶部に保存された心電図解析情報を更新する機能と、
をコンピュータに実現させる。
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【００１２】
　本発明の一態様に係る心電図解析システムは、上記に記載された心電図記録装置と、前
記心電図波形データの一部を解析することで心電図解析情報を生成するように構成された
外部装置と、を備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波形データの解析精度を
向上させることが可能な心電図記録装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る心電図記録装置を備えた心電図解析システムを示す図で
ある。
【図２】心電図記録装置の制御部の機能ブロックを示す図である。
【図３】心電図記録装置を用いた心電図解析方法を説明するためのシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。尚、本実施形態の説明
において既に説明された要素と同一の参照番号を有する要素については、説明の便宜上、
その説明は省略する。
【００１６】
　図１は、本発明の実施形態（以下、単に「本実施形態」という。）に係る心電図記録装
置１と、外部装置１０と、外部サーバ３０とを備えた心電図解析システム１００を示す。
図１に示すように、心電図記録装置１（以下、単に「記録装置１」という。）は、患者Ｐ
に携帯される携帯型の心電図記録装置であって、例えば、心電図イベントレコーダや心電
図ホルタレコーダである。図１では、記録装置１は、説明の便宜上、患者Ｐと比べて拡大
して表示されているが、記録装置１は患者Ｐに携帯されている点に留意されたい。記録装
置１は、制御部２と、記憶装置３と、ネットワークインターフェース４と、表示部５と、
入力操作部６と、センサインターフェース７とを備える。これらはバス８を介して互いに
通信可能に接続されている。
【００１７】
　制御部２は、メモリとプロセッサを備えている。メモリは、例えば、各種プログラム等
が格納されたＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やプロセッサにより実行され
る各種プログラム等が格納される複数ワークエリアを有するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。プロセッサは、例えばＣＰＵ(Ｃｅｎｔｒ
ａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ)であって、ＲＯＭに組み込まれた各種プログラ
ムから指定されたプログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭとの協働で各種処理を実行する
ように構成されている。
【００１８】
　特に、プロセッサが後述する心電図解析プログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭとの協
働で当該プログラムを実行することで、制御部２は、記録装置１の各種動作を制御しても
よい。制御部２及び心電図解析プログラムの詳細については後述する。
【００１９】
　記憶装置３は、例えば、ＵＳＢフラッシュメモリやＳＤカード等の記憶装置であって、
プログラムや各種データを格納するように構成されている。記憶装置３には、心電図解析
プログラムが組み込まれてもよい。また、後述する比較部２６によって得られた比較結果
データ（比較結果）や外部装置１０から取得された基準心電図波形データ（基準心電図波
形）が記憶装置３に保存されていてもよい。
【００２０】
　ネットワークインターフェース４は、記録装置１を図示しない通信ネットワークに接続
するように構成されている。ここで、通信ネットワークは、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅ
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ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）又はインターネ
ット等である。例えば、心電図解析プログラムは、通信ネットワーク上に配置されたコン
ピュータからネットワークインターフェース４を介して取得されてもよい。また、記録装
置１に記憶されたデータは、ネットワークインターフェース４を介して通信ネットワーク
上に配置された外部サーバ３０に無線送信されてもよい。
【００２１】
