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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の臨床ストレスを決定するための装置であって、
少なくとも１つの波長で放射を放出するための放出体手段（１０）と、
少なくとも１つの波長の前記放射を受け取り少なくとも１つの電気出力信号を発生させる
ための検出器手段（１２）と、
前記少なくとも１つの電気出力信号を処理して少なくとも１つのプレチスモグラフ信号を
取得するための第１の信号処理手段（１４、１６）と、
前記少なくとも１つのプレチスモグラフ信号のうちの少なくとも１つに存在する呼吸変調
の所定の特徴を示す第１の計測信号を導出するための第２の信号処理手段（１４、１６）
と、
前記第１の計測信号に基づいて指標信号を形成するための第３の信号処理手段（１６）と
、
前記指標信号を被検体の臨床ストレスのインジケータとして指示させるためのインジケー
タ手段（１７）と、
を備え、
前記第３の信号処理手段は、前記第１の計測信号に対して前記被検体から以前に収集した
第１の履歴データに応じた第１の規格化変換を適用し、所定の値レンジを有する指標信号
である第１の規格化計測信号を取得するように構成されている、装置。
【請求項２】
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前記所定の特徴は、呼吸速度、呼吸速度の変動性及び呼吸振幅を含む群からの１つの特徴
である、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記指標信号は前記第１の計測信号の変化を示している、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記第１の規格化変換は、以下の式に基づいて行われ、
【数１】

ここで、Ａ及びＢは、前記第１の履歴データに応じて決定された前記被検体に固有のパラ
メータである、請求項１乃至３のいずれかに記載の装置。
【請求項５】
前記所定の特徴は呼吸速度であると共に、前記第３の信号処理手段は前記第１の計測信号
の変動性を示す第２の計測信号を発生させるように構成されている、請求項２に記載の装
置。
【請求項６】
前記第３の信号処理手段は、指標信号である前記第２の計測信号の変化を示す信号を発生
させるように構成されている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
前記第３の信号処理手段は、指標信号を形成するように第１の計測信号と第２の計測信号
の加重平均を計算するように構成されている、請求項５に記載の装置。
【請求項８】
前記第３の信号処理手段は、前記第２の計測信号に対しては所定の値レンジを有する第２
の規格化計測信号が取得されるように以前に収集した第２の履歴データに応じた第２の規
格化変換を適用するように構成されている、請求項５に記載の装置。
【請求項９】
前記第３の信号処理手段は、指標信号を形成するように第１規格化計測信号と第２の規格
化計測信号の加重平均を計算するように構成されている、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記プレチスモグラフ信号データから、呼吸振幅を示す第１の信号、呼吸振幅の変動性を
示す第２の信号、プレチスモグラフ信号データのパルス振幅を示す第３の信号、プレチス
モグラフ信号データのパルス対パルス間隔を示す第４の信号、及び該第２と第３の信号の
うちの一方の変動性を示す第５の信号を含む信号の群に属する少なくとも１つの追加的計
測信号を発生させるための第４の信号処理手段をさらに備える請求項５または８に記載の
装置。
【請求項１１】
前記第３の信号処理手段は、所定の値レンジを有する少なくとも１つの追加的規格化計測
信号が取得されるように前記少なくとも１つの追加的計測信号のそれぞれに対して専用の
規格化変換を適用するように構成されており、該専用の規格化変換のそれぞれは関連する
専用の規格化変換に特異的な以前に収集した履歴データに依存する、請求項１０に記載の
装置。
【請求項１２】
前記第３の信号処理手段は、指標信号を形成するように第１の規格化計測信号、第２の規
格化計測信号及び少なくとも１つの追加的規格化計測信号の加重平均を計算するように構



