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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の生体信号を基に複数の生体パラメータの測定を行う測定部と、
　ユーザ操作を受け付ける操作部と、
　前記複数の生体パラメータの少なくとも一部の情報を表示する第１画面と、前記複数の
生体パラメータに関して前記第１画面と少なくとも一部が異なる情報を表示する第２画面
と、を表示する表示部と、
　前記ユーザ操作に基づいて、前記表示部における前記第１画面と前記第２画面の表示を
切り替える制御部と、を備え、
　前記複数の生体パラメータの各々には、ユーザによる割り当て操作、病院情報、診療科
情報、患者の既往症情報、患者の疾患情報の少なくとも一つに基づいて優先順位を設定す
ることが可能であり、
　前記制御部は、前記優先順位に基づいて優先的に表示する前記第１画面に表示する生体
パラメータの情報を特定する、ことを特徴とする携帯型医療機器。
【請求項２】
　前記制御部は、前記携帯型医療機器の電源ＯＮまたは省電力モードの解除時に前記第１
画面が表示されるように制御する、ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型医療機器。
【請求項３】
　前記制御部は、前記複数の生体パラメータの異常判定に応じて生体パラメータ各々の優
先順位を動的に変化させる、ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の携帯型医
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療機器。
【請求項４】
　前記制御部は、前記第１画面の表示中に前記ユーザ操作が行われた場合、前記複数の生
体パラメータの中で異常な状態となっている又はなっていた生体パラメータの情報、また
は当該異常な状態に関連する生体パラメータの情報、を表示した前記第２画面を生成する
、ことを特徴とする請求項１に記載の携帯型医療機器。
【請求項５】
　前記制御部は、異常な状態となってから正常な状態に移行して所定時間以上経過した生
体パラメータについては前記第２画面の表示対象のパラメータから除外する、ことを特徴
とする請求項４に記載の携帯型医療機器。
【請求項６】
　前記操作部と前記表示部が一体化されたタッチパネルである、ことを特徴とする請求項
１～請求項５のいずれか１項に記載の携帯型医療機器。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１画面の表示中において、前記タッチパネルにおいて前記ユーザ
操作が行われた座標と、前記第１画面における各生体パラメータの表示座標と、を基に前
記第２画面に表示する生体パラメータの情報を特定する、ことを特徴とする請求項６に記
載の携帯型医療機器。
【請求項８】
　前記制御部は、前記ユーザ操作の種類に応じて前記第２画面の表示制御を行う、ことを
特徴とする請求項１に記載の携帯型医療機器。
【請求項９】
　前記ユーザ操作は、画面上へのタップ、ダブルタップ、フリック、スワイプ、シェイク
、ピンチイン、及びピンチアウトの少なくも一つを含む、ことを特徴とする請求項１～請
求項８のいずれか１項に記載の携帯型医療機器。
【請求項１０】
　コンピュータに、
　患者の生体信号を基に複数の生体パラメータの測定を行う測定ステップと、
　前記複数の生体パラメータの各々に対し、ユーザによる割り当て操作、病院情報、診療
科情報、患者の既往症情報、患者の疾患情報の少なくとも一つに基づいて優先順位を設定
するステップと、
　前記優先順位に基づいて、前記複数の生体パラメータの少なくとも一部の情報を表示す
る第１画面と、前記複数の生体パラメータに関して前記第１画面と少なくとも一部が異な
る情報を表示する第２画面と、をユーザから入力されたユーザ操作に基づいて切り替える
制御ステップと、
　を実行させるプログラム。
【請求項１１】
　患者の生体信号を基に複数の生体パラメータの測定を行う測定ステップと、
　前記複数の生体パラメータの各々に対し、ユーザによる割り当て操作、病院情報、診療
科情報、患者の既往症情報、患者の疾患情報の少なくとも一つに基づいて優先順位を設定
するステップと、
　ユーザ操作を受け付ける操作ステップと、
　前記優先順位に基づいて、前記複数の生体パラメータの少なくとも一部の情報を表示す
る第１画面と、前記複数の生体パラメータに関して前記第１画面と少なくとも一部が異な
る情報を表示する第２画面と、を表示する表示ステップと、
　前記ユーザ操作に基づいて、前記表示ステップにおける前記第１画面と前記第２画面の
表示を切り替える制御ステップと、
