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(57)【要約】
セキュアではないネットワークを介する患者携帯コミュ
ニケータ（ＰＰＣ）と中央局（ＣＡ）との間のセキュア
通信は、通信装置によって実装されるソフトウエアを用
いて実行される。通信装置は、多数の異種通信プロトコ
ルを用いることによって、ネットワーク接続を要求する
構成要素の存在を検出すると共に、各々の構成要素がＰ
ＰＣであるか否か判定し、ＰＰＣであると判定された構
成要素に対してのみ、異種通信プロトコルを用いること
によってセキュアではないネットワークを介して中央局
への接続を確立し、中央局に対してＰＰＣのみを認証し
、さらにＰＰＣ認証の成功によって通信装置とセキュア
ではないネットワークを介してＰＰＣと中央局との間の
ＰＰＣデータの通信を促進することとに備える。ＰＰＣ
データは、ＰＰＣによって獲得された少なくともいくつ
かの患者植込医療装置データを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を達成する通信装置であ
って、それぞれ前記携帯患者コミュニケータは患者植込医療装置との接続性をもたらすよ
うに構成され、前記通信装置は、
　ハウジングと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記通信装置と、前記セキュアではないネットワ
ークとの間の通信を促進するように構成される論理ネットワークポートと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記通信装置と、前記複数の携帯患者コミュニケ
ータとの間の接続性を達成すべく複数の異種通信プロトコルを実装するように構成される
複数の論理ローカルポートと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記論理ネットワークポートと、前記複数の論理
ローカルポートとに連結されるプロセッサと；
　前記ハウジングに提供されると共に前記プロセッサに連結されるメモリであって、前記
メモリは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、「前記通信装置
を介して、ネットワーク接続を要求する構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か
否か判定させ、前記中央局に対して携帯患者コミュニケータのみを認証させ、携帯患者コ
ミュニケータ認証が成功すると、前記論理ローカルポート、前記論理ネットワークポート
、および前記セキュアではないネットワークを介して、前記携帯患者コミュニケータと前
記中央局との間の通信を促進させ、さらに少なくとも一部の携帯患者コミュニケータデー
タが患者植込医療装置データを含むように、前記携帯患者コミュニケータデータを前記中
央局に転送させるプログラム命令を含むライフクリティカルネットワークソフトウエアを
保存することと
を含むことを特徴とする、通信装置。
【請求項２】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサによって「携帯患者コミュニケータである」
と判定された構成要素に対してのみ、前記中央局への接続マッピングと認証とを提供する
、
　請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記メモリは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記論理
ローカルポート、前記論理ネットワークポート、および前記セキュアではないネットワー
クを介して、非携帯患者コミュニケータ構成要素とインターネットとの間の通信を促進さ
せるプログラム命令を含む総合インターネットアクセスソフトウエアを保存する、
　請求項１または２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記複数の論理ローカルポートは、複数の無線アクセスポートを含む、
　請求項１～３何れか一項記載の通信装置。
【請求項５】
　前記複数の論理ローカルポートは、少なくとも１つの有線アクセスポートを含む、
　請求項１～４何れか一項記載の通信装置。
【請求項６】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記通信装置に近接する携帯患者コミュ
ニケータをインテロゲートさせ、さらに前記セキュアではないネットワークを介して、前
記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間のセキュア接続を確立すべく、前記中央局
で前記携帯患者コミュニケータを認証させる、
　請求項１～５何れか一項記載の通信装置。
【請求項７】
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　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記通信装置に近接する携帯患者コミュ
ニケータをインテロゲートさせ、それぞれの患者植込医療装置をインテロゲートするよう
に前記携帯患者コミュニケータに要求させ、前記中央局で前記携帯患者コミュニケータを
認証させ、さらに少なくとも一部の携帯患者コミュニケータデータが、患者植込医療装置
データを含む前記携帯患者コミュニケータデータを前記中央局に転送させる、
　請求項１～５何れか一項記載の通信装置。
【請求項８】
　前記通信装置は、ハブ、スイッチ、またはルータを定義する、
　請求項１～７何れか一項記載の通信装置。
【請求項９】
　前記ハブ、スイッチ、またはルータの前記メモリは、
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアと；
　前記プロセッサによって実行されるとき、前記論理ローカルポート、前記論理ネットワ
ークポート、および前記セキュアではないネットワークを介する非携帯患者コミュニケー
タ構成要素とインターネットとの間の通信を前記プロセッサに促進させるプログラム命令
を含む総合インターネットアクセスソフトウエアと
を保存する、
　請求項８記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記通信装置は、前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアを受信し、前記ソ
フトウエアを前記メモリ内に保存すると、特殊用途通信装置として機能するように変換さ
れる汎用通信装置を定義する、
　請求項１～９何れか一項記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記通信装置は、患者植込医療装置プログラマを定義するか、前記プログラマに不可欠
である、
　請求項１～９何れか一項記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記プログラマに近接する携帯患者コミ
ュニケータをインテロゲートさせ、それぞれの患者植込医療装置をインテロゲートするよ
う前記携帯患者コミュニケータに要求させ、前記携帯患者コミュニケータから前記プログ
ラマの前記メモリにデータを転送させ、前記中央局で前記プログラマを認証させ、さらに
プログラム認証が成功すると、前記論理ローカルポート、前記論理ネットワークポート、
およびセキュアではないネットワークを介して、前記プログラマの前記メモリから前記携
帯患者コミュニケータデータを前記中央局に転送させ、前記携帯患者コミュニケータデー
タのうちの少なくともいくつかは、患者植込医療装置データを含む、
　請求項１１記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記携帯患者コミュニケータから前記プログラマの前記メモリに転送された前記データ
は、前記プログラマが前記携帯患者コミュニケータデータのうちの一部か全てを解読する
のを阻止するように暗号化またはセキュア化される、
　請求項１１記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記プログラマが通信する各々の携帯患
者コミュニケータに対してユニークセッションＩＤコードを生成させ、前記セッションＩ
Ｄコードをそれぞれの携帯患者コミュニケータに送信させ、それぞれの携帯患者コミュニ
ケータによって前記携帯患者コミュニケータデータを暗号化またはセキュア化する前に、
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携帯患者コミュニケータデータに前記セッションＩＤコードを加えさせ、前記セキュアで
はないネットワークを介して、前記中央局に対して前記プログラマを認証させ、プログラ
マ認証が成功すると、前記セキュア携帯患者コミュニケータデータを前記中央局に伝送さ
せ、さらに前記プログラマによる表示と印刷を可能にする形式で暗号化されていない携帯
患者コミュニケータデータを前記中央局から受信させる、
　請求項１～１３何れか一項記載の通信装置。
【請求項１５】
　複数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を、セキュアではないネ
ットワークを介する通信装置を用いることによって達成する通信方法であって、それぞれ
前記携帯患者コミュニケータは、患者植込医療装置との接続性をもたらすように構成され
、前記通信方法は、
　前記通信装置によって実装される複数の異種通信プロトコルを用いて、ネットワーク接
続を要求する複数の構成要素のうちの各々の存在を検出することと；
　「各々の前記構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か否か判定することと；
　「携帯患者コミュニケータである」と判定された前記構成要素に対してのみ、前記通信
装置によって実装される前記異種通信プロトコルを用いて、前記セキュアではないネット
ワークを介する前記中央局への接続を確立することと；
　前記通信装置と前記セキュアではないネットワークとを介して、前記中央局に対して前
記携帯患者コミュニケータのみを認証することと；
　携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、前記通信装置と前記セキュアではないネッ
トワークとを介して、前記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間の携帯患者コミュ
ニケータデータの通信を促進することであって、前記携帯患者コミュニケータデータは、
それぞれの携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくとも
いくつかの患者植込医療装置データを含むことと
を含むことを特徴とする、通信方法。
【請求項１６】
　前記通信方法は、携帯患者コミュニケータであると判定された少なくともいくつかの前
記構成要素に対して、前記通信装置によって実装された異種無線通信プロトコルと前記セ
キュアではないネットワークとを用いて、前記中央局への無線接続を確立することを含む
、
　請求項１５記載の通信方法。
【請求項１７】
　前記通信方法はさらに、
　前記通信装置に近接する携帯患者コミュニケータをインテロゲートすることと；
　前記セキュアではないネットワークを介して、前記中央局で前記携帯患者コミュニケー
タを認証することと
を含み、
　前記携帯患者コミュニケータのインテロゲーションは、それぞれの患者植込医療装置を
インテロゲートするように各々の前記携帯患者コミュニケータに要求することを含む、
　請求項１５または１６記載の通信方法。
【請求項１８】
　前記装置は、ハブ、スイッチ、またはルータを定義する、
　請求項１５～１７何れか一項記載の通信方法。
【請求項１９】
　前記装置は、植込医療装置プログラマを定義し、
　前記通信方法はさらに、
　各々の前記携帯患者コミュニケータをインテロゲートするとき、前記携帯患者コミュニ
ケータデータを暗号化またはセキュア化する前に、前記プログラマによってユニークセッ
ションＩＤコードを生成すると共に、前記セッションＩＤコードを前記患者植込医療装置
データに加えることと；
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　前記セキュアではないネットワークを介して、前記中央局に対して前記プログラマを認
証することと；
　プログラマ認証が成功すると、前記セキュア携帯患者コミュニケータデータを前記中央
局に伝送することと；
　前記プログラマによる表示と印刷とを可能にする形式で、非暗号化携帯患者コミュニケ
ータデータを前記携帯患者コミュニケータから受信することと
を含む、
　請求項１５～１７何れか一項記載の通信方法。
【請求項２０】
　複数の段階を、セキュアではないネットワークに連結され得る且つ通信装置に配置され
るデータ処理装置に実行させるための命令を保存するコンピュータ可読媒体であって、前
記複数の段階は、
　前記通信装置によって実装される複数の異種通信プロトコルを用いて、ネットワーク接
続を要求する複数の構成要素のうちの各々の存在を検出する段階と；
　「各々の前記構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か否か判定する段階であっ
て、各々の前記携帯患者コミュニケータは、患者植込医療装置との接続性を達成するよう
に構成されることと；
　「携帯患者コミュニケータである」と判定された前記構成要素に対してのみ、前記通信
装置によって実装可能な前記異種通信プロトコルを用いて、前記セキュアではないネット
ワークを介して、前記中央局への接続を確立する段階と；
　前記通信装置と前記セキュアではないネットワークとを介して、前記中央局に対して前
記携帯患者コミュニケータのみを認証する段階と；
　携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、前記通信装置と前記セキュアではないネッ
トワークとを介して、前記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間の携帯患者コミュ
ニケータデータの通信を促進する段階であって、前記携帯患者コミュニケータデータは、
それぞれの携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくとも
いくつかの患者植込医療装置データを含むことと
を含むことを特徴とする、コンピュータ可読媒体。
【請求項２１】
　患者植込医療装置に通信すると共に、セキュアではないネットワークを介する中央局と
の接続性を促進するモジュール式の携帯患者コミュニケータであって、前記携帯患者コミ
ュニケータは、
　歩行可能患者によって携帯できるように構成されるハウジングと；
　プロセッサと；
　前記プロセッサに連結されたユーザインタフェースと；
　前記プロセッサによって実行可能な医療ファームウエアのプログラム命令にしたがって
前記患者植込医療装置とのみ通信を達成するように構成された無線機と；
　前記ハウジングによってサポートされると共に、前記プロセッサに連結される万能通信
ポートであって、前記万能通信ポートは、複数の異種モジュールのうちの少なくとも１つ
のモジュールに脱着自在に係合すると共にその信号接続性を確立するように構成されるコ
ネクタを含む、前記万能通信ポートと
を備え、
　前記携帯患者コミュニケータは、前記無線機と前記万能通信ポートとを経由する以外の
外部通信をもたらす設備を欠き、前記複数の異種モジュールのうちの少なくともいくつか
は、外部通信設備を前記携帯患者コミュニケータに提供するように構成されると共に異種
通信プロトコルを備え、
　前記携帯患者コミュニケータはさらに、
　前記ハウジング内に提供されると共に前記プロセッサに連結されるメモリであって、前
記メモリは、前記医療ファームウエアと、前記プロセッサによって実行されるとき、前記
複数の異種モジュールのうちの前記少なくとも１つのモジュールと協働して前記プロセッ
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サに、前記セキュアではないネットワークへの接続要求をネットワークアクセス設備に伝
送させ、前記中央局に対して前記携帯患者コミュニケータを認証させ、さらに携帯患者コ
ミュニケータ認証が成功すると、前記携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア
通信を促進させるプログラム命令を含むライフクリティカルネットワークソフトウエアと
を保存する、前記メモリと；
　前記携帯患者コミュニケータの要素に電力を供給するように構成される電源と
を備えることを特徴とする、携帯患者コミュニケータ。
【請求項２２】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサを前記ネットワークアクセス設備に通信的に連結させる短距離無線
通信を達成するプログラム命令を保存する、
　請求項２１記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２３】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサを前記ネットワークアクセス設備に通信的に連結させる長距離無線
通信を達成するプログラム命令を保存する、
　請求項２１または２２記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２４】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサを少なくとも２つの互いに異なるネットワークアクセス設備に通信
的に連結させる少なくとも２つの互いに異なる通信プロトコルにしたがって通信を達成す