　表示部５は、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等のディスプレイであって、セ
ンサインターフェース７を介してリアルタイムに取得された心電図波形データに基づいて
、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形をリアルタイムに表示するように構成さ
れている。尚、表示部５が記録装置１に設けられていなくてもよい。
【００２２】
　入力操作部６は、記録装置１を操作する操作者の入力操作を受付けると共に、当該入力
操作に対応する指示信号を生成するように構成されている。入力操作部６は、例えば、表
示部５上に重ねて配置されたタッチパネル、筐体に取り付けられた操作ボタン、イベント
スイッチ等である。入力操作部６は、心電図波形データの取得を開始するための入力操作
や、表示波形を切り換えるための入力操作等を受け付けて、当該入力操作に対応する操作
信号を生成する。生成された指示信号は、バス８を介して制御部２に送信され、制御部２
は、指示信号に基づいて、記録装置１の動作を制御するように構成されている。
【００２３】
　センサインターフェース７は、患者Ｐに装着された電極４０と、電極４２と、図示しな
い不関電極に接続されている。電極４０，４２は、患者Ｐの測定部位に接触し、測定部位
の電位変化を導出するためのセンサとして機能する。電極４０，４２は、測定部位の電位
差を導出するように構成され、不関電極は、電極４０，４２に同相で誘導される外来雑音
を除去するように構成される。
【００２４】
　センサインターフェース７には、電極４０から出力される電位変化（電位）を示す電気
信号と、電極４２から出力される電位変化（電位）を示す電気信号と、不関電極から出力
される電位変化（電位）を示す電気信号が入力される。センサインターフェース７は、電
極４０によって導出された電位と電極４２によって導出された電位を差動増幅し、不関電
極から導出された電位により外来雑音を除去し、増幅された心電図信号を生成する。さら
に、センサインターフェース７は、増幅された心電図信号をアナログ-デジタル変換（Ａ
Ｄ変換）することで、心電図波形データを生成する。生成された心電図波形データは、バ
ス８を介して制御部２のメモリに供給される。ここで、心電図波形データは、時間軸上に
連続的に発生する複数の心電図波形（一拍動で生じる波形）を示すものである。
【００２５】
　記録装置１は、さらに図示しない電源を有している。電源は、例えば、乾電池である。
また、本実施形態では、制御部２は、記録装置１の製造コスト、装置サイズおよび電池寿
命等の観点から複雑な演算処理を実行することはできない（換言すれば、制御部２は、高
性能なプロセッサを備えていない）。従って、本実施形態では、後述するように、複雑な
演算処理については、外部装置１０の制御部１４が実行する。
【００２６】
　外部装置１０は、心電図波形データを解析するための専用装置であってもよいし、例え
ば、パーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット、操作者（医療従事者）の身
体（例えば、腕や頭等）に装着されるウェアラブルデバイス（例えば、Ａｐｐｌｅ　Ｗａ
ｔｃｈ（登録商標）等）であってもよい。外部装置１０は、制御部１４と、ネットワーク
インターフェース１２と、記憶装置１３とを備える。これらは、バス１５を介して互いに
通信可能に接続される。
【００２７】
　制御部１４は、メモリとプロセッサを備えている。メモリは、例えば、各種プログラム
等が格納されたＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やプロセッサにより実行さ
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れる各種プログラム等が格納される複数ワークエリアを有するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。プロセッサは、例えばＣＰＵ(Ｃｅｎｔ
ｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ)であって、ＲＯＭに組み込まれた各種プログ
ラムから指定されたプログラムをＲＡＭ上に展開し、ＲＡＭとの協働で各種処理を実行す
るように構成されている。上述したように、制御部１４は、複雑な演算処理を実行可能で
あって、高性能のプロセッサを備えている。
【００２８】
　ネットワークインターフェース１２は、外部装置１０を通信ネットワークに接続するよ
うに構成されている。例えば、外部装置１０の制御部１４は、記録装置１からの要求に応
じて、心電図波形データの一部を解析することで、後述する基準心電図波形を生成し、生
