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(57)【要約】
　医療環境において患者をモニタリングするとき、１つ
以上の他の患者装着センサ１２，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３とと
もに患者に装着される、バッテリ駆動モバイルアグリゲ
ータＭＡセンサ２２の位置がモニタリングされる。ＭＡ
２２はセンサ１２，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３のためのパーソナ
ルエリアネットワークＰＡＮ２４を維持し、患者装着セ
ンサ１２，Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３から有線ネットワーク１８
へ信号を無線伝送する。ＭＡ２２がコンセント駆動固定
アグリゲータＦＡ１６の範囲内に来るとき、ＭＡ２２は
ＦＡ１６の利用可能性を知らされ、患者データ通信負荷
をＦＡ１６へ転送し、バッテリ電力を節約するためにそ
のＰＡＮをシャットダウンする。患者がＦＡ１６の範囲
外へ出る場合、ＭＡ２２はＰＡＮ２４を作り直しワイヤ
レス患者データ伝送を再開する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者モニタリングセンサ
グループを転送する方法であって、
  固定アグリゲータモジュールの通信範囲内で、１つ以上の患者装着センサとモバイルア
グリゲータセンサを有するセンサグループを検出するステップと、
  前記モバイルアグリゲータセンサと前記１つ以上の患者装着センサが前記固定アグリゲ
ータモジュールの範囲内にあることを前記モバイルアグリゲータモジュールに知らせるス
テップと、
  前記固定アグリゲータモジュールが範囲内にあるとき、前記センサグループから有線ネ
ットワークへ前記固定アグリゲータモジュールを介して状態情報を通信するステップとを
有する、方法。
【請求項２】
　前記モバイルアグリゲータセンサが前記固定アグリゲータモジュールの範囲外にあると
き、
  前記モバイルアグリゲータセンサが前記固定アグリゲータモジュールの範囲外にあると
きに前記モバイルアグリゲータセンサにおいてモバイルアグリゲータパーソナルエリアネ
ットワークを確立するステップと、
  前記モバイルアグリゲータパーソナルエリアネットワークを介して前記モバイルアグリ
ゲータセンサにおいて前記１つ以上の患者センサから前記状態情報を受信するステップと
、
  前記モバイルアグリゲータセンサから前記有線ネットワークへ前記状態情報を伝送し、
前記固定アグリゲータモジュールをバイパスするステップとをさらに含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記モバイルアグリゲータセンサがワイヤレスローカルエリアネットワーク通信リンク
を介して前記有線ネットワークへ前記状態情報を伝送する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記センサグループを検出するステップが、
  前記固定アグリゲータモジュールにおいて、前記モバイルアグリゲータセンサからワイ
ヤレスローカルアクセスネットワーク伝送を検出するために複数のワイヤレスローカルア
クセスネットワーク無線チャネルをモニタリングするステップを含む、請求項１乃至３の
いずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記センサグループを検出するステップが、
  有線ネットワークと、前記モバイルアグリゲータセンサと前記固定アグリゲータモジュ
ールの各々との間の通信リンクを確立するステップと、
  前記有線ネットワークにおいて、前記固定アグリゲータモジュールに対する前記モバイ
ルアグリゲータセンサの位置を、
    グローバルポジショニングシステムと医療機関のマップ、及び
    医療機関のマップとアセットトラッキングシステム
  の少なくとも１つを用いてモニタリングするステップとを含む、請求項１乃至３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記センサグループを検出するステップが、
  前記固定アグリゲータモジュールからビーコン信号を伝送するステップと、
  前記モバイルアグリゲータセンサが前記固定アグリゲータモジュールの通信範囲内にあ
ることを示す前記モバイルアグリゲータセンサからの位置情報を、前記有線ネットワーク
を介して受信するステップとを含む、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　前記センサグループを検出するステップが、