るプログラム命令を保存する、
　請求項２１～２３何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２５】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサをライフクリティカルネットワークハブに通信的に連結させる通信
を達成するプログラム命令を保存する、
　請求項２１～２４何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２６】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサをライフクリティカルネットワークプログラマに通信的に連結させ
る通信を達成するプログラム命令を保存する、
　請求項２１～２５何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２７】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記プロセッサによって実行される
とき、前記プロセッサを前記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間の接続性を促す
ライフクリティカルネットワークハブソフトウエアと、前記非携帯患者コミュニケータ構
成要素とインターネットとの間の接続性を促す総合インターネットアクセスソフトウエア
とを保存するハブに通信的に連結にさせる通信をもたらすプログラム命令を保存する、
　請求項２１～２６何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２８】
　前記携帯患者コミュニケータは、ホストオンリーモードでのみ動作できる、
　請求項２１～２７何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項２９】
　前記携帯患者コミュニケータは、ホストモードとデバイスモードとで動作できる、
　請求項２１～２７何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３０】
　前記携帯患者コミュニケータは、前記万能通信ポートを介して、ホストシステムに連結
されると共に、前記ホストシステムの通信設備を介して、前記ライフクリティカルネット
ワークおよび前記中央局との接続性をもたらすべく、前記ホストシステムと協働する、
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　請求項２１～２９何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３１】
　前記万能通信ポートの前記コネクタは、前記コネクタに接続されるとき、脱着自在モジ
ュールに電力を提供する電力線配列を含む、
　請求項２１～３０何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３２】
　前記複数のモジュールのうちの少なくともいくつかは、特殊な心臓疾患を有する患者に
所定の機能性を提供するように構成または組合わせられる、
　請求項２１～３１何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３３】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、携帯患者コミュニケータと中央局の
接続性が存在しないか、不可能である、少なくともその期間中に携帯患者コミュニケータ
データを保存する大容量記憶装置を含むように構成される、
　請求項２１～３２何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３４】
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、生理学的センサと、少なくとも前記
センサによって生成されたデータを保存するように構成されるメモリとを含む、
　請求項２１～３３何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３５】
　指定の通信プロトコルまたは所定機能を実装するように構成される１あるいは複数のモ
ジュールの回路系は、前記携帯患者コミュニケータの回路系に不可欠である、
　請求項２１～３４何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３６】
　前記携帯患者コミュニケータは、
　コネクタ、回路系、およびメモリを有するドングルを含み、前記コネクタは、前記携帯
患者コミュニケータから物理的に離れたコンピュータの通信ポートに脱着自在に係合する
と共に前記通信ポートとの信号接続性を確立するように構成され、
　前記複数のモジュールのうちの少なくとも１つは、前記コンピュータと前記携帯患者コ
ミュニケータとの間の通信リンクを確立すべく、前記ドングルの前記回路系との通信を達
成するプログラム命令を保存する、
　請求項２１～３５何れか一項記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３７】
　前記ドングルの前記メモリは、許可携帯患者コミュニケータ装置として前記ドングルを
独自に同定するユニークコードを保存し、前記ドングルの前記メモリは、前記コンピュー
タによって実行されるとき、前記携帯患者コミュニケータの所定モードを有効にするプロ
グラム命令をさらに保存する、
　請求項３６記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３８】
　前記ドングルの前記メモリは、許可携帯患者コミュニケータ装置として前記ドングルを
独自に同定するユニークコードを保存し、
　前記ドングルの前記メモリは、前記コンピュータによって実行されるとき、前記コンピ
ュータが、前記携帯患者コミュニケータのプログラミングを達成できるようにするプログ
ラム命令をさらに保存する、
　請求項３６または３７記載の携帯患者コミュニケータ。
【請求項３９】
　患者植込医療装置に通信すると共に、セキュアではないネットワークを介する中央局と
の接続性を促進する通信方法であって、前記通信方法は、
　携帯患者コミュニケータ内に、医療ファームウエアとライフクリティカルネットワーク
ソフトウエアとを提供することと；
　前記医療ファームウエアと前記携帯患者コミュニケータの無線機を用いることによって
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、無線的に患者植込医療装置をインテロゲートすると共に、前記患者植込医療装置からデ
ータを獲得することと；
　複数の異種脱着自在モジュールのうちの少なくとも１つの脱着自在モジュールを、前記
携帯患者コミュニケータの万能通信ポートに機械的に接続することであって、前記複数の
脱着自在モジュールのうちの少なくともいくつかは、前記携帯患者コミュニケータに外部
通信設備を提供するように構成されると共に、異種通信プロトコルを有することと；
　前記携帯患者コミュニケータと、前記機械的に接続された脱着自在モジュールとの間の
信号接続性を確立することであって、前記携帯患者コミュニケータは、前記無線機および
前記万能通信ポートを経由する以外の外部通信をもたらす設備を欠いていることと；
　前記少なくとも１つの脱着自在モジュールと協働して前記ライフクリティカルネットワ
ークソフトウエアを実行することによって、前記携帯患者コミュニケータに、前記セキュ
アではないネットワークとの接続要求をネットワークアクセス設備に伝送させ、前記中央
局に対して前記携帯患者コミュニケータを認証させ、さらに携帯患者コミュニケータ認証
が成功すると、前記携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を促進させる
ことと
を含むことを特徴とする、通信方法。
【請求項４０】
　複数の段階を、携帯患者コミュニケータに配置されたデータ処理装置に実行させる命令
を保存するコンピュータ可読媒体であって、前記複数の段階は、
　前記万能通信ポートに機械的に接続されるとき、前記複数の脱着自在モジュールのうち
の少なくともいくつかは、前記携帯患者コミュニケータに外部通信設備を提供するように
構成されると共に異種通信プロトコルを有する、前記携帯患者コミュニケータの万能通信
ポートと複数の異種脱着自在モジュールのうちの少なくとも１つの脱着自在モジュールと
の間の信号接続性を確立する段階であって、前記携帯患者コミュニケータは、無線機およ
び前記携帯患者コミュニケータの前記万能通信ポートを経由する以外の外部通信をもたら
す設備を欠いていることと；
　前記媒体に保存されたライフクリティカルネットワークソフトウエアを実行することに
よって、前記少なくとも１つの脱着自在モジュールと協働して前記携帯患者コミュニケー
タに、セキュアではないネットワークとの接続要求をネットワークアクセス設備に伝送さ
せ、中央局に対して前記携帯患者コミュニケータの認証を促進させ、さらに携帯患者コミ
ュニケータ認証が成功すると、前記携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通
信を促進させる段階と
を含むことを特徴とする、コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主にネットワークによって医療情報を輸送するシステム、装置、および方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　植込パルス発生器（ＩＰＧ）は、不整脈として公知の不規則な心拍を処置すべく一般的
に用いられる医療装置である。たとえば心臓ペースメーカは、徐脈、異常に遅いか不規則
な心拍を管理するように設計される。治療しないまま放置すると、徐脈は、たとえば倦怠
感、眩暈、および失神などの症状を引き起こし得る。心臓再同期装置は、心不全患者にた
とえば両心室ペーシングなどの心臓再同期療法を提供する特定クラスのペースメーカであ
る。さらに別の例として植込除細動器（ＩＣＤ）は、頻脈、異常に速く、生命を脅かす心
調律を処置するように設計される。頻脈の種類によっては、治療しないまま放置すると、
突然心臓死をもたらすこともある。
【０００３】
　植込パルス発生器は、遠隔測定信号を後の検索および分析用に保存し得る搭載揮発性メ
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モリを備えるようになってきている。遠隔測定信号は、たとえば心房電気活性、心室電気
活性、時刻、活動レベル、心拍出量、および心拍数またはビニング平均に基づき行われた
任意の治療介入などの様々な種類の患者デバイス情報を提供する。さらに、植込心不全モ
ニタ、植込事象モニタ、心臓血管モニタ、および治療装置などの益々増加するクラスの心
臓医療装置は、類似の保存されたデバイス情報を提供すべく用いられている。また遠隔測
定信号は、代謝、内分泌学、血液学、神経学、筋肉、胃腸、生殖泌尿器学、眼、聴覚、そ
の他を含む、他の医学領域のより広範なクラスのモニタおよび治療装置において保存され
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００７／０５３５１６号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００７／０４９９９２号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００７／１００３９６号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００７／０４９９８３号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２００６／１９５１６３号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００６／１６１２２３号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００６／１０６４３３号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００７／１１８１８８号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００７／０８３２４６号明細書
【特許文献１０】米国特許第７，２１８，９６９号明細書
【特許文献１１】米国特許第７，２０３，５４５号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，２２１，０１１号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，２７０，４５７号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，２７７，０７２号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，２８０，３８０号明細書
【特許文献１６】米国特許第６，３１２，３７８号明細書
【特許文献１７】米国特許第６，３３６，９０３号明細書
【特許文献１８】米国特許第６，３５８，２０３号明細書
【特許文献１９】米国特許第６，３６８，２８４号明細書
【特許文献２０】米国特許第６，３９８，７２８号明細書
【特許文献２１】米国特許第６，４４０，０６６号明細書
【特許文献２２】米国特許出願公開第２００７／２２６０１３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　植込医療装置に保存された情報は一般に、外来またはデバイス事象の追跡中にしばしば
専用インテロゲータまたはプログラマを用いて検索される。単一の装置インテロゲーショ
ン操作から検索されたデータ量は、大きくなり得るので、適切な解釈と分析は、特に心臓
専門医および心臓電気生理学者による有意な医師期間と詳細な下位専門知識を要求し得る
。データの解釈と理解のための本手法、および時間と医師の可用性に関する実際的な制限
は、そのような分析を実行不可能にする。
【０００６】
　臨床または診療室の場でペースメーカおよび植込除細動器遠隔測定信号を収集および分
析する在来型のシステムは、記録、表示および印刷すべく植込パルス発生器によって収集
された、たとえば患者の心電図および任意の測定された生理学的信号などのデータを検索
するために使用されることが可能である。検索データは、年代順に表示され得ると共に医
師によって分析され得る。在来型のシステムは、遠隔通信設備が欠けていることがよくあ
り、患者の前で操作されなければならない。これらのシステムは、単一装置に基づく収集
データの限られた分析を提示する。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、主にネットワークによって医療情報の輸送を提供するシステム、
装置、方法、およびソフトウエアを対象とする。特に、本発明の実施形態は、セキュアで
はないネットワークを通じて多数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通
信を提供するシステム、装置、方法、およびソフトウエアを対象とする。本発明の実施形
態は、セキュアではないネットワークによる多数の携帯患者コミュニケータと中央局との
間の患者植込医療装置データのセキュア輸送を促すように実装され得るハブ、スイッチ、
ルータ、医療装置プログラマ、および他の通信装置を対象とする。
【０００８】
　本発明の実施形態にしたがって、通信装置は、多数の携帯患者コミュニケータ（ＰＰＣ
）と中央局（ＣＡ）との間のセキュア通信を促すように構成される。各々の携帯患者コミ
ュニケータは、携帯患者コミュニケータのプロセッサによって実行される医療ファームウ
エアまたはソフトウエアプログラム命令にしたがって患者植込医療装置（ＰＩＭＤ）との
接続性をもたらすように構成される。通信装置は、ハウジング、ハウジングに提供される
と共に装置とセキュアではないネットワークとの間の通信を促すように構成される論理ネ
ットワークポート、およびハウジングに提供されると共に装置と複数の携帯患者コミュニ
ケータとの間の接続性を促進する複数の異種通信プロトコルを実装するように構成される
多数の論理ローカルポートを含む。
【０００９】
　装置のプロセッサは、論理ネットワークポートと論理ローカルポートに連結される。メ
モリは、プロセッサに連結されると共にライフクリティカルネットワーク（ＬＣＮ）ソフ
トウエアを保存するように構成される。ライフクリティカルネットワークソフトウエアは
、プロセッサによって実行されるとき、プロセッサに、装置を介してネットワーク接続を
要求する構成要素が携帯患者コミュニケータであるか否か判定させ、中央局に対して携帯
患者コミュニケータだけを認証させ、携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、論理ロ
ーカルポート、論理ネットワークポート、およびセキュアではないネットワークを介して
、携帯患者コミュニケータと中央局との間の通信を促進させ、さらに携帯患者コミュニケ
ータデータを中央局に転送させるプログラム命令を含む。少なくともいくつかの携帯患者
コミュニケータデータは、患者植込医療装置データを含む。
【００１０】
　本発明の実施形態にしたがう方法は、セキュアではないネットワークを介する通信装置
を用いることによって、多数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を
提供する。方法実施形態は、通信装置によって実行される多数の異種通信プロトコルを用
いることによって、ネットワーク接続を要求する複数の構成要素のうちの各々の存在を検