成された基準心電図波形をネットワークインターフェース１２と通信ネットワークを介し
て記録装置１に無線送信する。記録装置１と外部装置１０は、アクセスポイントを介して
互いに無線通信してもよいし、アドホックモードで互いに無線通信してもよい。
【００２９】
　記憶装置１３は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏ
ｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等の記憶装置であって、各種プログラムや各種データ
を格納するように構成されている。
【００３０】
　外部サーバ３０は、通信ネットワークに接続されている。例えば、外部サーバ３０は、
複数の心電図波形と基準心電図波形との比較結果データを記録装置１から通信ネットワー
クを介して受信し、受信した比較結果データを解析することで、患者Ｐの心臓の異常の有
無（例えば、不整脈の有無等）を正確に判定するように構成されている。なお、上記心臓
の異常の有無の判定は、記録装置１で行うようにしてもよい。
【００３１】
　次に、図２を参照して記録装置１の制御部２の機能ブロックについて以下に説明する。
図２は、記録装置１の制御部２の機能ブロックを示す図である。図２に示すように、制御
部２は、受信部２１と、送信部２４と、決定部２５と、比較部２６と、更新部２７と、記
憶部２８とを備える。受信部２１は、第１受信部２２と第２受信部２３とを備える。第１
受信部２２は、患者Ｐに装着された電極４０，４２からセンサインターフェース７を介し
て心電図波形データをリアルタイムに受信するように構成される。第２受信部２３は、外
部装置１０からネットワークインターフェース４を介して基準心電図波形（心電図解析情
報の一例）を受信するように構成されている。送信部２４は、第１受信部２２により受信
された心電図波形データの一部をネットワークインターフェース４を介して外部装置１０
に送信するように構成されている。記憶部２８は、第１受信部２２により受信された心電
図波形データと第２受信部２３により受信された基準心電図波形を保存するように構成さ
れている。記憶部２８は、ＲＡＭ等のメモリにより構成されてもよいし、ＳＤカード等の
記憶装置３により構成されていてもよい。
【００３２】
　決定部２５は、基準心電図波形が記憶部２８に保存されてから所定期間（例えば、２４
時間）が経過したかどうかを決定するように構成されている。比較部２６は、心電図波形
データによって示された複数の心電図波形（一拍動で生じる波形）の各々と基準心電図波
形とを比較するように構成される。更新部２７は、記憶部２８に保存された基準心電図波
形を新たな基準心電図波形に更新するように構成される。なお、本実施形態では、基準心
電図波形が記憶部２８に保存されてから所定期間が経過したことを条件として、基準心電
図波形が更新されているが、基準心電図波形は、以下に示す条件によっても更新されても
よい。
　・入力操作部６が基準心電図波形を更新するためのタッチ部等を備えており、操作者が
タッチ部を操作したとき
　・基準心電図波形と一致した心電図波形が一定期間比較部２６により検出されないとき
　・記録装置１が患者Ｐの体位を検出するセンサ（加速度センサ等）を備えており、当該
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センサにより患者Ｐの体位変化が検出されたとき
【００３３】
　次に、図３を参照して記録装置１を用いた心電図解析方法について説明する。図３は、
記録装置１を用いた心電図解析方法を説明するためのシーケンス図である。図３に示すよ
うに、ステップＳ１において、医者等の医療従事者が電極４０，４２及び図示しない不関
電極を患者Ｐに装着後、記録装置１の電源をＯＮにする。次に、ステップＳ２において、
記録装置１（具体的には、第１受信部２２）は、患者Ｐに装着された電極４０，４２から
センサインターフェース７を介して心電図波形データの取得を開始する。次に、ステップ
Ｓ３において、送信部２４は、第１受信部２２により受信された心電図波形データの一部
（例えば、所定期間における心電図波形データ）をネットワークインターフェース４と通
信ネットワークを介して外部装置１０に送信する。ここで、所定期間の一例としては、例
えば、１０秒間である。次に、外部装置１０の制御部１４は、ネットワークインターフェ
ース１２を介して心電図波形データの一部を取得し、当該取得された心電図波形の一部を
解析することで、基準心電図波形を生成する（ステップＳ４）。その後、外部装置１０は
、通信ネットワークを介して基準心電図波形を記録装置１に送信する（ステップＳ５）。