  前記固定アグリゲータモジュールにおいて、前記モバイルアグリゲータセンサからの短
距離ワイヤレス伝送を検出するために複数の短距離ワイヤレスチャネルをモニタリングす
るステップを含む、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記状態情報が、
  血圧、
  心拍数、
  呼吸速度、
  体温、及び
  血中酸素レベル
の少なくとも１つを含む患者パラメータに関する情報を含む、請求項１乃至７のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信範囲がおよそ１０メートル以下である、請求項１乃至８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法を構成し実行するようにプロセッサを制御するためのソフトウェ
アを保持するコンピュータ可読媒体。
【請求項１１】
　有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者モニタリングセンサ
グループの転送を容易にするシステムであって、
  センサグループが固定アグリゲータモジュールの範囲内にあるとき、１つ以上の患者装
着センサとモバイルアグリゲータセンサを含むセンサグループを検出する固定アグリゲー
タモジュールを有し、
  前記固定アグリゲータは前記センサグループが前記固定アグリゲータモジュールの範囲
内にあることを前記モバイルアグリゲータセンサに通知し、
  前記１つ以上の患者装着センサは、前記センサグループが前記固定アグリゲータモジュ
ールの範囲内にあると通知されるときは前記固定アグリゲータモジュールを介して有線ネ
ットワークへ、及び前記センサグループが前記固定アグリゲータモジュールの範囲内にな
いときはワイヤレスネットワークを介して前記有線ネットワークへ、状態情報を通信する
、システム。
【請求項１２】
　前記モバイルアグリゲータセンサは、
  前記モバイルアグリゲータセンサが前記固定アグリゲータの範囲外であるときにモバイ
ルアグリゲータパーソナルエリアネットワークを確立し、
  前記モバイルアグリゲータパーソナルエリアネットワークを介して前記１つ以上の患者
センサから前記状態情報を受信し、
  前記状態情報をワイヤレスローカルエリアネットワーク通信リンクを介して前記有線ネ
ットワークへ伝送する、
請求項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記固定アグリゲータモジュールが、前記センサグループを検出するために、前記モバ
イルアグリゲータセンサにおいてワイヤレスローカルエリアネットワーク無線からの伝送
を検出するように複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク無線チャネルをスキャン
するワイヤレスローカルエリアネットワーク無線を含む、請求項１１又は１２のいずれか
一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記固定アグリゲータモジュールが前記有線ネットワークとの通信リンクを確立するプ
ロセッサを含み、前記モバイルアグリゲータセンサが前記有線ネットワークとの通信リン
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クを確立するプロセッサを含み、前記有線ネットワークに結合したサーバが前記固定アグ
リゲータモジュールに対する前記モバイルアグリゲータセンサの位置を、
  グローバルポジショニングシステムと医療機関のマップ、及び
  医療機器のマップとアセットトラッキングシステム
の少なくとも１つを用いてモニタリングする、
請求項１１又は１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記固定アグリゲータモジュールが、短距離無線と、前記固定アグリゲータモジュール
からのビーコン信号を伝送するワイヤレスローカルエリアネットワーク無線の少なくとも
１つを含み、前記モバイルアグリゲータセンサが、短距離無線と、前記ビーコン信号に応
答して前記モバイルアグリゲータセンサが前記固定アグリゲータモジュールの範囲内にあ
ることを示す伝送をするワイヤレスローカルエリアネットワーク無線の少なくとも１つを
含む、請求項１１又は１２のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記固定アグリゲータモジュールが、前記センサグループを検出するために、前記モバ
イルアグリゲータセンサにおいて短距離無線からの伝送を検出するよう複数の短距離無線