出することと、各々の構成要素が携帯患者コミュニケータであるか否か判定することとを
伴う。方法実施形態は、携帯患者コミュニケータであると判定された構成要素に対しての
み、通信装置によって実装される異種通信プロトコルを用いてセキュアではないネットワ
ークを介する中央局との接続を確立することと、通信装置とセキュアではないネットワー
クを介して、中央局に対して携帯患者コミュニケータのみを認証することと、携帯患者コ
ミュニケータ認証が成功すると、通信装置とセキュアではないネットワークを介して、携
帯患者コミュニケータと中央局との間の携帯患者コミュニケータデータの通信を促進する
こととを伴う。携帯患者コミュニケータデータは、それらのそれぞれの携帯患者コミュニ
ケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくともいくつかの患者植込医療装置
データを含む。
【００１１】
　本発明の様々な実施形態にしたがって、コンピュータ可読媒体は、通信装置内に配置さ
れると共にセキュアではないネットワークに連結可能なデータ処理装置によって実行可能
な命令を保存する。コンピュータ可読媒体に保存されたプログラム命令は、通信装置によ
って実装される多数の異種通信プロトコルを用いて、ネットワーク接続を要求する複数の
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構成要素のうちの各々の存在を検出することと、各々の構成要素が携帯患者コミュニケー
タであるか否か判定することと、携帯患者コミュニケータであると判定された構成要素に
対してのみ通信装置によって実装可能な異種通信プロトコルを用いてセキュアではないネ
ットワークを介する中央局との接続を確立することと、通信装置とセキュアではないネッ
トワークを介して、中央局に対して携帯患者コミュニケータのみを認証することと、携帯
患者コミュニケータ認証が成功すると、通信装置とセキュアではないネットワークを介す
る携帯患者コミュニケータと中央局との間の携帯患者コミュニケータデータの通信を促進
することとのプロセッサの実行を促進する。携帯患者コミュニケータデータは、それらの
それぞれの携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくとも
いくつかの患者植込医療装置データを含む。
【００１２】
　本発明の実施形態は、異種機能性を有する脱着自在モジュールを接続できる入出力イン
タフェースを備えるモジュール式携帯患者コミュニケータを対象とする。外部通信設備お
よび強化機能性は、１あるいは複数の脱着自在モジュールを携帯患者コミュニケータの入
出力インタフェースに接続することによって、提供されることが可能である。
【００１３】
　本発明の実施形態にしたがって、モジュール式携帯患者コミュニケータは、患者植込医
療装置に通信すると共に、セキュアではないネットワークを介する中央局との接続性を促
進するように構成される。本発明の実施形態にしたがうモジュール式携帯患者コミュニケ
ータは、歩行可能患者によって携帯できるように構成されたハウジング、プロセッサ、プ
ロセッサに連結されるユーザインタフェース、およびプロセッサによって実行可能な医療
ファームウエアのプログラム命令にしたがって患者植込医療装置とのみ通信をもたらすよ
うに構成された無線機を含む。モジュール式携帯患者コミュニケータは、ハウジングによ
ってサポートされると共にプロセッサに連結される万能通信ポートを含む。万能通信ポー
トは、多数の異種モジュールのうちの少なくとも１つのモジュールと脱着自在に係合する
と共にその信号接続性を確立するように構成されたコネクタを含む。
【００１４】
　モジュール式携帯患者コミュニケータは、無線機と万能通信ポートを経由する以外の外
部通信をもたらす設備を欠いていることが好ましい。異種モジュールのうちの少なくとも
いくつかは、携帯患者コミュニケータに外部通信設備を提供すると共に異種通信プロトコ
ルを有する。メモリは、ハウジング内に提供されると共にプロセッサに連結される。メモ
リは、プロセッサによって実行されるとき、添付のモジュールと協働してプロセッサに、
セキュアではないネットワークへの接続要求をネットワークアクセス設備に伝送させ、中
央局に対して携帯患者コミュニケータを認証させ、さらに携帯患者コミュニケータ認証が
成功すると、携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を促させるプログラ
ム命令を含む医療ファームウエアおよびライフクリティカルネットワークソフトウエアを
保存するように構成される。モジュール式携帯患者コミュニケータは、携帯患者コミュニ
ケータの要素に電力を供給するように構成された電源を含む。
【００１５】
　様々な実施形態にしたがって、本発明の方法は、患者植込医療装置に通信することと、
セキュアではないネットワークを介する中央局との接続性を促進することとを提供する。
本発明の方法実施形態は、モジュール式携帯患者コミュニケータ内に医療ファームウエア
とライフクリティカルネットワークソフトウエアを提供することと、医療ファームウエア
と携帯患者コミュニケータの無線機を用いることによって、患者植込医療装置を無線でイ
ンテロゲートすると共に患者植込医療装置からデータを獲得することとを伴う。方法は、
多数の異種脱着自在モジュールのうちの少なくとも１つの脱着自在モジュールを携帯患者
コミュニケータの万能通信ポートに機械的に接続することをさらに含む。脱着自在モジュ
ールのうちの少なくともいくつかは、携帯患者コミュニケータに外部通信設備を提供する
ように構成されると共に、異種通信プロトコルを有する。
【００１６】
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　本発明の方法はまた、携帯患者コミュニケータと、機械的に接続された脱着自在モジュ
ールとの間の信号接続性を確立することを伴う。携帯患者コミュニケータは、無線機と万
能通信ポートを経由する以外の外部通信をもたらす設備を欠いていることが好ましい。ラ
イフクリティカルネットワークソフトウエアは、添付のモジュールと協働して実行される
ことによって、携帯患者コミュニケータに、セキュアではないネットワークとの接続要求
をネットワークアクセス設備に伝送させ、中央局に対して携帯患者コミュニケータを認証
させ、さらに携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、携帯患者コミュニケータと中央
局との間のセキュア通信を促進させる。
【００１７】
　他の実施形態にしたがって、本発明のコンピュータ可読媒体は、モジュール式携帯患者
コミュニケータ中に配置されたデータ処理装置によって実行可能な命令が保存されている
。媒体に保存されたプログラム命令は、万能通信ポートに機械的に接続されるとき、携帯
患者コミュニケータの万能通信ポートと、多数の異種脱着自在モジュールのうちの少なく
とも１つの脱着自在モジュールとの間の信号接続性をデータ処理装置に確立させる。少な
くともいくつかの脱着自在モジュールは、携帯患者コミュニケータに外部通信設備を提供
するように構成されると共に異種通信プロトコルを有する。携帯患者コミュニケータは、
携帯患者コミュニケータの無線機と万能通信ポートを経由する以外の外部通信をもたらす
設備を欠いていることが好ましい。媒体で保存されたプログラム命令は、媒体に保存され
たライフクリティカルネットワークソフトウエアをデータ処理装置に実行させることによ
って、少なくとも１つの脱着自在モジュールと協働して携帯患者コミュニケータに、セキ
ュアではないネットワークとの接続要求をネットワークアクセス設備に伝送させ、中央局
に対して携帯患者コミュニケータの認証を促させ、さらに携帯患者コミュニケータ認証が
成功すると、携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を促進させる。本発
明の方法と装置は、これらのプロセスにしたがって実行され得る。
【００１８】
　本発明の上記の概要は、本発明の各々の実施形態または全ての実行を説明することを目
的としていない。本発明の利点および効果、ならびに本発明の一層の理解は、以下の詳細
な説明および特許請求の範囲を添付図面と併せて参照することによって明らかになり、理
解されるであろう。
【００１９】
　本発明は、様々な改変および別の形態を受け入れるが、その詳細は、図面において例と
して示されると共に、以下で詳細に説明される。しかし、当然のことながら、本発明は、
記載された特定の実施形態に本発明を限定するものではない。むしろ、本発明は、添付の
特許請求の範囲によって定義されるような本発明の範囲内にある全ての改変、等価物、お
よび代替物に及ぶよう意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１Ａ】本発明の実施形態にしたがうライフクリティカルネットワーク実装の系統図。
【図１Ｂ】本発明の実施形態にしたがってライフクリティカルネットワーク内でサポート
される例示的な自動または高度患者管理または監視（ＡＰＭ）サーバシステム環境。
【図２Ａ】本発明の実施形態にしたがってライフクリティカルネットワークとの関連にお
いて携帯患者コミュンケータに通信すべく、様々な周波数帯またはチャネルで動作するよ
うに構成される患者植込医療装置。
【図２Ｂ】本発明の実施形態にしたがって、１あるいは複数の携帯電話ネットワークとデ
ータネットワークを含むライフクリティカルネットワークを介して、植込医療装置データ
を中央局（たとえばＡＰＭサーバまたはシステム）に通信する多数の携帯患者コミュニケ
ータ。
【図３】本発明の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワークネットワーク
接続を介して、ＡＰＭサーバに通信的に連結される多数の携帯患者コミュニケータの図。
【図４Ａ】本発明の実施形態にしたがう携帯患者コミュニケータ。
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【図４Ｂ】本発明の他の実施形態にしたがう携帯患者コミュニケータ。
【図５】本発明の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワークを介して、互
いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータと中央局との間の
通信をもたらすように構成された通信ハブの図。
【図６】本発明の実施形態にしたがって、通信ハブとライフクリティカルネットワークを
介して、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータと中央
局の通信をもたらす様々なプロセスのフローチャート。
【図７】本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつか
の携帯患者コミュニケータおよび一般インターネットアクセス構成要素と、それぞれライ
フクリティカルネットワークおよび一般インターネット標的リソースとの接続をもたらす
ように構成された通信ハブの図。
【図８】本発明の実施形態にしたがって、通信ハブおよびライフクリティカルネットワー
クを介して、いくつかの携帯患者コミュニケータおよび異なる汎用構成要素と、それぞれ
中央局および一般インターネット標的リソースとの間の通信を達成する様々なプロセスの
フローチャート。
【図９】本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつか
の携帯患者コミュニケータおよび一般インターネットアクセス構成要素と、それぞれライ
フクリティカルネットワークおよび一般インターネット標的リソースとの間の接続性をも
たらすように構成されるルータ／スイッチの図。
【図１０】本発明の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワークを介して、
セキュア方式で互いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータ
に通信すると共に中央局と医療データをやり取りするように構成されるプログラマの図。
【図１１】本発明の実施形態にしたがって、プログラマとライフクリティカルネットワー
クを介して、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータと
中央局との間の通信をもたらす様々なプロセスのフローチャート。
【図１２】本発明の様々な実施形態にしたがって、プログラマとライフクリティカルネッ
トワークを介して、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケ
ータと中央局との間の通信をもたらす様々なプロセスのフローチャート。
【図１３】本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを用いることに
よる通信の達成と拡張携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行う
ように各々が構成される１あるいは複数のモジュールを受容すべく実装されるモジュール
式携帯患者コミュニケータの図。
【図１４】本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを用いることに
よる通信の達成と拡張携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行う
ように各々が構成される１あるいは複数のモジュールを受容すべく構成される、特定の病
状を有する特定患者用に調整可能なモジュール式携帯患者コミュニケータの図。
【図１５】本発明の実施形態にしたがって、ＵＳＢホストとして構成されると共に、互い
に異なる通信プロトコルを用いることによる通信の達成と拡張携帯患者コミュニケータ機
能の提供のうちの少なくとも一方を行うように各々が構成される１あるいは複数のモジュ
ールを受信すべく構成されるモジュール式携帯患者コミュニケータの図。
【図１６】本発明の実施形態にしたがって、ＵＳＢホストおよびＵＳＢ装置として構成さ
れると共に、互いに異なる通信プロトコルを用いることによる通信の達成と拡張携帯患者
コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行うように各々が構成される１ある
いは複数のモジュールを受容するように構成されるモジュール式携帯患者コミュニケータ
の図。
【図１７】本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを用いることに
よる通信の達成と拡張携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行う
ように携帯患者コミュニケータ回路系において実装されるモジュール機能性を有するモジ
ュール式携帯患者コミュニケータの図。
【図１８】本発明の実施形態にしたがって、万能インタフェースを介して、コンピュータ
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に脱着自在に接続するように構成された特殊ドングルを認識するソフトウエアで構成され
た携帯患者コミュニケータの実施形態。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　例示実施形態の以下の説明において、その一部を形成する添付図面の図が参照され、本
発明が実施され得る様々な実施形態が実例として示されている。当然のことながら、他の
実施形態が利用され得ると共に、本発明の範囲を逸脱しなければ、構造的および機能的変
更が行われ得る。
【００２２】
　本発明に従うシステム、装置または方法は、本明細書に置いて記載される１あるいは複
数の特徴、構造、方法、またはその組合せを含み得る。たとえば装置またはシステムは、
以下に記載される有利な特徴とプロセスのうちの少なくとも一方を含むように実装され得
る。そのような装置またはシステムは、本明細書に置いて記載される全ての特徴を含む必
要はないが、有用な構造、システム、および機能性のうちの少なくとも一つを提供する選
択された特徴を含むように実装され得ることが意図される。
【００２３】
　本明細書において記載されるようなライフクリティカルネットワークは、既存の携帯電
話ネットワークとデータネットワークによってサポートされると共に、たとえば配達保証
、高品質のサービス（ＱｏＳ）、および厳重なセキュリティなどの高度の通信特性を示す
強固なネットワークとして構成されることが好ましい。本開示にしたがって実装されるラ
イフクリティカルネットワークは、本明細書において携帯患者コミュニケータと称される
携帯通信装置を各々が携帯する任意の数の患者に対して獲得される生理学的および状況的
データの取得に備える。
【００２４】
　個々の患者に対するライフクリティカルネットワークの中央局による生理学的データの
取得は、たとえば所定の事象（たとえば頻脈事象）に応じてか、患者開始インテロゲーシ
ョンに応じてなど、不定期ベースで都合よく起こり得る。この点において、ライフクリテ
ィカルネットワークは、定期ベースとは対照的に、事象駆動ベースで携帯患者コミュニケ
ータを携帯する任意の数の患者に対して患者データを獲得し得る。
【００２５】
　患者の生理学的データは、たとえば自宅や職場での日課中、または地方、全国、あるい
は世界旅行時など患者が歩行中に中央局によって獲得され得る。患者の生理学的データは
、外部センサと内部センサを含む非常に様々な種類のセンサによって獲得され得る。たと
えばペースメーカまたは植込除細動器などの患者植込医療装置は、生理学データを獲得し
、そのようなデータを携帯患者コミュニケータに伝送し得る。
【００２６】
　携帯患者コミュニケータによって獲得されたデータは、たとえばリアルタイムデータス
