
JP 2010-540127 A 2010.12.24

10

(57)【要約】
　変動監視を使用して取得した基礎的データのいくつか
の徴候を含む、標準的変動データファイルを部分的に作
成することによって、一貫して分散型システムにわたっ
て変動解析を取り扱うことのできる基礎的なフレームワ
ークを使用する、経時的な変動の解析の能力を活用する
ためのシステムを提供する。一貫した、標準的データフ
ァイルは、中央エンティティが、分散環境への接続性を
提供することができ、一貫したおよび関連した解析を確
実とするように、設備およびソフトウェアを更新する方
途を提供することができる一方で、基礎的なフレームワ
ークとともに、ユーザが１組の便利な表示ツールを利用
することを可能にする。システムは、入院患者、外来患
者および完全に移動性の／独立したユーザを含む、多く
の環境に拡大することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であって、各変動解析は
、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステップを
含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化する程度
および特徴を示し、前記方法は、
　　－中央サービスと前記複数の施設との間に、接続を提供するステップと、
　　－前記中央サービスが、前記複数の施設のそれぞれから、前記複数の施設のうちのそ
れぞれの１つで行われた、１つ以上の変動解析の結果を表す、１つ以上のデータファイル
を含むデータパッケージを入手するステップと、
　　－前記中央サービスが、中央データベースの中に前記データパッケージを格納し、か
つ、さらなる処理のために、前記データベースを使用可能にするステップと、
　　－前記中央サービスが、前記複数の施設のうちの少なくとも１つに、閾値データを提
供するステップであって、前記閾値データは、前記変動解析のパラメータに関する情報を
含み、かつ、前記中央データベースの内容に由来するステップと、
　　－前記中央サービスが、前記複数の施設のうちの少なくとも１つに、更新データを提
供するステップであって、前記更新データは、前記複数の施設の前記操作間の一貫性を維
持するための情報を含むステップと、を含む、方法。
【請求項２】
　各施設は、病院施設、臨床施設、または移動施設である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記中央サービスは、前記複数の施設から遠隔にあり、前記データパッケージは、前記
中央サービスに送り出されるか、または前記中央サービスから引き出され、かつ、前記閾
値データおよび前記更新データは、前記複数の施設に送り出されるか、または前記中央サ
ービスから引き出される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記中央データベースと交信するための管理インターフェースを、前記中央サービスに
提供するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　研究者が前記データベースと交信することを可能にするための、研究プログラムインタ
ーフェースをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記閾値データは、前記変動解析を行う際に、前記複数の施設によって使用されること
になる閾値に関する情報を含み、前記閾値は、１つ以上の警報をトリガするために使用さ
れるように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記更新データは、前記複数の施設で作動しているソフトウェアに対する更新を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の方法を実施するための、コンピュータが実行可能
な命令を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するためのシステムであって、プロセッ
サと、メモリと、請求項８に記載のコンピュータ可読媒体と、を含む、システム。
【請求項１０】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であって、各変動解析は
、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステップを
含み、変動の各尺度は、前記複数の施設の各々について、ある時間間隔にわたって、それ
ぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し、前記方法は、
　　－前記施設と中央サービスとの間に、接続を提供するステップと、
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　　－前記施設で行われた１つ以上の変動解析の結果を表す、１つ以上のデータファイル
を含む、データパッケージを準備するステップと、
　　－前記中央サービスが、前記データパッケージを、他のデータパッケージとともに中
央データベース内に格納することを可能にするために、および前記データベースをさらな
る処理のために利用可能にするために、前記中央サービスが前記データパッケージを利用
可能であるようにするステップと、
　　－前記中央サービスから、前記変動解析のパラメータに関し、かつ前記中央データベ
ースの内容に由来する情報を含む、閾値データを入手するステップと、
　　－前記中央サービスから、前記施設の、前記複数の施設の他のものとの一貫性を維持
するための情報を含む、更新データを入手するステップと、を含む、方法。
【請求項１１】
　各施設は、病院施設、臨床施設、または移動施設である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記病院施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続される、変動解析サーバと、前記病院
施設の内部の既存システムへの、１つ以上の追加的インターフェースと、を含む、請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記臨床施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続された、変動解析サーバと、前記少な
くとも１つの変動解析サーバに接続された監視センタと、を含む、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記移動施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続された、変動解析サーバを含み、前記
解析サーバおよび前記患者インターフェースは、モバイルデバイスによってホストされる
、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記中央サービスは、前記複数の施設から離れており、前記データパッケージは、前記
中央サービスに送り出されるか、または前記中央サービスから引き出され、かつ、前記閾
値データおよび前記更新データは、前記複数の施設に送り出されるか、または前記中央サ
ービスから引き出される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記閾値データは、前記変動解析を行う際に、前記複数の施設によって使用されること
になる閾値に関する情報を含み、前記閾値は、１つ以上の警報をトリガするために使用さ
れるように構成される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記更新データは、前記複数の施設で作動しているソフトウェアに対する更新を含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　請求項１０～１７のいずれか１項に記載の方法を実施するための、コンピュータが実行
可能な命令を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項１９】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するためのシステムであって、プロセッ
サと、メモリと、請求項１８に記載の前記コンピュータ可読媒体と、を含む、システム。
【請求項２０】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であって、各変動解析は
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、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステップを
含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化する程度
および特徴を示し、前記方法は、
　　－中央サービスと前記複数の施設との間に接続を提供するステップと、
　　－前記複数の施設のそれぞれが、それぞれの施設で行われた、１つ以上の変動解析の
結果を表す、１つ以上のデータファイルを含む、データパッケージを準備するステップと
、
　　－前記複数の施設が、前記中央サービスが前記データパッケージを利用可能であるよ
うにするステップと、
　　－前記中央サービスが前記複数の施設のそれぞれから、１つ以上のデータファイルを
含む、データパッケージを入手するステップと、
　　－前記中央サービスが、中央データベースの中に前記データパッケージを格納し、か
つ、さらなる処理のために、前記データベースを使用可能にするステップと、
　　－前記中央サービスが、閾値データを提供するステップであって、前記閾値データは
、前記変動解析のパラメータに関する情報を含み、かつ、前記中央データベースの内容に
由来するステップと、
　　－前記複数の施設が、前記中央サービスから前記閾値データを入手するステップと、
　　－前記中央サービスが、更新データを提供するステップであって、前記更新データは
、前記複数の施設の間の一貫性を維持するための方法を含むステップと、
　　－前記複数の施設が、前記中央サービスから前記更新データを入手するステップと、
を含む、方法。
【請求項２１】
　各施設は、病院施設、臨床施設、または移動施設である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記病院施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続された、変動解析サーバと、前記病院
施設の内部の既存システムへの、１つ以上の追加的インターフェースと、を含む、請求項
２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記臨床施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続された、変動解析サーバと、前記少な
くとも１つの変動解析サーバに接続された監視センタと、を含む、請求項２１に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記移動施設は、少なくとも１つの患者インターフェースに接続された、少なくとも１
つの変動解析サーバであって、各患者インターフェースは、患者のそれぞれのパラメータ
を測定するために、少なくとも１つのセンサに接続された、変動解析サーバを含み、前記
解析サーバおよび前記患者インターフェースは、モバイルデバイスによってホストされる
、請求項２１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記中央サービスは、前記複数の施設から離れており、前記データパッケージは、前記
中央サービスに送り出されるか、または前記中央サービスから引き出され、かつ、前記閾
値データおよび前記更新データは、前記複数の施設に送り出されるか、または前記中央サ
ービスから引き出される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記中央サービスに、前記中央データベースと交信するための管理的インターフェース
を提供するステップをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２７】
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　研究者が、前記データベースと交信することを可能にするための、研究プログラムイン
ターフェースをさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記閾値データは、前記変動解析を行う際に、前記複数の施設によって使用されること
になる閾値に関する情報を含み、前記閾値は、１つ以上の警報をトリガするために使用さ
れるように構成される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
　前記更新データは、前記複数の施設で作動しているソフトウェアに対する更新を含む、
請求項２０に記載の方法。
【請求項３０】
　請求項２０～２９のいずれか１項に記載の方法を実行するための、コンピュータが実行
可能な命令を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項３１】
　複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するためのシステムであって、少なくと
も１つのプロセッサと、少なくとも１つのメモリと、請求項３０に記載の前記コンピュー
タ可読媒体と、を含み、前記コンピュータ可読媒体は、別個の場所に、コンピュータ可読
の命令の一部を含んでもよい、システム。
【請求項３２】
　それぞれの施設で経時的に行われる、１つ以上の変動解析の結果を表す、データパッケ
ージを準備するための方法であって、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複
数の時間間隔で、変動の尺度をコンピュータで計算するステップを含み、変動の各尺度は
、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し、前
記方法は、
　　－前記複数の時間間隔を含む、ある期間にわたって、パラメータのための波形を入手
するステップと、
　　－前記波形を使用して、生の時系列を含む、生センサデータを入手するステップと、
　　－前記生センサデータを平滑化して、平滑化センサデータを入手するステップと、
　　－前記平滑化センサデータを使用して、変動解析を行い、生変動データを入手するス
テップと、
　　－前記生変動データを平滑化して、平滑化変動データを入手するステップと、