チャネルをスキャンする短距離無線を含む、請求項１１又は１２のいずれか一項に記載の
システム。
【請求項１７】
　前記状態情報が、
  血圧、
  心拍数、
  呼吸速度、
  体温、及び
  血中酸素レベル
の少なくとも１つを含む患者パラメータに関する情報を含む、請求項１１乃至１６のいず
れか一項に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記固定アグリゲータモジュールの範囲がおよそ１０メートル以下である、請求項１１
乃至１７のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記固定アグリゲータモジュールが患者ベッドサイドモニタ上にある、請求項１１乃至
１８のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２０】
　有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信の間で患者モニタリングデバイスを転
送する方法であって、
  １つ以上の患者装着センサとモバイルアグリゲータセンサとを有し、検知された患者情
報が前記センサから有線ネットワークへそれを介して中継されるモバイルアグリゲータパ
ーソナルエリアネットワークを維持する、モバイルセンサグループの位置をモニタリング
するステップと、
  前記モバイルアグリゲータセンサと前記１つ以上の患者装着センサがコンセント駆動の
固定アグリゲータモジュールの範囲内にあることを前記モバイルアグリゲータセンサに知
らせるステップと、
  前記センサグループが前記固定アグリゲータモジュールの範囲内にあるときに、前記１
つ以上の患者装着センサに固定アグリゲータパーソナルエリアネットワークを介して前記
有線ネットワークへ状態情報を通信するように指示するステップと、
  前記モバイルアグリゲータセンサにおいてバッテリ電力を節約するために、前記センサ
グループが前記固定アグリゲータモジュールの範囲内にあるとき、前記モバイルアグリゲ
ータパーソナルエリアネットワークを終了するステップとを有する、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は患者モニタリングシステム、特に生理学的モニタリングシステムに関して応用
される。しかしながら、記載の技術は他のモニタリングシステム、他の医療情報収集シナ
リオ、他の状態モニタリング技術などにも応用され得ることが理解される。
【背景技術】
【０００２】
　半導体及び回路の小型化、バイオセンサ開発、並びにワイヤレス通信における最近の進
歩は、オンボード処理とワイヤレスデータ転送を伴う小型集積センサを実現した。こうし
たセンサは短距離ワイヤレス通信プロトコルを使用し、人の身体活動だけでなく生理学的
パラメータ（心拍数、酸素飽和度、血圧、体温、心電図（ＥＣＧ）など）に関するデータ
を収集するためにウェアラブルワイヤレスセンサネットワークに組み合わされることがで
きる。こうしたセンサネットワークのための応用は、高齢者の在宅モニタリング、慢性疾
患患者のモニタリング、健康、院内のリハビリテーション及び患者モニタリングを含む。
例えば、患者は身体に取り付けられる複数のワイヤレスバイオセンサノードを持ち、セン
サデータはワイヤレスゲートウェイへワイヤレスに伝送され、さらに処理、視覚化及び記
憶のためにサーバへ有線ネットワークを介して送信される。サーバは患者モニタリングの
場合は院内に位置し得る。
【０００３】
　ボディセンサはバッテリ駆動であるため、ワイヤレスデータ伝送を含む全システムコン
ポーネントにとって低電力消費が極めて重要な性能パラメータである。従って、低電力短
距離無線技術が記載のシステムと方法におけるワイヤレス接続性のために有用である。そ
の低電力消費、低複雑性、及び低コストのためにこの用途にとって医療産業で勢いを増し
ているワイヤレス技術の１つは、ＩＥＥＥ　８０２．１５．４規格で定義されるワイヤレ
スパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）技術である。ＩＥＥＥ　８０２．１５．４
　ＷＰＡＮは１つのＷＰＡＮコーディネータと１つ以上のエンドデバイスを有する。物理
チャネルの数は定義されており、すなわち２．４ＧＨｚ　ＩＳＭバンドにおいて１０であ
る。ＷＰＡＮは通常、他のＩＥＥＥ　８０２．１５．４　ＷＰＡＮ若しくは非８０２．１
５．４トラフィックからの干渉を最小化するようにＰＡＮコーディネータによって選ばれ
る１周波数で動作する。
【０００４】
　フル機能デバイス（ＦＦＤ）と機能限定デバイス（ＲＦＤ）という２種類のネットワー
クノードが規格で定義されている。ＲＦＤは８０２．１５．４プリミティブのサブセット