　を備える生体情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は携帯型医療機器、プログラム、及び生体情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、受信装置との双方向無線通信を行うことが可能な医用テレメータが広く利用され
ている。医用テレメータは、患者が携帯する小型の医療機器である。医用テレメータは、
患者の生体パラメータ（心電図、呼吸波形、心拍数、呼吸数、等）を測定する。そして医
用テレメータは、測定した生体パラメータを表示画面に表示すると共に、受信装置に送信
する。
【０００３】
　このような医用テレメータをはじめとした生体情報モニタでは、ユーザ（医師等）が必
要な生体パラメータの情報を正確かつ素早く認識できることが好ましい。生体パラメータ
の情報を正確かつ素早く認識するための表示技術として特許文献１が挙げられる。特許文
献１には、表示する各患者情報（血圧、体温等）や生体波形の表示領域の大きさを可変に
できるようにし、当該領域の大きさに応じて測定値表示のための文字の大きさ等を変化さ
せる医療用モニタが開示されている（特許文献１図３等）。
【０００４】
　ところで医用テレメータの画面は本体小型化の要望に応えるために小さい場合が多い。
そのため医用テレメータは、測定した生体パラメータの一部を表示画面上に表示し、その
他の生体パラメータについては設定変更が行われない限り表示画面上には表示しない。よ
って詳細な生体波形等を参照したい場合、医師等はセントラルモニタ画面上で必要な情報
を確認する。または医師等は、医用テレメータの設定変更を行った上で医用テレメータ上
に表示された波形等を参照する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００５－５２９３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように医用テレメータは、患者の生体パラメータ（バイタルサイン）を測定して
いる。表示画面に表示される生体パラメータの情報には限度があるため、医師等は、セン
トラルモニタを介して患者の詳細な状態を把握するか、手動での表示設定変更などの複雑
な設定を行う必要があった。しかしながら、医用テレメータを装着した患者の物理的な位
置とセントラルモニタが配置された物理的位置が離れている場合も多い。そのため視認性
を失うことなく、かつ設定変更の手間をかけることなく、必要な生体パラメータの情報を
医用テレメータの画面上から即座に参照できることが好ましい。
【０００７】
　上述の特許文献１に記載の技術は、主に１画面において多くの生体パラメータを表示す
るベッドサイドモニタを想定したものであり、１画面中に表示する生体パラメータの数が
増えた場合には各表示領域が狭くなっていく。そのため、医用テレメータ（携帯型医療機
器）のように画面が小さい装置に特許文献１の技術を適応した場合、各生体パラメータの
測定値や波形の視認性が悪くなってしまう。
【０００８】
　本発明は、上記した事情に鑑みてなされたものであって、複雑な設定を行うことなく、
様々な生体パラメータの情報を確認することが可能な携帯型医療機器、プログラム、及び
生体情報表示方法を提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明にかかる携帯型医療機器の一態様は、
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　被験者の生体信号を基に複数の生体パラメータの測定を行う測定部と、
　ユーザ操作を受け付ける操作部と、
　前記複数の生体パラメータの少なくとも一部の情報を表示する第１画面と、前記複数の
生体パラメータに関して前記第１画面と少なくとも一部が異なる情報を表示する第２画面
と、を表示する表示部と、
　前記操作部の操作に基づいて、前記表示部における前記第１画面と前記第２画面の表示
を切り替える制御部と、を備える、ものである。
【００１０】
　上述の携帯型医療機器は、複数の生体パラメータについて異なる情報を表示する第１画
面と第２画面をユーザ操作によって切り替える。これにより複雑な設定を行うことなく、
簡単な操作（例えばタップやフリック等）のみで必要な生体パラメータの情報にアクセス
することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、複雑な設定を行うことなく、様々な生体パラメータの情報を確認することが
可能な携帯型医療機器、プログラム、及び生体情報表示方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施の形態１にかかる医用テレメータ１０（携帯型医療機器）の構成を示すブロ
ック図である。
【図２】実施の形態１にかかる表示部１６０（タッチパネル）の表示制御を示す概念図で
ある。