　　－タイムスタンプデータを、前記生センサデータと、前記平滑化センサデータと、前
記生変動データと、前記平滑化変動データと、に関連付けるステップと、
　　－前記生センサデータと、前記平滑化センサデータと、前記生変動データと、前記平
滑化変動データと、前記タイムスタンプデータとを使用して、変動データファイルを生成
するステップと、
　　－前記データパッケージの中に、前記変動データファイルを含めるステップと、を含
む、方法。
【請求項３３】
　波形データファイルを準備するために、前記波形を使用するステップと、前記データパ
ッケージの中に、前記波形データファイルを含むステップと、をさらに含む、請求項３２
に記載の方法。
【請求項３４】
　追加的パラメータについて、前記方法を１回以上繰り返すステップと、前記データパッ
ケージの中に、追加的変動データファイルを含むステップと、をさらに含む、請求項３２
または請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記期間中に、前記パラメータに関連付けられた１組の１つ以上の臨床事象を入手する
ステップをさらに含む、請求項３２～３４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記変動解析と関係する、追加的データを付加するステップをさらに含む、請求項３２
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～３５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３７】
　前記追加的データは、患者データを含む、請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記データパッケージに関するファイル情報を追加するステップをさらに含む、請求項
３２～３７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項３９】
　請求項３２～３８のいずれか１項に記載の方法を実施するための、コンピュータが実行
可能な命令を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
　経時的に行われる変動解析を実施するための方法であって、各変動解析は、１つ以上の
パラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステップを含み、変動の
各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化する程度および特徴を
示し、前記方法は、
　　－前記変動解析中に記録された臨床事象を入手するステップと、
　　－前記変動解析中に入手したデータと相関させるために、１つ以上のタイムスタンプ
を、前記臨床事象に関連付けるステップと、
　　－１つ以上の変動解析の結果を表す、データパッケージの中の前記臨床事象を、前記
１つ以上のパラメータと関連付けるステップと、を含む、方法。
【請求項４１】
　前記臨床事象は、患者と交信する１つ以上のセンサから、センサデータを入手するよう
にも構成される、患者インターフェースを通して入手される、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記臨床事象は、外部的事象を検出することにより、自動的に記録される、請求項４０
に記載の方法。
【請求項４３】
　前記臨床事象は、検出された際に、ユーザが前記臨床事象を手動で記録することを可能
にするために、ディスプレイを有する事象記録装置を使用して記録される、請求項４０に
記載の方法。
【請求項４４】
　請求項４０～４３のいずれか１項に記載の方法を実施するための、コンピュータが実行
可能な命令を含む、コンピュータ可読媒体。
【請求項４５】
　請求項４４の前記コンピュータ可読媒体を含む、経時的に行われる変動解析を実施する
ためのシステム。
【請求項４６】
　経時的に行われる変動解析中に検出された臨床事象を記録するためのシステムであって
、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算
するステップであって、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメー
タが変化する程度および特徴を示し、前記システムは、前記臨床事象を捕捉するための事
象記録装置であって、ユーザにインターフェースを提供するためのディスプレイを備える
、事象記録装置と、前記変動解析中に記録された臨床事象を入手するための、コンピュー
タが実行可能な命令を備えるコンピュータ可読媒体と、を備え、前記変動解析中に入手し
たデータと相関させるために、１つ以上のタイムスタンプを、前記臨床事象に関連付ける
、システム。
【請求項４７】
　前記臨床事象は、患者と交信する１つ以上のセンサから、センサデータを入手するよう
にも構成される、患者インターフェースを通して入手される、請求項４６に記載のシステ
ム。
【請求項４８】
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　前記臨床事象は、外部的事象を検出することにより、自動的に記録される、請求項４６
に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記臨床事象は、検出された際に、ユーザが前記臨床事象を手動で記録することを可能
にするために、ディスプレイを有する事象記録装置を使用して記録される、請求項４６に
記載のシステム。
【請求項５０】
　経時的に行われる変動解析中に入手されたデータを表示するためのシステムであって、
各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算す
るステップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが
変化する程度および特徴を示し、前記システムは、表示ツールキットと、前記データを格
納するためのデータ記憶装置と、を備え、前記表示ツールキットは、時系列データに関連
付けられた変動データとともに、センサデータから抽出された前記時系列データを同一の
画面上に表示するための、コンピュータが実行可能な命令を有する、コンピュータ可読媒
体として具体化される、システム。
【請求項５１】
　前記時系列を、時間について前後にスクロールするための命令をさらに含む、請求項５
０に記載のシステム。
【請求項５２】
　前記センサデータにおける前記時系列データの検出を訂正するための命令をさらに含む
、請求項５０または請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記時系列または変動データから動画を生成するための命令をさらに含む、請求項５０
～５２のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記時系列または変動データを表示するための、１組の表示形式をさらに含む、請求項
５０～５３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５５】
　ユーザが前記表示ツールキットと交信することを可能にするための、入力インターフェ
ースをさらに備える、請求項５０～５４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項５６】
　ディスプレイをさらに含む、請求項５０～５５のいずれか１項に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下は、概して医療監視に関し、１つ以上の臓器の経時的生理的パラメータ変動の監視
において特定の有用性を有する。
【背景技術】
【０００２】
　細菌感染は、特に宿主防御能の低下した患者において、依然として苦痛および死の主要
な原因である。臓器機能不全をもたらす恐れのある重症感染症に対する宿主反応に関与す
る、メカニズム、経路、メディエータ、転写因子、受容体レベル、および遺伝子活性化に
関する広範囲にわたる知識が存在するが、一斉に作用する全体のシステムの理解には、典
型的に限界がある。
【０００３】
　臨床的な背景において、現行の監視技術は、生命徴候の監視、研究室、および種々の放
射線学、細菌学および病理学検査を伴う、高いレベルの高度化を達成している。これらの
検査は、感染症を確実に診断するために概して適しているが、感染症を診断するための基
準は、明確でない。しばしば、個々に非特異的な臨床的徴候および症状のゲシュタルトは
、感染症の診断および抗生物質治療の開始につながる。したがって、診断のタイミングは
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不明確で繊細さに欠け、判断力に左右され、これが遅延につながる可能性がある。感染し
やすさが高まっているか、または予備能障害のある患者集団において、診断の遅延は、た
とえ数時間内であっても、悲惨な結果となる可能性がある。認識および対処の前に、臨床
症状の悪化が、かなり進行している可能性がある。感染症の診断の遅さ、急速な臨床症状
の悪化、ＩＣＵに入ること、および臓器機能不全は、危篤状態の患者の病歴において、珍
しいものではない。
【０００４】
　例えば、危篤状態の患者において、重度の敗血症および敗血症ショックは、集中治療室
への入室の１０％（Ｂｒｕｎ－Ｂｕｉｓｓｏｎ　Ｃ．Ｔｈｅ　ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｙｓｔｅｍｉｃ　ｉｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ．Ｉ
ｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２０００；２６　Ｓｕｐｐｌ　１：Ｓ６４－７４
）およびすべての入院の２．９％を占める（Ａｎｇｕｓ　ＤＣ，Ｌｉｎｄｅ－Ｚｗｉｒｂ
ｌｅ　ＷＴ，Ｌｉｄｉｃｋｅｒ　Ｊ，Ｃｌｅｒｍｏｎｔ　Ｇ，Ｃａｒｃｉｌｌｏ　Ｊ，Ｐ
ｉｎｓｋｙ　ＭＲ．Ｅｐｉｄｅｍｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｓｅｖｅｒｅ　ｓｅｐｓｉｓ　ｉ
ｎ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ：ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｉｎｃｉｄｅｎｃ
ｅ，　ｏｕｔｃｏｍｅ，ａｎｄ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｃｏｓｔｓ　ｏｆ　ｃａｒｅ．
Ｃｒｉｔ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２００１　ＪｕＩ；２９（７）：１３０３－１０）最も一
般的な死因である。敗血症における早期蘇生の実証済みの利点を考慮すると、生命を救う
可能性を有する、感染症をより早く診断する方法を開発するための、追加的な緊急な必要
性がある。
【０００５】
　別の例では、好中球減少症は、悪性血液病のコントロールにおいて、最も一般的には白
血病およびリンパ腫において、一般的に採用される、骨髄機能廃絶化学療法の意図した医
原性副作用である。その結果として、宿主の免疫系に欠陥が生じ、日和見感染の危険が高
まることにつながる（Ｎｅｔｈ　ＯＷ，Ｂａｊａｊ－Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｍ，Ｔｕｒｎｅｒ
　ＭＷ，Ｋｌｅｉｎ　ＮＪ．Ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｉｌｉｔｙ　ｔｏ　ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ
　ｉｎ　ｐａｔｉｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｎｅｕｔｒｏｐｅｎｉａ：　ｔｈｅ　ｒｏｌｅ　
ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｎｎａｔｅ　ｉｍｍｕｎｅ　ｓｙｓｔｅｍ．Ｂｒ　Ｊ　Ｈａｅｍａｔｏ
ｌ．２００５　Ｊｕｎ；１２９（６）：７１３－２２）。好中球減少中の熱性疾患は、し
ばしば感染症の最初の現れである。これは、入院の可能性のある、迅速な抗菌療法を必要
とする。したがって、療法により、好中球減少症患者は不安定な発熱の危険を経験するが
、発熱した場合には、それは患者の大多数において、感染症と同義である。
【０００６】
　好中球減少症感染の予後は、死亡の危険性を伴って、全身性炎症反応症候群（ＳＩＲＳ
）の重症度、および敗血症症候群への臨床的進展、重篤な敗血症ショックおよび臓器不全
による影響を大いに受ける。全体的に、全身性炎症反応症候群を伴って集中治療室に入室
する発熱性好中球減少症患者は、２０％の死亡危険を示し、敗血症ショックがある場合に
は、死亡危険が９０％に上昇する（Ｒｅｇａｚｚｏｎｉ　ＣＪ，Ｋｈｏｕｒｙ　Ｍ，Ｉｒ
ｒａｚａｂａｌ　Ｃ，Ｍｙｂｕｒｇ　Ｃ，Ｇａｌｖａｌｉｓｉ　ＮＲ，Ｏ’Ｆｌａｈｅｒ
ｔｙ　Ｍ，ｅｔ　ａｌ．Ｎｅｕｔｒｏｐｅｎｉａ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ
ｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｙｓｔｅｍｉｃ　ｉｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　ｓｙｎｄｒｏｍｅ．Ｉｎｔｅｎｓｉｖｅ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２００３　Ｊａｎ；２９
（１）：１３５－８）。回帰分析は、死亡率は、年齢、悪性度、または血液培養陽性によ
って変わらないことを実証し、転帰を決定する際の宿主反応の重要性を浮き彫りにした。
これらの結果は、発熱性好中球減少症患者の管理において、早期診断および病気の重症度
の早期発見の重要さを強調するものである。
【０００７】
　複合システムとは、可変的に相互接続された多くの要素の動的ウェブを含むシステムの
ことである。部品（例えば、蜜蜂、ニューロン）の複合的な相互接続およびその環境（す
なわち、非平衡性）に起因して、独特の体系的または創発的特性（例えば、蜂蜜を作る、
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認知する、記憶する能力）を所有する、複合システム（例えば、蜜蜂の巣、ＣＮＳ）と呼
ばれる新しいエンティティが生じる。その体系的特性が、部品の特性とはまったく相違す
ることから、複合システムは、その部品を理解することのみによっては、その理解がいか
に徹底したものであったとしても、完全には理解することができない（Ｇａｌｌａｇｈｅ