を実装し、ＷＰＡＮコーディネータとして機能することができない。ＲＦＤ無線は電力消
費を最小化するためにできる限りオフにされる。ＦＦＤは規格で定義されるプリミティブ
を完全実装し、ＰＡＮコーディネータとして機能することができる。ＩＥＥＥ　８０２．
１５．４は帯域幅予約、及びＷＰＡＮコーディネータがスリープモードに入ることを可能
にする、ビーコンを用いるオプションの同期チャネルアクセスメカニズムを定義するが、
ＷＰＡＮ実装の大部分はこれを使用しない。電力消費を削減するために、無線はできる限
りオフにされる。一般にＰＡＮコーディネータはエンドデバイスから伝送を受信するため
に常にオンでなければならない。
【０００５】
　現在の従来技術メカニズムはモバイルワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰ
ＡＮ）デバイスに固定アグリゲータ（ＦＡ）を再発見する負担を負わせるので、その電力
消費を増加しそのバッテリ寿命を縮める。最も単純な場合、センサ若しくはＷＰＡＮエン
ドデバイスは個別に固定アグリゲータを探して患者エリアネットワーク（ＰＡＮ）をスキ
ャンし、モバイルアグリゲータ（ＭＡ）に結果を報告してＭＡがそのＰＡＮを放棄するこ
とを許可する。ＭＡはエンドデバイスから非同期伝送を受信することができなければなら
ないので、ＭＡ自身はそのＭＡが動作している以外のチャネルでスキャンすることができ
ない。より効率的なメカニズムにおいて、ＭＡはエンドデバイスに、一度に一つずつ、ス
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キャンを実行しＭＡへ結果を報告するように指示する。後者のアプローチにおいても、ス
キャンのためにエンドデバイスによって、シグナリングのためにエンドデバイスとＭＡの
両方によって電力が消費される。より具体的には、ノード若しくはセンサの各々がビーコ
ンリクエストを送信するか、又はベッドサイドモニタ若しくは他の固定アグリゲータユニ
ットからの伝送を聞く場合、ノード若しくは個々のモニタはバッテリ寿命を縮めることに
なる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願は上述の問題などを克服する、バッテリ駆動モバイルＷＰＡＮデバイスの電力消費
を最小化しながらモバイルＷＰＡＮにおいて１つ以上のモバイルデバイスがそれらの固定
アグリゲータを発見することを許可するための、新たな改良されたシステムと方法を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によれば、有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者モ
ニタリングセンサグループを転送する方法は、固定アグリゲータモジュールの範囲内で、
１つ以上の患者装着センサとモバイルアグリゲータセンサを有するセンサグループを検出
するステップを有する。方法はモバイルアグリゲータセンサと１つ以上の患者装着センサ
が固定アグリゲータモジュールの範囲内にあることをモバイルアグリゲータセンサに知ら
せるステップと、固定アグリゲータモジュールが範囲内にあるとき、センサグループ（５
２）から有線ネットワークへ固定アグリゲータモジュールを介して状態情報を通信するス
テップとをさらに有する。
【０００８】
　別の態様によれば、有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者
モニタリングセンサグループの転送を容易にするシステムは、１つ以上の患者装着センサ
とモバイルアグリゲータセンサを含むセンサグループを、センサグループが固定アグリゲ
ータモジュールの範囲内にあるときに検出する、固定アグリゲータモジュールを有する。
固定アグリゲータはセンサグループが固定アグリゲータモジュールの範囲内にあることを
モバイルアグリゲータセンサに通知する。１つ以上の患者装着センサは患者状態情報を、
センサグループが固定アグリゲータモジュールの範囲内にあることを通知されるときは固
定アグリゲータモジュールを介して有線ネットワークへ通信し、センサグループが固定ア
グリゲータモジュールの範囲内にないときはモバイルアグリゲータモジュールを介して有
線ネットワークへ通信する。
【０００９】
　別の態様によれば、有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者
モニタリングデバイスを転送する方法は、１つ以上の患者装着センサとモバイルアグリゲ
ータセンサを有し、検知される患者情報がセンサから有線ネットワークへそれを介して中