【図３】実施の形態１にかかる制御部１５０の動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の応用例２にかかる表示部１６０（タッチパネル）の表示制御を示す概念
図である。
【図５】本発明の応用例２にかかる制御部１５０の動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の応用例３にかかる表示部１６０（タッチパネル）の表示制御を示す概念
図である。
【図７】本発明の応用例３にかかる制御部１５０の動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の応用例４にかかる表示部１６０（タッチパネル）の表示制御を示す概念
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
＜実施の形態１＞
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではなく、また実施形態の中で説明されている特徴の組み
合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
【００１４】
　以下、本実施の形態にかかる携帯型医療機器について説明する。携帯型医療機器とは、
患者が携帯する医療機器であって、生体パラメータ（血圧、脈拍、呼吸数、心電図（各誘
導波形を含む）、動脈血酸素飽和度、二酸化炭素濃度、等）を測定し、測定値や測定波形
を表示するものであればどのようなものであってもよい。以下の説明では、携帯型医療機
器の一例として医用テレメータ１０を想定して説明を行う。図１は、本実施の形態にかか
る医用テレメータ１０の構成を示すブロック図である。
【００１５】
　医用テレメータ１０は、患者に取り付けられた各種のセンサから生体信号を取得し、当
該生体信号を基に複数の生体パラメータの波形や数値を取得する。医用テレメータ１０は
、図示しないセントラルモニタと無線通信によりデータ送受信を行う。
【００１６】
　医用テレメータ１０は、患者が主に病院内において携帯（把持）できる程度の大きさ及



(5) JP 6461696 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

び重さの装置である。医用テレメータ１０は、測定部１１０、送受信部１２０、アンテナ
１３０、記憶部１４０、制御部１５０、表示部１６０、発音部１７０、及び操作部１８０
を備える。
【００１７】
　測定部１１０は、患者に装着されている電極やトランスデューサと電気的に接続し、生
体信号を取得する。そして測定部１１０は、生体信号に対して信号処理（ノイズフィルタ
リングや増幅等）を行うことにより複数の生体パラメータの測定値や波形を算出する。こ
こで生体パラメータとは、例えば心電図、呼吸数、呼吸波形、血圧、脈拍数、脈波、動脈
血酸素飽和度、二酸化炭素濃度等である。測定部１１０の処理の一部は図示しないＣＰＵ
（Central Processing Unit）がプログラムを読み出して実行することにより実現される
。測定部１１０は、算出した生体パラメータの測定値や波形を制御部１５０及び送受信部
１２０に供給する。
【００１８】
　送受信部１２０は、図示しないセントラルモニタとアンテナ１３０を介してデータ送受
信を行う処理部である。送受信部１２０は、例えば病院内ネットワークのアクセスポイン
トを介した無線通信処理によりセントラルモニタとのデータ送受信を行う。送受信部１２
０は、測定部１１０が測定した生体パラメータの測定値や波形をセントラルモニタに対し
て送信する。
【００１９】
　アンテナ１３０は、アクセスポイント（図示せず）との通信処理に用いられるアンテナ
装置である。
【００２０】
　記憶部１４０は、各種のデータを記憶する記憶装置である。各種のデータとは、測定部
１１０が測定した生体パラメータの測定値や波形の履歴、医用テレメータ１０の制御に用
いられるプログラム、等のデータを含む。記憶部１４０は、メモリもしくはハードディス
クであってもよく、医用テレメータ１０に着脱可能に構成されたＵＳＢ（Universal Seri
al Bus）メモリ等であってもよい。また記憶部１４０は、ＣＰＵにより使用される一時的
な記憶装置（例えばキャッシュメモリ）も含む概念である。
【００２１】
　制御部１５０は、医用テレメータ１０の制御を行うものであり、各種のプログラムを記
憶部１４０から読み出して実行する。制御部１５０の機能は、医用テレメータ１０に設け
られたＣＰＵがプログラムを実行すること、及びその周辺回路が処理を行うこと、によっ
て実現される。制御部１５０は、操作部１８０において行われたユーザ操作に応じて表示
部１６０の表示を切り替える。この表示制御の詳細については、図２等を参照して後述す
る。
【００２２】
　表示部１６０は、医用テレメータ１０の筐体上に設けられたＬＣＤ（Liquid Crystal D