ｒ　Ｒ，Ａｐｐｅｎｚｅｌｌｅｒ　Ｔ．Ｂｅｙｏｎｄ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎｉｓｍ．Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ．１９９９；２８４：７９）。期待できる洞察力に加え、説得力のある証拠か
ら、臓器機能不全につながる可能性のある、重症感染症または損傷に対する宿主反応は、
確かに複合的非線形システムであることが報告されている（Ｓｅｅｌｙ　ＡＪ，Ｃｈｒｉ
ｓｔｏｕ　ＮＶ．Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｒｇａｎ　ｄｙｓｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｓｙｎｄｒ
ｏｍｅ：ｅｘｐｌｏｒｉｎｇ　ｔｈｅ　ｐａｒａｄｉｇｍ　ｏｆ　ｃｏｍｐｌｅｘ　ｎｏ
ｎｌｉｎｅａｒ　ｓｙｓｔｅｍｓ．Ｃｒｉｔ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄ．２０００　Ｊｕｌ；２
８（７）：２１９３－２００）。
【０００８】
　重度の発作に対する宿主反応を複合システムとして特定することは、両者とも頻繁に発
生する、感染症患者における予測不能な急速な悪化、および特定できる原因のない予期し
ない臨床改善が、不確実性と驚きとして、複合システム内の至る所に存在するのかを説明
するために役立つ。重症疾患が、変化した、予測不能な複合システムの反応によって特徴
つけられる場合、システムの軌跡を追跡するために、全システムを全体として、経時的に
監視する緊急な必要性がある。部品の一時的な変動が、システム全体の整合性および複雑
性からもたらされる場合、変動提供の連続的な監視は、システム全体を経時的に監視する
ことを意味するということが仮定されている（Ｓｅｅｌｙ　ａｎｄ　Ｃｈｒｉｓｔｏｕ）
。
【０００９】
　最も一般的には変動解析と呼ばれる、リズムの特性化の科学は、非線形力学、カオス理
論、および数理物理学に基づく一連の線形および非線形変動解析技術を利用して、それに
よって生体信号の時系列が総合的に特徴付けられる手段を表す（Ｓｅｅｌｙ　ＡＪ，Ｍａ
ｃｋｌｅｍ　ＰＴ．Ｃｏｍｐｌｅｘ　ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ　ｏｆ　ｖａｒｉａｂｉｌｉｔｙ　ａｎａｌｙｓｉｓ．　Ｃｒｉｔ　Ｃａｒｅ．２
００４　Ｄｅｃ；８（６）：Ｒ３６７－８４）。各技術は、変動のパターンを特徴付ける
ための、異なった相補的手段を提供する。複合システムのパラダイム内において、変動解
析は、力学を発生する基礎的なシステムをより直接的に監視するための技術を提示する。
【００１０】
　時間領域、周波数領域、エントロピーおよびスケール不変解析を含む、変動を経時的に
定量化し、特徴付けるための種々の技術が存在する。簡潔に述べると、時間領域解析は、
経時的に測定された生データ、全体の変動の解析（標準偏差および範囲）、および標準化
された分布（例えば、正規、対数正規）によってデータが適合する程度を伴う。周波数領
域解析は、経時的に観測される信号の周波数スペクトルを評価する。相違した周波数を持
つ正則振幅の和として任意の時系列を表すことができ、時間領域から周波数領域解析への
変換（および逆変換）は、フーリエ変換と呼ばれる数学的変換を用いることで実現される
。ウェーブレット解析は、時間と周波数領域変動情報とを組み合わせ、時間領域解析と周
波数領域解析とのハイブリッドを提供する。エントロピー解析は、生体信号の中の情報、
ゆらぎ、不規則、または複雑性の程度の測度を提供する。数学上の計算は、ゆらぎまたは
複雑性の程度を反映する、単一の（例えば、近似またはサンプルエントロピー）または複
数の値（例えば、マルチスケールエントロピー）を生じさせる。スケール不変解析は、す
べての時間スケールにわたって現れる、変動の共通パターンの測度を提供する。
【００１１】
　変動解析技術のこのパネルは、生体信号を特徴付けるために役立てるために開発された
。これらは、心拍数、呼吸数、血圧、好中球数、温度等に適応され、調査は一貫して、以
下を実証した。（１）変動のパターンは、そのパラメータの絶対値に関する、追加的な臨
床的に有用な情報を提供する、（２）変化したばらつきは、年齢および病気に関連して現
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れる、および（３）変化の程度は、病気の重症度と相関する。
【００１２】
　心拍数変動（ＨＲＶ）の低下は、心臓疾患に罹患する成人患者の死亡危険の標識として
使用されてきたことに加え、胎児仮死を特定するための手段として長年使用されてきた。
最近になって、感染症がある場合のＨＲＶ評価が実施され、敗血症、敗血症ショック、お
よび臓器機能不全患者におけるＨＲＶの再現性のある変化を示した。集中治療専門医にと
って貴重であることに、感染症がある場合にＨＲＶが変化した程度は、病気の重症度に相
関する。多くの最近の研究結果によれば、変化したＨＲＶは、成人における感染症の早期
発見の未利用の手段を提供するという仮説を強く裏付けている。
【００１３】
　別の環境では、２つ以上の臓器系不全を有することによって定義される多臓器不全症候
群（ＭＯＤＳ）は、慢性的に危篤状態の患者に特徴的な、臨床的な症候群である。ＭＯＤ
Ｓは、集中治療室（ＩＣＵ）の患者の死亡の主要な原因である。ＭＯＤＳは、可能な限り
最も先進のＩＣＵ生命維持技術に依存する患者に発生する可能性がある、通常死亡につな
がる臓器機能の順次的な悪化を表す。これらの患者は、ＩＣＵにおける観血的監視、一対
一の看護、複数の輸血、人工呼吸器、透析、心臓補助デバイス、昇圧剤等を含む、相当の
人的資源および病院の資源を必要とする。
【００１４】
　患者パラメータの変動の評価は、ごく最近になって医学における調査の対象となったも
ので、普通の臨床業務においては、一般的には使用されていない。前述のとおり、変動は
、パラメータが経時的に上下する程度および特徴を説明する。これは、経時的な変化のパ
ターンを示す、変動の力学の主成分である。パラメータは、変動の程度の低さを示して比
較的一定であることも、高い変動とともに激しく上下することも、ゆらぎまたは複雑性の
低下、または高頻度変動の低下を示すこともある。
【００１５】
　概して、変動および複雑性の縮小は、疾病の状態と相関するが、しかしながら、個々の
患者パラメータの変動の上昇および低下は、両者とも病状に関係する。これらの個々の変
数の評価の肯定的な臨床的有意性は、複数の患者パラメータの評価が臨床的に有用な情報
を提供するであろうことを示す。
【００１６】
　２００６年５月２日に出願された、Ｓｅｅｌｙの米国特許第７，０３８，５９５号には
、複数の患者パラメータ変動解析のためのシステムおよび表示について記載されている。
Ｓｅｅｌｙによって記載されたシステムは、ベッドサイドモニタによって各患者について
経時的に監視される、複数の患者パラメータの変動の解析および表示を提供する。それぞ
れの監視される患者パラメータは実時間で測定され、不自然なデータは削除され、変動解
析は選択された観測期間に基づいて実施される。時間の各間隔の変動解析は、患者パラメ
ータの変動を生じ、これは他にもある用途の中でも特に、ＭＯＤＳの検知、予防、および
治療において特に有用な診断情報を提供するために、ある時間間隔にわたって患者パラメ
ータが変化する程度を示す。
【００１７】
　かかるシステムは、経時的な変動解析の能力とともに、複数の患者パラメータの変動デ
ータを臨床医に同時に提供するが、特にＩＣＵ環境における構成は別として、複数の取得
施設からのデータを好都合に取り扱うための、取得されたデータの利用法を整理するため
の完全な解決法はいまだ存在しない。
【発明の概要】
【００１８】
　疾病の状態と相関し得る、経時的な変動における変化は、ユーザが複数の間隔で取得さ
れた変動データの一般表示を設定可能な表示ツールキットにおいて、操作することを可能
にする、追加的変動表示ツールを提供することにより、より好都合に表示することができ
る、ということが認識されている。また、各変数（例えば、各臓器）について一貫した変
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動データファイルを使用し、変動データファイルを対応する波形データファイルおよびユ
ーザまたは患者に関係する他のデータと統合すると、１つ以上の変数（例えば、臓器）を
監視する能力のある別個の変動解析装置を用いて、各データを並行して取得している複数
の施設を通じて、複数の時間間隔についての変動データを取得することができる、分配さ
れたフレームワークの配置を可能にするということも認識されている。また、かかる分配
されたフレームワークは、閾値情報に加えて、ソフトウェアおよび操作上の更新が、中央
サービスによって複数の施設に分配され、したがって変動解析を行うための一貫したおよ
び標準化されたアプローチを提供することを可能にするということも認識されている。
【００１９】
　変化した変動が感染症患者において立証されており、また臓器不全の重症性との相関か
ら、分配されたフレームワークを通じて経時的に変動解析を行うための以下のシステムが
、感染症の早期診断および臓器不全の実時間予後診断を可能にするために設計された。
【００２０】
　一態様では、複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であって、
各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算す
るステップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが
変化する程度および特徴を示し、該方法は、中央サービスと複数の施設との間に、接続を
提供するステップと、中央サービスが、複数の施設のそれぞれから、複数の施設のうちの
それぞれの１つで行われた、１つ以上の変動解析の結果を表す、１つ以上のデータファイ
ルを含むデータパッケージを入手するステップと、中央サービスが、中央データベースの
中にデータパッケージを格納し、かつ、さらなる処理のために、データベースを使用可能
にするステップと、中央サービスが、複数の施設のうちの少なくとも１つに、閾値データ
を提供するステップであって、閾値データは、変動解析のパラメータに関する情報を含み
、かつ、中央データベースの内容に由来する、ステップと、中央サービスが、複数の施設
のうちの少なくとも１つに、更新データを提供するステップであって、更新データは、複
数の施設の間の一貫性を維持するための情報を含む、ステップと、を含む、方法が提供さ
れる。
【００２１】
　別の態様では、複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であって
、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算
するステップを含み、変動の各尺度は、複数の施設について、ある時間間隔にわたって、
それぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し、該方法は、施設と中央サービス
との間に、接続を提供するステップと、施設で行われた１つ以上の変動解析の結果を表す
、１つ以上のデータファイルを含む、データパッケージを準備するステップと、中央サー
ビスが、データパッケージを、他のデータパッケージとともに中央データベース内に格納
することを可能にするため、およびデータベースをさらなる処理のために利用可能にする
ために、中央サービスがデータパッケージを利用可能であるようにするステップと、中央
サービスから、変動解析のパラメータに関し、かつ中央データベースの内容に由来する情
報を含む、閾値データを入手するステップと、中央サービスから、施設の、複数の施設の
他のものとの一貫性を維持するための情報を含む更新データを入手するステップと、を含
む、方法が提供される。
【００２２】
　また別の態様では、複数の施設で経時的に行われる変動解析を支援するための方法であ
って、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を
計算するステップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメ
ータが変化する程度および特徴を示し、該方法は、中央サービスと複数の施設との間に接
続を提供するステップと、複数の施設のそれぞれが、それぞれの施設で行われた、１つ以
上の変動解析の結果を表す、１つ以上のデータファイルを含む、データパッケージを準備
するステップと、複数の施設が、中央サービスがデータパッケージを利用可能であるよう
にするステップと、中央サービスが複数の施設の各々から１つ以上のデータファイルを含
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むデータパッケージを入手するステップと、中央サービスが、中央データベースの中にデ
ータパッケージを格納し、かつ、さらなる処理のために、データベースを使用可能にする
ステップと、中央サービスが、閾値データを提供するステップであって、閾値データは、
変動解析のパラメータに関する情報を含み、かつ、中央データベースの内容に由来する、
ステップと、複数の施設が、中央サービスから閾値データを入手するステップと、中央サ
ービスが、更新データを提供するステップであって、更新データは、複数の施設の操作の
間の一貫性を維持するための方法を含む、ステップと、複数の施設が、中央サービスから
更新データを入手する、ステップと、を含む、方法が提供される。
【００２３】
　また別の態様では、それぞれの施設で経時的に行われる、１つ以上の変動解析の結果を
表す、データパッケージを準備するための方法であって、各変動解析は、１つ以上のパラ
メータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステップを含み、変動の各尺
度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し
、該方法は、複数の時間間隔を含む、ある期間にわたって、パラメータのための波形を入
手するステップと、波形を使用して、生の時系列を含む、生センサデータを入手するステ
ップと、生センサデータを平滑化して、平滑化センサデータを入手するステップと、平滑
化センサデータを使用して、変動解析を行い、生変動データを入手するステップと、生変
動データを平滑化して、平滑化変動データを入手するステップと、タイムスタンプデータ
を、生センサデータと、平滑化センサデータと、生変動データと、平滑化変動データとに
関連付けるステップと、生センサデータと、平滑化センサデータと、生変動データと、平
滑化変動データと、タイムスタンプデータとを使用して、変動データファイルを生成する
ステップと、データパッケージの中に、変動データファイルを含める、ステップと、を含