継されるモバイルアグリゲータパーソナルエリアネットワーク（ＭＡ‐ＰＡＮ）を維持す
る、モバイルセンサグループの位置をモニタリングするステップを有する。方法はモバイ
ルアグリゲータセンサと１つ以上の患者装着センサがコンセント駆動固定アグリゲータモ
ジュールの範囲内にあることをモバイルアグリゲータセンサへ知らせるステップと、１つ
以上の患者装着センサに、センサグループが固定アグリゲータモジュールの範囲内にある
とき固定アグリゲータパーソナルエリアネットワーク（ＦＡ‐ＰＡＮ）を介して有線ネッ
トワークへ患者状態情報を通信するように指示するステップをさらに有する。加えて、方
法はモバイルアグリゲータセンサにおいてバッテリ電力を節約するためにセンサグループ
が固定アグリゲータモジュールの範囲内にあるときＭＡ‐ＰＡＮを終了するステップを有
する。
【００１０】
　１つの利点はバッテリ電力が節約されることである。
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【００１１】
　別の利点は患者がモニタリング領域を動き回るときに持続的な患者モニタリングを提供
することにある。
【００１２】
　本発明のなおさらなる利点は以下の詳細な説明を読んで理解することで当業者に理解さ
れる。
【００１３】
　図面は様々な態様を例示する目的に過ぎず限定と解釈されない。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】患者上に位置する複数のオンボディワイヤレスセンサのための２つの接続性モー
ドを使用するモバイル接続性を容易にするシステムを図示する。
【図２】オンボディデバイス若しくはセンサにおけるバッテリ電力の節約を容易にするシ
ステムを図示する。
【図３】ＭＡセンサがそれ自身のＰＡＮ（ＭＡ‐ＰＡＮ）を開始し、センサがＭＡ　ＰＡ
Ｎに接続し、ＭＡがさらに患者情報を有線ネットワークへ伝送する、モバイル動作モード
におけるシステムを図示する。
【図４】ＦＡがそのＰＡＮに固定センサを接続させており、センサがモバイルセンサグル
ープの一部ではない、システムを図示する。
【図５】ＭＡがそれ自身のＰＡＮ（ＭＡ‐ＰＡＮ）を開始し、センサがＭＡ　ＰＡＮに接
続し、ＭＡがさらに患者情報を有線ネットワークへ伝送する、モバイル動作モードにおけ
るシステムを図示する。ＦＡはそのＰＡＮに固定センサを接続し続ける。
【図６】例えば有線若しくはワイヤレス接続を介して有線ネットワークへ結合した、ＦＡ
とＭＡをより詳細に示すシステムを図示する。
【図７】有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者モニタリング
センサグループを転送する方法を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　上述の問題を克服するために、記載のシステムと方法は、モバイル及び固定ネットワー
クの間でモバイル患者センサをハンドオフし、患者装着型パーソナルエリアネットワーク
（ＰＡＮ）が固定アグリゲータの近傍にあるかどうかを決定する負担を、壁面コンセント
を使用するためにバッテリ寿命問題のないベッドサイドモニタに負わせることによって、
バッテリ寿命の節約を容易にする。
【００１６】
　図１は患者１４上に位置する複数のオンボディワイヤレスセンサ１２のための２つの接
続性モードを使用するモバイル接続性を容易にするシステム１０を図示する。右側に示さ
れる以下固定モード（ＦＭ）と呼ばれる第１のモードにおいて、全オンボディセンサは固
定アグリゲータ（ＦＡ）１６に接続し、これはセンサデータを受信してそれを有線ネット
ワーク１８（例えば病院若しくは医療環境ネットワーク）を介して伝送する。ＦＡはコン
セント駆動であり、ＦＡ‐ＰＡＮ２０のためのＰＡＮコーディネータとしてはたらく。モ
バイルセンサ用の有線ネットワークへの接続ポイントとして機能するのに加えて、ＦＡは
データを処理することができる。図１で左側に示される以下モバイルモード（ＭＭ）と呼
ばれる第２の動作モードにおいて、モニタリングされる人は固定アグリゲータのサービス
エリアを離れている。その結果、オンボディモバイルアグリゲータ（ＭＡ）２２が第２の
ＰＡＮ、ＭＡ‐ＰＡＮ２４を作り出し、それにセンサが接続する。モバイルアグリゲータ
はセンサデータを受信し、それをＩＥＥＥ　８０２．１１（ワイヤレスＬＡＮ）などの第
２のローカルエリアワイヤレスリンクを通じてアクセスポイント２６を介して有線ネット
ワークへ転送する。モバイルアグリゲータはスタンドアロンデバイスであることができる
。一実施形態において、ＭＡ２２はボディセンサの１つであり、センサデータの受信と転
送を実行するための追加機能を含む。モニタリングされる患者が固定アグリゲータのサー