isplay）やＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等の表示装置である。表示部１６０には、各種の
生体パラメータの測定値（呼吸数等）及び生体波形等が表示される。ここで表示部１６０
には、測定部１１０が測定した複数の生体パラメータの少なくとも一部の情報を表示する
第１画面と、複数の生体パラメータに関して第１画面と少なくとも一部が異なる情報を表
示する第２画面と、が表示される。第１画面と第２画面の例については、図２等を参照し
て説明する。
【００２３】
　発音部１７０は、電子音やメッセージ等を患者に発するスピーカである。例えば発音部
１７０は、制御部１５０の制御により患者状態の異常を通知するアラームを出力する。
【００２４】
　操作部１８０は、ユーザ（主に患者または看護師等）からの入力（ユーザ操作）を受け
付ける入力インターフェイスである。操作部１８０は、例えば医用テレメータ１００の筐
体上に設けられたボタン等により構成される。ユーザは、各種測定パラメータ（例えば体
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温、ＳｐＯ２等）の測定開始や停止の操作指示、測定した生体パラメータの情報の送信開
始指示、送信停止指示、等を操作部１８０を介して入力する。
【００２５】
　なお、表示部１６０と操作部１８０が一体化された構成、すなわちタッチパネルのよう
な構成であってもよい。以下の説明では、表示部１６０と操作部１８０がタッチパネルで
あるものとして説明を行う。
【００２６】
　続いて図２を参照して、表示部１６０（タッチパネル）の表示制御について説明を行う
。図２は、本実施の形態にかかる医用テレメータ１０の表示制御を示す概念図である。
【００２７】
　タッチパネル１９０は、上述の表示部１６０と操作部１８０が一体化されたものである
。なお図中においてユーザの指ｆは、理解の容易化のため実際よりも小さく表示している
。図２（Ａ）は、タッチパネル１９０に表示される第１画面（デフォルト画面）を示す図
である。図２（Ａ）の例では、生体パラメータの情報として心拍数、動脈血酸素飽和度（
ＳｐＯ２）、ＶＰＣ、呼吸数、及び３つの波形（心電図、ＳｐＯ２、呼吸）が表示されて
いる。
【００２８】
　この第１画面とは異なる情報を参照したい場合、ユーザは指ｆで所定の操作（ユーザ操
作）を行う。所定の操作（ユーザ操作）とは、例えばタップ、ダブルタップ、フリック、
スワイプ、シェイク、ピンチイン、及びピンチアウトの少なくとも一つを含むものである
。
【００２９】
　制御部１５０は、第１画面の表示中にタッチパネル１９０で行われた操作を検出する。
そして制御部１５０は、操作に応じてタッチパネル１９０に表示する画面を第２画面に切
り替える。第２画面とは、第1画面とは異なる生体パラメータの情報を表示するものであ
る。ここで異なる生体パラメータの情報とは、第１画面とは異なる種類の生体パラメータ
の情報であってもよく、同一パラメータの長時間波形等であってもよい。
【００３０】
　図２（Ｂ）は、指ｆでの操作後に表示された第２画面の一例を示す図である。第２画面
では、第１画面とは異なる情報である各誘導波形（第Ｉ誘導、第ＩＩ誘導、第ＩＩＩ誘導
、単極肢誘導（ａＶＲ，ａＶＬ，ａＶＦ））が表示されている。
【００３１】
　図３を参照して制御部１５０の動作について改めて説明する。図３は、第１画面表示中
の制御部１５０の動作を示すフローチャートである。制御部１５０は、タッチパネル１９
０において行われたユーザ操作（例えばタップやフリック等）を検出する（Ｓ１１）。ユ
ーザ操作を検出した場合、制御部１５０は記憶部１４０から第２画面に表示する生体パラ
メータの測定値等を読み出し、第１画面とは異なる情報（波形や測定値）が表示された第
２画面を生成する（Ｓ１２）。そして制御部１５０は、第２画面をタッチパネル１９０に
表示させる（Ｓ１３）。なお、第２画面表示中の制御部１５０の動作についても略同一で
ある。すなわち制御部１５０は、ユーザ操作を検出した場合に次に表示する表示画面を生
成して表示を切り替えればよい。
【００３２】
　以上が本実施の形態にかかる医用テレメータ１０（携帯型医療装置）の概要である。続
いて、医用テレメータ１０（携帯型医療装置）の効果について説明する。上述の医用テレ
メータ１０は、複数の生体パラメータについて異なる情報を表示する第１画面と第２画面
をユーザ操作によって切り替える。これにより複雑な設定を行うことなく、簡単な操作（
例えばタップやフリック等）のみで必要な生体パラメータの情報にアクセスすることがで
きる。
【００３３】
　また一般的な医用テレメータと同様に設定変更による表示画面の変更処理を行った場合