(3) JP 4452896 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

成されている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
前記第３の信号処理手段に応答して少なくとも１つの薬剤を被検体に投与するための薬剤
投与手段（１８）をさらに備える請求項１乃至１２のいずれかに記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、パルスオキシメトリと連携した被検体の臨床ストレスの決定に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　痛みは、実際のまたは潜在的な組織損傷性刺激に関連するような不快な知覚すなわち情
緒的体験である。これはまた常に、個別的かつ主観的な知覚であり、侵害性刺激により誘
発される急性（侵害受容性）のものであることや、組織統合性（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）を
保全するための有用性をすでに失っている慢性的な痛みのことがある。痛みの知覚は、主
に皮質で発生しており、また鎮静薬や麻酔薬の全身的（包括的）な抑制効果による深い鎮
静状態や麻酔状態で抑制することができる。さらに、痛み信号経路が皮質下レベル（多く
の場合、脳幹や脊髄の領域）で十分に抑制されている場合も、侵害性刺激に対する反応を
抑制することができる。最近の外科麻酔や集中看護における痛みの管理では、皮質性と皮
質下性の両方のメカニズムを働かせている。
【０００３】
　ストレスとは、血圧上昇、ホルモンの分泌、呼吸回数の増大、筋肉の収縮、発汗、及び
心臓活動の上昇などの症状を生じさせるような、それに従って生じる要求に対する身体の
非特異的な反応であると定義される。ストレスは必ずしもネガティブとは限らない。ある
種のストレスはわれわれの意欲を保ち注意力を維持してくれており、ストレスが低すぎる
と問題を生じることもある。しかし、ストレスが大きすぎると（特にその時間が長くなっ
た場合に）精神的及び身体的な健全性に対する問題を引き起こす可能性がある。
【０００４】
　本発明は、本明細書において原因となる疾患や治療により誘導されるストレスを意味す
る臨床ストレス（ｃｌｉｎｉｃａｌ　ｓｔｒｅｓｓ）の決定に関する。
【０００５】
　鎮静状態（ｓｅｄａｔｉｏｎ）とは、口頭による指令または触覚による刺激に対して患
者が正常に反応できると共に興奮状態や不安状態にないような患者の薬剤誘導状態（軽い
鎮静状態）、あるいは音声による指令または触覚による刺激に対してのみ患者が反応する
ような患者の薬剤誘導状態（中等度または意識的鎮静状態）、あるいは患者が無意識状態
にあり容易に覚醒可能でないが、反復する刺激や痛みを生ずる刺激に対してのみ反応する
ような患者の薬剤誘導状態（深いまたは無意識的鎮静状態）である。一方、麻酔状態（Ａ
ｎｅｓｔｈｅｓｉａ）とは、痛みのある刺激によっても患者が覚醒不可能であるような鎮
静状態のうち最も深い薬剤誘導状態である。
【０００６】
　興奮状態（Ａｇｉｔａｔｉｏｎ）とは多くの場合、不安を伴った運動性不穏状態（ｍｏ
ｔｏｒ　ｒｅｓｔｌｅｓｓｎｅｓｓ）と定義される。軽いまたは中等度の鎮静状態は興奮
を取り除き最適な患者管理を保証するために誘導される。鎮静状態の最適レベルは、患者
に影響を及ぼしている刺激によって異なると共に、換気を受けている患者では多くの場合
に、十分な痛覚欠如を伴った最も深い鎮静状態で達成される。
【０００７】
　痛覚欠如（ａｎａｌｇｅｓｉａ）とは、通常であれば痛みを感ずるような刺激に対して
も、無意識的でなしに痛みがないこと、あるいは痛みに対する感受性が喪失していること
を意味している。
【０００８】
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　侵害受容性神経繊維（侵害受容器）のあるしきい値刺激レベルを超えた侵害性刺激（ピ
ンで刺すことや炎症）は侵害受容（すなわち誘導された痛みや損傷を示すニューロン信号
または知覚）を生じさせる。侵害受容（ｎｏｃｉｃｅｐｔｉｏｎ）は中枢神経系（ＣＮＳ
）内で幾つかの異なる上行経路を通って伝達され、皮質性の痛み反応や皮質下のストレス
反応となる可能性があるような反応を生じさせる。ＮＳＡＩＤ（非ステロイド性抗炎症薬
）は損傷を受けた組織部位で痛みを効果的に緩和し、また一方オピオイド（ｏｐｉｏｉｄ
）は脊髄や脳幹の領域にある痛み経路に選択的に影響を及ぼす。例えば硬膜外痛覚欠如で
使用される麻酔薬などの局所または部分麻酔薬は、痛みと知覚経路（例えば、脊髄領域）
の両方をブロックする。
【０００９】
　抗侵害受容（ａｎｔｉｎｏｃｉｃｅｐｔｉｏｎ）は通常、痛み経路の侵害受容を皮質下
レベルでブロックすなわち抑制することを意味する。このことは、皮質における痛みの知
覚の防止と区別して皮質下痛覚欠如と記載することがある。
【００１０】
　自律神経系（ＡＮＳ）は、心臓機能、血液循環及び内分泌などわれわれの基本的な身体
機能のほとんどすべてを制御及び調節している「無意識的な」神経系である。ＡＮＳの主
要な部分は、副交感神経枝と交感神経枝である。交感神経系は通常、身体機能を加速させ
ることによってわれわれを高ストレス状況に備えさせる。正常なＡＮＳ調節という条件下
では、副交感神経系が、心拍速度を下げることによって血液循環を正常な状態に回復させ
る。痛み、不快及び臨床ストレスは、ＡＮＳのうちの交感神経枝を起動させて血圧、心拍
速度及びアドレナリン分泌を高めることがある。
【００１１】
　心電計（ＥＣＧ）は、心臓で発生した生体電位信号を記録し解析することによって心臓
機能を評価するための定評のある方法である。電極はより末梢の基準点と共に胸部の皮膚
面に取り付けられる。ＥＣＧは、心臓機能、様々な心臓及び循環器疾患、並びに不整脈の
診断においてよく使用される。多くの場合ＥＣＧ波形から導出される心拍速度（ｈｅａｒ
ｔ　ｒａｔｅ：ＨＲ）は、患者の状態を特徴付けする最も重要なパラメータのうちの１つ
である。
【００１２】
　呼吸速度（ｒｅｓｐｉｒａｔｉｏｎ　ｒａｔｅ）は、基本的な患者看護においても監視
されることが多い別の生命徴候である。換気を受けている患者の麻酔及び鎮静状態に関す
る呼吸の監視は、吸息及び呼息の酸素、二酸化炭素及び麻酔ガスの監視を含むガス交換の
監視と組み合わせることが多い。最近の気体モニタでは、換気の安全性及び質を向上させ
るために気道内圧（ＡＷＰ）及びガスフローも計測される。
【００１３】
　血圧（血液循環の維持）は、患者から得られるさらに別の生命徴候である。血圧は、非
侵襲的（ＮＩＢＰ）に監視されることや、動脈または静脈内に挿入したカテーテルを用い
て侵襲的（ＩｎｖＢＰ）に監視されることがある。後者の技法は連続的であると共に、心
臓循環機能や肺機能の調節に対する詳細な監視を可能にする。
【００１４】
　パルスオキシメトリ（ｐｕｌｓｅ　ｏｘｉｍｅｔｒｙ）は、動脈血内の酸素飽和（Ｓｐ
Ｏ２）を計測するための定評のある技法の１つである。ＳｐＯ２は今日において第４の生
命徴候と呼ばれることが多い重要なパラメータであり、末梢の組織及び臓器に対する酸素
供給の的確性に関連する。パルスオキシメータは動脈の酸素負荷（ｏｘｙｇｅｎａｔｉｏ
ｎ）のインビボ瞬時計測値を提供し、これにより例えば動脈低酸素血症に対する初期兆候
を提供できる。パルスオキシメータはさらに、指または耳であるのが典型的である計測部
位における組織血液量及び血流量（すなわち、血液循環）に関連させることができる光プ
レチスモグラフ（ｐｈｏｔｏｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｉｃ：ＰＰＧ）パルス波形を
表示させる。ＰＰＧ波形の振幅は、患者の不快や痛みに対する高感度のインジケータとな
るが、この振幅は非侵害性の刺激に対しても反応する。
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【００１５】
　パルスオキシメータで得られた光プレチスモグラフ信号は、患者の呼吸機能に関する情
報も含んでいる。米国特許第６，７０９，４０２号はパルスオキシメータを用いて患者の
呼吸を監視するための方法を開示している。この開示では、プレチスモグラフ信号を処理
し、患者の心臓の拍動と無関係の非拍動性ＤＣ信号成分の情報を得ている。このＤＣ信号
成分並びにその時間の経過に従った増加及び減少を用いて呼吸頻度が決定される。
【００１６】
　プレチスモグラフ信号から呼吸速度を抽出するための別の方法が米国特許第６，７０２
，７５２号に開示されている。この方法は先ず、プレチスモグラフ・データの拍動性ＡＣ
成分から心拍動間の間隔情報を抽出する。次いで、時間の経過に従ったこの心拍速度デー
タのばらつき（呼吸性洞不整脈（Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｓｉｎｕｓ　Ａｒｒｈｙｔｈ
ｍｉａ：ＲＳＡ）と呼ばれる現象）を利用して患者の呼吸速度を得ている。
【００１７】
　機械換気を受けている患者の全身麻酔では、換気器によって患者の呼吸リズムが決定さ
れると共に、換気器の設定値に従うことによって呼吸速度が容易に監視される。しかし、
麻酔後看護室（ＰＡＣＵ）では、患者は自発的に呼吸していることが多い。鎮痛薬は呼吸
を抑圧することがあるため、患者の侵害受容性状態と呼吸機能の両方に影響を及ぼす。十
分な疼痛緩和と平静な呼吸の間で最適な平衡を見いだすには、患者の呼吸とストレス状態
の両者の監視が重要となる。回復の初期では特に、患者は手術中に与えられた鎮痛薬に影
響されており、鎮痛薬の実効濃度は時間の経過に伴って変動することがある。手術中に患
者に投与される筋弛緩剤も麻酔後看護において呼吸を抑圧することがある。
【００１８】
　心拍速度変動性（ＨＲＶ）を用いた解析方法は、心臓筋肉への酸素供給の欠乏などの心
臓疾患を診断するため並びに心臓機能及び患者の全体的状態を特徴付けるための新規開発
の技法である。心拍速度の高速の変化は、迷走脳神経内を伝達される副交感神経性のＡＮ
Ｓ制御によって生じるのが通常である。迷走神経制御は心臓拍動を遅くさせる。心拍速度
の低速の変動（＜０．１５Ｈｚ）は主に、心臓拍動を上昇させる交感神経活動と関連付け
される。ＨＲＶの低速成分に対するＨＲＶの高速成分の比のことを交感神経／迷走神経平
衡と呼ぶことが多く、緊急状況や強いストレス下において交感神経優位となる。
【００１９】
　鎮静状態の的確性の高信頼性の監視に対する要求は、患者看護の質、並びに経済性関連
の側面に基づくものである。平衡した鎮静状態はストレスを軽減させると共に、的確な鎮
静状態によって術後罹患が低下するという確たる証拠が存在する。ストレスが長引くと中
枢痛経路を増感させ、これがストレスホルモンの分泌を増加させる。これにより手術から
の回復段階で無用な副作用に曝されることになり得る。鎮静状態が軽すぎることは、患者
に対しても麻酔スタッフに対してもトラウマ体験を生じさせる。経済性の観点からは、鎮
静状態が深すぎると、薬剤及び時間が余分にかかるためにコストの増加を生じさせると共
に、看護に要する時間を長くさせる可能性がある。鎮静状態が深すぎるとさらに、合併症
を生じさせたり、集中看護施設などの高価な施設の利用時間を長くさせる可能性がある。
【００２０】
　ＥＰ特許第０５５３１６２号は、呼吸性洞不整脈（ＲＳＡ）を脳の状態の尺度として使
用することによって麻酔の深さを評価するための方法及び装置を提唱している。この文書
は、心臓拍動パターンの集団化（ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ）を示すパラメータが各呼吸サイ
クルの開始を基準としたＥＣＧ波形から決定されるような方法を記述している。次いでこ
のパラメータは、ランダム性に対するテストを用いて計算した基準値と比較される。次い
で、このパラメータを基準値と比較して麻酔の深さの計測値が導出される。特に自発呼吸
のある麻酔下の患者の場合、この集団化はＲＳＡに比例しており、麻酔が深くなるに連れ
て小さくなる。この集団化に影響を及ぼす心拍速度変化は主に、ＡＮＳの副交感神経枝に
よって制御されており、またしたがって、麻酔の深さは副交感神経性の活動に関連する。
これはしかし、交感神経性の作用（すなわち、痛み及び侵害受容）とは相関が乏しく、ま