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ビスエリアに再び入るとき、オンボディセンサ１２は第１の動作モードに切り替え、すな
わち固定ＦＡ‐ＰＡＮ２０に再接続する。そしてモバイルアグリゲータはそのＭＡ‐ＰＡ
Ｎ２４を放棄する。モバイルモード中、モバイルアグリゲータの電力消費は常に短距離無
線上でセンサデータを受信し、それをローカルエリアネットワーク無線を通じて伝送する
ために増加し得る。
【００１７】
　一実施形態において、ＦＡ１６は、モバイルアグリゲータとノード若しくはセンサの間
での通信を検出し、信号強度に基づいて患者装着ＰＡＮが範囲内にあることを決定するベ
ッドサイドモニタ（不図示）の一部である。別の実施形態において、固定及びモバイルユ
ニットは両方ともＷＬＡＮに接続し、近接性をモニタリングするためにＷＬＡＮネットワ
ークを使用することができる。別の実施形態において、モバイルアグリゲータは近接性を
確立する通信リンクを確立するために固定ユニットからＰＡＮビーコンリクエストを受信
する。別の実施形態において、ベッドサイドモニタは個々のオンボディセンサノードから
の信号をスキャンするか又は近接性を確立するためにモバイルアグリゲータへビーコン信
号を送信する、第２の短距離無線ユニットを含むことができる。
【００１８】
　別の実施形態において、無線信号強度は固定アグリゲータへのワイヤレスセンサの近接
性を決定する頼りにされる。しかしながら、マップ及びアセットトラッキングシステム若
しくはＧＰＳシステムがサーバレベルで近接性を決定するために使用されることができる
。
【００１９】
　図２はオンボディデバイス若しくはセンサにおけるバッテリ電力の節約を容易にするシ
ステム５０を図示する。固定アグリゲータ１６はモバイルＰＡＮがＦＡの近傍に戻ったこ
と、及びＦＡとセンサのモバイルグループ５２の間の接続性が再度短距離無線を用いて可
能であることを発見する。このアプローチはモバイルセンサＳ１，Ｓ２，Ｓ３のバッテリ
寿命を改良し、従ってユーザ（例えば素人、医療提供者など）にとっての利便性を増加す
る。一実施形態において、ＦＡはＦＡ‐ＰＡＮ２０に接続したモバイルセンサグループの
一部であるセンサのみに接続する。従って、図２はＦＡ１６がＦＡ‐ＰＡＮのためのＰＡ
Ｎコーディネータである固定モード動作のための構成例を示す。３つの機能限定デバイス
（ＲＦＤ）センサＳ１，Ｓ２及びＳ３、並びにフル機能デバイスでありＷＬＡＮ対応であ
る第４のセンサ（ＭＡ）２２がＦＡ‐ＰＡＮに接続される。ＭＡのＷＬＡＮ無線（不図示
）はこの実施形態では通信のために使用されず節電のためにオフにされる。センサからく
る全データはＦＡを通じて有線ネットワーク１８へ、及びサーバ５４へルートされる。モ
バイルセンサグループ５２はＦＡ１６から離れるので、ＦＡとの通信はもはや不可能であ
り、通信スキームは図２に図示のものから図３に図示のものへと移行する。
【００２０】
　図３はＭＡセンサ２２がそれ自身のＰＡＮ（ＭＡ‐ＰＡＮ）２４を開始し、センサＳ１
，Ｓ２，Ｓ３がＭＡ‐ＰＡＮに接続し、ＭＡがさらに有線ネットワークへ患者情報を伝送
する、モバイル動作モードにおけるシステム６０を図示する。ＭＡはＷＬＡＮインフラへ
の接続を確立し、このリンクを使用してセンサデータを有線ネットワーク１８へ転送する
。モバイルセンサグループ５２が離れた後はもはやＦＡ１６に接続したデバイスがなく、
これは短距離無線を解放する。この実施形態において、ＦＡは全チャネルにおいてＭＡ２
２からの伝送のためにＭＡ‐ＰＡＮ２４をスキャンするために（受動的スキャン）、又は
全チャネルにおいてビーコンリクエストを送信する（能動的スキャン）ことによって、そ
の短距離無線を使用する。ＭＡはまた有線ネットワークを介してサーバ５４においてその
現在のチャネルも保存し、そこからＦＡはより的を絞ったスキャンのためにその現在のチ
ャネルを読み出すことができる。ＭＡはいくつかの方法でモバイルセンサグループが再度
ＦＡの近傍にあることを通知されることができる。一実施形態において、ＦＡは短距離無
線リンクを介してＭＡと通信する。別の実施形態において、ＦＡはＷＬＡＮリンクを介し
て有線ネットワークを通じてＭＡと通信する。別の実施形態において、ＭＡはＦＡからビ
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ーコンリクエストを検出する。
【００２１】
　図４はＦＡ１６が固定センサＳ４，Ｓ５をそのＰＡＮ２０に接続させ、センサＳ４，Ｓ
５がモバイルセンサグループ５２の一部ではないシステム７０を図示する。モバイルセン
サグループがＦＡのサービスエリアを離れてそれ自身のＰＡＮを開始するとき、Ｓ４及び