ここで、基準心電図波形とは、取得された心電図波形データの一部によって示された複数
の心電図波形から所定の基準に基づいて抽出される代表波形または当該複数の心電図波形
を演算処理して得られる演算波形である。
【００３４】
　複数の心電図波形から代表波形を抽出する手法の一例について以下に説明する。例えば
、複数の心電図波形の各々に対して以下の項目を計測する。ここで、ノイズの混入度合い
については、ノイズの混入度合いが少なければ、より高いポイントを付与する。その他の
項目（ＱＳＲの形状、Ｒ振幅、Ｓ振幅、Ｔ振幅）については、平均値に近い程、より高い
ポイントを付与する。このように、各心電図波形に対して付与するポイントを決定した後
に、最もポイントが高い心電図波形を代表波形として抽出する。
＜項目＞
・ノイズの混入度合い
・ＱＲＳの形状（Ｒ型、ＱＲ型、ＲＳ型等に分類）
・Ｒ振幅
・Ｓ振幅
・Ｔ振幅
【００３５】
　さらに、複数の心電図波形を演算処理して演算波形を得る手法の一例としては、以下が
挙げられる。
１）全ての心電図波形に対して単純に加算平均を行うことで、演算波形を算出する。
２）各心電図波形の形状の比較を行い、形状が明らかに異なる心電図波形を除外した上で
、残った心電図波形に対して加算平均を行うことで、演算波形を算出する。
３）各心電図波形をＱＲＳ位置を基準として整列させ、各時刻の中央値（又は平均値）を
代表値として決定する。各時刻の代表値からなる波形を演算波形とする。
【００３６】
　このように、本実施形態では、基準心電図波形の生成には複雑な演算処理を要するため
、記録装置１に代わって、高性能のプロセッサを備える外部装置１０が基準心電図波形を
生成する。
【００３７】
　次に、ステップＳ６において、第２受信部２３は、外部装置１０から通信ネットワーク
とネットワークインターフェース４を介して基準心電図波形を受信する。その後、受信し
た基準心電図波形は記憶部２８（例えば、ＲＡＭ）に保存される（ステップＳ６）。
【００３８】
　次に、ステップＳ７において、比較部２６は、電極４０，４２からリアルタイムに取得
された心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と基準心電図波形とを
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比較し、比較結果データを生成する。例えば、比較部２６は、各心電図波形と基準心電図
波形とを比較することで、各心電図波形の異常の有無を判定してもよい。さらに、比較部
２６は、各心電図波形と基準心電図波形とを比較することで、不整脈の有無を判定しても
よい。
【００３９】
　次に、ステップＳ８において、決定部２５は、心電図波形データの取得を終了するかど
うかを決定する。例えば、心電図波形データの取得期間が１か月に設定されている場合、
決定部２５は、心電図波形データの取得を開始してから１か月を経過したかどうかを決定
する。ステップＳ８でＹＥＳの場合、送信部２４は、比較結果（比較結果データ）を通信
ネットワークを介して外部サーバ３０に無線送信する（ステップＳ９）。外部サーバ３０
は、送信された比較結果データを解析することで、患者Ｐの心臓の異常の有無（例えば、
不整脈の有無等）を正確に判定する。
【００４０】
　一方、ステップＳ８でＮＯの場合、決定部２５は、基準心電図波形が記憶部２８に保存
されてから所定期間（例えば、２４時間）が経過したかどうかを決定する（ステップＳ１
０）。
【００４１】
　ステップＳ１０でＹＥＳの場合（つまり、決定部２５は、基準心電図波形が記憶部２８
に保存されてから所定期間が経過したと決定した場合など）、送信部２４は、リアルタイ
ムに取得された心電図波形データの別の一部（例えば、１０秒間における心電図波形デー
タ）をネットワークインターフェース４と通信ネットワークを介して外部装置１０に送信
する（ステップＳ３）。その後、外部装置１０は、心電図波形データの別の一部を解析す
ることで、新たな基準心電図波形を生成して、新たな基準心電図波形を記録装置１に送信
する（ステップＳ４，Ｓ５）。次に、第２受信部２３が外部装置１０から新たな基準心電
図波形を受信した後、更新部２７は、記憶部２８に保存された基準心電図波形を新たな基
準心電図波形に更新する（ステップＳ６）。特に、更新部２７は、電極４０，４２及び不
関電極が患者Ｐに装着されたままの状態で、第２受信部２３が受信した新たな基準心電図
波形に基づいて、記憶部２８に保存された基準心電図波形を更新する。その後、比較部２
６は、リアルタイムに取得された心電図波形データに示された複数の心電図波形の各々と
新たな基準心電図波形とを比較する（ステップＳ７）。このように、基準心電図波形が記