トリーミングプロトコルを用いることによって、リアルタイムでライフクリティカルネッ
トワークの中央局に伝送され得る。たとえば重要度の低いデータに対して、またはリアル
タイムデータ転送接続が利用できない場合などに、蓄積交換データ転送プロトコルも用い
られ得る。携帯患者コミュニケータから中央局に転送されるデータ量を減らすべく増分デ
ータ転送も実施され得る。本発明のライフクリティカルネットワークは、患者の携帯患者
コミュニケータと中央局との間の接続性を提供し、患者、医師、救急業務、およびシステ
ム／技術者のニーズを満たすべく動的に調整されることが可能である。
【００２７】
　患者の生理学的データのリアルタイム転送は、患者に提供されたセンサまたは植込医療
装置によって検出されるリアルタイム臨床事象によってもたらされ得る。データ移送は、
クエリレスポンスプロトコルにしたがっても誘発され得る。ハイリスク患者に対する臨床
警告は、ライフクリティカルネットワークによってリアルタイムで通信され得る。遠隔ト
リアージの生理学的監視は、ライフクリティカルネットワークを通じてリアルタイムで実
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行され得る。
【００２８】
　携帯患者コミュニケータから中央局に転送され得る患者データの例には、数あるデータ
の種類の中でも特に、電気記録図（ＥＧＭ）、臨床事象データ、エピソードカウンタ、警
告、装置またはセンサ設定、電池状態、リード測定結果、および患者活動レベルが含まれ
る。携帯患者コミュニケータから中央局に転送されるデータは、中央局によってサポート
されるウェブサイトに統合され得ると共に、遠隔地（たとえば診療所）で表示され得る。
【００２９】
　技術的に実行できるが、中央局と膨大な数の携帯患者コミュニケータとの間のネットワ
ーク接続性を促進するライフクリティカルネットワークの大規模実装は、たとえばシステ
ム／装置配置に通信に関連するコストと、そのような投資に対する政府保証の不確実性な
どの経済的に考慮すべき事柄によって阻まれ得る。たとえば携帯患者コミュニケータの経
費と長期通信コスト、特にセル方式接続の比較的高いコストを削減するよう圧力が次第に
高まっている。
【００３０】
　携帯患者コミュニケータに与えられるライフクリティカルネットワーク接続オプション
を増やしたいという願望がますます高まっている。特定の環境は、ライフクリティカルネ
ットワーク接続性を増やすと同時に、携帯患者コミュニケータコストを削減するという目
標をサポートするのに役立つ。また、プログラマとライフクリティカルネットワークの接
続性は、しばらくの間望まれている。ライフクリティカルネットワーク接続性は、数ある
機能の中でも特に、ライフクリティカルネットワーク／中央局接続を介して、ソフトウエ
ア更新情報を得ると共に初期患者データをアップロードする能力を許可プログラマに提供
することが可能である。
【００３１】
　本発明の実施形態は、多数の通信プロトコルを介して、ハブに通信する多数の携帯患者
コミュニケータにライフクリティカルネットワークに接続するためのインタフェースを提
供する通信ハブを対象とする。様々な実施形態にしたがって、本発明のライフクリティカ
ルネットワークハブは、携帯患者コミュニケータにライフクリティカルネットワークアク
セスを提供する物理的デバイスである。当然のことながら、本明細書において使用される
ような用語「ハブ」は、数ある中でも特に、リピータ、スイッチ、およびルータを含む様
々な通信装置を含むよう意図される。多くの実施形態の説明において、用語ハブは、その
ような他の通信装置と互換的に用いられる。
【００３２】
　この点において、本発明のライフクリティカルネットワークハブは、ライフクリティカ
ルネットワークハブが、携帯患者コミュニケータ、プログラマ、または他の承認／許可ラ
イフクリティカルネットワーク装置にのみライフクリティカルネットワークアクセスを提
供する点において通常のネットワークハブ、スイッチまたはルータと識別できる。本発明
のライフクリティカルネットワークハブは、たとえば多様なＷＡＮと多様なローカルＬＡ
Ｎポートの両方を通じてなど、ライフクリティカルネットワークに様々な形での携帯患者
コミュニケータ接続性を提供することが好ましい。本発明のライフクリティカルネットワ
ークハブは、携帯患者コミュニケータを提供された遠隔の一般的に歩行可能患者までライ
フクリティカルネットワークを有効に拡大するために、有利なことに既存のネットワーク
リソースを使えるようにする。
【００３３】
　本発明の実施形態は、ライフクリティカルネットワークを介して、中央局に通信するよ
うに実装された医療装置プログラマを対象とする。ライフクリティカルネットワークプロ
グラマの実施形態は、一般的に在来型のプログラマと類似し得る。単独型システムとして
動作するか、私的なセキュアネットワーク／サーバに接続するか何れかの在来型プログラ
マとは異なり、本発明のライフクリティカルネットワークプログラマは、それ自体がセキ
ュアではないネットワーク（たとえばインターネット）を介して、ライフクリティカルネ
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ットワークに接続する構成要素であると共に、ライフクリティカルネットワークハブとし
て働くようにさらに実装されることが可能である。ライフクリティカルネットワークプロ
グラマは、携帯患者コミュニケータのデータ収集設備として働くことが可能である。
【００３４】
　たとえばライフクリティカルネットワークプログラマは、病院のＥＲにおいてか診療所
の待合室において配備され得ると共に、その施設の中に入ると、植込医療装置患者をトリ
アージ方式で決めることが可能である。たとえばＥＲの入口に配備されたライフクリティ
カルネットワークプログラマは、患者の携帯患者コミュニケータの存在を検出し、携帯患
者コミュニケータを自動的にインテロゲートし、携帯患者コミュニケータを認証し、携帯
患者コミュニケータをライフクリティカルネットワークに接続し、さらにライフクリティ
カルネットワークを介して、中央局に携帯患者コミュニケータ／植込医療装置から獲得さ
れたデータをアップロードすることが可能である。
【００３５】
　セキュアライフクリティカルネットワークプロバイダは、承認構成要素以外の構成要素
がライフクリティカルネットワークへのアクセスを獲得しないようにすることが好ましい
。インターネットに基づく実行に関連して、セキュアプロバイダは、たとえば携帯患者コ
ミュニケータ，ライフクリティカルネットワークハブ、ライフクリティカルネットワーク
プログラマ、あるいは許可ライフクリティカルネットワーク動作とセキュリティソフトウ
エアが提供されると共に前記ソフトウエアを実行する一般的ハブまたはスイッチ以外の任
意の構成要素にライフクリティカルネットワーク　ＩＰアドレスを提供しないことになる
。それによって、セキュアライフクリティカルネットワークハブまたはスイッチとして動
作する。
【００３６】
　たとえばローカル論理ポートを介して、８０２．１１，ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ）、またはＵＳＢを備える場合、ライフクリティカルネットワークハブまたはプロ
グラマは、任意の数の認証プロトコルを用いることによって、ライフクリティカルネット
ワークへの携帯患者コミュニケータアクセスを認めることが可能である。そのような１つ
のプロトコルは、８０２．１Ｘまたは拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）である。特定のＥＡ
Ｐ認証方法は、多くの可能な方法のうちの１つであり、事前共有鍵および遠隔認証ダイア
ルインユーザサービス（ＲＡＤＩＵＳ）ネットワークプロトコルを含む。認証は、ライフ
クリティカルネットワーク上にある中央局と接触することによって提供される。
【００３７】
　本発明のライフクリティカルネットワークハブは、莫大な数の患者に関連する莫大な数
の携帯患者コミュニケータにライフクリティカルネットワークアクセスを提供するため、
医療装置製造者、診療所、および医師が、既存のネットワークインフラを利用できるよう
にする。本発明の実施形態に提供される利点には、患者／医療装置データ伝送コストの削
減が含まれる。これは、たとえば介護施設などの高密度環境において特に適切である。た
とえばブルートゥースなどのより低コストの技術を用いるため、携帯患者コミュニケータ
の製造および配備コストの削減も、実現可能である。機能の拡張は、中央局との接続にラ
イフクリティカルネットワークプログラマを採用する実施形態によって提供されるので、
病院、診療所、および患者にとってさらなる恩恵を提供する。
【００３８】
　本発明の実施形態は、モジュール式携帯患者コミュニケータを対象とする。モジュール
式携帯患者コミュニケータは一般的に、植込医療装置（たとえば植込パルス発生器または
他のＣＲＭ装置）をインテロゲートできる十分なハードウエアとソフトウエアを含む。好
ましくは、本発明のモジュール式携帯患者コミュニケータは、植込医療装置に通信すべく
通信回路系を組み入れるように実装されるが、単独で外部装置、システムおよびネットワ
ークに通信できる内蔵通信設備を排除する。すなわち、モジュール式携帯患者コミュニケ
ータと外部装置、システムまたはネットワークとの間の通信は、通信可能モジュールまた
は通信ケーブル／コネクタを携帯患者コミュニケータの通信インタフェースソケットに物
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理的に接続することによってのみ達成されることが可能である。本発明の実施形態にした
がうモジュール式携帯患者コミュニケータは、内蔵プロトコルに依存する通信をもたらす
べく、意図的に削減した機能で実行される。この削減通信機能は、携帯患者コミュニケー
タ構成コストの削減と、時代遅れか陳腐になり得る通信プロトコルの携帯患者コミュニケ
ータを将来も使い続けられるようにする利点とを提供する。
【００３９】
　本発明のモジュール式携帯患者コミュニケータのこれらと他の利点は、「万能」通信ポ
ートを採用することによって実現される。好ましくは、たとえばＵＳＢまたはファイヤワ
イヤ（ＦｉｒｅＷｉｒｅ）（登録商標）ポートなどのモジュール式携帯患者コミュニケー
タの万能通信ポートは、ライフクリティカルネットワークおよび中央局を含む外部装置お
よびシステムにアクセスするハードウエア機構を提供する。モジュール式携帯患者コミュ
ニケータ通信ポートの万能性は、中でも特に、たとえばブルートゥース、８０２．１１，
ワイヤマックス（ＷｉＭａｘ）、セル方式（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）、イーサネット（登録商
標）（ＥＴＨＥＲＮＥＴ（登録商標））、ファイヤワイヤ（登録商標）、およびＰＯＴＳ
などの様々な種類の無線および有線プロトコルを用いることによって携帯患者コミュニケ
ータに通信することを許可する。モジュール式携帯患者コミュニケータの万能通信ポート
は、たとえばメモリ装置（たとえばメモリスティックまたはサムドライブ）およびたとえ
ば携帯患者コミュニケータの機能性を拡張できるセンサなどの様々な種類の装置の通信イ
ンタフェースコネクタも受容し得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、モジュール式携帯患者コミュニケータは、「万能」ホス
ト（たとえばＵＳＢホスト）として構成され得る。他の実施形態において、モジュール式
携帯患者コミュニケータは、「万能」ホストおよび「万能」装置（たとえばＵＳＢ装置）
として構成され得る。限定ではなく、簡略化するため、用語ＵＳＢ（ユニバーサルシリア
ルバス）は、本明細書において接続性の観点から「万能」であるポート、インタフェース
、ソケット、装置、周辺機器、ホストなどを示すべく用いられる。モジュール式携帯患者
コミュニケータの典型的な万能通信ポートは、携帯患者コミュニケータと、様々な種類の
モジュール、装置、周辺機器、システム、およびネットワークとの間の接続性をもたらす
シリアルバスとして構成される。
【００４１】
　モジュール式携帯患者コミュニケータの万能通信ポートは一般に、ホットスワッピング
を有効にすることによって、プラグアンドプレイ機能を促す単一標準インタフェースソケ
ットであり、それによって携帯患者コミュニケータプロセッサの再起動または携帯患者コ
ミュニケータの停止を行うことなく、装置が携帯患者コミュニケータに接続および切断さ
れ得るようにする。モジュール式携帯患者コミュニケータの万能通信ポートは一般に、ポ
ートに接続される低消費電力装置に電力を提供するので、接続装置が独自の電源を含む必
要性がなくなる。モジュール式携帯患者コミュニケータの万能通信ポートは有利なことに
、製造者固有の装置ドライバをインストールする必要なく、多くの互いに異なる装置が携
帯患者コミュニケータに接続され得るようにする。
【００４２】
　前記のように、様々な実施形態にしたがうモジュール式携帯患者コミュニケータは、Ｕ
ＳＢ装置とＵＳＢホストの両方として動作することが可能である。いくつかの実施形態に
したがって、ＵＳＢ－ＯＴＧ（オンザゴ－）プロトコルは、ＵＳＢ装置とホスト機能性を
提供すべく、モジュール式携帯患者コミュニケータによって採用され得る。ＵＳＢ－ＯＴ
Ｇプロトコル（ＵＳＢ開発者フォーラムによって公表されたＵＳＢ２．０仕様）は、マス
タ／スレーブアーキテクチャを用いる標準ＵＳＢである。これに関連して、ＵＳＢ装置（
たとえば携帯患者コミュニケータ）は、プロトコルマスタとプロトコルスレーブの両方と
して機能することが可能である。
【００４３】
　モジュール式携帯患者コミュニケータの実施形態は、たとえばブルートゥース、８０２
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．１１，ワイマックス、セル方式、イーサネット（登録商標）、ファイヤワイヤ（登録商
標）、およびＰＯＴＳなどのライフクリティカルネットワーク接続性オプションを管理す
べくＵＳＢホストとして実装されることが可能である。万能ポート（たとえばＵＳＢイン
タフェース）を備えた様々な種類の検出可能モジュールは、携帯患者コミュニケータの万
能通信ポートに選択自在に取付けられることが可能である。そのような脱着自在モジュー
ルの例には、メモリスティック、サムドライバ、物理センサ（温度、血圧、血液ガス飽和
度、心拍数、体脂肪、体重計）、および他の外部アドオン式モジュールが含まれる。別に
、あるいは追加して、特定の脱着自在モジュールの機能性は、選択要素ＰＣＢ群または外
部要素上の必要要素（たとえば携帯患者コミュニケータハウジング上の電極またはＩＲセ
ンサ）の提供によって、携帯患者コミュニケータ内で内部的に実装され得る。
【００４４】
　本発明の実施形態にしたがう携帯患者コミュニケータは、たとえばインターネットなど
のセキュアではないネットワークを介する患者植込医療装置と中央局との間の通信を有効
にするライフクリティカルネットワークソフトウエアを実装することが好ましい。実施形
態によっては、携帯患者コミュニケータは、一般（汎用）ネットワークアクセス装置を経
由して中央局とのセキュア通信を達成する。他の実施形態において、携帯患者コミュニケ
ータは、たとえばライフクリティカルネットワークハブまたはライフクリティカルネット
ワークプログラマ（またはライフクリティカルネットワークソフトウエアを実装する（一
般または専用）の他の許可通信装置／システム）などの専用ネットワークアクセス装置を
経由して中央局とのセキュア通信をもたらす。
【００４５】
　携帯患者コミュニケータは、患者植込医療装置とのセキュア通信および中央局とのセキ
ュア通信を提供するライフクリティカルネットワークソフトウエアを実装することが好ま
しい。たとえば携帯患者コミュニケータのプロセッサによって実行されるライフクリティ
カルネットワークソフトウエアのプログラミング命令は、セキュアではないネットワーク
と携帯患者コミュニケータの接続、中央局での携帯患者コミュニケータの認証、および携
帯患者コミュニケータと中央局との間のデータの転送を促す。この点において、ライフク
リティカルネットワークソフトウエアは、セキュアではないネットワーク（たとえばイン
ターネット）によってサポートされるライフクリティカルネットワークを介して、携帯患
者コミュニケータがセキュア中央局に通信することを許可する。
【００４６】
　他の実施形態にしたがって、携帯患者コミュニケータは、たとえばＵＳＢドングルなど
の特殊なドングルを認識するソフトウエアで構成され得る。ドングルは、主に万能インタ
フェース（たとえばＵＳＢポート）を介して、コンピュータと脱着自在に接続する小さな
ハードウエアを指す。ドングルは、ドングル機能およびドングルからセキュリティデータ
を読取るプル型通信とぶつからない一過性データフローで２インタフェースセキュリティ
トークンとして出現するように実装されることが多い。ドングルの重要な機能は、ソフト
ウエアの断片を認証することである。ドングルがなければ、このソフトウエアは、実行し
ないか、制限付きモードでしか実行しない。
【００４７】
　本発明の実施形態にしたがうＵＳＢドングルは、「携帯患者コミュニケータキーデバイ
ス」としてドングルを独自に同定するドングルのセキュア領域内にユニークコードを保存
する。ＵＳＢドングルは、構成およびプロトコルにおいて万能であると共に、携帯患者コ
ミュニケータ専用モードを有効にすることが好ましい。セキュリティが許可するように携
帯患者コミュニケータ上で特殊機能の階層構造を可能にする異なる種類のドングルが存在
し得る。たとえば植込医療装置を一時的に非活性化するなど、任意の数のプログラミング
機能を有効にするＵＳＢ「プログラミング」ドングルが、実装され得る。
【００４８】
　本発明のモジュール式携帯患者コミュニケータは、医療装置製造者に患者のニーズに基