(6) JP 4452896 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

たしたがって痛覚欠如の的確性とも相関が乏しい。さらに、心拍速度は常に呼吸サイクル
の低圧力期間中に増大し高圧力フェーズの間に低下するため、この集団化は過圧力人工換
気の場合や自発呼吸のある患者の場合で発生が異なる。低圧力期間は自発呼吸のある患者
の場合は吸息時に、また人工換気の場合では呼息時に生じる。提唱されたこの方法は、小
児など有するＲＳＡも大きい自発呼吸患者では妥当に良好に機能するが、人工換気を受け
ている老年の患者に関しては不首尾であることが多い。痛みはＲＳＡ振幅を低減させる、
また麻酔の深さも同様に作用する。その結果、集団化の値が低いことは、麻酔が深すぎて
催眠レベルの低下につながることを示唆することがある。しかしこのことは、患者が結果
として覚醒することにもなり得るようなより悪い状況（特に、外科的刺激が強い場合）を
生じさせることがある。
【００２１】
　欧州特許出願第ＥＰ１２７３２６５号は、ＲＲＩ及び血圧（ＢＰ）の時系列を解析する
ためのより簡単な方法について記載している。さらに、この方法は交感神経性と副交感神
経性との心臓血管反応の間を明瞭に識別することを試みている。外科的ストレスと相関す
る交感神経性の反応は心拍速度及び血圧を上昇させる。心拍速度の上昇指標及び血圧上昇
の指標は、ＲＲＩまたはＢＰの値の傾斜の増加は検出するが値の減少は無視するようなフ
ィルタ（ある種のエッジフィルタ）を使用することによって計算される。この文書は、こ
れらの指標を痛覚欠如の的確性の尺度として使用できることを示唆している。しかしこの
方法は、侵害性刺激に対する特異性を欠いており、侵害性刺激を伴わない正常な交感神経
活動に由来する呼吸その他の傾斜の増加に起因する変動も検出することになる。例えば、
患者が軽い麻酔状態にあるときは、ＡＮＳの交感神経枝と副交感神経枝の両方が活性であ
りこれらの指標は不十分な痛覚欠如を示唆するように異常に高い値を示すことになる。
【００２２】
　したがって、上述した従来技術によるテクノロジーは、麻酔の深さに関して一面的な（
ｕｎｉｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ）考え方を用いて麻酔の的確性を記述することを目指して
いる。痛覚欠如の的確性を計測すると主張する従来技術のテクノロジーはすべて、催眠レ
ベルに対する大きな依存を示し、このため侵害性刺激の全くない軽い麻酔においても、不
満足な痛覚欠如に関連するのが通常であるような値を示すことになる。従来技術のテクノ
ロジーのまた別の欠点は、患者間で計測値がかなりのばらつきを示すことである。これに
よってその解釈（すなわち、麻酔の的確性の解釈）が困難となる。
【００２３】
　さらに従来技術のテクノロジーは、手術中における麻酔の的確性の記録に焦点を当てて
おり、手術後に自発呼吸のある患者に対しては適用できない。
【００２４】
　国際特許出願第ＷＯ２００４／０３４８９７号は、麻酔及び鎮静状態における侵害受容
に対するプレチスモグラフベースの検出のための方法及び装置を開示している。この方法
では、所定のパルス波パラメータが検出され、先行するある時間ウィンドウにわたる同じ
パラメータの計測によって以前に得られた基準値との比較がなされる。少なくとも１つの
パルス波パラメータ（好ましくは、波形振幅）についてかなりの変化が検出された場合、
別のパルス波パラメータ（好ましくは、重複切痕（ｄｉｃｒｏｔｉｃ　ｎｏｔｃｈ）の位
置）の変化が決定される。この２つの変化が大きければ、この２つの変化は表示または記
録されると共に、侵害受容性イベントを示すものと解釈される。したがって、この方法に
よって侵害性刺激の存在に関する指示を提供することができる。この方法は侵害性イベン
トの検出（すなわち、信号の短期間の変化）に基づくため、抗侵害受容の基本レベルに関
する指示は提供することができない。
【００２５】
　米国特許出願第２００５／００１０１１６号は、麻酔または鎮静状態下にある患者の状
態を監視するための方法及び装置を開示している。この方法では、患者が快適である確率
の数学的指標が計算される。この確率指標は、あらかじめ患者から計測しておいたプレチ
スモグラフ波形、ＥＣＧ波形及び／または筋電図（ＥＭＧ）のパワーから抽出した生理学
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的パラメータを組み合わせたものとして取得される。この場合も上で言及した出願第ＷＯ
２００４／０３４８９７号の場合と同様に、確率指標のパラメータは、ある時間ウィンド
ウにわたって、あるいはある基準イベントの時点で決定されるある基準値を意味している
。この指標は侵害受容の確率のみを示すため、侵害受容レベルや該レベルの変化に関する
定量的な情報は提供することができない。
【００２６】
　約言すれば、自動患者監視は麻酔やストレス性治療の様々なフェーズにおいて最適な疼
痛緩和を実現するために重要である。しかし、従来技術の技法は監視のために要するパラ
メータが多いため複雑である。したがって監視に計測装置が必要となるが、これは臨床施
設において常に利用可能とは限らない。
【特許文献１】米国特許第６，７０９，４０２号
【特許文献２】米国特許第６，７０２，７５２号
【特許文献３】欧州特許第０５５３１６２号
【特許文献４】欧州特許出願第ＥＰ１２７３２６５号
【特許文献５】国際特許出願第ＷＯ２００４／０３４８９７号
【特許文献６】米国特許出願第２００５／００１０１１６号
【特許文献７】米国特許第６，６５０，９１７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　本発明は、目下のところ動脈酸素飽和の連続的監視のための看護標準でありしたがって
臨床施設において広範に利用可能であるパルスオキシメータの機能を拡張することによっ
て、上述の欠点を排除させること、並びに患者の臨床ストレスを決定するための新規メカ
ニズムを開発することを目標としている。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明は、臨床施設において広範に利用可能であるパルスオキシメータと連携させて患
者の臨床ストレスを決定するための新規メカニズムを提供することを目標としている。本
発明はさらに、麻酔後看護エリア内やストレス性治療中に患者の状態を監視するためのコ
スト対効果のよいメカニズムを提供することを目標としている。
【００２９】
　本発明では先ず、被検体から取得したプレチスモグラフ信号データ内に存在する呼吸変
調に関する所定の特徴を示す計測信号が生成される。この計測信号は、被検体の呼吸速度
を示すのが典型的であるが、例えば呼吸振幅を示すこともあり得る。次いで、該計測信号
に基づいて被検体の臨床ストレスを示す指標信号が決定される。ストレス変化はプレチス
モグラフ信号データの幾つかの特徴に反映されるため、こうした特徴の１つまたは幾つか
を用いて指標信号を決定することができる。特徴を１つだけ利用する実施形態では、測定
した値をある種のスケールまたは基準レベルに対して比較できるようにするために基準尺
度が決定される。プレチスモグラフ信号データの複数の特徴に基づいて臨床ストレス指標
が決定されるケースでは、その指標は該特徴を表す信号の加重平均を計算することによっ
て生成することができる。この重みは各患者グループごとに最適化されることがあり、ま
た信号のうちの少なくとも幾つかに対しては平均を計算する過程に供給する前に規格化変
換を適用することがある。
【００３０】
　したがって本発明の一態様は、被検体の臨床ストレスを決定するための方法を提供する
。本方法は、被検体からプレチスモグラフ信号データを収集する工程と、このプレチスモ
グラフ信号データ内に存在する呼吸変調の所定の特徴を示す第１の計測信号を導出する工
程と、を含む。本方法はさらに、第１の計測信号に基づいて指標信号を形成する工程と、
この指標信号を被検体の臨床ストレスを示す指標として利用する工程と、を含む。
【００３１】
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　本発明の別の態様は、被検体の臨床ストレスを決定するための装置を提供するものであ
る。本装置は、少なくとも１つの波長で放射を放出するための放出体手段と、少なくとも
１つの波長で該放射を受け取り少なくとも１つの電気出力信号を発生させるための検出器
手段と、この少なくとも１つの電気出力信号を処理して少なくとも１つのプレチスモグラ
フ信号を取得するための第１の信号処理手段と、を含む。本装置はさらに、この少なくと
も１つのプレチスモグラフ信号のうちの少なくとも１つに存在する呼吸変調の所定の特徴
を示す第１の計測信号を導出するための第２の信号処理手段と、この第１の計測信号に基
づいて指標信号を形成するための第３の信号処理手段と、この指標信号を被検体の臨床ス
トレスのインジケータとして指示させるためのインジケータ手段と、を含む。
【００３２】
　本方法はプレチスモグラフ信号データから導出可能なパラメータのみを利用しているた
め、必要となる機器はパルスオキシメータだけである。さらに、臨床ストレス指標を決定
するために必要なデータは、従来のパルスオキシメータの１つのチャンネルだけからの信
号データですむ。
【００３３】
　本発明によれば患者のストレス状態を評価するための計測によって従来のパルスオキシ
メータの機能を拡張することができるため、コスト対効果のよい方式でストレス状態の自
動評価を臨床施設に導入することができる。このことは、十分な疼痛緩和と平静な呼吸と
の間の最適な平衡を見いだすためだけではなく、自らのストレス状態を正しく説明できな
い患者や自らの状態の説明の信頼性が高くないような患者を監視するためにも有用である
。したがって本発明は、麻酔後看護エリア及びストレス性治療に関する信頼度の向上を提
供することができる。この計測は従来のＳｐＯ２計測に基づくため、実施が容易でありか
つ追加的な計測やセンサは必要がない。
【００３４】
　本発明のさらに別の態様は、被検体の臨床ストレスの監視を可能にするように従来のパ
ルスオキシメータをアップグレードできるコンピュータ・プログラム成果物を提供するも
のである。本コンピュータ・プログラム成果物は、プレチスモグラフ信号データを受け取
るように構成された第１のプログラムコード部分と、このプレチスモグラフ信号データか
らプレチスモグラフ信号データ内に存在する呼吸変調の所定の特徴を示す第１の計測信号
を導出するように構成された第２のプログラムコード部分と、この第１の計測信号に基づ
いて被検体の臨床ストレスを示す指標信号を形成するように構成された第３のプログラム
コード部分と、を含む。
【００３５】
　本発明に関するその他の特徴及び利点については、以下の詳細な説明及び添付の図面を
参照することによって明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下では、本発明並びにその好ましい実施形態について添付図面の図１～１３に示した
例を参照しながらより詳細に説明することにする。
【００３７】
　パルスオキシメータは、コンピュータ式計測ユニットと、患者に対して（典型的には、
指または耳たぶに対して）取り付けられるプローブと、を備える。このプローブは、組織
を通過する光学信号を送出する光源と、組織を通過したまたは組織から反射された信号を
受け取るための光検出器と、を含む。この通過し受け取られた信号に基づいて、組織によ
る光の吸収を決定することができる。各心拍サイクル中において、組織による光の吸収は
周期的に変動する。心拡張期の間はその吸収は静脈血、組織、骨及び色素に起因しており
、また心収縮期の間では吸収の増加が生じる、このことは動脈血が組織に流入することに
起因する。パルスオキシメータは、心収縮期のピーク吸収と心拡張期の定常吸収との差を
決定することにより、この動脈血部分に対する計測に焦点を置いている。したがって、パ
ルスオキシメトリは吸収のうちの拍動性成分が動脈血のみに由来するという仮定に基づい