Ｓ５はＦＡに接続したままである。この場合ＦＡは固定センサＳ４及びＳ５への接続性を
維持しなければならないので、ＭＡ２２をスキャンするためにそのチャネルを容易に変更
することができない。この実施形態において、ＦＡはＭＡからの伝送のためにＭＡ‐ＰＡ
Ｎをスキャンするために第２のオンボード短距離無線（不図示）を使用する。スキャンは
前記の通り受動的若しくは能動的のいずれかであることができる。ＭＡは図３に関して記
載したメカニズムを通じて短距離無線接続性がＦＡと再確立されることができることを通
知されることができる。
【００２２】
　別の実施形態において、ＦＡはそれに接続した固定センサの１つ、例えばＳ４若しくは
Ｓ５に、ＭＡ‐ＰＡＮをスキャンするように指示する。スキャンは図３に関して前記した
通り受動的若しくは能動的のいずれかであることができる。固定センサは結果をＦＡに報
告する。ＭＡは図３に関して記載したメカニズムを通じて短距離無線接続性がＦＡと再確
立されることができることを通知されることができる。
【００２３】
　図５はＭＡセンサがそれ自身のＰＡＮ（ＭＡ‐ＰＡＮ）を開始し、センサがＭＡ‐ＰＡ
Ｎに接続し、ＭＡがさらに有線ネットワークへ患者情報を伝送する、モバイル動作モード
におけるシステムを図示する。ＦＡは固定センサをそのＰＡＮに接続し続ける。ＭＡはネ
ットワーク１８においてサーバ５４上でそのＷＬＡＮ接続性（ＷＬＡＮチャネルなど）に
ついての情報を保存し、ＦＡはより的を絞ったスキャンのためにそれを読み出すことがで
きる。ＭＡからのＷＬＡＮ伝送の受信成功から、ＭＡが短距離無線の範囲内にあることを
推測するために、ＦＡはＷＬＡＮ伝送の受信信号強度（ＲＳＳ）を所定閾値と比較し得る
。ＲＳＳが所定閾値を超える場合、短距離無線通信が可能であると決定され得る。ＭＡは
図３に関して記載したメカニズムを通じて短距離無線接続性がＦＡと再確立されることが
できることを通知されることができる。
【００２４】
　図６は例えば有線若しくはワイヤレス接続を介して有線ネットワーク１８に結合した、
ＦＡ１６とＭＡ２２をより詳細に示す、システム９０を図示する。本明細書で様々な実施
形態と図面に記載されるデバイスの各々（例えば固定アグリゲータ、モバイルアグリゲー
タ、サーバなど）及び有線ネットワークは、本明細書に記載の様々な機能、動作、ステッ
プ、方法などを実行するためのコンピュータ実行可能命令を保存するメモリ若しくはコン
ピュータ可読媒体、及び実行する１つ以上のプロセッサを含み得ることが理解される。例
えば、ＦＡ１６はプロセッサ９２とメモリ９４を含み、ＭＡ２２はプロセッサ１００とメ
モリ１０２を含む。メモリはディスク、ハードドライブなどといった制御プログラムが保
存されるコンピュータ可読媒体であり得る。コンピュータ可読媒体の一般的形式は、例え
ばフロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、又は任意
の他の磁気記憶媒体、ＣＤ‐ＲＯＭ、ＤＶＤ、又は任意の他の光学媒体、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ‐ＥＰＲＯＭ、それらの変形、他のメモリチップ若
しくはカートリッジ、又はプロセッサがそこから読み取り実行することができる任意の他
の有形媒体を含む。この文脈において、本明細書に記載のシステムは１つ以上の汎用コン
ピュータ、専用コンピュータ、プログラムマイクロプロセッサ若しくはマイクロコントロ
ーラ及び周辺集積回路素子、ＡＳＩＣ若しくは他の集積回路、デジタル信号プロセッサ、
個別素子回路などの配線電子若しくは論理回路、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ、グラフィカ
ルカードＣＰＵ（ＧＰＵ）、若しくはＰＡＬなどのプログラマブル論理デバイスなどの上
で、又はそういったものとして実装され得る。
【００２５】
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　サーバ５４は有線ネットワークに結合し、医療機関若しくは環境（例えば病院、介護施
設、在宅モニタリングの場合患者の家など）の１つ以上のマップ１１０を含む。加えて、
有線ネットワークに結合したＦＡ、ＭＡ、及びサーバ５４の各々はＧＰＳモジュール９９
，１０８，１１２をそれぞれ含み、それを用いてＦＡに対するＭＡの位置がトラックされ
ることができる。別の実施形態において、サーバはＦＡに対するＭＡの位置をトラックす
るためにマップ１１０と併用されるアセットトラッキングシステム１１４を含む。
【００２６】
　システム９０は有線ネットワーク１８との固定及びモバイル通信モードの間で患者モニ