づき携帯患者コミュニケータをカスタマイズする能力を提供するなど、いくつかの利点を
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提供する。本発明のモジュール式携帯患者コミュニケータによって、医療装置製造には、
コスト要件（たとえば「徐脈患者－より低コスト」対「頻脈患者－より高コスト」）に基
づき携帯患者コミュニケータをカスタマイズする能力が与えられる。本発明のモジュール
式携帯患者コミュニケータは、次世代の技術が利用可能／普及するようになると、新たな
ネットワーク／サーバ接続性オプションを迅速に導入する能力を医療装置製造に提供する
。
【００４９】
　本発明の実施形態は、携帯患者コミュニケータ（たとえばモジュール式と非モジュール
式）、ライフクリティカルネットワークハブ、およびライフクリティカルネットワークプ
ログラマの組合せを組み入れるように構成されるシステムを対象とする。いくつかの実施
形態は、たとえば携帯患者コミュニケータとライフクリティカルネットワークハブを含み
得るが、他の実施形態は、携帯患者コミュニケータとライフクリティカルネットワークプ
ログラマを組み入れ得る。システムによっては、ライフクリティカルネットワークハブと
ライフクリティカルネットワークプログラマを組み入れ得る。他のシステム配備は、携帯
患者コミュニケータ、ライフクリティカルネットワークハブ、およびライフクリティカル
ネットワークプログラマを組み入れ得る。携帯患者コミュニケータ、ライフクリティカル
ネットワークハブ、およびライフクリティカルネットワークプログラマのこれらと他の組
合せは、中央局（たとえば高度患者管理システム）とライフクリティカルネットワークイ
ンフラのうちの少なくとも一方を含むシステムに組み入れられ得る。当然のことながら、
携帯患者コミュニケータ、ライフクリティカルネットワークハブ、およびライフクリティ
カルネットワークプログラマは、本明細書において記載されるような適当な携帯患者コミ
ュニケータとライフクリティカルネットワーク動作システムのうちの少なくとも一方を含
めるべく修正またはアップグレードされるこれらの一般型装置を含むよう意図されている
。
【００５０】
　本発明にしたがって実装される携帯患者コミュニケータは、歩行可能患者に対して遠隔
システムによって植込医療装置データと患者センサデータのうちの少なくとも一方の取得
を促進する。本発明の携帯患者コミュニケータは、既存の携帯電話ネットワークと地上デ
ータネットワークのうちの少なくとも一方を通じて通信すると共に、１あるいは複数の内
部生理学的センサと外部生理学的センサのうちの少なくとも一方、周囲センサと状況セン
サのうちの少なくとも一方、植込医療装置、および他の外部システムまたは装置のうちの
少なくとも一方とのローカル有線通信または無線通信を達成するように（内部要素を介し
てか、好ましくは携帯患者コミュニケータの万能ポートに接続されたモジュールの要素に
よって）構成されることが好ましい。
【００５１】
　本発明の携帯患者コミュニケータは、幅広い能力と機能性を提供するように実装され得
る。たとえば携帯患者コミュニケータは、機能削減群（低コスト構成）を備えた携帯患者
コミュニケータの場合のように、限定数の機能のみを提供するように構成され得る。さら
に別の実例として、携帯患者コミュニケータは、広範な機能性（より高コスト構成）を有
効にする様々な機能と能力を提供するように実装され得る。
【００５２】
　いくつかの実施形態にしたがって、携帯患者コミュニケータは、低コストで将来も使い
続けられるようにする目標を達成すべく、限定された機能性を提供し得る。たとえば万能
通信ポートが提供された携帯患者コミュニケータは、外部装置、システム、またはネット
ワークに通信すべく、セル方式または他の比較的高価な内部通信装置を備える必要がない
。むしろ、通信モジュールは、外部装置、システム、またはネットワークとの有線または
無線接続性を達成すべく、携帯患者コミュニケータの万能通信ポートに接続され得る。
【００５３】
　他の実施形態にしたがって、携帯患者コミュニケータは、中央局またはライフクリティ
カルネットワークプログラマとのやりとりを介して、動的に構成でき得る。携帯患者コミ
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ュニケータの構成を動的に変更することは、携帯患者コミュニケータ、植込医療装置／セ
ンサ、および中央局との間の協調動作を高めるのに役立つ。その実施形態は、本明細書に
おいて高度患者管理システムまたはサーバと称される。ＡＰＭサーバシステムの例示的実
例には、遠隔患者監視システムと、患者位置に対して遠隔である必要がない患者監視シス
テムとが含まれる。また携帯患者コミュニケータの構成を動的に変更することは、携帯患
者コミュニケータに通信的に連結される植込医療装置またはセンサの電力を保存するのに
役立ち得る。
【００５４】
　図１Ａ～３は、本発明の実施形態にしたがうライフクリティカルネットワークの様々な
実装を示す。図１Ａ～３において示されるネットワーク実装は、１あるいは複数のネット
ワークを通じて伝送されるデータの安全で適時な送達を保証すると共に、そのデータの送
達に関する特殊な状況依存性基準を満たそうと試みる特殊ネットワークを提供するように
共に連結された多数の要素を含む。
【００５５】
　ライフクリティカルネットワーク２００は、既存のセキュアではない携帯電話ネットワ
ークと基地ネットワークに加えて動作するように構成される私的またはセキュアネットワ
ークを原則的に提供する。ライフクリティカルネットワーク２００は、ネットワーク２０
０へのアクセスが許可されるそれらの要素の認証および管理に備えたセキュアアーキテク
チャを利用する。そのような要素またはノードには、数ある中でも特に、たとえば携帯患
者コミュニケータ１４（モジュール式と非モジュール式）、ライフクリティカルネットワ
ークハブ１９、ライフクリティカルネットワークプログラマ２３、患者センサ１７Ａ～１
７Ｂ、臨床医携帯装置２５、臨床医ワークステーション２７、患者擁護者携帯装置２１が
含まれる。
【００５６】
　ライフクリティカルネットワーク２００は、機密性、インテグリティ、および利用性に
関する暗号ベストプラクティスにしたがうことが好ましい。所要計算対所要電力が与えら
れると、ライフクリティカルネットワークシステム２００は、製造時に生成またはインス
トールされた公知の共有秘密キー、および疑似乱数発生器（たとえばモデル、シリアル番
号、およびネットワークタイム）に与えられるシードに基づく動的シフトキーを含む、種
々のファクタに基づく対称アルゴリズムを奨励して、非対称暗号化動作を最小限にするこ
とが可能である。
【００５７】
　ライフクリティカルネットワークシステム２００は、潜在的にセキュアではないとして
任意の基本的プロトコルを原則的に処理するので、そのデータの暗号化とインテグリティ
に関する任意の所定プロトコルに備わったいずれの固有のセキュリティ対策にも依存しな
い仮想輸送として物理的ネットワークを利用することが好ましい。ライフクリティカルネ
ットワークシステム２００は、ネットワーク帯域幅が、リアルタイム通信をサポートしな
い非同期通信を促進するために、ステートフルおよびステートレスの両接続をサポートす
ることが好ましい。
【００５８】
　図１Ａの実施形態において示されるようなライフクリティカルネットワーク２００は、
ネットワークインフラへのアクセスを管理すべく中央局１６を用いる。これは一般に、ア
クセスを許可する前に、潜在的なノードからのコンテンツを暗号法的に確認および認証し
、さらにネットワークインフラを規制する他の制御面を実行することを伴う。ライフクリ
ティカルネットワーク２００は、アクセス能力の特殊な階層にネットワーク２００上のノ
ードを分類する構想をサポートすることが好ましい。
【００５９】
　ライフクリティカルネットワーク２００へのアクセスを要求する様々な構成要素は、そ
れらの分類に基づき互いに異なるアクセス権が与えられる。たとえば低緊急性センサ装置
１７Ａ～１７Ｂまたは携帯患者コミュニケータ１４は、より低い緊急性または優先階層に
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分類されると、高速接続性へのアクセスが与えられないかもしれない。患者植込医療装置
プログラミングシステム２３は、インフラとの適時相互接続の必要性をより強く要求する
ことによって、より高速接続性への優先アクセスが与えられ得る。この分類および優先順
位付けは、中央局１６を介して、動的に管理されることが好ましい。図１Ａ～３において
示されるライフクリティカルネットワーク実装に関するさらなる詳細は、本明細書におい
て確認されると共に参考文献によって盛り込んであるいくつかの参照文献において提供さ
れる。
【００６０】
　図４Ａと４Ｂは、本発明の実施形態に従う携帯患者コミュニケータ８００の互いに異な
る構成を示す。図４Ａは、通信リンク８０４を介して、患者植込医療装置８０２に通信的
に連結された携帯患者コミュニケータ８００を示す。図４Ａと４Ｂにおいて示された携帯
患者コミュニケータ８００は、広範な能力と機能性を提供するように実装され得る。この
範囲内で携帯患者コミュニケータ８００は、様々な機能または限定数の機能を提供するよ
うに構成され得る。たとえば図４Ａに示されるようないくつかの実装において、携帯患者
コミュニケータ８００は、削減数の機能と能力を有するように構成され得る（たとえばこ
れ以降に今まで以上に詳細に記載されるようなモジュール式携帯患者コミュニケータ）。
【００６１】
　削減機能群を有するように構成された携帯患者コミュニケータ８００は、装置の複雑さ
とコストを有利に減らすと共に、あまり精通していないユーザによる装置の受け入れを強
化する。削減機能群を有する携帯患者コミュニケータ８００はまた、たとえばカラーディ
スプレイまたは他のユーザインタフェース要素などの高消費電力要素を最小限にするか排
除することによって、より低い電力消費に備える。また携帯患者コミュニケータ８００は
、広範な機能性を提供する様々な機能と能力を組み入れるように実装され得る。その実施
例は、図４Ｂにおいて示される。
【００６２】
　図４Ａは、削減機能群と比較的小さなフォームファクタを有する携帯患者コミュニケー
タ８００を例示する。たとえば図４Ａに示される携帯患者コミュニケータ８００は、重量
が約１７０．１ｇ（６オンス）未満になり得るので、財布かポケットにすっぽり入るほど
十分小型であり得る。携帯患者コミュニケータ８００は、単一ボタン８０１、基本状態情
報（たとえば日付、時間、信号強度、および電池状態）を提供し得る小型ＬＣＤ８０６、
およびＬＥＤ８０８を含むように示される簡素なユーザインタフェース（Ｕ／Ｉ）を有す
る。ＬＥＤ８０８は、携帯患者コミュニケータ８００のＯＮ状態または他の動作状態表示
を示し得る。１実施形態において、ＬＥＤ８０８の照明（またはたとえば多色ＬＥＤ８０
８の緑色の照明）は、携帯患者コミュニケータの電池が、少なくとも２４時間（または他
の持続期間）連続してサービスを提供するように十分充電されていることを示し得る。Ｌ
ＥＤ８０８は、患者に情報を通信する、互いに異なる色を含み得る点滅スキームを実行す
るように制御され得る。たとえば緑のＯＮ色は、ユーザとのやりとりが成功したという確
認応答を示し得る（たとえば緑色の急閃光）。
【００６３】
　ボタン８０１は、たとえば患者インテロゲート伝送および患者植込医療装置対合／修復
手順の開始など、基本的機能性を提供し得る。ボタン８０１はまた、患者の苦痛状態を示
すべく、患者によって駆動され得る。これに救急サービスが応答し得る（たとえば９１１
警報／電話）。削減機能群の携帯患者コミュニケータ８００は、キーパッドまたは他のよ
り高機能のユーザ入力装置を排除し得る。いくつかの構成において、ボタン８０１は、マ
ルチ機能ボタン（たとえば接触感受性スイッチ、多状態スイッチかロッカスイッチ）であ
り得る。
【００６４】
　携帯患者コミュニケータ機能を制御するボタン起動は、１あるいは複数のクイッククリ
ック、ダブルクイック、および長押しを含み得る。ボタンクリックスキームは、患者が気
分の悪い場合に患者植込医療装置８０２インテロゲーションを開始することと、ライフク
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リティカルネットワークおよび中央局（たとえばＡＰＭサーバまたはシステム）との接続
を開始することと、患者が苦しんでいるか処置を必要とすることを受信者に警告するよう
所定の関係者（たとえば医師、隣人、友人、子供、親戚、緊急応答サービス）へのメッセ
ージの送達を開始することとを含む、様々な動作を実行するように開発され得る。
【００６５】
　より高機能の携帯患者コミュニケータ８００は、図４Ｂにおいて示される。図４Ｂにお
いて示される携帯患者コミュニケータ実施形態は、たとえばカラーＯＬＥＤなどのＬＣＤ
ディスプレイ８０６を含む。図４Ｂに示される携帯患者コミュニケータ８００のユーザイ
ンタフェース８０１は、互いに異なる色のＬＥＤ、スライドスイッチ、およびホイールス
イッチ８１３（たとえばタッチセンサ式／機械スイッチ、トラックホイール、トラックパ
ッド、など）を含む。たとえばイーサネット（登録商標）、ファイヤワイヤ（登録商標）
、またはＰＯＴＳケーブルなどの携帯患者コミュニケータ８００の万能通信ポートに接続
される通信ワイヤまたはケーブル８０９を有する携帯患者コミュニケータ８００が示され
る。実施形態によっては、図４Ａと４Ｂに例示される携帯患者コミュニケータ８００は、
万能ケーブルソケットか、有線または無線通信回路系を含む脱着自在モジュールを介して
、ライフクリティカルネットワーク接続を確立すべく万能通信ポート（たとえばＵＳＢ）
を組み入れる、モジュール式携帯患者コミュニケータとして構成される。そのような実施
形態は、それらの代表的な構成が本明細書において後述される「モジュール式」携帯患者
コミュニケータを対象とする。
【００６６】
　図４Ａと４Ｂに示される携帯患者コミュニケータ８００は、スピーカ（削減機能群の携
帯患者コミュニケータ８００の場合ではマイクロホンなしが好ましいが、マイクロホンは
、よりロバストな携帯患者コミュニケータ構成で含められ得る）を組み入れ得る。音響フ
ィードバック機構は、患者に通信する別の手段として実装され得る。スピーカからの音響
出力は、音色が好ましいが、音声出力も採用されることが可能である。「消音モード」は
、スピーカを無効にすべく、たとえば５秒間のボタン長押しによって、必要に応じて、携
帯患者コミュニケータ８００がバイブレータ装置を備えている場合、振動／サイレントモ
ードに移行することによって、起動され得る。携帯患者コミュニケータ８００は、ＴＴＭ
スキームを介して、データを転送するのに用いられ得る発信音を生成するようにプログラ
ムされ得る。前記ＴＴＭスキームは、たとえばセル方式ネットワークサービスなどの他の
通信モードが、利用できない場合、中央局に通信するバックアップ方法であり得る。
【００６７】
　図５は、本発明の実施形態にしたがってライフクリティカルネットワークを介して、互
いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータと中央局との間の
通信を達成する通信ハブの図である。図５において示される実施形態において、ネットワ
ーク８３０を介して、中央局８５０に通信的に連結されるハブ２０１が、示される。好ま
しくは、ネットワーク８３０は、たとえばインターネットなどのセキュアではないネット
ワークであるが、いくつかの実施形態は、セミセキュアまたはセキュアネットワークによ
る通信を伴い得る。
【００６８】
　一般論として、ハブ２０１は、多数の携帯患者コミュニケータ８００と中央局８５０と
の間のセキュア通信をもたらすように構成される。携帯患者コミュニケータ８００は、多
数の異種通信プロトコルを用いることによって、セキュアではないネットワーク８３０（
たとえばインターネット）を介して、中央局８５０との接続性を達成するように構成され
る。ハブ２０１は、いくつかの要素を収納／サポートするハウジング２０９を含む。ハウ
ジング２０９に提供されるのは、適切に構成されたコネクタまたは脱着自在モジュール８
５９（例示のため破線ブロックとして示される）を受容するように構成されるソケットを
含む万能通信ポート８５７である。
【００６９】
　万能通信ポート８５７は、適切に構成されたコネクタまたは脱着自在モジュール８５９
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とのセキュア脱着自在な係合を提供すべく機械的保持配列を含むことが好ましい。万能通
信ポート８５７は一般に、コネクタまたは脱着自在モジュール８５９の対応電気接点に電
気的に連結する接点を含む。万能通信ポート８５７は、別に、または追加的に光通信イン
タフェースを組み入れ得る。携帯患者コミュニケータ８００と脱着自在モジュール間に提
供される信号接続性に加えて、万能通信ポート８５７はまた、たとえばＵＳＢポート仕様
と適合した脱着自在モジュールに電力を提供し得る。
【００７０】
　論理ネットワークポート２０４は、ハウジング２０９に提供されると共に、セキュアで
はないネットワーク８３０を介して、ハブ２０１と中央局８５０との間の通信をもたらす
ように構成される。多数の論理ローカルポート２１０は、ハウジング２０９に提供される
と共に、ハブ２０１と多数の携帯患者コミュニケータ８００との間の接続性をもたらす様
々な異種通信プロトコルを実装するように構成される。メモリ２０３は、ハウジングに提
供されると共に、プロセッサ２５０に連結される。
【００７１】
　メモリ２０３は、プロセッサ２５０によって実行されるとき、「ハブ２０１を介するネ
ットワーク接続を要求する構成要素が、携帯患者コミュニケータ８００である」ことをプ
ロセッサ２５０に判定させるプログラム命令を含むライフクリティカルネットワークソフ