(9) JP 4452896 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

ている。
【００３８】
　ヘモグロビン、オキシヘモグロビン（ＨｂＯ２）及びデオキシヘモグロビン（ＲＨｂ）
のうちの２つの種類を識別するためには、２つの異なる波長で吸収を計測する必要がある
、すなわちそのプローブには２つの異なる発光ダイオード（ＬＥＤ）が含まれる。広く使
用されている波長の値は、６６０ｎｍ（赤色）と９４０ｎｍ（赤外線）である、これは該
２種のヘモグロビンがこれらの波長において大きく異なる吸収値を有するためである。一
方、各ＬＥＤは数百Ｈｚが典型的であるような頻度で照射される。
【００３９】
　図１は、本発明によるパルスオキシメータの一実施形態のブロック図である。ＬＥＤを
含む光源１０から送出された光は指１１など患者の組織内を通過する。組織を通過した光
または組織から反射された伝播光は、光検出器１２によって受け取られ、またこの光検出
器は受け取った光学信号を電気信号に変換しこれを入力増幅器１３に供給する。次いで、
増幅された信号は制御／処理ユニット１４に供給され、この信号はディジタル形式に変換
される。次いでこのディジタル化された信号データは、血中酸素飽和度を決定するための
ＳｐＯ２アルゴリズムによって利用される。制御／処理ユニットは、このアルゴリズムを
実行し、表示画面上にその結果を提示させるようにディスプレイ１７を駆動する。ＳｐＯ
２アルゴリズムは制御／処理ユニットのメモリ１６内に保存されることがある。
【００４０】
　制御／処理ユニットはさらに、ＬＥＤを交互に起動させるように光源駆動器１５を制御
する。上で言及したように、各ＬＥＤは毎秒数百回の照射をするのが典型的である。ディ
ジタル化されたＰＰＧ信号データもＳｐＯ２アルゴリズムに提供される前に該メモリ内に
保存されることがある。
【００４１】
　各ＬＥＤを患者のパルス速度と比較して大きな頻度で照射させると、制御／処理ユニッ
トは各波長において患者の各心拍サイクルに関して多数のサンプルが得られる。これらの
サンプルの値（すなわち、受け取った信号の振幅）は、患者の心拍サイクルに応じて異な
っており、この変動は上で言及したように動脈血に起因している。
【００４２】
　ＬＥＤの輝度、検出器の感度、指の厚みなどの外因性ファクタの変動が計測に影響を与
えないようにするため、受け取った各信号は、患者の心臓リズムで振動するＡＣ成分を抽
出した後、このＡＣ成分を光の透過または反射のＤＣ成分により割り算することによって
規格化される。こうして得られた信号は上述の外因性ファクタと無関係となる。
【００４３】
　患者の動きは、光プレチスモグラフ信号やＳｐＯ２監視における最も重要なノイズ及び
アーチファクト発生源の１つである。最近のＳｐＯ２アルゴリズムは、動きを許容できる
ように設計されると共に、患者の動きを比較的よく検出することができる。こうしたアル
ゴリズムの一例が米国特許第６，６５０，９１７号に開示されている。鎮静状態の患者で
は、動きは、痛みの増大に関する１つのインジケータであり、また鎮痛薬投与が少なすぎ
ることに関するインジケータとすることも可能である。
【００４４】
　本発明では、上述のタイプの従来式のパルスオキシメータを、患者の臨床ストレス状態
を示す尺度を決定するためのメカニズムを備えるようにアップグレードしている。このコ
ンテキストにおいて、前記の尺度のことを臨床ストレス指標（ＣＳＩ）と呼んでいる。し
たがって、ディジタル化されたプレチスモグラフ信号データはさらに患者の臨床ストレス
指標を決定するための指標計算過程に対して供給される、あるいは取り出される。供給さ
れるデータは１つのチャンネルだけからのデータ（すなわち、Ｒ（赤）チャンネルあるい
はＩＲ（赤外線）チャンネルの信号データ）を含むだけで十分である。しかし該過程では
、２つのチャンネルを組み合わせることによって形成したＰＰＧ信号データを使用するこ
ともできる。さらに、利用されるプレチスモグラフ信号データは、ＤＣ成分を含むという