タリングセンサグループ（図２‐５）の転送を容易にする。一実施形態において、固定ア
グリゲータモジュールはセンサグループ及び／又はＭＡ２２が固定アグリゲータモジュー
ルから所定距離内（例えば１０メートルくらい）にあるときを検出する。ＭＡがＦＡの範
囲内にあると決定されるとき、ＦＡはＭＡに、ＭＡを通じて通信しているセンサグループ
と１つ以上の患者装着センサが患者状態情報を有線ネットワーク１８へＦＡを介して通信
するために切り替わることを通知する。
【００２７】
　ＭＡを検出するいくつかの方法が本明細書に記載される。一実施形態において、ＦＡは
センサグループを検出するために、ＭＡにおいて短距離無線１０４からの伝送を検出する
ように複数の短距離無線チャネルをスキャンする短距離無線９６を含む。付加的に若しく
は代替的に、ＦＡはＭＡにおいてＷＬＡＮ無線１０６からの伝送を検出するように複数の
ＷＬＡＮ無線チャネルをスキャンするＷＬＡＮ無線９８を含み、ＭＡはこれを使用してセ
ンサから受信した患者情報を有線ネットワークへ伝送する。
【００２８】
　別の実施形態において、ＦＡのプロセッサ９２は有線ネットワークとの通信リンクを確
立し、ＭＡのプロセッサ１００も有線ネットワーク１８との通信リンクを確立する。サー
バ５４はマップ１１２とＧＰＳモジュール若しくはアセットトラッキングシステムの少な
くとも１つを用いて固定アグリゲータモジュールに対するモバイルアグリゲータセンサの
位置をモニタリングする。
【００２９】
　別の実施形態において、短距離無線９６とＷＬＡＮ無線９８の少なくとも１つはＦＡか
らのビーコン信号を伝送し、ＭＡはビーコン信号に応答してモバイルアグリゲータセンサ
が固定アグリゲータモジュールの所定距離内にあることを示す信号を伝送する短距離無線
１０４とＷＬＡＮ無線１０６の少なくとも１つを含む。
【００３０】
　ＭＡは固定アグリゲータから所定距離の外側にあるときにモバイルアグリゲータパーソ
ナルエリアネットワーク（ＭＡ‐ＰＡＮ）を確立し、ＭＡ‐ＰＡＮを介して１つ以上の患
者センサから患者パラメータデータを受信し、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）通信リンクを介して有線ネットワークへ患者パラメータデータを伝送する。患
者パラメータデータは限定されないが、血圧、心拍数、呼吸速度、体温、血中酸素レベル
などに関する情報を含む患者パラメータに関する情報を含み得る。
【００３１】
　図７は有線医療ネットワークとの固定及びモバイル通信モードの間で患者モニタリング
センサグループを転送する方法を図示する。１２０において、患者装着モバイルセンサグ
ループの位置が検出されるか又はモニタリングされる。モバイルセンサグループは複数の
機能限定デバイス（ＲＦＤ）と、グループ内の全センサから情報を集め、情報を有線ネッ
トワークへ伝送するモバイルアグリゲータ（ＭＡ）センサとして機能する少なくとも１つ
のフル機能デバイス（ＦＦＤ）とを有する。１２２において、ＭＡが通信のためにＦＡの
範囲内にあるかどうかに関する決定がなされる。そうでなければ、１２４において、検知
された患者データがセンサからＭＡを通じて有線ネットワークへ伝送される。ＭＡがＦＡ
の範囲内にある場合、１２６においてＭＡはＦＡの範囲内にあることを知らされる。１２
８において、センサグループは検知情報をコンセント駆動である（例えば壁などにプラグ
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接続される）ＦＡへ（例えば短距離無線通信リンクなどを用いて）伝送し始める。このよ
うに貴重なバッテリ電力がＭＡにおいて節約される。
【００３２】
　ＭＡがＦＡの範囲外に移動する場合、センサグループが患者パラメータデータ（例えば
血圧、心拍数、体温、呼吸速度、血中酸素レベルなど）の有線ネットワークへの（例えば
ＷＬＡＮ通信リンクなどを介した）通信のためにＭＡを通じた伝送に戻るように、ＭＡ及
びモバイルセンサグループ位置モニタリングは周期的に若しくは連続的に実行される。Ｆ
Ａに対するＭＡの位置の決定は前の図面に関して記載した通り様々な方法（例えばＧＰＳ
、アセットトラッキング、ビーコン信号及び応答など）で実行されることができる。
【００３３】
　本発明はいくつかの実施形態を参照して記載されている。上記詳細な説明を読んで理解
することで修正と変更が想到され得る。本発明はそうした修正及び変更が添付の請求項若
しくはその均等物の範囲内にある限り全て含むものと解釈されることが意図される。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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