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、設定を元に戻すことを忘れた場合に所望の生体パラメータが確認できない場合がある。
一方、本実施の形態にかかる医用テレメータ１０は、簡単なユーザ操作（例えばタップや
フリック等）のみで画面切り替えが行えるため、そのような使い勝手の悪さを解消するこ
とができる。
【００３４】
　なお、上述の説明ではタッチパネル１９０上の操作により表示が切り替わる例を説明し
たが、ボタン等により構成された操作部１８０をワンプッシュすること等によって表示を
切り替える構成であっても勿論構わない。
【００３５】
　なお、上述の医用テレメータ１０の表示制御には種々の応用例が考えられる。以下、各
応用例について説明する。
【００３６】
（応用例１）
　応用例１では、複数の生体パラメータの各々に対して優先順位が関連付けられており、
当該優先順位に応じて第１画面と第２画面の構成が定まることを特徴とする。以下、詳細
について説明する。
【００３７】
　測定部１１０が取得（測定）可能な波形や測定値として、例えば以下のものが挙げられ
る。
[波形]＝心電図波形（８波形）、動脈血酸素飽和度波形、呼吸波形
[測定値]＝心拍数（ＨＲ）、ＶＰＣ（Ventricular Premature Contraction）、ＳＴ（Ｉ
）、ＳＴ（ＩＩ）、ＳＴ（ＩＩＩ）、ＳＴ（ａＶＲ）、ＳＴ（ａＶＬ）、ＳＴ（ａＶＦ）
、ＳＴ（Ｖａ）、ＳＴ（Ｖｂ）、ＳｐＯ２、脈拍数（ＰＲ）、呼吸数（ＲＲ）、二酸化炭
素濃度（ＣＯ２）
【００３８】
　上述のように測定部１１０が取得（測定）可能な波形や測定値は多岐にわたり、医用テ
レメータ１０の画面上一度に表示することは困難である。そこで医師や看護師は、優先し
て表示すべき波形や測定値を予め設定しておく。例えば心拍数、動脈血酸素飽和度（Ｓｐ
Ｏ２）、ＶＰＣ、呼吸数、及び３つの波形（ＳＴ（ＩＩ）、ＳｐＯ２、呼吸）に対して“
優先順位＝高”が割り当てられ、それ以外の波形や測定値には“優先順位＝低”が割り当
てられているものとする。優先順位の設定は、例えば図示しない設定画面から行えばよい
。
【００３９】
　制御部１５０は、この“優先順位＝高”が割り当てられた生体パラメータの情報を表示
した第１画面を生成する。すなわち本応用例において第１画面は、優先的に表示される画
面である。図２（Ａ）は、上述の優先順位の割り当てに応じて生成された第１画面である
。このように優先して参照すべき生体パラメータの情報に高い優先順位を割り当てること
により、必要な情報に優先的にアクセスすることができる。
【００４０】
　図２（Ａ）の状態においてユーザ操作（例えばタップやフリック）が行われた場合、“
優先順位＝低”に割り当てられた生体パラメータ（各誘導波形（ＳＴ（Ｉ）～ＳＴ（ＩＩ
Ｉ）、ＳＴ（ａＶＲ）、ＳＴ（ａＶＬ）、ＳＴ（ａＶＦ）））の情報が図２（Ｂ）のよう
に表示される。
【００４１】
　なお上述の説明では第１画面と第２画面の切り替えについて説明したが、３つ以上の画
面の切り替えについても同様に優先順位を考慮して切り替えてもよい。また画面単位で優
先順位を設定し、各画面に対して生体パラメータを設定するという考え方も可能である。
例えば優先度が高い第１画面にはＳＴ（ＩＩ）、ＳｐＯ２、呼吸数（ＲＲ）が表示され、
優先順位が中程度の第２画面には各誘導波形（ＳＴ（Ｉ）、Ｓ（ＩＩ）、ＳＴ（ＩＩＩ）
、ＳＴ（ａＶＲ）、ＳＴ（ａＶＬ）、ＳＴ（ａＶＦ）））が表示され、優先度が低い第３
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画面には呼吸関係のパラメータが表示されるようにしてもよい。この場合、各画面に一部
の生体パラメータが表示されてもよい（例えばどの画面にもＳＴ（ＩＩ）は表示されても
よい）。
【００４２】
　なおこの優先順位は病院毎や診療科毎に設定することができる。また優先順位は、患者
の既往症等に応じて設定することも可能である。例えば心疾患のある患者が医用テレメー
タ１０を使用する場合、心電図波形や心拍数に対して高い優先順位を割り当てることが考
えられる。更に診療科毎等にデフォルトの優先順位が設定されていてもよい。例えば医用
テレメータ１０が循環器科で使用される場合、心電図等の生体パラメータの優先順位がデ
フォルトで高く設定されている。一方、医用テレメータ１０が呼吸器科で使用される場合
、呼吸波形等の生体パラメータの優先順位がデフォルトで高く設定されていればよい。
【００４３】
　また制御部１５０は、医用テレメータ１０の電源ＯＮの際や省電力モードの解除の際に
優先順位が高い情報が対象となる第１画面が常に表示されるように制御してもよい。上述
の例において制御部１５０は、図２（Ａ）に示す情報（第１画面）が電源ＯＮや省電力モ
ード解除時にデフォルトで表示されるように制御する。これによりユーザは、使用開始時
から即座に優先順位の高い情報にアクセスすることができる。
【００４４】