(10) JP 4452896 B2 2010.4.21

10

20

30

40

50

意味で未処理信号であるようなプレチスモグラフ信号のデータに対応することが好ましい
。すなわち、ＤＣ成分は呼吸情報を含んでおり、したがって臨床ストレス指標を計算する
前にＰＰＧ信号からＤＣ成分が除去されると有用な情報が失われることがある。
【００４５】
　図２ａ及び２ｂはプレチスモグラフ信号を表している。図２ａは５分間分の信号を表し
ており、また図２ｂは該５分の期間内部のある３０秒の期間を表している。患者の呼吸に
起因する変調は、プレチスモグラフ信号の３つの異なる特徴において認識することができ
る。その第１は、心拍速度で拍動する成分の振幅が呼吸に応じて変動することである。こ
のことは、図２ｂの信号の上側包絡曲線２１と下側包絡曲線２２の差の変調として認識す
ることができる。その第２は、パルス対パルスの間隔（すなわち、連続する心臓拍動間の
間隔）が呼吸に応じて変動することであり、この間隔は呼息フェーズ中と比べて吸息フェ
ーズ中でより短くなる。その第３は、ＤＣ基線信号（すなわち、プレチスモグラフ信号の
上側包絡線または下側包絡線）が呼吸に応じて緩やかに変動することである。呼吸がＤＣ
成分を変動させる要因となる生理学的特徴については、上述の米国特許第６，７０９，４
０２号においてより詳細に検討されている。
【００４６】
　図３は、第１グループの実施形態に属する本発明の一実施形態を表している。パルスオ
キシメータの少なくとも１つのチャンネルのＰＰＧ信号波形データが指標計算過程３０に
供給される。該信号データは、ＳｐＯ２アルゴリズムに供給されるのと同時に該過程に供
給されることや、該データはメモリ１６から取り出されることがある。
【００４７】
　記録された波形データは先ず、前処理工程３１において最適化されており、この前処理
工程３１では、例えばＰＰＧ信号データの品質を向上させるために信号中の幾つかの周波
数成分がフィルタ除去されることがある。この工程は必須ではないが、信号データの品質
を向上させるために実施されることがあり得る。
【００４８】
　次に、この信号データから工程３２において呼吸信号が抽出され、これにより呼吸変調
をその中で認識できる１つの時系列が得られる。上述したように、この呼吸変調はＰＰＧ
信号データの時系列に関する少なくとも３つの異なる特徴（すなわち、心拍速度で拍動す
る信号成分の振幅、ＰＰＧ信号データのパルス対パルス間隔、並びにプレチスモグラフ信
号のＤＣ成分（基線））において認識することができる。したがって、工程３２で得られ
た呼吸信号は上述の特徴のうちの１つまたは該特徴の組み合わせを示す１つの時系列であ
る。
【００４９】
　次いで、この呼吸信号に基づいて患者の呼吸速度が決定される（工程３３）。上で言及
したように、ＰＰＧ信号データからの呼吸速度の抽出も同様にして周知である。したがっ
て、上述の米国特許第６，７０２，７５２号及び第６，７０９，４０２号に開示された技
法のいずれかを用いると工程３２及び３３において呼吸速度が得られる。
【００５０】
　次いで、この呼吸速度に基づいて、工程３４において速度尺度が決定される。この速度
尺度は、その患者に関する呼吸頻度の正常レベルと比較した現状レベルの呼吸頻度を示す
ような任意の尺度である。したがって、この速度尺度は例えば、同じ患者に関して以前に
計測された正常呼吸速度と比較した呼吸速度の変化を示すことがある。したがって工程３
４によって、呼吸速度の相対的レベルを見いだすために、計測した呼吸速度をある種のス
ケールまたは基準レベルと比較することが可能となる。以下で検討するように、工程３４
はさらに規格化変換を含むことがある。
【００５１】
　次いで、工程３４から得られた時系列が患者の臨床ストレスを示す指標信号として利用
される。この指標は、図１のディスプレイ１７などの表示画面上に提示されることがある
。さらに、この指標値に基づいて少なくとも１つの鎮痛剤または鎮静剤の患者に対する投
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与を管理することによって患者のストレスが緩和される。この目的のために、制御／処理
ユニット１４は薬剤送達ユニット１８（図１）を制御することができる。
【００５２】
　図３の実施形態では、ＰＰＧ信号データから決定した呼吸速度だけを利用して臨床スト
レス指標を規定している。しかし、ＰＰＧ信号データから抽出した幾つかの別の特徴にさ
らに基づいた指標を生成することによって、この指標の特異性を改善することができる。
このことについて以下で検討することにする。
【００５３】
　第２グループの実施形態では、ＰＰＧ信号データ内の呼吸変調の２つの特徴に基づいて
合成ストレス指示が形成される。その特徴が呼吸速度及び該呼吸速度の変動性であるよう
な実施形態を図４に図示している。この実施形態ではしたがって、工程４３から得られた
時系列に基づいて呼吸速度の変動性を表す時系列を先ず作成し（工程４４）、次いで工程
４３から得られた速度信号及び工程４４から得られた速度変動性信号に基づいて合成指示
を生成することによってこの呼吸速度の変動性が検討される。この合成指示は、２つの時
系列から得られた各データ点対ごとに２つの信号の加重平均を計算することによって作成
されることがある。したがって、工程４５から得られる合成インジケータは患者の臨床ス
トレス指標の役割をする。このコンテキストでは、加重平均の計算に使用するためのパラ
メータをＰＰＧパラメータと呼ぶ。痛み及び／またはストレスが増大すると呼吸速度の変
動性が上昇するという事実によって、呼吸速度の変動性をＰＰＧパラメータとして使用す
ることが後押しされる。
【００５４】
　ここで、対象となる患者グループごとに重み付け値を最適化することによってストレス
状態の高信頼の尺度を得ることができるため、複数のＰＰＧパラメータに基づいて合成指
示を形成する場合は、速度尺度の決定（工程３４）が省略されることがあることに留意す
べきである。しかし本発明の一実施形態では、図の破線のボックスで示したように工程４
５の後に任意選択の定量化工程４６を追加することがある。この任意選択工程は、決定し
た平均値の大きさを記述した値を作成し、これによりある種のスケールに合わせて計算平
均値が設定されるという意味において図３の工程３４に対応する。上述のように、工程４
６は、平均値がその正常値と比較してどのように変化したかを示す任意の値の計算を含む
ことがある。以下では図示していないが、図４～８の実施形態のいずれかの加重平均の計
算の後にこの任意選択の定量化工程が追加されることがある。しかし以下で検討するよう
に、加重平均の計算の前に各ＰＰＧパラメータに規格化を適用することによってストレス
指標の品質を改善することができる。このため、工程３４は規格化変換も含むことがある
、すなわちその速度尺度を呼吸速度の規格化済みの値とすることがある。以下で検討する
ように、規格化はそれぞれのパラメータを個々に定量化しており、したがって工程４６の
代わりに規格化を使用することが好ましい。
【００５５】
　さらに、呼吸速度の変動性を唯一のＰＰＧパラメータとして使用することが可能である
。このケースでは、図４の工程４４が工程３３と３４の間に導入されるように図３の実施
形態が修正されており、また速度尺度の代わりに工程３４において変動性尺度を計算し、
計測した変動性を同じくあらかじめ計測しておくことができるある基準変動性に対して比
較することが可能である。
【００５６】
　第３グループの実施形態では、その臨床ストレス指標は３つのＰＰＧパラメータに基づ
いて決定される。図５に図示したような一実施形態では、そのＰＰＧパラメータは、呼吸
速度、呼吸速度の変動性、並びに呼吸速度をそこから決定するための信号（複数のことも
ある）の呼吸変調の振幅である。換言すると、第３のＰＰＧパラメータはこのケースでは
呼吸振幅である。図５に表したようにこのケースでは、呼吸振幅は呼吸信号に基づいて工
程５４で決定されており、この工程５４では、ＰＰＧ信号データの呼吸変調の振幅を示す
パラメータを入力信号に基づいて計算することによって呼吸振幅の時系列または波形を作
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成している。３つのパラメータのそれぞれに対応する時系列は、３つのパラメータの同時
発生値の加重平均が計算される工程５６に提供される。ストレス状態の変化と呼吸変調の
振幅との間には明瞭な相関が存在するため、呼吸振幅がＰＰＧパラメータとして使用され
ることがある。全身麻酔中の患者では、ストレス性治療または外科的ストレスで呼吸変調
が低下する。しかし、この相関の性質は、ＰＰＧ信号データから呼吸信号を抽出するため
に工程４２／５２で使用される技法に基づくことがある。
【００５７】
　ここで、工程５２は工程３２及び４２に対応することがあるが、呼吸速度を得るために
様々な技法が利用されることがあるため必ずしもこのようにする必要がないこと、並びに
呼吸振幅を示す呼吸信号は必ずしも工程３２及び４２で利用可能でないことに留意すべき
である。また、指標計算過程の異なる実施形態を表している図面で対応する工程を違う参
照番号で示したのはこのためである。
【００５８】
　さらに、呼吸振幅を唯一のＰＰＧパラメータとして使用することが可能である。このケ
ースでは、図３の工程３３が図５の工程５４によって置き換えられるように図３の実施形
態が修正されており、また速度尺度の代わりに工程３４において振幅尺度を計算し、計測
した振幅を同じくあらかじめ計測しておくことができるある基準振幅に対して比較するこ
とが可能である。
【００５９】
　臨床ストレス指標の特異性は、入力ＰＰＧ信号データの異なる特徴を記述しているパラ
メータをその加重平均が臨床ストレス指標を形成しているＰＰＧパラメータからなる群に
加えることによって改善させることができる。第４グループの実施形態では、加重平均の
計算のために４つのＰＰＧパラメータが使用される。図６に示した第４のグループの一実
施形態では、ＰＰＧパルス振幅を表した時系列が図５の実施形態で利用されるＰＰＧパラ
メータの群に加えられる。したがってこの実施形態では、呼吸速度、呼吸速度の変動性、
呼吸振幅、及びＰＰＧパルス振幅という４つのパラメータに基づいて加重平均が計算され
る。ＰＰＧパルス振幅は、痛み及び／または不安が増大したときにその振幅が低下するよ
うにして痛み及び／または不安と相関する。加重平均は工程６６で形成され、次いで臨床
ストレス指標が得られる。呼吸信号（複数のこともある）の抽出のために工程６２で使用
される技法によっては、ＰＰＧパルス振幅を表している時系列または波形をこの工程から
直接得ることもできる。しかし、この工程でＰＰＧパルス振幅データが導出されない場合
は、ＰＰＧパルス振幅を表している時系列または波形は、指標計算過程に入力されるＰＰ
Ｇ信号データに基づいて、あるいは工程３１から得られた前処理済みＰＰＧ信号データに
基づいて別の工程６２ａで作成することができる。ＰＰＧパルス振幅データを得るための
別の方法を図の破線の矢印で表している。
【００６０】
　第５グループの実施形態では、５つのＰＰＧパラメータが利用される。図７に図示すよ
うな一実施形態では、図６の実施形態で利用したパラメータ群にＰＰＧパルス対パルス間
隔が加えられることがある、というのはＰＰＧパルス対パルス間隔は痛み及び／または不
安に関してＰＰＧパルス振幅と同様の挙動をするためである。したがってこの実施形態で
は、５つのパラメータ（図６の実施形態で使用したパラメータ）並びにＰＰＧパルス対パ
ルス間隔に基づいて加重平均が計算される。ＰＰＧパルス振幅の場合と同様に、ＰＰＧパ
ルス対パルス間隔を表す時系列または波形は呼吸信号（複数のこともある）を抽出する工
程（図７の工程７２）から得ることができる（該データがこの工程で利用可能である場合
）。そうでない場合は、ＰＰＧパルス対パルス間隔を表す時系列または波形は、ＰＰＧ信
号データまたは工程３１から得られた前処理済みのＰＰＧ信号データに基づいて別の工程
７２ａで作成されることがある。これらの代替手段は図７のＰＰＧパルス振幅では図示し
ていない。
【００６１】
　第６グループの実施形態では、６つのＰＰＧパラメータが利用される。図８に図示した
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ように、ＰＰＧパルス振幅の変動性またはＰＰＧパルス対パルス間隔の変動性がＰＰＧパ
ラメータの群に加えられることがある。したがって、このグループの実施形態では、６つ
のパラメータ（図７の実施形態の上述の５つのパラメータとＰＰＧパルス振幅の変動性ま
たはＰＰＧパルス対パルス間隔の変動性を示すことがある第６のパラメータ）に基づいて
加重平均が計算される。図示したように、選択した入力信号が工程８６に供給され、この
工程８６で入力信号の変動性を表す時系列が決定される。計算した変動性パラメータは例
えば、高周波数変動性に対する低周波数変動性の比（すなわち、いわゆる交感神経／迷走
神経平衡、あるいは交感神経／迷走神経平衡と同様の比）とすることができる。このこと
は、ストレス及び／または不安が増大すると該低周波数変動性が上昇しかつ該低周波数変
動性が低下するということに由来する。
【００６２】
　呼吸振幅がＰＰＧパラメータとして使用される上述の実施形態のいずれにおいても、Ｐ
ＰＧパラメータとして呼吸振幅の変動性を利用することができる。このことを図８におい
て任意選択の工程８７を図示することによって表現しており、工程８７では呼吸振幅の変
動性を示すパラメータを表す時系列または波形が呼吸振幅の時系列または波形に基づいて
作成される。
【００６３】
　上述の実施形態では、得られた臨床ストレス指標が時系列の各データ点ごとに更新され
ることや、あるいは所定の時間期間にわたってあるいは得られた所定数の加重平均値にわ
たって何らかの形式の平均値が計算されることがある。
【００６４】
　本発明の別の実施形態では、臨床ストレス指標の決定に使用される１つまたは複数のパ
ラメータが規格化過程で規格化されることがある。図９に示したように、参照番号９７で
示した規格化過程は、加重平均の計算の前に実施される。ここで図９は、図８の実施形態
と連携した規格化工程を表していることに留意すべきである。しかしこの規格化工程は、
図４～８に表した実施形態のいずれに対しても追加することができる。規格化変換はそれ
ぞれの実施形態の１つまたは複数のパラメータに対して適用することができるが、その実
施形態で加重平均の計算に使用されるすべてのパラメータを規格化すると有利である。さ
らに上で言及したように、図３の実施形態の工程３４は規格化過程を含むことがある。
【００６５】
　ここでいう規格化過程とは、所定の出力値レンジ（０～１００など）となるようにその
入力信号値をスケール調整する過程を意味している。
【００６６】
　この規格化過程はさらに、患者適合的とすること（すなわち、対象となる患者に対して
適合させること）がある。患者に対する適合性を得るために、その規格化変換は同じ患者
に関して以前に記録しておいた時系列データに基づいて実施される。例えば、呼吸速度を
示すパラメータに適用される規格化変換は、所定の長さの計測期間（５分間など）にわた
ってあらかじめ計測したデータに基づいて規定される呼吸速度の平均及び分散に依存する
ことがある。
【００６７】
　典型的な規格化変換に特徴的な第３の特徴は、入力信号の緩やかな変化を強調すること
である。この操作は、入力値レンジのうちの末端領域の値と比べて入力値変化に比較的よ
り敏感な平均値すなわち中心域に対応する出力値を得ることによって実施される。このメ
カニズムによって、入力値内の微小な変化すなわちトレンドを強調させると共に、入力信
号のうちのジャンプ様の大きな反応を減衰させている。したがってこの変換は、抗侵害受
容のレベルに関する薬剤影響による変化など、患者状態の相対的に緩やかな変化すなわち
トレンドを検出するのに特に適している。
【００６８】
　約言すれば、それぞれの入力信号に対して適用される典型的な変換は次の３つの異なる
特徴を有する。
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　・変換が規格化変換であること、すなわち変換によって入力値が所定の出力値レンジに
収められること。
【００７０】
　・変換が患者適合的であること、すなわち当該患者に合わせて変換を適応させており、
また固定のレンジ内のある指標値によってすべての患者に関する同じ量の臨床ストレスを
示させていること。
【００７１】
　・変換が、臨床状況におけるトレンドの監視を容易にする入力信号の緩やかな変化を強
調していること。
【００７２】
　上述の基準を満たす変換は、パラメータ化関数変換の利用やいわゆるヒストグラム変換
の利用を含め様々な技法によって実現することができる。この２つの技法について以下に
記載することにする。
【００７３】
　図１０は規格化変換の典型的な入出力特性を表している。典型的な関数変換の曲線はシ
グモイド関数に対応する、すなわちその出力値ｙは（式１）に従った入力値ｘに依存する
。
【００７４】
【数１】