憶部２８に保存されてから所定期間が経過する度に、最新の心電図波形データが外部装置
１０に送信され、最新の心電図波形データに基づいた最新の基準心電図波形が外部装置１
０によって生成される。さらに、記憶部２８に保存された基準心電図波形が最新の基準心
電図波形に更新されると共に、各心電図波形が最新の基準心電図波形と比較される。した
がって、所定期間が経過する度に基準心電図波形が更新されるので、基準心電図波形の信
頼性を高めることができる。
【００４２】
　一方、ステップＳ１０でＮＯの場合、所定期間が経過するまでステップＳ７，Ｓ８が繰
り返し実行される。
【００４３】
　本実施形態によれば、外部装置１０から基準心電図波形が受信され、心電図波形データ
によって示された複数の心電図波形の各々が基準心電図波形と比較される。さらに、電極
４０，４２及び不関電極が患者Ｐに装着されたままの状態で、記憶部２８に保存された基
準心電図波形が更新される。このように、記録装置１が高性能な演算機能を備えていなく
ても、外部装置１０から基準心電図波形を取得することができる。さらに、少なくとも心
電図波形データの一部を外部装置１０に送信したときから複数の心電図波形の各々と基準
心電図波形とを比較するときまで、電極４０，４２と不関電極の装着位置を維持すること
ができる。また、基準心電図波形を更新することができるので、リアルタイムに取得され
る心電図波形データに適合した基準心電図波形を用いて比較解析を行うことができる。こ
のように、基準心電図波形の信頼性を高めることができる。
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　従って、高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波形データの解析精度を向上させ
ることが可能な記録装置１を提供することができる。
　また、送信部２４は、比較部２６によって得られた比較結果データを外部サーバ３０に
無線送信するように構成されているので、患者Ｐの心臓の異常を迅速に診断することがで
きる。
　また、本実施形態によれば、心電図波形データの解析精度を向上させることが可能な心
電図解析システム１００を提供することができる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る記録装置１をソフトウェアによって実現するためには、心電図
解析プログラムが記憶装置３又はＲＯＭに予め組み込まれていてもよい。または、心電図
解析プログラムは、磁気ディスク（ＨＤＤ、フロッピーディスク）、光ディスク（ＣＤ－
ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭ、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク等）、光磁気ディスク（ＭＯ等）、フ
ラッシュメモリ（ＳＤカード、ＵＳＢメモリ、ＳＳＤ等）等のコンピュータ読取可能な記
憶媒体に格納されていてもよい。この場合、記憶媒体が記録装置１に接続されることで、
当該記憶媒体に格納されたプログラムが、記憶装置３に組み込まれる。そして、記憶装置
３に組み込まれた心電図解析プログラムがＲＡＭ上にロードされて、プロセッサがロード
された当該プログラムを実行することで、制御部２は図２に示す各種処理を実行する。
【００４５】
　また、心電図解析プログラムは、通信ネットワーク上のコンピュータからネットワーク
インターフェース４を介してダウンロードされてもよい。この場合も同様に、ダウンロー
ドされた当該プログラムが記憶装置３に組み込まれる。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態について説明をしたが、本発明の技術的範囲が本実施形態の説
明によって限定的に解釈されるべきではない。本実施形態は一例であって、特許請求の範
囲に記載された発明の範囲内において、様々な実施形態の変更が可能であることが当業者
によって理解されるところである。本発明の技術的範囲は特許請求の範囲に記載された発
明の範囲及びその均等の範囲に基づいて定められるべきである。
【００４７】
　また、本実施形態では、心電図解析情報の一例として、基準心電図波形について説明し
たが、心電図解析情報は、基準心電図波形には限定されず、例えば、基準ＲＲ間隔や基準
ＱＴ間隔であってもよい。心電図解析情報が基準ＲＲ間隔である場合、外部装置１０は、
記録装置１から送信された心電図波形データを解析することで、基準ＲＲ間隔（例えば、
ＲＲ間隔の代表値、平均値、中央値等）を生成して、生成された基準ＲＲ間隔を記録装置
１に送信する。その後、記憶部２８が基準ＲＲ間隔を保存した後に、比較部２６は、各心