む、方法が提供される。
【００２４】
　また別の態様では、経時的に行われる変動解析を実施するための方法であって、各変動
解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、変動の尺度を計算するステ
ップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それぞれのパラメータが変化す
る程度および特徴を示し、該方法は、変動解析中に記録された臨床事象を入手するステッ
プと、変動解析中に入手したデータと相関させるために、１つ以上のタイムスタンプを、
臨床事象に関連付けるステップと、１つ以上の変動解析の結果を表す、データパッケージ
の中の臨床事象を、１つ以上のパラメータと関連付けるステップと、を含む、方法が提供
される。
【００２５】
　また別の態様では、経時的に行われる変動解析中に検出された臨床事象を記録するため
のシステムであって、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で
、変動の尺度を計算するステップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、そ
れぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し、該システムは臨床事象を捕捉する
ための事象記録装置を含み、事象記録装置は、ユーザにインターフェースを提供するため
のディスプレイを含み、コンピュータ可読媒体は、変動解析中に記録された臨床事象を入
手するための、コンピュータが実行可能な命令を含み、かつ、変動解析中に入手したデー
タとの相関のために、１つ以上のタイムスタンプを、臨床事象に関連付けるシステムが提
供される。
【００２６】
　また別の態様では、経時的に行われる変動解析中に入手されたデータを表示するための
システムであって、各変動解析は、１つ以上のパラメータについて、複数の時間間隔で、
変動の尺度を計算するステップを含み、変動の各尺度は、ある時間間隔にわたって、それ
ぞれのパラメータが変化する程度および特徴を示し、該システムは表示ツールキットおよ
びデータを格納するための、データ記憶装置を含み、表示ツールキットは、時系列データ
に関連付けられた変動データとともに、センサデータから抽出された時系列データを同一
の画面上に表示するための、コンピュータが実行可能な命令を有する、コンピュータ可読
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媒体として具体化する、システムが提供される。
【００２７】
　これらの方法は、コンピュータが実行可能な命令としてコンピュータ可読媒体上に実装
されてもよく、種々のシステムは、以下に記載する方法に従って動作するように構成され
てもよいことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　本発明の実施形態を、添付の図面を参照して、単に例としてのみここに説明する。
【００２９】
【図１】１つ以上の変動解析監視施設から取得されたデータを取り扱うための集中型サー
ビスを示す、略ブロック図である。
【図２】図１に示す、病院施設の略ブロック図である。
【図３】図１に示す、臨床施設の略ブロック図である。
【図４】図１に示す、移動施設の略ブロック図である。
【図５】図２～図４に示す、患者インターフェースの略ブロック図である。
【図６】図２～図４に示す、変動解析サーバの略ブロック図である。
【図７】図１～６に示す、変動および波形データファイルの略ブロック図である。
【図８】図５に示す、表示ツールキットの略ブロック図である。
【図９】個別の変動についての例示的ディスプレイを説明するブロック図である。
【図１０Ａ】例示的変動ヒストグラムを説明する図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａの変動ヒストグラムについての変動ヒストグラムデータポイントに
相関する例示的プロットを説明する図である。
【図１０Ｃ】変動ヒストグラムの例示的レビュー表示を説明する図である。
【図１１】図７に示すデータファイルの構成を説明するフロー図である。
【図１２】中央サービス図１に示す略ブロック図である。
【図１３】運動付加試験中のウェーブレットを用いた経時的な変動を示す図解である。
【図１４】図１３に示す、ウェーブレットを用いた変動の相関を説明する図解である。
【図１５】多重パラメータ呼吸数および心拍数変動解析を示す図である。
【図１６】図１５に対応する、多重パラメータ多臓器呼吸数および心拍数変動解析を示す
図である。
【図１７】複数の患者の平滑化心拍数変動を示す図である。
【図１８】図８に示す、Ｖｃａｍツールの出力ディスプレイを示す図である。
【図１９】図８に示す、Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒツールの出力ディスプレイを示す図である
。
【図２０】図８に示す、Ｖｃｏｒｄｅｒツールの出力ディスプレイを示す図である。
【図２１】図８に示す、Ｖｍｏｖｉｅツールの出力ディスプレイを示す図である。
【図２２】自発呼吸試験の呼吸数変動（ＲＲＶ）結果を示す図である。
【図２３】ＨＲＶとＲＲＶ時間曲線との組み合わせを示してＲＲＶ対ＨＲＶの軌跡曲線を
提供する出力ディスプレイである。
【図２４】変動解析と関連する臨床事象を入力するためのインターフェースの例を示す、
出力ディスプレイである。
【図２５】変動解析の種類を選択するためのインターフェースの例を示す、出力ディスプ
レイである。
【図２６】変動解析サーバを使用して、波形データを遡及的に解析するためのプロセスを
示す、略ブロック図である。
【００３０】
　複数の時間間隔にわたる変動の解析（例えば、持続的変動解析）の背後の基礎的な理論
は、例えば、治療、早期診断、および総合的な健康管理のための多くの環境において、広
範囲に及ぶ用途を有するということが認識されている。
【００３１】
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　また、経時的な変動の解析が、種々の臨床的応用に対して可能であるということも認識
されている。かかる臨床的応用の１つは、変動を複数の時間間隔にわたって監視すること
によって検知される、変動における個々の変化である、患者自身の変動の評価である。以
下で説明されるように、患者の変動の評価には、例えば、実時間および遡及の両方におい
て、発病の開始を検知するなどの、多くの利用法がある。別のかかる臨床的応用は、治療
介入に反応する変動の変化の評価である。例えば、これは、以下に記載のシステムおよび
／またはその部品が、安全性および危篤状態の患者における人工呼吸器等の医療機器から
の解放のタイミングについて臨床医を補佐することを可能にする。
【００３２】
　前述のおよびさらに多くの理由のために、経時的な変動解析の能力を利用するために、
複数の時間間隔にわたって、分散型システム全域で一貫した形で、複数の変動解析を扱う
ことのできる、基礎的なフレームワークが開発された。これは、部分的には、解析される
各変動のための別個の変動データファイルに加えて、変動監視を使用して取得された基礎
的データの総合的な特徴付けを含む、標準波形データファイルを作成および格納すること
によって達成される。一貫した、標準的データファイルは、中央エンティティが、分散環
境への接続性を提供することができ、一貫および関連した解析を確実とするように、設備
およびソフトウェアを更新する方途を提供することができる一方で、基礎的なフレームワ
ークとともに、ユーザが１組の便利な変動表示ツールを利用することを可能にする。シス
テムは、入院患者、外来患者および完全に移動性の／独立したユーザを含む、多くの環境
に拡大することができる。
【００３３】
　ここで、図を参照して、特に図１を参照すると、測定データを入手し、データパッケー
ジ１８を生成するために、１つ以上のパラメータの複数の時間間隔にわたる変動の解析を
実施する監視施設１６である、１つ以上の変動解析監視施設１６から入手される、データ
パッケージ１８を入手し、取り扱い、処理するための中央サービス１０が示される。「経
時的な変動解析」または「変動解析」は、概して、以下では各患者パラメータ、変数、臓
器等についての、複数の時間間隔についての変動の測定の計算を指すということを理解さ
れたい。変動の各尺度は、それぞれの患者パラメータがある時間の間隔にわたって変化す
る程度および特徴を示し、各変動解析は、患者パラメータの変動の変化が、ある期間にわ
たって観測されることを可能にする。本願に記載される変動解析は、１つ以上の患者パラ
メータ、すなわち、単一のパラメータおよび／または多重パラメータ（例えば、単一の臓
器または多臓器）に対して実施することができ、間欠、連続等の任意の適したパターンに
従って、変動の複数の尺度を入手することができる。
【００３４】
　サービス１０は、分散データファイル管理システム１２の一部であり、これはまた、相
互接続媒体またはネットワーク、本実施例ではインターネット１４、および１つ以上の変
動解析監視施設１６を含むかまたは利用する。本実施例では、３つの監視施設１６ａ～１
６ｃが示され、それぞれが異なる環境において異なる役割を有する。本実施例には、病院
監視施設１６ａ、臨床施設１６ｂおよび移動施設１６ｃを示し、これらはそれぞれ、以下
でより詳細に説明される。
【００３５】
　システム１２全体によって必要とされるとおり、任意のトポロジーを使用した任意の組
み合わせで、任意の数の、任意の種類の監視施設１６（すなわち、１６ａ、１６ｂまたは
１６ｃ）があってもよい。したがって、それぞれの種類のうちの１つである、３つの施設
１６の提供は、説明のみを目的として示される。さらに、ネットワーク１４は、任意の適
した構造で無線または有線アクセス／通信を提供する、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）でも、広域ネットワーク（ＷＡＮ）でも、その他でもよい、任意ネットワークであ
ることができるということが理解されよう。本実施例では、多くの地理的な場所が受け入
れられることができるように、中央サービス１０と監視施設１６との間に接続性を提供す
るためには、インターネット１４が特に適した媒体であるが、しかしながら、例えば、閉
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鎖システムにおける直接接続を含む、任意の他の媒体または中間物であっても十分である
。実施例には、世界のどこかに位置するＩＣＵのネットワーク、または骨髄移植センタの
ネットワークを含む場合がある。各ネットワークは、その必要に応じた、単一のまたは多
臓器変動解析を実施するための個別の実施形態を有する。
【００３６】
　図１に示すとおり、インターネット１４は、中央サービス１０と監視施設１６との間で
データを転送するための媒体を提供する。監視施設１６で作成されるデータパッケージ１
８は、図示されるように監視施設１６によって中央サービス１０にアップロードされるか
、またはダウンロードされてもよく、または例えば、周期的なポーリング、転送またはバ
ッチ処理を使用して、中央サービス１０によって、監視施設１６から「引き出され」る。
どちらの場合でも、データパッケージ１８は、インターネット１４を使用する場合、例え
ば、１つ以上のデータパケット、電子メール添付、ストリーミングデータ等の中間ネット
ワークを通して転送されるために適した方式である。データパッケージ１８は、テキスト
ファイルであってもよく、または、テキスト、画像、音声等のいくつかのファイル形式の
組み合わせであってもよい。データパッケージ１８は、伝送中に別々の部分またはパケッ
トとして具体化される必要はないが、その代わり、中央サービス１０で受信され処理され
る連続または半連続データストリームとして送信されてもよいことを理解されよう。した
がって、図１に示すデータパッケージ１８は、概して監視施設１６から中央サービス１０
へのデータの流れを表すことがわかる。任意のネットワークまたは信号は、データパッケ
ージ１８によって表されるデータを運搬するためのコンピュータ可読媒体を提供する。以
下でさらに説明されるように、各データパッケージ１８は、概して１つ以上の変動データ
ファイル１０３の組および対応する波形データファイル１０４を含むデータの特定の伝送
を表し、各組は、特定のパラメータに関連付けられる。「臓器」という用語は、本明細書
においては説明の目的のためのみに使用され、経時的な変動の解析を測定することができ
る、任意のパラメータ、変数、機能または項目を表すことがあることを理解されたい。
【００３７】
　２つの他の種類のすなわち閾値データ２０および更新またはアップグレードデータ２２
のためのデータ転送を図１に示す。閾値データ２０は、変動解析を行う際に監視施設１６
によって使用される可能性があり、かつ警報がいつ鳴動するべきか決定するための、種々
の閾値に関する情報を含有する。変動解析において、閾値は、相違する臨床的応用に加え
て、相違する患者集団に特有の生理学と病理学との区別を表す。言い換えれば、例えば、
手術後の患者またはうっ血性心不全で入院している患者と比べて、閾値は、骨髄移植患者
については異なる場合がある。以下でより詳細に説明されるように、閾値データ２０は、
典型的に、分散型システム全体１２にわたる複数の患者またはユーザから取得されたデー
タの融合に基づき、これは異なる臨床環境および患者集団について異なる閾値が特定され
ることを可能にする。したがって、閾値データ２０は、変動の影響のより完全な検討と、
および図１に示す構造および接続性なしではほかでは利用できない、変動解析の結果を考
察する方途とを提示する。
【００３８】
　加えて、変動データが融合され、生理学に対する病理学の全体的な決定を行うことによ
って、使用される方法が存在し得る。
【００３９】
　更新データ２２は、アップグレード、更新、およびシステム全体１２にわたる一貫性を
維持するために必要な、任意の他の有用な情報を含有する。したがって、図１の接続性は
また、閾値データ２０によって提示されるデータの協調に加えて、変動解析が実施される
一貫および標準化した方途を可能にする。したがって、図１に示すシステム１２によって
提供される構造および接続性は、中央サービス１０が、すべての接続された監視施設１６
で実施される変動解析の質および一貫性に対する制御を維持することを可能にすることが
わかる。また、すべての監視施設１６からデータパッケージ１８を集めることにより、中
央サービス１０は、閾値データ２０および更新２２を通じたフィードバックとしてのみで
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なく、以下で説明されるように、研究および／または学習のための、有用な情報を提供す
るための、より広範囲な結果へのアクセスを有する。閾値データ２０および更新データ２