　　　　（式１）
上式において、Ａ及びＢはパラメータである。以下で検討するように、Ａは典型的には、
指標値のスケールを決定している正の定数であり、またＢはゼロからＡまでのスケール範
囲で出力指標値の分布を決定している患者特異的パラメータとすることができる。
【００７５】
　図から分かるように、この変換によってその入力信号は最小値ＭＩＮと最大値ＭＡＸの
間の所定の出力値レンジに収められる。（式１）では、ＭＩＮは０に等しく、またＭＡＸ
はＡに等しい。
【００７６】
　患者に対する適合は、１つまたは複数の患者特異的なパラメータを規定しこの少なくと
も１つのパラメータに依存した変換を実施することによって実現することができる。例え
ば、それぞれのパラメータの平均値＜ｘ＞及び標準偏差σは、所定の長さの計測期間（５
分間など）にわたって計測した時系列データに基づいて手術前に決定すべきである。次い
で、決定したパラメータに基づいて変換を実施することができる。例えばパラメータＢは
標準偏差の逆数に等しい値（すなわち、Ｂ＝１／σ）に設定することができ、また入力値
ｘは現状の入力値ｘｉと平均値ＡＶＥとの差（すなわち、ｘ＝ｘｉ－ＡＶＥ）に対応する
値に設定することができる。すなわち入力値は、それぞれのパラメータに関する以前の信
号データにも依存することになり得る。
【００７７】
　（式１）に対する代替的な関数は、（式２）に示すようなガウス（正規）分布関数の累
積分布関数とすることができる。
【００７８】
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【数２】