トウエア２０２を保存するように構成される。プロセッサ２５０は、ライフクリティカル
ネットワークソフトウエア２０２を実行するとき、中央局８５０に対する携帯患者コミュ
ニケータ８００の要求を認証し、さらに認証が成功すると、論理ローカルポート２１０と
論理ネットワークポート２０４を介して、携帯患者コミュニケータ８００と中央局８５０
との間の通信を有効にする。
【００７２】
　論理ローカルポート２１０は、様々な互いに異なるプロトコルを用いることによって、
携帯患者コミュニケータ８００とハブ２０１との間の通信を促進する。有線接続性が提供
され得るにもかかわらず、論理ローカルポート２１０は、携帯患者コミュニケータ８００
とハブ２０１との間の短距離無線接続を促進することが好ましい。非限定例として、さら
に図５において示されるように、論理ローカルポート２１０は、ＵＳＢプロトコル２２０
、ＩＥＥＥ８０２プロトコル２２２，ブルートゥースプロトコル２２４，または他のプロ
トコル２２６～２２８を実装するように構成され得る。
【００７３】
　ライフクリティカルネットワークソフトウエア２０２は、メモリ２０３内に存在すると
共に、数あるタスクの中でも特に、携帯患者コミュニケータ認識、ネットワーク接続の確
立、中央局８５０に対する携帯患者コミュニケータ８００の認証、および論理ローカルポ
ート２１０と論理ネットワークポート２０４を介する携帯患者コミュニケータ８００と中
央局８５０との間のデータ輸送の促進を含む、様々なタスクを実施すべく、プロセッサ２
５０によって実行されるプログラム命令を含む。たとえばライフクリティカルネットワー
クソフトウエア２０２は、プロセッサ２５０によって実行されるとき、プロセッサ２５０
によって携帯患者コミュニケータであると判定される構成要素に対してのみ中央局への接
続マッピングと認証を提供する。プロセッサ２５０によって実行されるライフクリティカ
ルネットワークソフトウエア２０２は、ハブ２０１に近接する携帯患者コミュニケータ８
００のインテロゲーションと、中央局８５０による携帯患者コミュニケータ８００の自動
認証とを達成することが好ましい。プロセッサ２０５によるライフクリティカルネットワ
ークソフトウエア２０２の実行によって、携帯患者コミュニケータのインテロゲーション
の一部として中央局８５０への患者植込医療装置／携帯患者コミュニケータデータの転送
が達成されることが好ましい。
【００７４】
　図６は、本発明の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワークハブによっ
て実行される様々なプロセスを示すフローチャートである。ハブに近接する（４０２）各
々の構成要素または携帯患者コミュニケータに対して、ハブは、異種通信プロトコルをサ
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ポートする多数の論理ローカルポートのうちの１つを用いることによって、構成要素また
は携帯患者コミュニケータの存在を検出する（４０４）。ハブは、検出された構成要素が
携帯患者コミュニケータであるか否か判定する（４０６）。携帯患者コミュニケータでな
ければ、ハブは、構成要素がネットワーク接続を確立しないようにし（４０８）、それに
よって未許可構成要素によるライフクリティカルネットワークと中央局へのアクセスを阻
止する。
【００７５】
　検出された構成要素が携帯患者コミュニケータである場合、ハブは、ハブの論理ネット
ワークポートを介して、中央局へのネットワーク接続を確立する（４１０）。ハブは、ラ
イフクリティカルネットワークで使用すべく携帯患者コミュニケータの認証を促進し（４
１２）、さらに携帯患者コミュニケータによる中央局へのアクセスを促す（４１４）。次
に、たとえばインテロゲーション、データ転送、およびソフトウエア更新などの許可動作
は、携帯患者コミュニケータと中央局との間で実施され得る（４１６）。
【００７６】
　図７は、本発明の他の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワークを介し
て、互いに異なる通信プロトコルを有するいくつかの携帯患者コミュニケータと中央局と
の間の通信を達成する通信ハブの図である。図７において示される実施形態は、図５で示
されるものと類似しているが、インターネットまたは他の非ライフクリティカルネットワ
ークネットワークまたはリソースへのアクセスを促進する機能をさらに提供する。この実
施形態において、ハブ２０１は、非ライフクリティカルネットワーク許可構成要素が、従
来型ネットワークハブ、スイッチ、およびルータと同じ方式でインターネットにアクセス
することを許可する。ハブ２０１はまた、携帯患者コミュニケータおよび他の許可構成要
素へのライフクリティカルネットワーク／中央局アクセスを促進する。
【００７７】
　図７にしたがって実装されたハブ２０１は、インターネットおよびライフクリティカル
ネットワークへのアクセスが望まれる公共の場所において特有のユーティリティを見いだ
す。そのような公共の場所には、ショッピングモール、レストラン、コーヒーショップ、
政府の事務所および建物、学校、その他が含まれる。
【００７８】
　図７において示されるハブ２０１のメモリ２０３は、前記のようなライフクリティカル
ネットワークソフトウエア２０２、および総合動作とセキュリティソフトウエア２０７を
含む。ライフクリティカルネットワークソフトウエア２０２は、携帯患者コミュニケータ
のライフクリティカルネットワークと中央局への接続性を促進する。総合ソフトウエア２
０７は、たとえばＰＤＡ２４０およびラップトップ２４２などの一般的構成要素に対する
インターネット接続性を促進する。たとえば総合ソフトウエア２０７は、プロセッサ２５
０によって実行されるとき、インターネットまたは他のネットワーク上の一般的インター
ネット構成要素に対して標的リソースへの接続マッピングおよび認証／許可を提供する。
特定のライフクリティカルネットワーク接続性様式に依存する、インターネットによる標
的リソースへの非ライフクリティカルネットワーク許可構成要素アクセスを促進する方法
は、いくつか存在する。ライフクリティカルネットワークとの接続を提供すべくＶＰＮが
用いられる１つの方法にしたがって、非ライフクリティカルネットワーク構成要素トラヒ
ックは、ＶＰＮパスの代わりにインターネットパスによって送られ得る。
【００７９】
　図８は、本発明の実施形態にしたがって、図７において示されるハブの機能を有するハ
ブによって実行される様々なプロセスを示すフローチャートである。ハブに近接する（５
０２）各々の構成要素または携帯患者コミュニケータに対して、ハブは、異種通信プロト
コルをサポートする多数の論理ローカルポートのうちの１つを用いることによって、構成
要素または携帯患者コミュニケータの存在を検出する（５０４）。ハブは、検出された構
成要素が携帯患者コミュニケータであるか否か判定する（５０６）。検出された構成要素
が、携帯患者コミュニケータである場合、ハブは、ハブのプロセッサによって実行される
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ライフクリティカルネットワークソフトウエアを用いることによって、携帯患者コミュニ
ケータの接続性を管理する（５４０）。
【００８０】
　この場合、ハブは、ハブのプロセッサによって実行されるライフクリティカルネットワ
ークソフトウエアを用いることによって、ハブの論理ネットワークポートを介して、中央
局へのネットワーク接続を確立する（５４２）。ハブは、携帯患者コミュニケータの認証
（５４４）、携帯患者コミュニケータによる中央局へのアクセス（５４６）、および中央
局と認証携帯患者コミュニケータ間での種々の動作の実行（５４８）を促進する。
【００８１】
　検出構成要素が、携帯患者コミュニケータでもなく、他のライフクリティカルネットワ
ーク許可構成要素でもないとハブが判定する場合、ハブは、ハブのプロセッサによって実
行される総合ネットワーク／インターネットアクセスとセキュリティソフトウエアを用い
ることによって、非ライフクリティカルネットワーク許可構成要素の接続性を管理する５
２０。この場合、ハブは、ハブのプロセッサによって実行される総合ソフトウエアを用い
ることによって、ハブの論理ネットワークポートを介して、標的リソースへのネットワー
ク／インターネット接続を確立する（５２２）。ハブは、構成要素の認証と許可のうちの
少なくとも一方（５２４）と、構成要素による標的リソースへの接続とアクセスのうちの
少なくとも一方（５２６）と、標的リソースと構成要素間での種々の動作の実行（５２８
）とを促進する。
【００８２】
　図９は、本発明の実施形態にしたがって、ライフクリティカルネットワーク／中央局へ
のセキュアアクセスを提供するライフクリティカルネットワーク動作とセキュリティソフ
トウエアを実装すべく修正またはアップグレードされ得る在来型のルータ、スイッチまた
はハブの図である。いくつかの実施形態において、従来型のルータ、スイッチまたはハブ
は、ライフクリティカルネットワーク／中央局へのセキュアアクセスを提供するライフク
リティカルネットワークソフトウエアと、インターネットまたは他のネットワークアクセ
スを提供する総合動作とセキュリティソフトウエアとの両ソフトウエアを実装するように
修正またはアップグレードされることが可能である。図９にしたがって、ルータ／スイッ
チ３０２は、ライフクリティカルネットワークソフトウエアを実装すべく修正され得る任
意の従来型のルータ、スイッチまたはハブを示すことを目的としている。
【００８３】
　図９にしたがう実施形態は、有利なことに医療装置製造者が、ライフクリティカルネッ
トワーク／中央局へのアクセス、必要であれば携帯患者コミュニケータと他の構成要素に
よるインターネットへのアクセスを制御すべく、非専売の公的に利用可能な通信装置（た
とえば既製または汎用通信装置）を用いられるようにする。このように、たとえば汎用の
ハブ、スイッチまたはルータは、特殊用途の通信装置（ライフクリティカルネットワーク
ソフトウエアを有すると共に、これを実行できるもの）として機能するように、汎用通信
装置（当初は、ライフクリティカルネットワークソフトウエアを備えていないし、実行も
できないもの）から変換される。図９にしたがう実施形態は、ライフクリティカルネット
ワーク実装のコストと複雑さを有意に削減することが可能である。
【００８４】
　図９において示されるルータ／スイッチ３０２は、各々の接続のセキュリティ要件を維
持しながら、異なるハブ、スイッチ、ルータ、およびネットワークが、インターネット、
ライフクリティカルネットワーク、および他の公的および私的／セキュアリソースを含む
互いに異なるネットワークリソースに接続できるようにする通信機構を実装することが好
ましい。いくつかの実施形態にしたがって、ルータ／スイッチ３０２は、仮想ＬＡＮ（Ｖ
ＬＡＮ）タギングとも称されるＩＥＥＥ８０２．１Ｑプロトコルを実装するように構成さ
れる。ＶＬＡＮタギングは、複数のブリッジネットワークが、ネットワーク間での情報の
漏洩なしに同じ物理的ネットワークリンクを透過的に共有できるようにする機構を提供す
る。
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【００８５】
　図９において示される代表的実施形態において、ルータ／スイッチ３０２は、ネットワ
ーク８３０とライフクリティカルネットワークハブ２００、ライフクリティカルネットワ
ーク／一般アクセスハブ２０１、および同じか互いに異なる構成のおよびルータ３０４，
３０６との間の通信を促進する。ルータ／スイッチ３０２のＶＬＡＮプロトコルは、各々
の構成要素２０１，２０５，３０４，３０６が、各々の構成要素に対して許可される中央
局８５０を含むそれらのネットワークリソースにのみアクセスできることを保証する。こ
のように、ライフクリティカルネットワークのインテグリティは、インターネットと他の
公的または私的リソースへのアクセスを無数の異種構成要素に提供しながら維持されるこ
とが可能である。
【００８６】
　ここで図１０に戻ると、本発明の実施形態にしたがって前記のようなライフクリティカ
ルネットワークハブの要素と機能を組み入れる植込医療装置プログラマの実施形態が、示
される。図１０において示されるプログラマ３５０は、主にプログラム心調律管理装置（
たとえばペースメーカ、植込除細動器、ＣＲＴ装置）に用いられるもののような在来型の
プログラマのものと等しいか、類似する要素と機能を含むように構成される。そのような
要素および機能には、数ある要素および機能の中でも特に、ディスプレイ３５２、ユーザ
入力装置３５４（たとえばキーボード、タッチペン、マウス、など）、無線または有線式
通信設備、プリンタ、および入出力インタフェースが含まれる。
【００８７】
　図１０において示されるプログラマ３５０は、セキュアではないネットワーク８３０を
介して、プログラマ３５０と中央局８５０との間の通信をもたらすように構成される論理
ネットワークポート２０４をさらに含む。多数の論理ローカルポート２１０は、プログラ
マ３５０と多数の携帯患者コミュニケータ８００との間の接続をもたらす様々な異種通信
プロトコルを実装するように提供される。プログラマ３５０のメモリ２０３は、プロセッ
サ２５０によって実行されるとき、プログラマ３５０を介して、ネットワーク接続を要求
する構成要素が、携帯患者コミュニケータ８００であることをプロセッサ２５０に判定さ
せるプログラム命令を含むライフクリティカルネットワークソフトウエア２０２を保存す
るように構成される。プログラマ３５０のプロセッサ２５０は、ライフクリティカルネッ
トワークソフトウエア２０２を実行するとき、中央局８５０への携帯患者コミュニケータ
８００の要求を認証し、認証が成功すると、論理ローカルポート２１０と論理ネットワー
クポート２０４を介して、携帯患者コミュニケータ８００と中央局８５０との間の通信を
有効にする。
【００８８】
　図１１は、本発明の実施形態にしたがって図１０に示される様式のライフクリティカル
ネットワークプログラマによって実行され得る様々なプロセスのフローチャートである。
図１１において、プログラマは、携帯患者コミュニケータと他のライフクリティカルネッ
トワーク許可構成要素のみが、ライフクリティカルネットワーク／中央局へのアクセスを
得られるようにすると想定される。また、プログラマは、それ自体がライフクリティカル
ネットワーク／中央局に接続されると共に認証されると想定される。
【００８９】
　プログラマに近接する（６０２）各々の携帯患者コミュニケータ（またはライフクリテ
ィカルネットワーク許可構成要素）に対して、プログラマは、異種通信プロトコルをサポ
ートする多数の論理ローカルポートのうちの１つを用いることによって、携帯患者コミュ
ニケータの存在を検出する（６０４）。プログラマは、携帯患者コミュニケータをインテ
ロゲートし（６０６）、携帯患者コミュニケータからデータを受信する。好ましくは、プ
ログラマは、携帯患者コミュニケータが患者植込医療装置のインテロゲーションを実行す
るという要求を携帯患者コミュニケータに伝送する。携帯患者コミュニケータのプロセッ
サは、好ましくは医療保険の携行性と責任に関する法律（ＨＩＰＰＡ）と医療データの取
扱いに特別な手続きを要求し得る他の法律および規則（たとえばＦＤＡクラスＩＩＩ医療
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装置の要件）に応じて、患者植込医療装置を安全にインテロゲートし、患者の植込医療装
置から患者植込医療装置データを獲得すべく、医療ファームウエアプログラム命令を実行
する。
【００９０】
　携帯患者コミュニケータデータは一般に、患者の植込医療装置から、実施形態によって
は携帯患者コミュニケータによって他の植込または外部センサ／装置から得られたデータ
を含む。このデータは、プログラマが、携帯患者コミュニケータから受信されたデータの
うちの大部分または全てを初めに解読できないようにするため、暗号化、でなければ携帯
患者コミュニケータ（または患者植込医療装置）によってセキュア化されることが好まし
い。携帯患者コミュニケータ／患者植込医療装置のインテロゲーションは、主にライフク
リティカルネットワーク／中央局に通信的に連結されたプログラマによってリアルタイム
で起こる。インテロゲーションはまた、プログラマがライフクリティカルネットワーク／
中央局に接続されないか、そのような接続が断続的または低品質である場合に、プログラ
マによって行われ得ると共に、携帯患者コミュニケータ／患者植込医療装置データが収集
され得る（６０８）。
【００９１】
　ライフクリティカルネットワーク／中央局に接続されると、プログラマは、ライフクリ
ティカルネットワークを介して、中央局にセキュア携帯患者コミュニケータデータを伝送
する（６１０）。中央局は、受信携帯患者コミュニケータデータを解読すると共に処理す
る（６１２）。中央局は、処理携帯患者コミュニケータデータを暗号化し、でなければセ
キュア化し、次にこのデータをプログラマに伝送して戻す（６１２）。次にプログラマは
、たとえばプログラマのディスプレイ上への提示とプログラマのプリンタを介する印刷の
うちの少なくとも一方を行うべく、中央局処理携帯患者コミュニケータデータにアクセス
し得る（６１４）。プログラマによって中央局から受信された中央局処理携帯患者コミュ
ニケータデータは、プログラマによってアクセスされ得る患者と患者植込医療装置のうち
の少なくとも一方のデータを含み得る。プログラマ、携帯患者コミュニケータ、および患
者植込医療装置のうちの少なくとも１つに影響を与える様々な動作は、たとえばソフトウ
エア更新など、中央局と携帯患者コミュニケータとの間の通信を介して実行され得る。
【００９２】
　図１２は、本発明の他の実施形態にしたがって、図１０において示される様式のライフ