２は、データパッケージ１８と類似の性質を所有することができ、したがってかかる詳細
は繰り返される必要がないということを理解されたい。
【００４０】
　病院監視施設１６ａの実施例を図２に示す。図２に示す要素は、病院施設１６ａにおい
て互いに交信し得るいくつかの可能性のあるコンポーネントを説明することを意図するが
、しかしながら、病院施設１６ａに存在する実際の設備および／または職員ならびに患者
２６および職員のニーズに応じて、特定の病院施設１６ａにおいてこれらの要素のうちの
任意の数（またはすべて）が使用されても、または使用されなくてもよい。加えて、監視
されるパラメータ（およびモニタ自体）は、ネットワーク毎に異なる場合がある。以下で
説明するように、図２に示す病院施設１６ａを含む各監視施設１６は、取得されたデータ
を使用して経時的に変動解析を行い、かつその施設において閲覧でき、中央サービス１０
に提供されるデータパッケージ１８を生成するための、少なくとも１つの変動解析サーバ
２４である。しかしながら、図示されるように、各変動解析サーバ２４は、複数の患者２
６と連動することができ、したがって、各監視施設１６において、典型的にただ１つの変
動解析サーバ２４が必要とされる。変動解析サーバ２４は、個々の患者インターフェース
２８を通じて１つ以上の患者２６から取得されたデータを集め、１つ以上の患者パラメー
タについて変動の尺度を計算し（すなわち、変動解析を実施し）、データパッケージ１８
、閾値データ２０および更新データ２２の伝送および／または受信を容易にするための、
インターネット１４を通じて中央サーバ１０に接続する。図示されるように、ＩＣＵに収
容されている者、または普通の病棟にいる者などの、異なる種類の患者２６が存在する場
合がある。
【００４１】
　患者インターフェース２８は、１つ以上のセンサ３０を使用して、患者２６の生理学的
パラメータを監視する。データまたは患者パラメータには、実時間または間欠的に正確に
測定されることのできる、任意の変数を含むことができる。データは、連続する波形（例
えば、ＣＯ２カプノグラフでは１００Ｈｚ、ＥＫＧでは５００Ｈｚ等の特定の周波数レベ
ルで）から入手され得るか、または、例えば、温度測定等の絶対測定として、特定の間隔
で採取され得る。センサ３０および患者インターフェース２８は、例えば、心電図（ＥＣ
Ｇ）、ＣＯ2カプノグラフ、温度センサ、比例補助換気、光電子プレチスモグラフィ、尿
比重計、肺動脈カテーテル、動脈経路、Ｏ2飽和デバイス等を含んでもよい。センサ３０
を通じて取得されたデータにさらに有意性を提供するために、臨床事象はこのデータに関
連付けられ、これはタイムスタンプが付された事象３２を記録する行為を通じて、典型的
に、病院（ベッドサイド）環境にいる医療従事者３４によって入力される。臨床（タイム
スタンプが付された）事象は、身体的活動、投薬、診断、生命維持、洗浄、寝返り、血液
吸引等である可能性がある。臨床事象は、特定の時間と関連付けられ、これは次に、セン
サ３０を使用して、また同一の特定の時間に取得されたデータと関連付けられる。臨床事
象はまた、例えば、電子的に事象を検知し、臨床事象またはノイズとして指定するために
、かかる事象を処理するアルゴリズムを利用することにより、自動的に記録することがで
きるということが理解されるであろう。本実施例では、患者インターフェース２８は、セ
ンサデータ３０とともにタイムスタンプが付された事象データ３２を集めるように構成さ
れ、さらなる詳細は以下に記載される。追加的なタイムスタンプが付されていない情報（
例えば、人口統計）もまた各患者のために記録することができるということに留意された
い。
【００４２】
　図２からわかるように、変動解析サーバ２４は、患者インターフェース２８およびイン
ターネット１４だけでなく、病院施設１６ａ内のいくつかの他のコンポーネント／エンテ
ィティにも接続する。例えば、サーバ２４は、中央監視および警報システム３６に加えて
、ナースステーション等の病院監視システム３８と連動することができる。中央監視およ
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び警報システム３６は、かかる変動解析から明白な危機的なまたは潜在的に危機的な状況
を検知するために、変動解析サーバ２４によって実施される変動解析を監視し、警報また
は医療専門家４２に対する警報を提供する能力があり、医療専門家４２はまた、変動解析
サーバ２４からデータを直接受信することができる。変動解析サーバ２４は、固定式ユニ
ットとして具体化されるか、または複数の場所にいる複数の患者２６にサービスを提供す
るために、病院施設１６ａの周囲における移動を容易にするために、カート上等の可動式
ユニットであることができる。同様に、変動解析サーバ２４は、専用の装置とするか、ま
たはスペースを最小限に抑えるために、アドオンとして既存の傍らに、もしくは集中型の
設備として具体化することができる。
【００４３】
　変動解析サーバ２４はまた、ベッドサイドで患者２６を監視する看護士または他の職員
に利用可能とされるか、そうでなければまたは看護士または他の職員に相当するように、
ベッドサイドモニタ４０と交信することができる。同様に、変動解析サーバ２４はまた、
ＥＣＧ、血圧センサ、温度センサ等の他の医療機器に関連付けられる、センサディスプレ
イ４４と交信することができる。前述のとおり、変動解析サーバ２４は、別個の、独立し
たユニットであることができるが、この場合既存のベッドサイド監視設備、ディスプレイ
およびセンサとともに使用されるか一体化される、プラグインまたは追加的モジュールと
して一体化されてもよい。図２はまた、有用な医療データまたは患者データを提供するこ
とができるか、または変動解析サーバ２４によって取得されたデータから恩恵を受けるで
あろう任意の他の監視システムまたは設備を含むことができる、他のモニタ４６を示す。
例えば、電子患者データベース（図示せず）によって提供されるか、または手動で入力さ
れる患者データ４８はまた、変動解析サーバ２４と交信することができる。以下に記載さ
れるように、患者データ４８は、データパッケージ１８に付加されるか、または含まれて
、そこに包含されるデータについてのさらなるコンテキストを提供することができる。こ
れは、データを人口統計にまとめることを補佐するために、年齢、相対的な健康、性別等
の患者の詳細が、取得されたデータにリンクされることを可能にする。やはり図２に示す
ように、変動解析サーバ２４は、変動の含意または影響に関心を持つ、または携わってい
る、現地の科学者５０のためのデータまたはほかの有用な情報を提供することができる。
患者のプライバシーおよび他の懸念には、必要に応じて、データ機密保護または他のＩＤ
取り消し措置を追加することによって、対処することができることを理解されよう。
【００４４】
　次に図３を参照すると、臨床施設１６ｂが示される。臨床施設１６ｂの実施例ａは、骨
髄移植診療所である。前述の病院施設１６ａに類似して、臨床施設１６ｂは、１つ以上の
患者インターフェース２８からデータを入手し、データ転送を容易にするために、インタ
ーネット１４に接続する、変動解析サーバ２４を含む（すなわち、データパッケージ１８
を送信し、閾値データ２０および更新データ２２を受信する）。臨床施設１６ｂにおいて
、患者２６は、入院していないため、外来患者と呼ばれる。センサ３０、タイムスタンプ
が付された事象３２として記録される臨床事象、患者データ４８が取得され、前述のもの
と類似の手法で使用されるので、さらなる詳細を繰り返す必要はない。同様に、変動解析
サーバ２４は、、妥当な場合、現地の科学者５０に加え、臨床施設１６ｂの医療専門家４
２にデータを提供し、交信することができる。臨床施設１６ｂは、１つ以上の変動解析サ
ーバ２４を含んでもよく、典型的には、種々の外来患者２６の解析を監視し、必要に応じ
て警報を提供する、監視センタ５２を含む。監視センタ５２は、診療所の変動解析サーバ
２４が離れた場所から監視されることを可能にし、診療所にいくつかのサーバ２４が存在
する場合、職員がいくつかのサーバ２４を監視できるようにする。このように、中央監視
センタ５２は、いくつかの臨床施設１６ｂにサービスを提供するために使用することがで
きる。
【００４５】
　移動施設１６ｃを図４に示す。移動施設１６ｃは、変動解析サーバ２４の機能が病院お
よび臨床環境の外で使用されることを可能にし、したがって、本実施形態では、移動施設
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１６ｃは、任意の「ユーザ」または「対象」にサービスを提供する。一貫性を保つため、
以下「患者」という用語は、集合的にあらゆるユーザまたは対象を示す。このように、変
動解析は、運動選手、消防士、警察官、または１つ以上の生理学的パラメータの変動を監
視することによって利益を得ることのできる任意の他の人物を含む、任意のユーザに対し
て実施することができるということが理解されるであろう。したがって、これは、変動が
潜在的に危機的な状況を示し得る、火災時、採掘坑の中、救援任務中等の極限環境におけ
る実時間監視を提供することにまで及ぶことができる。すべての場合において、変動は、
経時的に監視され、結果として得たデータがその個人に特定のものであるように、あらゆ
る患者２６に対して個別に解析することができる。より広範囲にわたるシステム１２を使
用すれば、中央サービス１０が多くの患者２６の個別の結果を利用し、さらなる、より完
全な情報を確認することが可能となる。移動施設１６ｃは、概して中央サービス１０に接
続し、従来の意味における患者であっても、別の種類のユーザであっても、１人以上の患
者２６と交信することのできる変動解析サーバ２４を含む、任意の施設を表す。
【００４６】
　図４に示す実施例では、ユーザ２６は、概して、モバイルデバイス５４を含み、変動解
析サーバ２４と通信している多くのセンサ３０を有する。モバイルデバイス５４はまた、
パラメータを入力するために、またはセンサ３０によって取得されるおよび／またはサー
バ２４によって処理される表示データ６０を閲覧するために、ユーザ２６にディスプレイ
を提供することに加えて、例えば、タイムスタンプが付された事象データ３２のための入
力を提供するために使用することができる。モバイルデバイス５４とサーバ２４との間の
接続は、センサ３０と患者インターフェース２８との間の接続と同様に、有線でも無線で
もよく、変動解析サーバ２４は、基地局にある固定ユニットでも、監視センタにあるカー
ト上のもの等の携帯用ユニットであってもよい。モバイルデバイス５４は、入力デバイス
、ディスプレイ、および変動解析サーバ２４と交信するためのある種の接続性を、好まし
くは完全に移動できる態様で提供することのできる、携帯情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話
、ラップトップコンピュータ、パソコン、または任意の他のデバイスであることができる
。
【００４７】
　前述のように、各監視施設１６は、変動解析サーバ２４を含む。既存の変動解析装置お
よび構造の種々の実施形態の詳細は、Ｓｅｅｌｙの米国特許第７，０３８，５９５号に記
載されており、その内容は参照によって本願に組み込まれる。以下図５および図６とあわ
せて説明されるように、Ｓｅｅｌｙの文献に記載の装置は、一貫した手順および一貫した
形式を使用して、データを集め、表示し、転送するための機能性および機能を追加するこ
とにより、システム１２内で作動するように変更することができる。まず、以下は、セン
サ３０および患者インターフェース２８によるデータの取得についてのさらなる詳細およ
び実施例を提供する。
【００４８】
　データ取得には、調査中の患者パラメータのそれぞれについての、連続するデータの順
次的記録を含む。例としては、心臓血管パラメータデータの連続的な記録、呼吸パラメー
タデータの連続的な記録、および他の患者パラメータの規定の時間間隔での（例えば、血
糖値を３０分毎）記録が挙げられる。
【００４９】
　前述のとおり、変動解析のために取得されるデータは、それから時系列がサンプリング
される連続波形から取得するか、または絶対測定として間欠的に取ることができる。
【００５０】
　患者パラメータは、患者の監視および治療介入を容易にするために、臓器系にグループ
化されてもよい。表１は、臓器系によってグループ化された患者パラメータを示し、イタ
リック体で示すパラメータは、波形から取られるものを表す。
【００５１】
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【表１】

【００５２】
　心臓血管系の整合性を評価するために使用されてもよい患者パラメータは、心臓および
血管の機能を反映する、一定の間隔で（絶対測定から、または波形からのどちらか）正確
に測定することができる任意のパラメータを含む。心臓血管系内での経時的な変動解析に
適している多数の潜在的変数が存在する。これは、その変動の広範囲な評価を受けた最初
の患者パラメータである心拍数を含む。心拍の間の間隔は、心電図によって精密に測定す
ることができ、Ｒ－Ｒ1間隔として知られている。心臓血管系の一部分であり、実時間の
正確な測定の対象となる他のパラメータは、血圧、心拍出量、中心静脈圧、体血管抵抗等
を含む。血圧は、標準的な動脈留置カテーテルを用いて、または自動上腕動脈血圧計を用
いて測定されてもよい。心拍出量は、経食道心エコー検査または胸部インピーダンス測定
を用いて連続的に測定されてもよい。中心静脈圧は、近位上大静脈内に設置されるカテー
テルによって測定されてもよい。他のデバイスがより信頼でき、正確であると判明する場
合がある。監視デバイスの選択にとって重要なことは、不自然な結果がないこと、迅速な
測定の容易さ、および患者の安全である。それでもなお、連続的な、正確な測定の対象と
なる任意のパラメータは、短期間のみであれば、変動解析のためのデータおよび経時的な
表示を提供することができる。
【００５３】
　呼吸器系の整合性を表すパラメータは、血液および組織の十分な酸素化、適切な換気、
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動脈ｐＨ、呼吸数および呼吸機構を示すものを含む。パラメータの測定が正確であるほど
、経時的な変動解析はより有用となる。
【００５４】
　患者が人工呼吸器を装着した状況については、特記に値する。最新の人工呼吸器は、呼
吸毎に同一の圧または体積を患者に送る。これは、正常な呼吸機能の成因である正規変動
を制限するが、完全には無効としない。例えば、患者が圧補助換気法を受けている場合、
その換気を補助するために同一の圧が存在するようにしているにもかかわらず、呼吸毎の
１回換気量において、わずかな変動がある。同様に、体積調整換気の圧は、わずかに変化
する場合がある。したがって、かかる人工呼吸器を使用して呼吸変動の情報を抽出するこ
とが可能となり得る。しかしながら、圧および体積の両者の動的変化を提供する他の人工