　　　　（式２）
　上述の第３の特徴、すなわち緩やかな変化の強調は、変換曲線の傾斜が最も一般的な入
力値の周り（すなわち、平均値ＡＶＥの周り）で最も急峻となるような変換を行うことに
よって実現することができる。
【００７９】
　次いで、この変換の出力値は、臨床ストレス指標をその値が規定している規格化パラメ
ータとして利用される。
【００８０】
　上述の方式では、それぞれのＰＰＧパラメータの時系列が、すべての患者に関する所定
の値レンジ及び所定の分布特性を有する代用信号に変換される。したがってこの変換は、
到来する値に関わりなくその時系列の値をある値レンジに「強制的に収め」ており、ある
指標値（６０など）によって、すべての患者に関する同じストレス量を示させている。
【００８１】
　上で検討したように、患者適合的な規格化変換は、少なくとも１つの患者特異的なパラ
メータを含むパラメータ化変換を使用することによって実現することができる。患者特異
的なパラメータ値（複数のこともある）は、ストレス指標の実際の計測の前に計測される
。次いで、患者特異的な値によって前記のパラメータ（複数のこともある）に代えること
によって患者特異的な規格化変換を得ている。次いで、この患者特異的な規格化変換を用
いて、到来する時系列が規格化ＰＰＧパラメータ値を含んだ時系列に変換される。
【００８２】
　変換に関する上述の３つの基本的特徴の幾つかまたはすべては、ヒストグラム変換を用
いて実現することもできる。ヒストグラム変換では、図１１に表したような入力アレイ１
１１及び出力アレイ１１２が形成される。入力アレイ（バッファ）は、昇順または降順で
ソートされたｉ個の入力値をそれぞれ格納しているビンと呼ぶこともあるｉ個の入力要素
を備えており、また出力アレイ（バッファ）は昇順または降順でソートされかつｉ個の出
力要素内に格納された固定の指標値を備えている。図１１の例では、その出力バッファの
指標値は入力バッファの値の総数に対応して０から１００までの範囲にあり、すなわちｉ
＝１０１である。したがって、ＰＰＧパラメータの時系列の値は出力バッファの値レンジ
内に収められる。この操作は、到来する信号に対して利用される適合が完全適合か、不完
全適合か、非適合性かに応じて３つの異なる方法で実現されることがある。ヒストグラム
変換に関するこれらの実施形態について以下で簡単に検討することにする。
【００８３】
　完全適合では、それぞれのＰＰＧパラメータの時系列の最新の信号値が、該時系列で得
られた新たな各データ点の値によって入力アレイ内の最も古い値を置き換えるようにして
その入力アレイ内に格納される。新たにＰＰＧパラメータ値が得られると、入力アレイ内
の最も古い値が削除されると共に、残りの値と新規の値をソートして新たな入力アレイが
形成される。次いで、この変換の出力値は、入力アレイ内の新値の箇所に対応する指標値
として出力アレイによって得られる。この方法では、その信号レベルは変化することがあ
るが、その出力値は最低と最高の指標の間（すなわちこの例では、０と１００の間）に留
まることになる。したがって、出力アレイ１１２から得られた時系列は、その平均値が一
定でありかつその振幅の変動性が平均値の周りのあるレンジ及びある分布に限定されるよ
うになる。例えば、この変換から出力された値に対して所望の平均値を有するガウス分布
や均一（ｅｖｅｎ）分布を使用することができる。
【００８４】
　完全適合は、パラメータ化変換によって実現することもできる。ヒストグラム変換を使
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用すると、患者特異的なパラメータは全く不要である、というのは以前の信号データのソ
ートによってヒストグラム変換が患者適合的になるためである。パラメータ化変換を使用
すると、入力データのソートが不要となる。
【００８５】
　ヒストグラム変換において到来する信号に対する適合を使用しないケースでは、その入
力アレイは到来する信号値に関わらず同じのままである。入力アレイは、典型的にある患
者または施設に対して得られる分布と比べてより広い入力値分布をもたらすようなある種
の患者グループから計測した値またはある種の計測施設で計測した値に基づいて形成させ
ることがある。したがって、同じ患者に関する最新のｉ個の値を格納するのではなく、入
力アレイは（大きな）患者グループの中からＰＰＧパラメータの値の分布を表すｉ個の固
定値を格納することがある。ＰＰＧパラメータの到来する時系列内で新たな値を取得した
ときに、上述の方式により、ソート済み入力アレイのこの新値の箇所に対応した指標値と
してこの変換の対応する出力値が得られる。ヒストグラム変換のこの実施形態は患者適合
的ではないが、依然として小児や成人などの異なる患者グループに対して異なる入力アレ
イを規定することがあり、またさらに、使用されるセンサの種類や末梢のセンサ部位（耳
、指、つま先）など様々な別のパラメータに従って各患者グループごとに異なる入力アレ
イが規定されることがある。
【００８６】
　同様の非適合変換は、パラメータ化変換によって実現させることがある。このケースで
はその変換は、その値（複数のこともある）が対象となる患者グループ、及び（さらに可
能性としては）センサの種類や部位などの別のパラメータに基づくような１つまたは複数
のパラメータを含む。
【００８７】
　到来する信号に対する不完全適合は、上述の２つの方法の組み合わせを意味している。
不完全適合の実施形態を図１２ａ～１２ｄに図示している。図１２ａは、全身麻酔状態の
ある種の患者グループを表した多数の患者に関するパラメータ分布曲線１２１を示したも
のである。患者グループのサイズは、例えば約１０００人の患者を表すように非常に大き
くすることがある。パラメータ値のレンジ（本図では、０～３００）は、個別の患者につ
いて得られた実際のレンジと比べてかなり広くなるように選択すると有利である。その後
、呼吸速度や呼吸速度の変動性などの同じＰＰＧパラメータが計測されると共に、大きな
母集団平均の場合と同じパラメータ値ビンを使用してヒストグラム分布が作成される。個
別の患者に対するこの分布は、固定数の値（例えば、３００個）を含むことがあり、また
上述した完全適合方法を用いてこの分布を更新することがある。さらに、個別の患者のパ
ラメータ値の累積分布を収集すること、並びにこうして得られた分布カウントを患者グル
ープ分布に対する総カウントの所定のマッチングに合わせてスケールを下方調整すること
も可能である。こうしたケースでは、その個別の患者分布は、監視の開始から監視中の目
下の時点までのパラメータ値を意味することがある。手術中に得られた規格化済み患者特
異的分布曲線１２２の一例を図１２ｂに提示している。
【００８８】
　次いで、規格化済み患者特異的分布が所定の比率で規格化済み患者グループ分布に加え
られ、図１２ｃに示すような平均総分布曲線１２３が形成される。この例では、総分布に
おいてこの２つの規格化済み分布は等しく重み付けされる。不完全適合のヒストグラム変
換の入力パラメータ値アレイを計算するためには次いで、図１２ｄに示すような平均総分
布の累積和が作成される。例えばヒストグラム変換アレイの要素長が１０１であれば、ヒ
ストグラム変換の入力ビンに対する新値は、図１２ｄの破線で示すようにＹ軸の累積和値
０、１、２、．．．、１００をパラメータ値軸（Ｘ軸）に投写することによって得ること
ができる。この方法で得られたＸ軸値によって、ヒストグラム変換の入力アレイの入力値
が形成される。次いで、適合なしに実際のヒストグラム変換が実行される。この実施形態
ではしたがって、入力アレイの入力値は、グループ分布曲線を患者特異的分布曲線に加え
た後、加え合わせた分布曲線の累積分布関数によって入力アレイの入力値を規定すること
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によって取得される。上述の方式による規定の後では、入力アレイの入力値は、典型的に
は新たな個別パラメータ値の約１００個を表すことが可能な所定の更新間隔にわたって固
定である。
【００８９】
　合成入力における適合値と非適合値の比率は変更することができる。これは、入力また
は出力アレイに格納された連続する（固定の）値間のステップの大きさに合わせて適用し
ている。例えば、図１２ａ～１２ｄに関連して提示した例では、入力アレイの連続する各
ビンは入力値の１パーセントを包含していた。しかし、これらのステップは値のうちのあ
る別の百分率が各ステップ範囲内（すなわち、各ビン内）に入るようにすることもでき、
この場合ではそのステップが入力値のあるレンジの周りではより小さくなり、また入力値
の別のレンジの周りでは対応してより大きくなることがある。出力信号の中央値、すなわ
ち出力アレイの中心指標は、所望の出力値（例えば、５０など）に合わせて変換すること
ができる。出力値の分布はその用途の要求に応じて指定することができる。
【００９０】
　患者に対する適合は規格化変換に好ましい特徴であるため、完全適合または不完全適合
の規格化変換はＰＰＧパラメータ（複数のこともある）に適用すべき好ましい変換となる
。上で検討したように、不完全適合変換のケースでは、各回に使用すべき規格化変換は、