クリティカルネットワークプログラマによって実行され得る様々なプロセスのフローチャ
ートである。図１１に示される実施形態におけるように、プログラマは、携帯患者コミュ
ニケータと他のライフクリティカルネットワーク許可構成要素だけに、ライフクリティカ
ルネットワーク／中央局へのアクセスを得ることを許可すると想定される。またプログラ
マは、それ自体がライフクリティカルネットワーク／中央局に接続されると共に認証され
ると想定される。
【００９３】
　プログラマに近接する（６４０）各々の携帯患者コミュニケータ（またはライフクリテ
ィカルネットワーク許可構成要素）に対して、プログラマは、異種通信プロトコルをサポ
ートする多数の論理ローカルポートのうちの１つを用いることによって、携帯患者コミュ
ニケータの存在を検出する（６４２）。プログラマは、携帯患者コミュニケータ／患者植
込医療装置インテロゲーションを開始する。これは、プログラマが、その患者植込医療装
置をインテロゲートするように携帯患者コミュニケータに要求する信号を携帯患者コミュ
ニケータに伝送することを伴うことが好ましい。携帯患者コミュニケータによって獲得お
よび生成のうちの少なくとも一方が行われたデータは、プログラマがこのデータのうちの
大部分または全てを初めに解読できないようにするため、暗号化され、でなければ携帯患
者コミュニケータによってセキュア化される（６５０）ことが好ましい。１方法にしたが
って、携帯患者コミュニケータは、中央局の公開キーを用いることによって携帯患者コミ
ュニケータデータを暗号化する。これは、中央局のみが携帯患者コミュニケータデータを
解読できることを保証する。携帯患者コミュニケータ／患者植込医療装置のインテロゲー
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ションは、主にライフクリティカルネットワーク／中央局に通信的に連結されたプログラ
マによってリアルタイムで起こる。インテロゲーションはまた、プログラマが、ライフク
リティカルネットワーク／中央局に接続されないか、そのような接続が断続的または低品
質である場合においてプログラマによって行われ得ると共に、携帯患者コミュニケータ／
患者植込医療装置データが収集され得る（６４８）。
【００９４】
　プログラマが、携帯患者コミュニケータデータの正当な必要性を有する場合において（
たとえば患者植込医療装置データが、ＥＲ医師によって必要とされる場合）、プログラマ
は、ユニークセッションＩＤコードを生成し（６４６）、さらにセッションＩＤコードを
携帯患者コミュニケータに伝送する。セッションＩＤコードは、暗号化の前に携帯患者コ
ミュニケータデータに修正される（６５０）。セッションＩＤコードの生成と使用は、任
意であると考えられる。なぜなら、多くの例において、プログラマは、ローカル表示また
は印刷の必要なしに、携帯患者コミュニケータデータを中央局に通信すべく用いられ得る
と考えられるからである。
【００９５】
　まだ接続されていない場合、プログラマは、ライフクリティカルネットワーク接続を介
して、中央局との接続性を確立する（６５２）と共に、中央局に対して認証する。プログ
ラマは、ライフクリティカルネットワークを介して、セキュア携帯患者コミュニケータデ
ータを中央局に伝送する（６５４）。セッションＩＤコードが生成される場合、このコー
ドは、プログラマから中央局に伝送されるセキュア携帯患者コミュニケータに組み入れら
れる。実施形態によっては、プログラマよりはむしろ携帯患者コミュニケータが、ライフ
クリティカルネットワークを介して、中央局に接続すると共に中央局で認証し、さらに携
帯患者コミュニケータデータ（および任意のプログラマデータ）を中央局に伝送する。い
くつかの構成において、プログラマおよび携帯患者コミュニケータは、携帯患者コミュニ
ケータと中央局との間の携帯患者コミュニケータデータの伝送を促進することができ、そ
れによって携帯患者コミュニケータ対中央局の接続性オプションにおいて冗長性を提供す
る。他の構成において、携帯患者コミュニケータ（およびプログラマではなく）だけが、
携帯患者コミュニケータと中央局との間の携帯患者コミュニケータデータの伝送を促進す
ることができる。これは、プログラマ実装コストを削減する事例であり得る。
【００９６】
　中央局は、好ましくは中央局の私的キーを用いることによって、セキュア携帯患者コミ
ュニケータデータを解読し（６５６）、さらに携帯患者コミュニケータデータが、許可携
帯患者コミュニケータと関連すること、および受信携帯患者コミュニケータデータが、存
在すれば、セッションＩＤコードを含むことを保証するプロセスを実行する（６５６）。
中央局は、受信携帯患者コミュニケータデータを患者記録と関連付け、さらに受信携帯患
者コミュニケータデータを患者のデータ記録ファイルに追加する。
【００９７】
　プログラマが、携帯患者コミュニケータデータの正当な必要性を有する場合、まだ接続
されていなければ、プログラマは（携帯患者コミュニケータを介して、直接または間接的
に）、中央局との接続を確立し（６５８）、さらに中央局に対して認証する。プログラマ
は、中央局にセッションＩＤコードを提供する。中央局は、携帯患者コミュニケータデー
タ（また場合によっては患者または他のデータ）を非暗号化形式でプログラマに戻す。中
央局から受信された非暗号化携帯患者コミュニケータデータは、たとえば臨床医または医
師による検討のためプログラマのディスプレイまたはプリンタ上に提示すべく、プログラ
マでアクセスされ得る（６６０）。他のデータが、たとえばトレンド患者植込医療装置デ
ータおよび他の患者情報などの非暗号化携帯患者コミュニケータデータと共に含まれる場
合、そのデータはまた、たとえば表示または印刷のためにプログラマでアクセスされ得る
（６６２）。プログラマ、携帯患者コミュニケータ、および患者植込医療装置のうちの少
なくとも１つに影響を及ぼす様々な動作は、たとえばソフトウエア更新など、中央局とプ
ログラマ／携帯患者コミュニケータとの間の通信を介して実行され得る。
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【００９８】
　図１０～１２にしたがって実行される本発明の実施形態は、いくつかの利点と利益を提
供する。たとえば患者が、診療所内に入ると、スタッフは、直ちに患者の到着を知らされ
ると共に、患者に関する最新の情報を受け取る。この情報は、患者が診察室に連れて来ら
れる前に、診療所のスタッフによって検討され得る。これは、診療所の業務の流れを改善
した。救急処置室において、ＥＲ医師は、プログラマの詳細な動作を理解する必要がない
。大部分のＥＲ医師は、植込医療装置プログラマを用いることに慣れていなく、心臓関連
の問題の可能性がある植込パルス発生器を有する患者が到着すると、電気生理学者か心臓
専門医を呼ぶことになる。
【００９９】
　図１３は、本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを用いる通信
の達成と強化携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行うように各
々が構成される１あるいは複数のモジュールを受容すべく実装されるモジュール式携帯患
者コミュニケータの図である。前記のように、モジュール式携帯患者コミュニケータは一
般に、患者植込医療装置をインテロゲートできる十分なハードウエアとソフトウエアを含
むと共に、万能通信ポートを経由するだけで外部装置、システムまたはネットワークとの
通信を達成する。そのように、本発明のモジュール式携帯患者コミュニケータ実施形態は
、外部装置、システム、およびネットワークに通信する内蔵通信設備を排除することが好
ましい。この点について、モジュール式携帯患者コミュニケータと外部装置、システムま
たはネットワークとの間の通信は、通信可能なモジュールまたは通信ケーブル／コネクタ
を携帯患者コミュニケータの万能通信ポートに物理的に接続するだけで達成されることが
可能である。
【０１００】
　図１３において示される携帯患者コミュニケータ８００は、電池状態インジケータ８１
９、信号強度インジケータ８１７、および押しボタン８０１を含む簡素なディスプレイ８
０６を含む。携帯患者コミュニケータ８００は、即時対応を要求する状態に応答して警告
信号を生成する警報モジュール８３９を含み得る。警報モジュール８３９は、携帯患者コ
ミュニケータ８００の視覚的、音響的または振動要素に連結され得る。携帯患者コミュニ
ケータ８００は、メモリ２０３に連結されるプロセッサ２５０を含む。メモリ２０３は、
ライフクリティカルネットワーク／中央局にアクセスするソフトウエアと患者植込医療装
置をインテロゲートするファームウエア（たとえば医療用ソフトウエアまたはファームウ
エア）を含む、様々なファームウエア、ソフトウエア、およびデータを保存するように構
成されることが好ましい。
【０１０１】
　図１３は、携帯患者コミュニケータ８００の万能通信ポート８５７によって受容される
ように構成される万能ポートコネクタ９１３（携帯患者コミュニケータの万能ポート８５
７によって受容される、破線ブロックで示されるモジュールの万能ポートコネクタによっ
て部分的に示されるような）を各々が備える多数のモジュール９１２～９２２をさらに示
す。図１３において示される各々のモジュール９１２～９９２は、互いに異なる通信機能
または他の機能強化を提供する。これらのモジュールは、イーサネット（登録商標）モジ
ュール９１２、８０２．１１モジュール９１４、セル方式モジュール９１６、ブルートゥ
ースモジュール９１８、およびメモリスティック９２０を含む。モジュール９２２は、単
一モジュールパッケージ内に組み入れられた多重サブモジュールＭ１およびＭ２の提供を
例示する。様々な様式のモジュールは、積層され得るか、でなければ単一多機能モジュー
ル９２２を形成すべく結合され得る。
【０１０２】
　図１４は、特定の病状を有する特定の患者用に調整できると共に、本発明の実施形態に
したがって図１３と他の図を参照して記載された様式の１あるいは複数の脱着自在モジュ
ールを受容するように構成されるモジュール式携帯患者コミュニケータの図である。図１
４は、互いに異なる病状の５名の患者用に調整された互いに異なるモジュールの組合せを
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示す。
【０１０３】
　たとえばモジュール９４０は、患者＃１の心臓監視を行うために調整される。この代表
図において、患者＃１は、患者の医師による最小限の監視（ライフクリティカルネットワ
ーク／中央局を介して）を要求するかなり良性型の心臓不整脈（たとえば心室性期外収縮
（ＰＶＣ）、心房性期外収縮（ＰＡＣ））を有する。そのように、モジュール９４０は、
イーサネット（登録商標）通信設備とメモリスティックを含む。メモリスティックは、携
帯患者コミュニケータ８００によって獲得された患者植込医療装置データを保存すべく余
分なメモリを提供し、イーサネット（登録商標）通信設備は、ライフクリティカルネット
ワーク／中央局接続性を可能にするが、これは、患者＃１には比較的稀であり得る。
【０１０４】
　モジュール９４２は、徐脈疾患を有する患者＃２用に調整される。患者＃２は、医師に
よるより頻繁な監視を要求し得る。そのため、モジュール９４２は、この実施例において
無線設備（８０２．１１）と有線通信設備（イーサネット（登録商標））を含む、２つの
互いに異なる通信設備を備える。さらに別の例として患者＃３は、ライフクリティカルネ
ットワーク／中央局に接続するため接続性オプション数を増やさなければならないより重
篤な虚血性疾患を有する。この代表的例において、患者＃３用モジュール９４６は、セル
方式および短距離無線（８０２．１１）の通信設備を含む。患者＃４は、ライフクリティ
カルネットワーク／中央局に接続するため接続性オプション数を増加させなければならな
い比較的重篤な心室性頻脈疾患を有する。そのため、患者＃４用モジュール９４８は、セ
ル方式、短距離無線（８０２．１１）、およびブルートゥースの通信設備を含む３つの互
いに異なる通信設備を含む。
【０１０５】
　患者＃５は、ＣＲＴ装置を用いて治療される進行性心不全疾患を有する。モジュール９
５０は、この患者に機能の強化を提供するように調整される。この例示的実施例において
、患者＃５は、比較的動くことができなく、ワイファイインターネットアクセスを提供す
る介護施設に居住している。患者＃５用モジュール９５０は、単一短距離無線通信機能（
８０２．１１）を含んでいれば十分である。しかし、患者＃５は、血圧、心拍数、および
他のセンサ情報（たとえば体重計データ、呼吸データ、血液ガス飽和度データなど）の頻
繁な監視を必要とする。モジュール９５０は、携帯患者コミュニケータと、たとえばセン
サ９５２と９５４などの様々なセンサとの間の接続性を達成するブルートゥース通信設備
を含む。図１４において示される各々の患者シナリオに対して携帯患者コミュニケータ８
００によって獲得されたデータは、数あるファクタの中でも特に、臨界性、接続品質、お
よび接続コストに基づきライフクリティカルネットワーク／中央局に通信される。
【０１０６】
　図１５は、本発明の実施形態にしたがって互いに異なる通信プロトコルを用いる通信の
達成と強化携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行うように各々
が構成される１あるいは複数のモジュールを受容するＵＳＢホストとして構成可能なモジ
ュール式携帯患者コミュニケータの図である。図１５において例示される携帯患者コミュ
ニケータ８００は、本開示の他の図を参照して前述された携帯患者コミュニケータと同じ
か類似している。図１５は、万能通信ポート８５７を介する様々なモジュールとの接続性
を促進すべく、利用できるか、携帯患者コミュニケータのメモリにアップロードされる装
置ドライバ８６６を示す。また図１５において示されるのは、ネットワーク８３０と中央
局８５０にアクセスすべく、携帯電話９０１に通信的に連結するブルートゥースモジュー
ル９１８によって提供される拡張通信機能である。
【０１０７】
　図１６は、ＵＳＢホストおよびＵＳＢ装置として構成されると共に、本発明の実施形態
にしたがって互いに異なる通信プロトコルを用いる通信の達成と強化携帯患者コミュニケ
ータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行うように各々が構成される１あるいは複数の
モジュールを受容するように構成されるモジュール式携帯患者コミュニケータの図である
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。図１６において例示される携帯患者コミュニケータ８００は、本開示の他の図を参照し
て前述された携帯患者コミュニケータホスト実装と同じか類似している。
【０１０８】
　図１６において示される例示的実施形態において、携帯患者コミュニケータ８００は、
たとえば図１５において示される方式でＵＳＢホストとして動作する。また図１６の携帯
患者コミュニケータ８００は、たとえば万能通信ポート８５７を介して、ＵＳＢ－ＯＴＧ
（オンザゴ－）プロトコルを実装することによって、ＵＳＢ装置として動作する。
【０１０９】
　図１６は、２つの互いに異なるＵＳＢホストを伴う２つの可能な接続シナリオを示す。
１方の接続シナリオは、ＰＣ９０３のＵＳＢホスト２１３を伴う。他方の接続シナリオは
、ライフクリティカルネットワークハブ２０１のＵＳＢホスト２１１を伴う。無線または
有線接続は、携帯患者コミュニケータの万能通信ポート８５７と、それぞれＰＣ９０３と
ライフクリティカルネットワークハブ２０１／２０５のＵＳＢホストインタフェース２１
１，２１３との間で確立され得る。ＰＣ９０３とライフクリティカルネットワークハブ２
０１／２０５は、論理ネットワークポート２１５，２１４を介して、ネットワーク８３０
／中央局８５０へのアクセスを提供するように構成されることが好ましい。
【０１１０】
　図１７は、本発明の実施形態にしたがって、互いに異なる通信プロトコルを用いる通信
の達成と強化携帯患者コミュニケータ機能の提供のうちの少なくとも一方を行うべく、携
帯患者コミュニケータ回路系において実装される構成可能なモジュールを有するモジュー
ル式携帯患者コミュニケータの図である。脱着自在アドオンモジュールに組み込まれる代
わりに、１あるいは複数のモジュール９１２～９２２の回路系が、携帯患者コミュニケー
タの内部回路系８５９（すなわち携帯患者コミュニケータのＰＣＢ）内に組み入れられ得
る。他の実施形態において、１あるいは複数のモジュール９１２～９２２は、携帯患者コ
ミュニケータの内部回路系８５９内に組み入れられ得ると共に、１あるいは複数の脱着自
在モジュールは、携帯患者コミュニケータ８００に提供される万能通信ポート（表示なし
）を経由して携帯患者コミュニケータ８００に連結され得る。この場合、標準通信機能セ
ットが、携帯患者コミュニケータ８００に内蔵され得るが、他の機能は、アドオンモジュ
ールのアタッチメントを介して、携帯患者コミュニケータの万能通信ポートに提供される
ことが可能である。
【０１１１】
　図１８は、たとえばＵＳＢドングルなどの特殊なドングル９７０を認識するソフトウエ
アで構成される携帯患者コミュニケータ８００の実施形態を例示する。ドングル９７０は
、万能通信インタフェース（たとえばＵＳＢポート）を介して、コンピュータ９８０に脱
着自在に接続するように構成される。この接続は、有線または無線接続であることが可能
である。ドングル９７０は、「携帯患者コミュニケータキー装置」としてドングルを独自
に同定するドングルの不揮発性メモリのうちのセキュア領域内にユニークコードを保存す
ることが好ましい。ＵＳＢドングル９７０は、構成およびプロトコルにおいて万能である
と共に、携帯患者コミュニケータの特殊なモードと機能のうちの少なくとも一方を有効に