呼吸器が存在し、これは呼吸変動の有意性を向上させる。具体的には、比例補助換気は、
気道抵抗、肺コンプライアンス、１回換気量、ピーク気道内圧を含む、呼吸毎の変化およ
び複数の呼吸パラメータの測定を可能にする。したがって、比例補助換気の１つの利用法
は、呼吸変動を評価するための有用なデータが提供されるところにある。
【００５５】
　表１（上記）に示すとおり、多数の他のパラメータが測定されてもよく、得られるデー
タは、それに続く変動解析のために格納される。記載の患者パラメータは、変動解析サー
バ２４を使用して解析することができる、患者パラメータの排他的一覧を形成しないこと
に留意することが重要である。そうではなく、変動解析サーバ２４は、実時間の正確な測
定の対象となる、任意の数の患者パラメータを収容することができる。したがって、他の
患者パラメータを測定するために技術が利用可能となった場合、生理学的または病理学的
変動のさらに完全な解析を提供するために、記載された変数とあわせて関連するデータが
入力され得る。
【００５６】
　変動解析サーバ２４において、各患者の生理学的パラメータについて、変動時系列が作
成される。まず、ユーザは、ある期間にわたるデータ監視のための間隔およびステップを
設定することができる。つまり、変動解析は、ある間隔で実施され、データを通じて時間
内に段階的に動く。データの収集は、例えば、患者インターフェース２８によって取得さ
れた測定データポイントを読み取るステップおよび受理するステップ、およびそれに続く
解析のためにデータポイントを格納するステップを伴う。データ収集のステップはまた、
収集されるデータの量を監視するステップを含む。例えば、初期解析は、およそ１０００
データポイント（例えば１５分間の心拍数測定）が収集された後に開始され得る。各患者
パラメータｖkについて、ユーザ、典型的に担当医は、変動解析を実施するために収集す
るデータポイントｍkの数を選択してもよい。推奨される設定は、中央サービス１０によ
っても提供され得る。
【００５７】
　本方法は、選択された数のデータポイントによって表される期間を計算する。その後、
すべてのそれに続く計算は、ｍkデータポイントを収集するために必要な期間に基づく。
データ更新は、好ましくは可能な限り頻繁に起こるが、好ましくはそれぞれの間隔に起こ
る。間隔は、個々の患者パラメータについての変動解析を実施するために必要な時間とし
て定義される。次のステップの反復に続いて、変動は、最後の解析が実施されたとき（す
なわち、次のステップ）から収集されたデータに基づいて再評価される。例えば、間隔が
およそ１分間である場合、各間隔において約１００データポイントの心拍数データが収集
される。収集されたデータは、以前に格納された最も古い１００データポイントに取って
代わり、新規の変動解析が最新のｍkデータポイントに基づいて実施されることを可能に
する。この処理は、解析の動的発展を可能にする。データを特定の期間に相関させるため
、タイムスタンプは、前述のとおり、データに関連付けられる。
【００５８】
　次に図５を参照すると、システム１２内で使用されるように修正された患者インターフ
ェース２８が、より詳細に示される。患者２６（またはユーザ２６）からデータを集める
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センサ３０は、取得されたデータを患者インターフェース２８内のデータ収集モジュール
８０に送るか、またはほかの形で利用可能にする。データ収集モジュール８０は、ソフト
ウェア、ハードウェア、または両方に統合することができ、また、タイムスタンプが付さ
れた事象データ３２を受信することができる。センサ３０とデータ収集モジュール８０と
の間では、それに続く処理のために、アナログセンサデータをデジタルデータに変換する
ためのアナログデジタル（Ａ／Ｄ）変換が、典型的に実施されるということが理解されよ
う。本実施形態では、タイムスタンプが付された事象３２は、タイムスタンプが付された
事象記録装置８２を通じて捕捉される。タイムスタンプが付された事象記録装置８２は、
例えば、医療従事者３４が、特定の事象を特定の時間に関連付ける、臨床事象を記録する
ためのインターフェースを提供する。これは次に、その時にセンサ３０から取得されたデ
ータと関連付けられることができる。レコーダ８２は、好ましくは、別個のコンポーネン
トであることができるか、または両方ともタッチスクリーン等の単一の機構を通じて提供
することができる、入力機構とディスプレイ８４の両方を提供する。図２４は、タイムス
タンプが付された事象記録装置８２のための臨床事象３２を入手する１つの方途を説明す
る、インターフェース３００の実施例である。データが変動解析サーバ２４にアップロー
ドされる前に、臨床事象データが記録されることを可能にするために、いくつかの選択ボ
ックス３０２を提供することができるということがわかる。波形データおよび臨床データ
を同時に「アップロードする」能力は、とりわけ臨床データと変動データとの比較、臨床
および変動の両データを包含する「レポート」の提供、および変動が標準臨床基準と比較
される、標準化された多施設研究試験の実施を可能にする。レコーダ８２はまた、音声ま
たはビデオ入力を受信するように構成することができ、また、別の機械によってまたは自
動化された視覚処理によってトリガされたもの等の事象を自動で観測し記録するように構
成することができるということを理解されたい。
【００５９】
　データ収集モジュール８０によって収集された、いくつかの、またはすべてのデータは
、ディスプレイ７３上にユーザ／患者についての生データを表示するために、表示ツール
キット７１とともに使用することができる。データはまた、現場でデータ記憶装置８６の
中に格納することができるか、または、データ転送モジュール８８を通して直接転送する
ことができる。データ転送モジュール８８とは、患者インターフェース２８とサーバ２４
との間に接続性を提供するために使用されるソフトウェアおよび／またはハードウェアを
表し、したがって典型的に、有線または無線のどちらかの伝送のために構成される送信機
を含む。データ転送モジュール８８はまた、必要に応じて、データ圧縮／復元またはファ
イル変換のステップを実施するために使用することができる。
【００６０】
　概して、Ｓｅｅｌｙの米国特許第７，０３８，５９５号に記載されるように、患者イン
ターフェースによって収集されたデータは格納され、次にかかるデータは、個々の患者変
動解析を実施するための処理が利用可能であり、その出力は表示することができる。いく
つかの実施形態では、装置は、例えば、ＩＣＵにおけるナースステーションに集中させる
ことができる。個々の患者インターフェースは、複数の患者データ収集のため、データを
中央プロセッサに通信する。収集されたデータは、次に格納され、かつ複数の患者変動解
析ルーチンによって処理されるために利用可能であり、その出力は、表示することができ
る。ユーザが複数の患者の変動表示をフォーマットし、制御することを可能にするために
、ユーザインターフェースを装置に提供することができる。これは、例えば、ナースステ
ーションの看護士が、ＩＣＵ等の棟内の複数の患者を監視することを可能にする。別の実
施形態では、個々の患者および複数の患者の両方の構造を使用することができる。次に図
６を参照すると、システム１２内で動作するように構成される、変動解析サーバ２４に関
するさらなる詳細が示される。
【００６１】
　図６からわかるように、患者インターフェース２８によって収集されたデータは、サー
バ２４に伝送され、生データビルダ６４に入力される。生データビルダ６４は、それぞれ
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のセンサ３０から生成された波形６２から、生データを抽出する。生データビルダ６４は
、波形から時系列を抽出することができ、これは次に、例えば、脈拍間の間隔時系列が心
電図から抽出され、呼吸間の間隔がカプノグラフから抽出される等の変動解析を受ける。
波形６２はまた、好ましくは、後にデータパッケージ１８を構築する際に使用するために
、データファイル記憶デバイス７６の中に格納され、ディスプレイ７４上に波形６２を出
力するために、表示ツールキット７２によって使用することができる。サーバ２４もまた
、それとともに交信するために、好ましくはユーザインターフェース７５を含む。例えば
、図２５に示すように、変動解析の種類３０６および他のパラメータを構成するために、
インターフェース７５を使用して、ＧＵＩ３０４を提供することができる。ＧＵＩ３０４
は、特定の試験もしくは研究用にカスタマイズすることができるか、または、汎用インタ
ーフェースを提供することができることが理解されよう。生データビルダ６４からの出力
は、データパッケージ１８を作成する変動データファイルビルダ７０に送られ、任意の他
のファイルまたはそれに関連するデータを付加する。また、この出力は、ディスプレイ７
４上に生データを出力することができる表示ツールキット７２に送られ、これはまた、デ
ータクリーナ６６に送られる。データクリーナ６６は、変動解析モジュール６８による使
用に適したものとなるように、不自然な結果および生データからの他のノイズを特定し、
削除する。
【００６２】
　データ中の各間隔で不自然な結果を定量化するために使用することができる、例えば、
ポアンカレプロット等の多くの技術があるということに留意されたい。また、異なる変動
解析技術（例えば、ウェーブレット周波数領域等）は、変動解析を損なうことなく、どれ
くらいの不自然な結果に対処することができるかについて、異なる閾値を有する。例えば
、データクリーナ６６はまず、どれくらいの不自然な結果が存在するかを判定し、次にど
の技術がその量の不自然な結果に対処することができるかを判定する。例えば、特定のデ
ータ組は、高速フーリエ変換を実施するには多すぎる不自然な結果を有する場合があるが
、ウェーブレット解析によって対処することができる。これらの技術のさらなる議論は、
下に記載される。
【００６３】
　変動解析モジュール６８は、変動解析を実施し、変動解析を実施するために必要な、更
新データ２２および任意の他の入力を受信し処理する。また、図からわかるように、閾値
データ２０は、変動解析サーバ２４によって入手され、必要に応じて使用される。変動解
析モジュール６８は、所望される場合、変動データを（すなわち、データパッケージ１８
から分離して）出力し、これは、表示ツールキット７２によって使用され、ディスプレイ
７４上に出力することができる。変動データファイルビルダ７０はまた、データパッケー
ジ１８の変動部分を構築するための入力として、変動解析の結果を受信し、適用可能な場
合、追加的な患者情報４８を受信する。データパッケージ１８を中央サービス１０に伝送
する前に、フィルタリング、増幅、圧縮、およびほかの形で伝送のためのデータを準備す
るために、データ調整段階７８が使用される。任意の段階において、出力データは、後で
、または変動解析中に、アクセス、処理、または閲覧することができるように、好ましく
はデータ記憶装置７６の中に格納されるということが、図６からわかる。
【００６４】
　変動解析モジュール６８は、任意の種類の変動解析を実施するように構成し、プログラ
ムすることができるということに留意されたい。同様に、データクリーナ６６は、任意の
所望のデータクリーニングまたは調整を実施するようにプラグラムすることができる。以
下に、データクリーニングおよび変動解析がどのように実施され得るかについてのさらな
る詳細を提供する。
【００６５】
　変動解析における第１のステップは、典型的に、データポイントを選択することである
。これは、データクリーニング段階６６で、または変動解析モジュール６８の実行時に行
われることができる。実データ測定システムは、必要とされる解析と関係のないスプリア
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ス信号をしばしば取得する。前述のとおり、これらのスプリアスデータポイントは不自然
な結果と呼ばれ、解析をより意義のあるものとするために、これらを除去することが望ま
しい。多種多様な医療装置から収集される一連のデータから、不自然な結果を発見し、除
去するための、多くの容認可能な方法がある。複数の方法が使用されても良い。やはり前
述のとおり、１つの技術は、ポアンカレプロットを使用するものである。ポアンカレプロ
ットは、連続するデータポイント間の差を表す。データポイント間の差の絶対値および先
行するデータポイント（Ｘi－Ｘi-1）は、ｘ軸上にプロットされ、同一のデータポイント
とそれに続くデータポイントと間の差の絶対値｜Ｘi－Ｘi+1｜は、ｙ軸上にプロットされ
る。不自然なデータを排除するために、目視評価が使用されてもよい。
【００６６】
　現在のデータポイントおよび前のデータポイントは、収集されて、同一のグラフ上に表
示され、クラウドの外観を与えてもよい。ユーザは、ユーザインターフェース７５と、例
えば、ポインティングデバイスとを通じた、利用可能なツールを使用して、データポイン
トの周りにゲートを描くことができ、したがって、大きく相違する、不自然なデータポイ
ントを除外することができる。ポアンカレプロットの利点は、進行中のデータの動的表示
があること、およびゲートを動的に変化させる能力があることである。加えて、ゲートの
外となるデータの割合が高すぎる場合には、好ましくは警報信号が作動する。
【００６７】
　繰り返すが、不自然なデータを除去するために、他の方法が使用されてもよい。パラメ
ータの絶対値は、データの迅速な検閲と、不自然な結果の除去を可能にするように、時間
スケール進行プロット上に連続してプロットされてもよい。心拍数のためのＲ－Ｒ’間隔
であろうと、血圧透写等であろうと、元の測定は、データクリーナ６６、またはユーザが
、個々の点が廃棄されるべきか追加されるべきか判定することを可能にするために利用可
能である。したがって、データの格納は、データを解析するためだけではなく、以前に記
録されたデータをレビューおよび解析するためにも有用である。データの不自然な結果は
、このように、元のデータ測定を検閲することにより、除去することができる。
【００６８】
　データの選択には、いくつかの方法が使用されても良い。異なるデータの組には、独特
のデータ収集技術を用いた異なる方法が適用されてもよい。したがって、ユーザは、ユー
ザインターフェース７５を通して利用可能なツールを使用して、それによってデータの不
自然な結果が除去される方法を選択することができる。データを選択する一定の方法は、
特定の種類のデータ測定にとって理想的である。例えば、ポアンカレプロットは、心拍数
解析のために適していることが判明している。
【００６９】
　いくつかの場合においては、いくつかの変動尺度（以下に例示される）は、著しい非定
常性に直面すると、信憑性が消失する場合があることを理解されたい。したがって、欠陥
を補正するために、変動に加えて非定常性を監視することが有益である。