その患者（すなわち、患者が属する患者グループ）によって、使用するセンサによって、
及び／またはセンサの箇所（指または耳）によって異なることがある。
【００９１】
　したがって、不完全患者適合のヒストグラム変換の一般化した形式は、Ｈ（患者適合変
換）＝Ａ＊Ｈ１（大きな患者母集団）＋Ｂ＊Ｈ２（監視の開始以降の履歴データ）＋Ｃ＊
Ｈ３（最後のＭ分間の履歴データ）で示すことができる（ここで、第１の基準ヒストグラ
ムＨ１は同様の患者（成人、小児、乳児、など）からなる大きな母集団グループ向け、あ
るいはある特定のタイプのセンサまたは装置（ＰＰＧ指センサ、ＰＰＧ耳センサ、など）
向けのものであり、第２の基準ヒストグラムＨ２は監視や麻酔の開始以降記録されたパラ
メータ値（長期履歴データ）向けのものであり、また第３の基準ヒストグラムＨ３は５分
間など最後のＭ分間に記録されたパラメータ値（短期履歴データ）向けのものである）。
この乗率（Ａ、Ｂ及びＣ、ここでＡ＋Ｂ＋Ｃ＝１である）は別々に規格化したヒストグラ
ム分布に対する相対的な重みである。患者母集団ヒストグラムを利用する主たる理由は、
これがパラメータ値に関して最も広い分布を包含しており、またこれが入力値に関する許
容し得るパラメータレンジを表すためである。監視の開始以降の履歴データは、実質的に
各患者を同じ規範に合わせて設定させる。最後のＭ分に対するヒストグラムによってある
患者内のトレンド様のパラメータ変化に対する迅速な適合を可能とし、これによりＭ分の
時間ウィンドウ内でのパラメータの絶対平均値に関わりなく監視の各フェーズを同じ等価
的規範に合わせて設定することができる。
【００９２】
　不完全適合はパラメータ化変換によって実現することもできる。このケースでは、その
変換は、上述のヒストグラム変換と同様の方式で、患者特異的なパラメータとグループ特
異的なパラメータの両方を含む。これらのパラメータは様々な方法で規定することができ
る。例えば、関数変換の平均パラメータは、大きな患者グループのデータ、長期履歴デー
タ、及びＭ分間の短期履歴データのパラメータの平均値に関する加重平均として決定され
ることがあり、また関数変換の分散パラメータは、２つのグループの履歴データから得ら
れた分散の重み付け和として決定されることがある。
【００９３】
　本発明の一実施形態では、２つの異なる身体部位から（例えば、指及び耳から）同時に
２つのＰＰＧ波形が記録されることがある。図１３は、図９の実施形態で耳センサと指セ
ンサの両方からＰＰＧ信号データが収集されている場合を表している。典型的には、ＰＰ
Ｇ振幅の呼吸変調及び基線ＤＣ信号は指よりも耳において比較的より大きい。さらに、耳
から計測したＰＰＧ信号では動きのアーチファクトがかなり頻度が低くかつより小さいた
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め、呼吸信号をより劣化なくかつ容易に耳から検出することができる。ときに、いわゆる
Ｍａｙｅｒ波すなわち血管運動波が大きすぎかつ呼吸信号と概ね同じ期間を有することに
よって、呼吸信号の検出がかなり阻害されることがある。Ｍａｙｅｒ波は異なるセンサ部
位では現れ方が異なっており、したがって比較的より小さいＭａｙｅｒ波成分を有するセ
ンサ部位において、呼吸信号の検出のじょう乱をより少なくすることができる。耳でのＰ
ＰＧ振幅は指よりも小さいため、ＰＰＧ振幅の検出は指からにおいてより容易である。し
たがって、呼吸速度及び呼吸振幅を耳信号から決定することがあり、またＰＰＧ振幅及び
パルス対パルス間隔に関しては指信号を用いることがある。したがって、各ＰＰＧパラメ
ータを当該パラメータに対してより良好な信号品質を有する部位から検出するため、より
良好な信号品質が達成される。
【００９４】
　２つの部位で同時に記録したＰＰＧ波形を使用することの別の利点は、異なる部位では
生理学的情報が異なることである。例えば、指のＰＰＧ波形に対する血管収縮の影響は、
耳の波形に対するよりもかなり大きい。血管収縮は交感神経性の活動に起因するため、交
感神経性の活動は指信号のＰＰＧ振幅に基づいて決定することが好ましい。
【００９５】
　異なるセンサ部位から得られたＰＰＧ振幅を互いに比較することも可能である。このこ
とは、その信号に同様の影響を及ぼす原因を排除するのに役立つと共に、臨床ストレス指
標について最も信頼性が高くかつ／または特異的な決定を提供できる信号の選択を可能と
する。交感神経性の活動または血管収縮による別の作用は、実際の心臓拍動と末梢の身体
部位の圧力パルスの間の時間間隔であるパルス移行時間（ＰＴＴ）が、２つの身体部位で
変化が異なることである。耳に対するＰＴＴは指に対するＰＴＴと比べてかなり短くかつ
より一定である。本発明のさらに別の実施形態ではしたがって、指由来のプレチスモグラ
フ・データ及び耳由来のプレチスモグラフ・データから得られたＰＴＴ、ＰＰＧ振幅及び
呼吸変調などの信号及び信号パラメータを比較することがあり、またその差に基づいて臨
床ストレス状態に関する追加的な情報及び／または補完的な情報を決定することがある。
図１３は、耳由来の信号データ及び指由来の信号データに関する対応する振幅ピーク間の
時間差を決定することによって工程１３０においてＰＴＴ差を示す尺度が決定されている
一例を表している。この尺度は交感神経性の活動を示すため、指標を計算するためのＰＰ
Ｇパラメータとして使用することができる。センサの選択も耳信号と指信号に関する上述
の比較に基づくことができる。
【００９６】
　本発明のストレス指標決定の過程で必要となるのは最小で１つのチャンネル（すなわち
、Ｒ（赤）チャンネルの信号データ、あるいはＩＲ（赤外線）チャンネルの信号データ）
であるため、上述の２センサ部位装置は、いずれも同じＩＲ波長を用いて一方のチャンネ
ルを耳プレチスモグラフ用としかつもう一方を指プレチスモグラフ用として１つの２部位
プレチスモグラフの役割をするように構成させた標準的なパルスオキシメータとさせるこ
ともできる。この構成では、その検出器は、例えば２つの検出器を並列に使用することに
よって部位間で分割されている。
【００９７】
　本発明について添付の図面に表した例を参照しながら上述してきたが、本発明はこれら
に限定されるものではなく、むしろ当業者であれば本発明の趣旨及び精神を逸脱すること
なく修正することができることは明らかであろう。また、図面の符号に対応する特許請求
の範囲中の符号は、単に本願発明の理解をより容易にするために用いられているものであ
り、本願発明の範囲を狭める意図で用いられたものではない。そして、本願の特許請求の
範囲に記載した事項は、明細書に組み込まれ、明細書の記載事項の一部となる。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明によるパルスオキシメータの一実施形態を表したブロック図である。
【図２ａ】プレチスモグラフ信号を表した図である。
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【図２ｂ】プレチスモグラフ信号を表した図である。
【図３】ストレス指標を決定するために呼吸速度を利用している本発明の一実施形態の図
である。
【図４】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図５】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図６】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図７】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図８】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図９】本発明の別の実施形態を表した図である。
【図１０】図３～９の実施形態で使用することができる規格化変換の典型的な入出力特性
を表した図である。
【図１１】本発明による規格化変換の一実施形態の実現形態を表した図である。
【図１２ａ】本発明の規格化変換の一実施形態を表した図である。
【図１２ｂ】本発明の規格化変換の一実施形態を表した図である。
【図１２ｃ】本発明の規格化変換の一実施形態を表した図である。
【図１２ｄ】本発明の規格化変換の一実施形態を表した図である。
【図１３】プレチスモグラフ信号データが患者の２つのセンサ部位から計測されている一
実施形態を表した図である。
【符号の説明】
【００９９】
　１０　光源
　１１　指
　１２　光検出器
　１３　入力増幅器
　１４　制御／処理ユニット
　１５　光源駆動器
　１６　メモリ
　１７　ディスプレイ
　１８　薬剤送達ユニット
　２１　上側包絡曲線
　２２　下側包絡曲線
　３０　指標計算過程
　１１１　入力アレイ
　１１２　出力アレイ
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２ａ】

【図１２ｂ】

【図１２ｃ】

【図１２ｄ】

【図１３】
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