　また優先順位が高い情報が表示される画面と、優先順位が低い画面が表示される画面と
、を区別した表示とすることによって、ユーザは各情報をより明確に認識できる。
【００４５】
（応用例２）
　応用例２では、各生体パラメータの測定値または測定波形の異常／正常に応じて画面を
切り替えることを特徴とする。以下に、本応用例の動作について上記した動作と異なる点
を説明する。
【００４６】
　制御部１５０は、各生体パラメータの状態について正常／異常の判定を行う。例えば制
御部１５０は、脈拍数や動脈血酸素飽和度といった測定値が正常範囲内にあるか否か、心
電図波形が正常であるか、等を定期的または常時判定する。すなわち制御部１５０は、一
般的な医用テレメータ１０において行われるバイタルアラーム及びテクニカルアラームの
ための判定処理を行う。制御部１５０は、異常となっている又は過去に異常となっていた
生体パラメータを特定する（なお以下の説明では、「異常となっている又は過去に異常と
なっていた生体パラメータ）を便宜上「異常となっている生体パラメータ」と記載するが
、過去に異常となっていたものを除外して解釈してはならない。）。
【００４７】
　制御部１５０は、上述の例と同様に第１画面の表示中に行われたユーザ操作を検出する
。制御部１５０は、異常状態となっている生体パラメータを特定する。ここで異常状態と
は、生体機序の異常（例えば心疾患）に加えて電極外れ等の異常（装置や電極の設定や貼
付に起因する異常）も含むものである。制御部１５０は、異常状態となっている生体パラ
メータ及び関連する生体パラメータの情報が含む第２画面を生成し、当該第２画面をタッ
チパネル１９０（表示部１６０）上に表示する。
【００４８】
　図４は、応用例２にかかる表示制御例を示す概念図である。図４（Ａ）では、心拍数、
動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２）、ＶＰＣ、呼吸数、及び３つの波形（心電図、ＳｐＯ２、
呼吸）が第１画面に表示されている。この際に制御部１５０が指ｆの操作を検出したとす
る。制御部１５０は、このユーザ操作の検出と独立して、異常となっている生体パラメー
タを定期的または常時判定している。
【００４９】
　ここで心電図波形が異常と判定されていたとする。制御部１５０は、心電図波形及び心
電図波形に関連する情報を特定して第２画面に表示させる。図４（Ｂ）は、心電図波形異
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常が生じた場合の第２画面を示す概念図である。当該画面には、心電図波形に関連する情
報として各誘導波形が表示されている。なお心電図波形についても合わせて表示されても
よいことは勿論である。
【００５０】
　一方、ＳｐＯ２測定値が異常と判定されていたとする。制御部１５０は、ＳｐＯ２に関
連する情報を特定して第２画面に表示する。図４（Ｃ）は、ＳｐＯ２測定値に異常が生じ
た場合の第２画面を示す概念図である。当該画面には、ＳｐＯ２測定値に関連する情報と
してＳｐＯ２の長時間波形や測定値が表示されている。
【００５１】
　異常となっている生体パラメータが存在しない場合、制御部１５０は応用例１のように
優先順位の低い生体パラメータにかかる情報を表示してもよく、現在表示中の生体パラメ
ータ以外の情報を表示してもよい。
【００５２】
　図５を参照して、当該応用例２における制御部１５０の動作について改めて説明する。
制御部１５０は、生体パラメータの測定値や波形が異常状態となっているか否かを逐次判
定する。制御部１５０は、第１画面の表示中にユーザ操作を検出する（Ｓ２１）。制御部
１５０は、異常状態となっている生体パラメータがあるか否かを判定する（Ｓ２２）。異
常状態となっている生体パラメータがある場合（Ｓ２２：Ｙｅｓ）、制御部１５０は当該
異常状態となっている生体パラメータの情報又は当該生体パラメータに関連する情報を含
む第２画面を生成して表示する（Ｓ２３）。一方、異常状態となっている生体パラメータ
が無い場合（Ｓ２２：Ｎｏ）、制御部１５０は第１画面とは異なる任意の情報を表示する
第２画面を生成して表示する（Ｓ２４）。
【００５３】
　なお異常となった後に所定時間以上にわたり正常となった生体パラメータに関しては、
正常として扱うことが好ましい。換言すると制御部１５０は、この正常状態となってから
所定時間以上経過した生体パラメータについては第２画面の表示対象から除外する。例え
ばＳｐＯ２の測定値が異常となっていたがその後に１０分以上正常となっている場合、Ｓ
ｐＯ２の測定値は正常であるものとして扱い、第２画面の表示対象から除外する。これに
よりかなり前の状態に影響されることなく、必要な情報を適切に閲覧できる状態となる。
【００５４】
　また制御部１５０は、各生体パラメータの状態の正常／異常の判定を省電力モード時を