電図波形のＲＲ間隔と基準ＲＲ間隔を比較することで、比較結果を生成する。
このように、本発明で特定される心電図解析情報は、本実施形態で説明された基準心電図
波形には限定されず、様々な基準指標を心電図解析情報として適用することが可能である
。
【００４８】
　本実施形態の概要について以下にまとめる。
【００４９】
　本実施形態に係る心電図記録装置は、
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信するように構成された第１受信部と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信するように構成された送信部
と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信するように構成された第２受信部と、
　前記心電図波形データと前記心電図解析情報を保存するように構成された記憶部と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較するように構成された比較部と、
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　前記電極が患者に装着されたままの状態で、前記第２受信部が受信した新たな心電図解
析情報に基づいて、前記記憶部に保存された心電図解析情報を更新するように構成された
更新部と、
を備える。
【００５０】
　上記構成によれば、外部装置から心電図解析情報が受信され、心電図波形データによっ
て示された複数の心電図波形の各々が、受信された心電図解析情報と比較される。さらに
、電極が患者に装着されたままの状態で、記憶部に保存された心電図解析情報が更新され
る。このように、心電図記録装置が高性能な演算機能を備えていなくても、外部装置から
心電図解析情報を取得することができる。
【００５１】
　さらに、少なくとも心電図波形データの一部を外部装置に送信したときから複数の心電
図波形の各々と心電図解析情報とを比較するときまで、電極の装着位置を維持することが
できる。また、心電図解析情報を更新することができるので、リアルタイムに受信される
心電図波形データに適合した心電図解析情報を用いて比較解析を行うことができる。この
ように、心電図解析情報の信頼性を高めることができる。
【００５２】
　従って、高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波形データの解析精度を向上させ
ることが可能な心電図記録装置を提供することができる。
【００５３】
　また、前記心電図解析情報は、基準心電図波形であってもよい。前記基準心電図波形は
、前記心電図波形データの一部によって示された複数の心電図波形から所定の基準に基づ
いて抽出される代表波形、または前記複数の心電図波形を演算処理して得られる演算波形
であってもよい。
【００５４】
　上記構成によれば、外部装置から基準心電図波形が受信され、心電図波形データによっ
て示された複数の心電図波形の各々が受信された基準心電図波形と比較される。このよう
に、高性能のコンピュータ等を備えずに、高い精度で基準心電図波形と各心電図波形を比
較することができる。
【００５５】
　また、前記送信部は、前記比較部によって得られた比較結果を無線送信するように構成
されてもよい。
【００５６】
　上記構成によれば、比較部によって得られた比較結果が無線送信されるので、患者の心
臓の異常を迅速に診断することができる。
【００５７】
　また、心電図記録装置は、
　前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから所定期間が経過したかどうかを決定
するように構成された決定部をさらに備えてもよい。
　前記決定部は、前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから前記所定時間が経過
したと決定したとき、
　前記送信部は、前記受信された心電図波形データの別の一部を前記外部装置に送信し、
　前記第２受信部は、前記外部装置から新たな心電図解析情報を受信し、
　前記更新部は、前記記憶部に保存された心電図解析情報を前記新たな心電図解析情報に
更新し、
　前記比較部は、前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記
新たな心電図解析情報とを比較してもよい。
【００５８】
　上記構成によれば、心電図解析情報が記憶部に保存されてから所定期間が経過したかど
うかが決定され、心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから前記所定時間が経過した