【００７０】
　変動解析における第２のステップは、それぞれの患者パラメータのそれぞれについてす
べての変動パラメータを計算することである。変動は、特定の患者パラメータが経時的に
上下する、程度の尺度および特徴を表す。変動解析を実施するための多くの方法がある。
科学文献において、変動解析の単一の方法がすべての患者パラメータについて優れている
というコンセンサスはない。心拍数変動（ＨＲＶ）は、最も広範囲に研究されてきており
、相当の調査にもかかわらず、変動の判定について他のものよりも一貫してより優良であ
る方法というものはない。実際は、多数の著者が異なる方法を使用したＨＲＶの評価の臨
床的有用性を実証している。異なる患者パラメータは、それぞれの患者パラメータの度数
分布の修正された統計的特性等の差のために、変動の評価のために異なる方法を必要とす
る場合がある。
【００７１】
　一実施形態では、ユーザに向けて変動解析のためのいくつかのオプションをディスプレ
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イ７４上に表示するように、およびユーザインターフェース７５および／またはディスプ
レイ７４を通じて、特定の患者パラメータに推奨される方法について、データ組を評価す
るためのアルゴリズムに基づいて、ユーザに助言を与えるために、変動解析サーバ２４が
適合される。
【００７２】
　現在のところ、変動パラメータを計算するための最も単純な方法は、選択されたデータ
組の度数分布の平均および標準偏差の計算を伴う。この情報は、経時的に更新することが
でき（例えば、連続的に）、およびグラフとして視覚的に表示することができる。度数分
布の統計的解釈は、分布が正規であるか対数正規であるかによって左右される。分布が正
規または対数正規曲線によって正確に表されるかどうかを評価する、標準化された手段が
あり、これには尖度および歪度の評価を含む。尖度および歪度を計算することにより、ユ
ーザは、適切な分布を選択するように誘導される。度数分布を評価することにより、平均
および標準偏差は、評価段階にある特定の患者パラメータの変動パラメータを表す。
【００７３】
　度数分布の平均および標準偏差に加えて、変動パラメータを計算するための多数の他の
方法が存在する。変動を評価するための方法は、スペクトルおよび非スペクトル解析、時
間周波数解析（ウェーブレット解析）、リアプノフ指数の計算、近似エントロピー等を含
む（Ｓｅｅｌｙ　ａｎｄ　Ｍａｃｋｌｅｍ、２００４、上記に引用）。好ましくは、ユー
ザインターフェース７５を通じていくつかの方法の選択肢がユーザに示され、特定の方法
の選択において支援される。変動解析の結果は、評価段階にある各患者パラメータの変動
パラメータをもたらす。変動パラメータは、次に表示され、経時的に更新されてもよい。
各サイクルにおいて、更新された変動が表示される。
【００７４】
　図９に示すとおり、変動解析過程は、好ましくは、それぞれの患者パラメータの実時間
表示５１２、５３２、一実施例では、心拍数５１２および血圧５３２で開始する。ポアン
カレプロット５１４、５３４は、例えば、５１６、５３６を開設することにより、データ
の不自然な結果を排除するために使用される。度数分布ヒストグラム５１８、５３８は、
ポアンカレプロットの平均から二乗差を使用して計算される。この方法は、１／ｆノイズ
を示すデータ組に適している。これは、すべての値が正である場合の、分散の度数分布を
平均から生成するためのツールである。データは、度数ビンにプロットされ、各ビンは、
平均からの二乗差によって測定される、変動の比例量を表す。ビンは、ｙ軸上の度数、お
よびｘ軸上の増加する変動を持つヒストグラムで表される。左のビンは、非常によくある
、小さい変動を示しているため、通常はほとんど一杯である。右にある、拡大するｘ軸を
持つビンは、大きい度数変動を表し、通常はより少ない。それぞれのサイクル毎に、ヒス
トグラムは更新される。ｌｏｇ－ｌｏｇプロット５２０、５４０は、度数対変動のｌｏｇ
－ｌｏｇプロット上の度数分布ヒストグラム５１８、５３８の、単なる線形表現である。
点の直線分布は、１／ｆノイズの特徴である。データポイントを通る直線の最良適合は、
標準線形回帰分析を使用して導かれてもよく、この特定の技術の妥当性に関してユーザに
知らせるためにも役立つこともできる。変動解析モジュール６８は、ｌｏｇ－ｌｏｇプロ
ットの線５２２、５４２の勾配およびｘ切片５２４、５４４を計算する。これらの値は、
一対の動的変動パラメータヒストグラム５２６、５４６として表示することができる。勾
配は、一方のヒストグラム５２８、５４８によって、切片は、他方のヒストグラム５３０
、５５０によって表される。
【００７５】
　概して、変動の表示は、それによりユーザによって選択された変動解析方法によって計
算される患者パラメータの変動に、ユーザがアクセスすることができる方途を伴う。変動
パラメータを表示するための１つの方途は、患者パラメータの経時的な変動における変化
に基づいて、高さが上下するカラムとして表される、動的変動ヒストグラム５２６、５４
６（図９）である。
【００７６】
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　各患者についての各患者パラメータの変動の「正常」範囲は、経時的に解析によって判
定することができる。継続的な研究もまた、この分野における指針を提供することとなろ
う。変動ヒストグラムが正常範囲内にある場合、ある一色（例えば緑）で表示されるよう
に、警報を設定することができる。ヒストグラムの値が正常範囲を超えて上昇したり、ま
たはそれ以下に下降したりすると、これは異なる色（例えば赤）で表示される。ヒストグ
ラム５２６、５４６は、サイクル毎に更新される。
【００７７】
　図１０Ａは、図９に示すものと類似する例示的変動ヒストグラムを説明する。心拍数６
０２、血圧６０４および心拍出量６０６の実施例が説明される。表示することができる別
の有用な値は、直前に選択された変動解析の期間の標準偏差である。これは、「Ｉ」バー
６２０、６２２、６２４、６２６、６３０、６３２として変動ヒストグラム上に挿入する
ことができる。
【００７８】
　前述のとおり、複数のパラメータの経時的な変動解析の臨床的治療的可能性は、複数の
患者パラメータの変動における変化のパターンを監視することによる、病理学的特性を生
理学的体系的特性と区別する能力である。したがって、表示は、そのシステムに固有のパ
ラメータの変動を追跡することにより、個別の臓器系の生理学的および病理学的性質を評
価するために、任意の個々の患者の現在の段階を最良に表すように調整することができる
。
【００７９】
　異なる臓器系は相互に関連し、相互に依存しているということが理解されよう。しかし
ながら、治療上の治療介入は、一般的に個別の臓器を対象にするため、臓器系を区別する
ことが有益である。臓器系の例としては、心臓血管系、呼吸器系、血液系、中央神経系、
肝臓および代謝系、腎臓および廃物排泄系が挙げられる。
【００８０】
　したがって、複数のパラメータの変動の表示における柔軟性が提供されるべきである。
ユーザは、臓器系または相互依存の臓器系の組み合わせを分析するために、さまざまな表
示オプションを選択してもよい。加えて、ユーザは、個々の患者についてのすべての監視
されたパラメータの変動を表示するように適合された、個々の患者表示、個々の患者につ
いての選択された臓器系を表示することができる、個々の患者臓器指定の表示、監視され
るＩＣＵにおけるすべての患者についての患者パラメータの変動を同時に表示することが
できる、複数の患者表示、ユーザ選択された患者パラメータの変動を表示することができ
る、ユーザ指定の変動表示のうちの任意の１つを選択してもよい。
【００８１】
　経時的に患者パラメータの変動における変化をレビューする能力は、これらの技術を使
用して実施される変動解析の臨床的有用性を高める。図１０Ｂは、３つの選択された変動
パラメータ６０２、６０４、６０６の視覚表示である、変動レビュー表示６３４、６３６
を説明する。一方のグラフ６３４は、選択されたパラメータ６０８、６１２、６１６の勾
配値を表す。もう一方のグラフ６３６は、選択されたパラメータ６１０、６１４、６１８
の切片値を表す。図１０Ｂに示す実施例では、各グラフについて、心拍数値は、ｘ軸６４
６、６５２上にプロットされ、血圧値は、ｙ軸６４８、６５４上にプロットされ、心拍出
量値は、ｚ軸（奥行き）６５０、６５６上にプロットされる。あるいは、ｚ軸（奥行き）
は、色の濃さで表することができる。現在の変動値は、好ましくは、大きい点６３８、６
４０によって表され、設定された期間にわたって計算された最新の変動値は、小さい点６
４２、６４４によって表される。これは、ユーザが、選択されたパラメータ間の任意の相
関に加えて、「データのクラウド」の移動を経時的に観測できるようにするための、デー
タの視覚表示を可能にする。
【００８２】
　継続的な研究およびユーザの観測は、変動の望ましい生理学的パターンの定義に役立つ
。データのクラウドの特異的な動きが望ましい場合があり、治療的治療介入を使用して刺
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激される場合がある。したがって、変動レビュー表示は、積極的な治療介入を容易にする
ために使用することができる。
【００８３】
　患者および臓器特有の表示に加えて、変動の表示はまた、３つの基本モードである、瞬
間表示、レビュー表示または混合表示に整理されてもよい。
【００８４】
　瞬間表示モードは、現在の変動パラメータの実時間表示、それによってデータ選択が行
われる処理、および個々の患者パラメータに使用される、変動解析の特定の方法に関連す
るグラフを提供する。このモードは、４つのユーザによって選択された表示（個々の患者
表示、個々の患者臓器指定の表示、複数の患者表示、およびユーザ指定の変動表示）のい
ずれかにおいて使用されてもよい。
【００８５】
　レビュー表示（図１０Ｃ）は、選択された期間にわたり、選択された個々のまたは複数
の患者パラメータについて、ユーザが変動パラメータにおける変化のパターンを特定する
ことを可能にする。レビュー表示は、選択された患者パラメータの変動の、データが存在
する任意の選択された期間中の、時間圧縮された動画表示をユーザに提供する。この表示
モードは、経時的な変動のビデオに類似している。この表示は、ユーザが個々の患者の患
者パラメータの変動の進行を判定することを可能にする。これはまた、ユーザが治療介入
に対する応答、全体的な病気の進行、またはさらなる治療介入の必要を判定することを可
能にする。特定の期間について計算される（例えば、治療介入の４時間時間前および４時
間後）患者パラメータにおける変動の平均は、レビュー表示に含めることができる。
【００８６】
　混合表示モードは、以前の（規定の）期間の表示に加えて、現在の患者パラメータの実
時間表示の組み合わせを提供する。
【００８７】
　図１０Ｃは、レビュー表示の３つの実施例を示す。図１０Ｃの１行目は、２４時間前の
患者パラメータの変動（６５８）が１時間前の変動（６６０）の横に表示され、実時間の
変動（６６２）が表示される、混合表示の実施例を示す。
【００８８】
　図１０Ｃの２行目は、４８時間（６６４）、２４時間（６６６）および１時間（６６８
）からの変動の進行を示す患者パラメータについての変動の進行が表示される、レビュー
表示を説明する。
【００８９】
　図１０Ｃの最後の行は、Ｘ日（６７０）、Ｙ時間（６７２）およびＺ分（６７４）の患
者パラメータの変動が表示される、別のレビュー表示を示す。
【００９０】
　以下でより詳細に説明されるように、表示ツールキット７２は、ユーザが上記の一般表
示機能をより高度で好都合なユーザインターフェース（ＵＩ）に拡張することを可能にす
る。拡張表示機能は、部分的に、取得された変動および波形データの整理によって実現す
ることができる。
【００９１】
　上述の実施例は、患者インターフェース２８と変動解析サーバ２４との間を直接インタ
ーフェースで接続する経時的な変動の実時間解析を説明するが、図２６に示すとおり、種
々の他の構造が可能であることに留意されたい。次に図２６を参照すると、患者またはユ
ーザ２６から入手された波形データは、任意の時間に、波形データファイル１０４として
取得され、格納され、そのユーザ２６についての臨床データ３１０に関連付けられること
ができるということがわかる。臨床データ３１０は、ユーザ、その疾病の性質、人口統計
、臨床事象等に関する任意のデータを表すことができる。また別の時間に、遡及的な分析
を実施するために、波形データファイル１０４および臨床データ３１０を次に使用するこ
とができる。本実施例では、症例報告書３１２ユーザインターフェースは、データが変動
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解析サーバ２４にアップロードされることを可能にする、ワークステーション３１０にて
提供することができる。変動解析サーバ２４はローカルまたは遠隔であることができ、し
たがって取得施設は、アップロードされるデータを受信および／または格納および／また
は処理する能力のある任意の場所またはエンティティに相当することができることに留意
されたい。変動解析サーバ２４は次に、上記に例示された原理およびアップロードされた
データの変動解析に関して生成されたレポート３１４に従い、データを遡及的に処理して
もよい。図２６に示すとおり、レポート３１４はまた、中央サービス１０に送信されるか
、中央サービス１０によってダウンロードされてもよく、中央データベース９６格納され
てもよいということが理解されよう（図１２もまた参照）。同様に、データファイルを含
むデータパッケージ１８もまた、その詳細は以下に提供するが、変動解析サーバ２４によ
って中央サービス１０に提供することができる。したがって、患者データの取得、それに
続く変動解析および記録、処理および結果のレポートは、任意の適した物理的構造におい
て達成することができ、適切な場合、示される段階は一時的に空白とすることができると
いうことがわかる。
【００９２】
　前述のとおり、変動解析サーバ２４は、データパッケージ１８の変動データファイル１
０３を最終的に作成するために、患者インターフェース２８から送信された波形データ６
２を処理し、これは中央サービス１０に送信されてもよい。図７は、データパッケージ１
８の一般データ構造を図示する。前述のとおり、各データパッケージ１８は、変動データ
ファイル１０３および各臓器、パラメータまたは変数に対応する波形データファイル１０
４を含んでもよい。変動データファイル１０３は、各パラメータのための、共通の時間ス
ケールにそれぞれが関連付けられる、いくつかのデータの組を含む。図７に示すとおり、
変動データファイル１０３は、例えば、タイムスタンプ事象記録装置８２を使用して入力
される際に、タイムスタンプが付された事象データ３２から入手される、１組の臨床事象