含めて定常的に行い、第１画面に異常となっている生体パラメータの情報を表示してもよ
い。換言すると制御部１５０は、応用例１で述べた優先順位を各生体パラメータの異常検
出に応じて動的に変化させる。これにより制御部１５０は、省電力モードの解除時等に異
常となっている（又は異常となっていた）生体パラメータの情報を即座に確認できるよう
になる。つまり、ユーザ操作すら行うことなく、患者の異常を即座に把握することが可能
になる。
【００５５】
　続いて応用例２にかかる医用テレメータ１０（携帯型医療機器）の効果について説明す
る。上述のように異常状態となっている生体パラメータに関する情報が第２画面に表示さ
れる。これにより医師や看護師は、患者に異常が生じている際に簡単な操作を行うことの
みで異常状態に関する詳細な情報を参照することが可能になる。
【００５６】
（応用例３）
　応用例３では、操作部１８０上（タッチパネル１９０上）において処理が行われた座標
を基に表示を切り替えることを特徴とする。以下に、本応用例の動作について上記した動
作と異なる点を説明する。
【００５７】
　図６（Ａ）は、第１画面の例を示す概念図である。制御部１５０は、タッチパネル１９
０上においてユーザ操作が行われた座標を基に第２画面の表示内容を特定する。図６（Ａ
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）では、領域Ｒ１～Ｒ３が設けられている。
【００５８】
　制御部１５０は、どの領域においてユーザ操作が行われたかを特定する。そして制御部
１５０は、ユーザ操作が行われた領域と、各生体パラメータの情報の表示座標と、に応じ
て第２画面に表示する生体パラメータの情報を特定する。例えば領域Ｒ１（心電図表示領
域）においてユーザ操作が行われた場合、制御部１５０は図６（Ｂ）に示すように心電図
に関する情報（図６（Ｂ）に示す各誘導の波形）が表示された第２画面を生成する。また
領域Ｒ１（心電図表示領域）においてユーザ操作が行われた場合、制御部１５０は心電図
の長時間波形や測定値が表示された第２画面（図示せず）を生成してもよい。同様に領域
Ｒ２（ＳｐＯ２表示領域）においてユーザ操作が行われた場合、制御部１５０は図６（Ｃ
）に示すようにＳｐＯ２に関する情報（例えばＳｐＯ２の測定値や長時間波形）が表示さ
れた第２画面を生成する。領域Ｒ３（呼吸波形表示領域）においてユーザ操作が行われた
場合、制御部１５０は呼吸に関する情報（例えば呼吸波形や呼吸数）が表示された第２画
面（図示せず）を生成する。
【００５９】
　また制御部１５０は、ユーザ操作が行われた領域と、当該領域で行われたユーザ操作の
種類と、の双方を考慮して画面制御を行ってもよい。例えば領域Ｒ１（心電図表示領域）
において特定のユーザ操作（タッチ）を行った場合、制御部１５０は測定値の長時間波形
が表示されるように制御する。また領域Ｒ１（心電図表示領域）において別のユーザ操作
（フリック）を行った場合、制御部１５０は各誘導波形（図６（Ｂ））が表示されるよう
に制御する。
【００６０】
　応用例３にかかる制御部１５０の動作を図７を参照して改めて説明する。制御部１５０
は、第１画面の表示時にユーザ操作を検出する（Ｓ３１）。この際に制御部１５０は、ユ
ーザ操作が行われた座標も合わせて検出する（Ｓ３１）。そして制御部１５０は、検出座
標に応じた生体パラメータの情報を記憶部１４０から読み出して第２表示画面を生成する
（Ｓ３２）。制御部１５０は、生成した第２画面を表示部１６０（タッチパネル１９０）
に表示する（Ｓ３３）。
【００６１】
　なお制御部１５０は、ユーザ操作の種類も考慮して第２画面の表示制御を行ってもよい
。例えば領域Ｒ１においてピンチアウト（二本の指が押し広げられるような動作）が行わ
れた場合、制御部１５０は心電図の長時間波形が表示された第２画面を生成する。一方、
領域Ｒ１においてダブルタップ（素早く軽く２回たたく動作）が行われた場合、制御部１
５０は各誘導波形（第Ｉ～ＩＩＩ誘導、ａＶＲ、ａＶＬ、ａＶＦ等）が表示された第２画
面を生成する。
【００６２】
　また座標によらずユーザ操作の種類のみを考慮して第２画面の表示制御を行ってもよい
。すなわち制御部１５０は、ユーザ操作の種類に応じて第２画面の表示制御を行ってもよ
い。例えば以下のような関連付けがなされていてもよい。また、以下の関連付けは任意の
設定画面から変更できるようにしてもよい。
[ピンチイン、ピンチアウト＝心電図長時間波形表示]
[ダブルタップ＝各誘導波形表示]
[フリック＝ＳｐＯ２関連情報表示]
[スワイプ＝呼吸関連情報表示]
[シェイク＝各誘導波形表示]
【００６３】
　続いて応用例３の効果について説明する。上述したように本応用例では、ユーザ操作の
座標に応じて次に表示される情報が切り替わる。これによりユーザ（医師や看護師）は、
ユーザ操作が行われた座標と直感的に関連づいた情報に即座にアクセスすることができる