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と決定されたときに、既に記憶部に保存された心電図解析情報が新たな心電図解析情報に
更新される。このように、所定期間ごとに心電図解析情報が更新されるので、心電図解析
情報の信頼性を高めることができる。
【００５９】
　また、本実施形態に係るプログラムは、
　患者に装着された電極から、時間軸上に連続的に発生する複数の心電図波形を示す心電
図波形データをリアルタイムに受信する機能と、
　前記受信された心電図波形データの一部を外部装置に送信する機能と、
　前記外部装置から心電図解析情報を受信する機能と、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と心電図解析情報とを
比較する機能と、
　前記電極が患者に装着されたままの状態で、受信された新たな心電図解析情報に基づい
て、記憶部に保存された心電図解析情報を更新する機能と、
をコンピュータに実現させる。
【００６０】
　上記構成によれば、高性能のコンピュータ等を備えずに、心電図波形データの解析精度
を向上させることが可能なプログラムを提供することができる。
【００６１】
　また、前記心電図解析情報は、基準心電図波形であってもよい。
　前記基準心電図波形は、前記心電図波形データの一部によって示された複数の心電図波
形から所定の基準に基づいて抽出される代表波形、または前記複数の心電図波形を演算処
理して得られる演算波形であってもよい。
【００６２】
　上記プログラムによれば、外部装置から基準心電図波形が受信され、心電図波形データ
によって示された複数の心電図波形の各々が受信された基準心電図波形と比較される。こ
のように、高性能のコンピュータ等を備えずに、高い精度で基準心電図波形と各心電図波
形を比較することができる。
【００６３】
　また、前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記心電図解
析情報とを比較する機能によって得られた比較結果を無線送信する機能を前記コンピュー
タにさらに実現させてもよい。
【００６４】
　上記プログラムによれば、得られた比較結果が無線送信されるので、患者の心臓の異常
を迅速に診断することができる。
【００６５】
　また、前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから所定期間が経過したかどうか
を決定する機能を前記コンピュータにさらに実現させてもよい。
　前記コンピュータは、
　前記心電図解析情報が前記記憶部に保存されてから前記所定時間が経過したと決定した
とき、
　前記受信された心電図波形データの別の一部を前記外部装置に送信し、
　前記外部装置から新たな心電図解析情報を受信し、
　前記記憶部に保存された心電図解析情報を前記新たな心電図解析情報に更新し、
　前記心電図波形データによって示された複数の心電図波形の各々と前記新たな心電図解
析情報とを比較してもよい。
【００６６】
　上記プログラムによれば、心電図解析情報が記憶部に保存されてから所定期間が経過し
たかどうかが決定され、心電図解析情報が記憶部に保存されてから所定時間が経過したと
決定されたときに、既に記憶部に保存された心電図解析情報が新たな心電図解析情報に更
新される。このように、所定期間ごとに心電図解析情報が更新されるので、心電図解析情
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【００６７】
　また、上記プログラムが記憶されたコンピュータ読取可能な記憶媒体が提供されてもよ
い。
【００６８】
　また、本実施形態に係る心電図解析システムは、心電図記録装置と、前記心電図波形デ
ータの一部を解析することで、心電図解析情報を生成するように構成された外部装置とを
備える。
【００６９】
　上記構成によれば、心電図波形データの解析精度を向上させることが可能な心電図解析
システムを提供することができる。
【符号の説明】
【００７０】
１：心電図記録装置（記録装置）
２：制御部
３：記憶装置
４：ネットワークインターフェース
５：表示部
６：入力操作部
７：センサインターフェース
８：バス
１０：外部装置
１２：ネットワークインターフェース
１３：記憶装置
１４：制御部
１５：バス
２１：受信部
２２：第１受信部
２３：第２受信部
２４：送信部
２５：決定部
２６：比較部
２７：更新部
２８：記憶部
３０：外部サーバ
４０：電極
４２：電極
１００：心電図解析システム
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