することが好ましい。ドングルソフトウエアは、セキュリティが許容するように携帯患者
コミュニケータ上で特殊機能を階層化できるようにする様々な形態であり得る。幾つかの
実施形態にしたがって、ドングル９７０は、ＵＳＢプログラミングドングルとして実装さ
れ得る。ドングル９７０内に保存される携帯患者コミュニケータソフトウエアとライフク
リティカルネットワークソフトウエアのうちの少なくとも一方は、適切な許可に基づきＰ
Ｃ９８０に転送され得る。ドングル９７０からＰＣ９８０に転送されたソフトウエアは、
携帯患者コミュニケータ８００と、携帯患者コミュニケータ８００を介して、アクセスさ
れる患者植込医療装置とのうちの少なくとも一方の動作／機能を制御する任意数のプログ
ラミング機能を有効にし得る。
【０１１２】
　図１８と一致する実施形態にしたがって、本発明のモジュール式携帯患者コミュニケー
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タシステムは、前述の様式のモジュール式携帯患者コミュニケータと、モジュール式携帯
患者コミュニケータに通信するように構成されるドングルとを含む。たとえばドングルは
、コネクタ、回路系、およびメモリを含むように構成され得る。ドングルのコネクタは、
モジュール式携帯患者コミュニケータから物理的に離れたコンピュータの通信ポート（た
とえばＵＳＢポート）と脱着自在に係合すると共に、その信号接続性を確立するように構
成される。脱着自在モジュールは、コンピュータの通信ポートに接続されるとき、コンピ
ュータとモジュール式携帯患者コミュニケータとの間の通信リンクを確立するドングルの
回路系との通信をもたらすプログラム命令を保存する。
【０１１３】
　ドングルのメモリは、ドングルを許可携帯患者コミュニケータ装置として独自に同定す
るユニークコードを保存することが好ましい。またドングルのメモリは、コンピュータに
よって実行されるとき、たとえばプログラミングモード、インテロゲーションモード、診
断モード、ソフトウエア／ファームウエア更新モード（たとえば更新、アップグレード、
パッチ）などの携帯患者コミュニケータの所定モードと、携帯患者コミュニケータの機能
性と動作のうちの少なくとも一方に影響を及ぼす他のモードとを有効にするプログラム命
令を保存する。ドングルソフトウエアは、別の装置、システム、またはネットワークに表
示、印刷、または出力する、たとえば患者植込医療装置データレビューなどの「プログラ
ム様」機能をコンピュータ上で有効にし得る。ドングルソフトウエアは、本明細書におい
て上記されるように、コンピュータ（たとえばラップトップ、ＰＤＡ、タブレット型パソ
コン）が、ライフクリティカルネットワークハブまたはライフクリティカルネットワーク
プログラマとして動作できるようにし得る。
【０１１４】
　本明細書において上記されるような実施形態を含む、様々な実施形態にしたがって、ラ
イフクリティカルネットワークの要素は、以下の１あるいは複数の特許文献１，２，３，
４，５，６，７，８、９，１０および１１において記載される特徴を含めて、安全かつ信
頼できる通信を提供すべく、様々な方法論を組み入れ得る。これらはすべて参考文献によ
って明細書において盛り込まれてある。携帯患者コミュニケータから出ているデータは、
中央局で保存と分析のうちの少なくとも一方が行われ得る。前記中央局は、ＡＰＭサーバ
システムを含み得ると共に、入出力機能を実行すべく、１あるいは複数の顧客ステーショ
ンにさらに連結され得る。本明細書において記載される方法、構造、および技術のうちの
少なくとも１つは、１あるいは複数の以下の特許文献１２，１３，１４，１５，１６，１
７，１８，１９，２０および２１において記載される特徴を含めて、様々なＡＰＭサーバ
システムに関連する方法論を組み入れ得る。これらの特許文献は、参考文献によって本明
細書において盛り込まれている。携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から
獲得され、ＡＰＭサーバに保存されたデータは、たとえば特許文献２２に開示されるもの
など、電子医療記録システムに転送され得ると共にそのシステム内に組み入れられ得る。
これらは、参考文献によって本明細書において盛り込まれてある。
【０１１５】
　本明細書に置いて提供される説明を用いて、本発明の実施形態は、プログラミングソフ
トウエア、ファームウエア、ハードウエアまたはその任意の組合せを生成すべく、標準プ
ログラミング技術と工学技術のうちの少なくとも一方を用いることによって、製造の機械
、プロセス、または製品として実行され得る。コンピュータ可読プログラムコードを有す
る任意の得られたプログラムは、たとえば常駐型メモリ装置、スマートカード型か他の取
外可能なメモリ装置、または伝送装置などのコンピュータが使える１あるいは複数の媒体
で具現化され得る。それによって、本発明にしたがうコンピュータプログラム製品または
製造品を作り得る。そのため、用語「製造品」、「コンピュータプログラム製品」、「コ
ンピュータ可読媒体」および本明細書において用いられるような他の類似用語は、任意の
コンピュータが使える媒体またはそのようなプログラムを伝送する任意の伝送媒体に永久
的または一時的に存在するコンピュータプログラムを含むように意図される。
【０１１６】
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　上記に示されるように、メモリ／記憶装置には、限定しないが、ディスク、光ディスク
、たとえばスマートカード、ＳＩＭ，ＷＩＭなどの取り外し可能なメモリ装置、たとえば
ＲＡＭ，ＲＯＭ，ＰＲＯＭＳなどの半導体メモリなどが含まれる。伝送媒体には、限定し
ないが、無線／電波通信ネットワーク、インターネット、イントラネット、電話／モデム
式ネットワーク通信、配線／ケーブル通信ネットワーク、衛星通信、および他の固定型か
可動型ネットワークシステム／通信リンクが含まれる。
【０１１７】
　例として、および様々な実施形態にしたがって、本発明のコンピュータ可読媒体には、
モジュール式携帯患者コミュニケータ内に配置されたデータ処理装置によって実行可能な
命令が保存される。媒体で保存されたプログラム命令は、機械的に万能通信ポートに接続
されるとき、データ処理装置に携帯患者コミュニケータの万能通信ポートと多数の異種脱
着自在モジュールのうちの少なくとも１つの脱着自在モジュールとの間に信号接続性を確
立させる。脱着自在モジュールのうちの少なくともいくつかは、携帯患者コミュニケータ
に外部通信設備を提供するように構成されると共に、異種通信プロトコルを有する。携帯
患者コミュニケータは、無線機と携帯患者コミュニケータの万能通信ポートを経由する以
外の外部通信をもたらす設備を欠いていることが好ましい。媒体で保存されたプログラム
命令は、データ処理装置に媒体で保存されたライフクリティカルネットワークソフトウエ
アを実行させることによって、少なくとも１つの脱着自在モジュールと協働して携帯患者
コミュニケータに、セキュアではないネットワークへの接続要求をネットワークアクセス
設備に伝送させ、中央局に対する携帯患者コミュニケータの認証を促進させ、さらに携帯
患者コミュニケータ認証が成功すると、携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュ
ア通信を促進させる。
【０１１８】
　本明細書において提供された説明から、当業者は、記載のように作成されたソフトウエ
アを適切な汎用または専用コンピュータハードウエアと組合せることによって、本発明の
特性を具現化するシステムと装置と従属部品のうちの少なくとも１つを作り出すと共に、
本発明の方法を実行するシステムと装置と従属部品のうちの少なくとも１つを作り出すこ
とが可能である。
【０１１９】
　本発明の範囲から逸脱することなく、本明細書において上記で討議された好適実施形態
に様々な改変および追加を行うことが可能である。したがって、本発明の範囲は、上記の
特定の実施形態によって限定されるべきではなく、以下に示す特許請求の範囲とその等価
物によってのみ定義されるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月31日(2011.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を達成する通信装置であ
って、それぞれ前記携帯患者コミュニケータは患者植込医療装置との接続性をもたらすよ
うに構成され、前記通信装置は、
　ハウジングと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記通信装置と、前記セキュアではないネットワ
ークとの間の通信を促進するように構成される論理ネットワークポートと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記通信装置と、前記複数の携帯患者コミュニケ
ータとの間の接続性を達成すべく複数の異種通信プロトコルを実装するように構成される
複数の論理ローカルポートと；
　前記ハウジングに提供されると共に、前記論理ネットワークポートと、前記複数の論理
ローカルポートとに連結されるプロセッサと；
　前記ハウジングに提供されると共に前記プロセッサに連結されるメモリであって、前記
メモリは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、「前記通信装置
を介して、ネットワーク接続を要求する構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か
否か判定させ、前記中央局に対して携帯患者コミュニケータのみを認証させ、携帯患者コ
ミュニケータ認証が成功すると、前記論理ローカルポート、前記論理ネットワークポート
、および前記セキュアではないネットワークを介して、前記携帯患者コミュニケータと前
記中央局との間の通信を促進させ、さらに少なくとも一部の携帯患者コミュニケータデー
タが患者植込医療装置データを含むように、前記携帯患者コミュニケータデータを前記中
央局に転送させるプログラム命令を含むライフクリティカルネットワークソフトウエアを
保存することと
を含むことを特徴とする、通信装置。
【請求項２】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサによって「携帯患者コミュニケータである」
と判定された構成要素に対してのみ、前記中央局への接続マッピングと認証とを提供する
、
　請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　前記メモリは、前記プロセッサによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記論理
ローカルポート、前記論理ネットワークポート、および前記セキュアではないネットワー
クを介して、非携帯患者コミュニケータ構成要素とインターネットとの間の通信を促進さ
せるプログラム命令を含む総合インターネットアクセスソフトウエアを保存する、
　請求項１または２記載の通信装置。
【請求項４】
　前記複数の論理ローカルポートは、複数の無線アクセスポートを含むことと；
　前記複数の論理ローカルポートは、少なくとも１つの有線アクセスポートを含むことと
のうちの少なくとも一方が成立する、
　請求項１～３何れか一項記載の通信装置。
【請求項５】
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
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サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記通信装置に近接する携帯患者コミュ
ニケータをインテロゲートさせ、さらに前記セキュアではないネットワークを介して、前
記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間のセキュア接続を確立すべく、前記中央局
で前記携帯患者コミュニケータを認証させることと；
　前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアのプログラム命令は、前記プロセッ
サによって実行されるとき、前記プロセッサに、前記通信装置に近接する携帯患者コミュ
ニケータをインテロゲートさせ、それぞれの患者植込医療装置をインテロゲートするよう
に前記携帯患者コミュニケータに要求させ、前記中央局で前記携帯患者コミュニケータを
認証させ、さらに少なくとも一部の携帯患者コミュニケータデータが、患者植込医療装置
データを含む前記携帯患者コミュニケータデータを前記中央局に転送させることと
のうちの少なくとも一方が成立する、
　請求項１～４何れか一項記載の通信装置。
【請求項６】
　前記通信装置は、前記ライフクリティカルネットワークソフトウエアを受信し、前記ソ
フトウエアを前記メモリ内に保存すると、特殊用途通信装置として機能するように変換さ
れる汎用通信装置を定義する、
　請求項１～５何れか一項記載の通信装置。
【請求項７】
　前記通信装置は、ハブ、スイッチ、またはルータを定義する、
　請求項１～６何れか一項記載の通信装置。
【請求項８】
　前記通信装置は、患者植込医療装置プログラマを定義するか、前記プログラマに不可欠
であることと；
　前記携帯患者コミュニケータから前記プログラマの前記メモリに転送された前記データ
は、前記プログラマが前記携帯患者コミュニケータデータのうちの一部か全てを解読する
のを阻止するように暗号化またはセキュア化されることと
のうちの少なくとも一方が成立する、
　請求項１～６何れか一項記載の通信装置。
【請求項９】
　複数の携帯患者コミュニケータと中央局との間のセキュア通信を、セキュアではないネ
ットワークを介する通信装置を用いることによって達成する通信方法であって、それぞれ
前記携帯患者コミュニケータは、患者植込医療装置との接続性をもたらすように構成され
、前記通信方法は、
　前記通信装置によって実装される複数の異種通信プロトコルを用いて、ネットワーク接
続を要求する複数の構成要素のうちの各々の存在を検出することと；
　「各々の前記構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か否か判定することと；
　「携帯患者コミュニケータである」と判定された前記構成要素に対してのみ、前記通信
装置によって実装される前記異種通信プロトコルを用いて、前記セキュアではないネット
ワークを介する前記中央局への接続を確立することと；
　前記通信装置と前記セキュアではないネットワークとを介して、前記中央局に対して前
記携帯患者コミュニケータのみを認証することと；
　携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、前記通信装置と前記セキュアではないネッ
トワークとを介して、前記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間の携帯患者コミュ
ニケータデータの通信を促進することであって、前記携帯患者コミュニケータデータは、
それぞれの携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくとも
いくつかの患者植込医療装置データを含むことと
を含むことを特徴とする、通信方法。
【請求項１０】
　前記通信方法は、携帯患者コミュニケータであると判定された少なくともいくつかの前
記構成要素に対して、前記通信装置によって実装された異種無線通信プロトコルと前記セ
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キュアではないネットワークとを用いて、前記中央局への無線接続を確立することを含む
、
　請求項９記載の通信方法。
【請求項１１】
　前記通信方法はさらに、
　前記通信装置に近接する携帯患者コミュニケータをインテロゲートすることと；
　前記セキュアではないネットワークを介して、前記中央局で前記携帯患者コミュニケー
タを認証することと
を含み、
　前記携帯患者コミュニケータのインテロゲーションは、それぞれの患者植込医療装置を
インテロゲートするように各々の前記携帯患者コミュニケータに要求することを含む、
　請求項９または１０記載の通信方法。
【請求項１２】
　複数の段階を、セキュアではないネットワークに連結され得る且つ通信装置に配置され
るデータ処理装置に実行させるための命令を保存するコンピュータ可読媒体であって、前
記複数の段階は、
　前記通信装置によって実装される複数の異種通信プロトコルを用いて、ネットワーク接
続を要求する複数の構成要素のうちの各々の存在を検出する段階と；
　「各々の前記構成要素が、携帯患者コミュニケータである」か否か判定する段階であっ
て、各々の前記携帯患者コミュニケータは、患者植込医療装置との接続性を達成するよう
に構成されることと；
　「携帯患者コミュニケータである」と判定された前記構成要素に対してのみ、前記通信
装置によって実装可能な前記異種通信プロトコルを用いて、前記セキュアではないネット
ワークを介して、前記中央局への接続を確立する段階と；
　前記通信装置と前記セキュアではないネットワークとを介して、前記中央局に対して前
記携帯患者コミュニケータのみを認証する段階と；
　携帯患者コミュニケータ認証が成功すると、前記通信装置と前記セキュアではないネッ
トワークとを介して、前記携帯患者コミュニケータと前記中央局との間の携帯患者コミュ
ニケータデータの通信を促進する段階であって、前記携帯患者コミュニケータデータは、
それぞれの携帯患者コミュニケータによって患者植込医療装置から獲得された少なくとも
いくつかの患者植込医療装置データを含むことと
を含むことを特徴とする、コンピュータ可読媒体。
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