。また医用テレメータ１０は、ユーザ操作（タップ、ピンチアウト等）の種類を考慮した
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表示制御を行うことにより、より直感的な情報提供を行うことができる。
【００６４】
（応用例４）
　本応用例では、第１画面の設定を引き継いだ第２画面を生成することを特徴とする。以
下に、本応用例の動作について上記した動作と異なる点を説明する。
【００６５】
　制御部１５０は、電源ＯＮ等のタイミングで第１画面を表示する。制御部１５０は、こ
の際に設定画面等で事前に設定された情報に応じて第１画面を生成する。図８（Ａ）は、
設定情報に応じて生成された第１画面の例を示す図である。
【００６６】
　本例では、ペーシングパルスｐが心電図上に表示されるように設定されている。この状
況においてユーザ操作が行われたとする。制御部１５０は、図２と同様に第２画面を生成
して表示する。この際に制御部１５０は、ペーシングパルスｐを表示するという設定も引
き継いだ状態で第２画面を生成する。図８（Ｂ）は、図８（Ａ）の画面においてユーザ操
作が行われた場合の第２画面の例を示す図である。図示するように制御部１５０は、各誘
導波形と共にペーシングパルスｐ’が表示された第２画面を生成して表示する。
【００６７】
　以上のように画本実施の形態にかかる医用テレメータ１０では、画面が切り替わった場
合であってもペーシングパルス表示をはじめとする表示設定が受け継がれる。これにより
ユーザは、画面切り替えを行った場合であっても必要な情報を継続して参照することがで
きる。
【００６８】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は既に述べた実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲におい
て種々の変更が可能であることはいうまでもない。
【００６９】
　上述の説明では、第１画面から第２画面の遷移を中心に説明したが、生体パラメータを
表示する画面が３つ以上あっても上述の手法（実施の形態１、及び応用例１～４）を適応
できることは勿論である。
【００７０】
　上述の測定部１１０、制御部１５０の処理の一部又は全部は、医用テレメータ１０（携
帯型医療機器）内において実行されるコンピュータプログラムとして実現することができ
る。
【００７１】
　ここでプログラムは、様々なタイプの非一時的なコンピュータ可読媒体（non-transito
ry computer readable medium）を用いて格納され、コンピュータに供給することができ
る。非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒体（tangible
 storage medium）を含む。非一時的なコンピュータ可読媒体の例は、磁気記録媒体（例
えばフレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディスクドライブ）、光磁気記録媒体（
例えば光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ
、半導体メモリ（例えば、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ（Programmable ROM）、ＥＰＲＯＭ（
Erasable PROM）、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ（random access memory））を含む。また
、プログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体（transitory computer 
readable medium）によってコンピュータに供給されてもよい。一時的なコンピュータ可
読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時的なコンピュータ可読媒体は
、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介して、プログラムをコンピュ
ータに供給できる。
【符号の説明】
【００７２】
１０　医用テレメータ
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１１０　測定部
１２０　送受信部
１３０　アンテナ
１４０　記憶部
１５０　制御部
１６０　表示部
１７０　スピーカ
１８０　操作部
１９０　タッチパネル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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