１０６を含む。変動データファイル１０３はまた、波形６２から抽出される生センサデー
タ１０８、生センサデータ１０８から作成される平滑化センサデータ１１０、変動解析段
階６８の間に生成される生変動データ１１２、および生変動データ１１２から作成される
平滑化変動データ１１４を含む。これらの平滑化バージョン（１１０および１１４）は、
生バージョン（１０８および１１２）のデータの遊動する平均から、一定の間隔およびス
テップで作成される。すべてのデータの組１０６～１１４は、互いに関してタイムスタン
プデータ１１６を通じてタイムスタンプが付されていることがわかる。タイムスタンプデ
ータ１１６は、センサ３０によって取得された任意のデータがタイムスタンプに関連付け
られるように、波形および臨床事象と合わせて取得される。ユーザが多臓器変動について
の波形および他の表示出力を同時に閲覧することを可能にするために、共通時間スケール
が使用される。共通時間スケールは、別個のパラメータからのデータの曲線適合、次に時
間点に対応するデータの選択、および各曲線上の値を見つける等の任意の周知の技術を使
用して適用することができる。
【００９３】
　変動データファイル１０３はまた、相補的または対応する波形ファイル１０４に関連付
けられるか、またはそれに付加されることによって、対応する波形６２に関連付けられる
。波形ファイル１０４はまた、波形１０４が対応するデータの組１０６～１１４と一致す
る／整列することを可能にする、タイムスタンプデータ１１６を含む。データパッケージ
１８はまた、１組のファイル情報１１８を含み、これはヘッダ、フッタ、フラグ等の形で
あってもよい。概して、ファイル情報１１８は、データパッケージ１８の構造および特性
に関する任意の情報である。前述のとおり、典型的に監視される患者に関連付けられる他
のデータもまた、データパッケージ１８に付加されることができる。したがって、データ
パッケージ１８は、１組の付加データ１２０を任意選択的に含み、これは、元は変動解析
サーバ２４に入力されたか、変動解析サーバ２４から入手された患者データ４８を含んで
もよい。図７に示す実施例では、ファイル情報１１８および付加データ１２０は、変動デ
ータファイル１０３に含まれるように示されるが、かかるデータ１１８、１２０はまた、
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波形ファイル１０４、自らの予備として、または付加データファイル（図示せず）に含ま
れることもできることが理解されよう。また、共通ファイル情報１１８および付加データ
１２０は、データパッケージ１８の中のすべての変動データファイル１０３および波形デ
ータファイル１０４に関連付けられることができるということも理解されよう。したがっ
て、これらのデータ要素を整理するために、任意の適したデータ構造を使用することがで
き、図７に示されるものは、単なる実例であるということがわかる。
【００９４】
　図１１は、データパッケージ１８がどのように構成されるかを説明するフロー図を示す
。各新規データファイルルーチン１９９について（すなわち、各パラメータについて）、
２００で、波形６２がセンサ３０から入手され、２０６で、波形データファイル１０４が
作成され、および利用可能な場合、新規データパッケージ１８を作成するように、新規変
動データファイル１０３に添付される。波形６２が取得される一方で、２０２で、例えば
、タイムスタンプが付された事象記録装置８２を使用して、臨床事象が記録される。した
がって、事象が記録される際に、新規変動データファイル１０３内の臨床事象データ１０
６が更新される。２０４で、生センサデータ１０８をもたらすように、生の時系列が記録
される。生センサデータ１０８は、次に平滑化時系列（すなわち、生センサデータ１０８
の平滑化バージョン）を作成するために２０８で使用され、平滑化センサデータ１１０と
して新規変動データファイル１０３に追加される。２１０では、データの変動解析が実施
される。２１４では、２１０で変動解析から生成された生変動データ１１２が記録され、
新規変動データファイル１０３に追加される。これは、適切な変動解析技術を使用して実
施され、複数のタイムスタンプが付された変動値を生じる。ここから、平滑化変動データ
１１４が生成され、新規変動データファイル１０３に格納される。２１８では、新規変動
データファイル１０３を作成するために、適切なタイムスタンプとあわせて、先行する段
階において作成されたデータの組のすべてが融合されることがわかる。同時に、利用可能
な場合、波形データファイル１０４が添付される。
【００９５】
　２１９では、別の変数またはパラメータが監視される場合、ステップ２００～２１８を
繰り返すことにより、そのパラメータのための別の新規データファイルが生成される。い
ったんすべてのパラメータが解析されると、すべての変動データファイル１０３および対
応する波形データファイル１０４を融合することにより、データパッケージ１８が生成さ
れる。患者データ２２０および他のファイル情報１１８（図示せず）は、各変動データフ
ァイル１０３に追加されてもよく、またはデータパッケージ１８毎の共通の識別データ組
として存在してもよい。
【００９６】
　次に図８を参照すると、表示ツールキット７２が示される。図５に示す患者インターフ
ェース２８の中のツールキット７１は、同一のまたは類似のコンポーネントを含んでもよ
いということが理解されよう。ツールキット７２に含有されるツールは、図に例示され以
下で説明されるように、一般表示の実施例を表す。ツールは、最大限に設定可能であり、
ユーザにとって使い勝手がよいように、すなわち、それにより時間の中で間隔が移動する
ステップに加えて、変動が考慮される全体的な時系列および間隔の長さを変更することが
できるように設計される。したがって、ユーザは、変動解析の種類に加えて、データの長
さおよび間隔およびステップを設定することができる。
【００９７】
　ツールキット７２は、ツールキット７２に含まれるツールを使用して表示され、解析さ
れることになるデータパッケージ１８を格納し、キャッシュするための一時データファイ
ル記憶装置１２４を含む。ツールキット７２はまた、ツールが図７に示す特定のデータ方
式を取り扱うこと、および表示目的のために、データがどのように処理されるかについて
特異的な、任意の更新２２を取り扱うことを可能にするために、表示形式モジュール１２
６を含む。本実施例ではＶｃａｍツール１２８を含むツールキット７２は、変動を計算す
るために使用される元の生データを閲覧するために、ユーザが変動データ組を拡大するこ
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とを可能にする。これは、例えば、生変動データを平滑化変動データと比較するために、
ユーザが異なるデータ組（例えば、１０６～１１４）を一緒に閲覧することも可能にする
。また、例えば、かかる時間にわたり、変動がどのように変化したかを示すために、時間
に関して前進および後退することにより、ユーザが経時的にデータパッケージ１８を走査
することを可能にする、Ｖｃｏｒｄｅｒツール１３０も含まれる。Ｖｃａｍツール１２８
およびＶｃｏｒｄｅｒツール１３０はまた、同一のツールに統合されてもよい。ツールキ
ット７２はまた、Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒツール１３２を含み、これは、理解および／また
はその正確さを向上させるために、改正、注釈付け、およびほかの形で特定の波形データ
ファイル１０４に格納されるデータを変更するために使用される表示ツールである。また
、Ｖｍｏｖｉｅツール１３３が含まれ、これは、経時的な１組のデータが構成され、異な
る間隔で連続的に変化する変動を閲覧するためのさらなる方途を提供するために、動画の
ように動いているように閲覧されることを可能にする。図からわかるように、ツールキッ
ト７２は、好ましくは、ユーザがツールキット７２に含まれるツールと交信し、このツー
ルを使用することを可能にするために、入力インターフェースと交信する。
【００９８】
　前述のとおり、ツールキット７２の中のツール（およびそれによって提供されるディス
プレイ）は、一般表示の実施例を表す。Ｖｍｏｖｉｅツール１３３は、例えば、変動解析
のために使用されるデータの間隔と合わせて、動画が再生されると、上記で言及した間隔
を反映して変動グラフが変化するように、上記の生データと合わせて任意の種類の変動グ
ラフを表示することができる（下記で説明される図２１を参照）、汎用形式のディスプレ
イを表す。
【００９９】
　次に図１２を参照すると、中央サービス１０のさらなる詳細が示される。中央サービス
１０は、インターネット１４上で送信されるか、またはインターネット１４上からダウン
ロードされるデータパッケージ１８を入手するための、データ収集モジュール９０を含み
、これは次に、データパッケージ１８を中央データベース９６の中に格納する。中央デー
タベース９６とは、概して中央サービス１０によって実施される任意のおよびすべてのデ
ータ記憶を表し、任意の数の記憶装置コンポーネント、データベース、フォーマット等に
制限されるべきでない。中央サービス１０はまた、好ましくは、示されるように外付けで
、または内蔵で、管理職員が中央サービス１０を操作することを可能にする、管理的イン
ターフェース９２を含む。中央データベース９６の中に格納されるデータパッケージ１８
は、さまざまな人口統計からのデータの評価を行うために、または特定の症状、トレンド
、異常値等を標的とするために、統計エンジン１００によって使用することができる。統
計エンジン１００および中央データベース９６はまた、研究者の管理下にあり、複数の患
者にわたって変動解析を行うために、中央データベース９６に格納されたデータを使用す
る、外部調査プログラム９４と交信してもよい。各データパッケージ１８は、ある個人に
特異的であり、したがって、中央データベース９６は、さらに徹底的な、および詳細な解
析を行うために、多くの個人からのデータに経時的にアクセスすることができるツールを
研究者に提供することを理解されたい。
【０１００】
　中央サービス１０はまた、変動解析サーバ２４が一貫した解析を行うことを可能にする
ために、統計エンジン１００からの入力および中央データベース９６に格納されたデータ
を使用して１組の閾値を生成する、ソフトウェアモジュールまたはルーチンである、閾値
エンジン１０２を含む。したがって、閾値エンジン１０２は、種々の監視施設１６にイン
ターネット１４上で送信することができる閾値データ２０を生成する。同様に、管理的イ
ンターフェース９２からの入力を得て更新データ２２の形でシステム更新を生成する、ソ
フトウェアモジュールまたはルーチンである更新エンジン９８が含まれる。更新エンジン
９８は、更新データ２２を生成し、インターネット１４を通してかかるデータ２２を種々
の監視施設１６に分配する。
【０１０１】
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　更新データ２２は、システム１２内で変動解析を実施するソフトウェアに対する任意の
更新を含む。上記で説明されたとおり、各監視施設１６は、変動解析を実施するための解
析サーバ２４を含む。図１に示すシステム１２によって提供される接続性を考慮すると、
中央サービス１０は、各監視施設１６のための更新を準備し、更新データ２２を各変動解
析サーバ２４に分配することにより、常に最新のソフトウェアを維持することができる。
変動技術は進化し続け、さらに高度となってきているため、新技術およびツールが開発さ
れると、サーバ２４は、技術者が監視施設１６を訪問したり、変動解析サーバ２４をサー
ビスセンタに運んだりする必要なしに、遠隔的に更新することができる。さらに、中央サ
ービス１０は、フィードバックまたは定期的なポーリング等を要求することにより、デー
タ収集の有用性を維持するために、すべての監視施設が正しく更新されることを確実とす
ることができる。中央サービス１０はまた、収入の流れを作成するために、加入サービス
料または使用毎／更新毎の料金を徴収するために、システム１２によって提供される接続
性を使用してもよい。したがって、システム１２の接続性が、更新データ２２がソフトウ
ェア処理を再同期および標準化し、完全にフォーマットすることを可能にするということ
がわかる。
【０１０２】
　更新データ２２はまた、各臨床的応用および患者集団のために推奨される変動技術が使
用されることに加えて、最良の間隔およびステップを含むべきであるということに留意さ
れたい。したがって、分散型システム１２は、各監視施設１６に一貫した情報を提供する
ように活用することができる。
【０１０３】
　閾値データ２０は、変動解析を実施する際に、警報を発するか、または検知される状況
にある、概して、最良の閾値を表す。閾値データ２０は、データパッケージ１８を集める
ことによって取得されたデータと、おそらく研究者、科学者および医療専門家の入力との
協調に基づく、発展するデータ組であることができる。閾値データ２０は、中央サーバ２
０が動作および警報閾値をシステム全体１２にわたって、および前述のとおり、特定の診
療環境および異なる患者集団について、連続的に精密化および更新することを可能にする
。
【０１０４】
　再び図８を参照すると、表示ツールキット７２に含まれるツールのためのユーザインタ
ーフェースがここでより詳細に説明される。変動解析モジュール６８を使用して生成され
た変動データは、時系列センサデータ１０８、１１０と、波形データファイル１０４を関
連付けた、変動データファイル１０３の中の臨床事象とに好都合に融合される。変動デー
タおよび波形データは、サーバ２４のディスプレイ７４に出力することができ、表示ツー
ルキット７２は、任意の適した利用可能な技術を使用して、経時的に変動を解析するため
の拡張機能を提供する。
【０１０５】
　例えば、心肺変動（ＣＰＶ）の全体的な尺度を提供することと同時に、ＨＲ変動（ＨＲ
Ｖ）およびＲＲ変動（ＲＲＶ）の個々の尺度を提供するための心拍数（ＨＲ）および呼吸
数（ＲＲ）を別個に査定するために、一連の変動解析技術が使用することができる。使用
されるかかる技術は、典型的にＨＲＶ、ＲＲＶ、およびＣＰＶを実時間で査定する。使用
されることになる主要技術は以下のとおりである。
【０１０６】
　１）時間領域：標準偏差および変動係数の統計が、信号変動を評価するために計算され
る。時間領域尺度はまた、査定する変動のための尖度および歪度等の統計値をもたらすこ
とになる、確率分布曲線（度数ヒストグラム）の計算を伴う。
【０１０７】
　２）周波数領域技術：ＨＲおよびＲＲ信号のスペクトル周波数成分の解析は、高速フー
リエ変換（ＦＦＴ）を利用することによって行われる。
【０１０８】
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　３）時間周波数領域：非定常およびノイズ等の問題を克服するために、ウェーブレット
解析を使い、信号は時間および周波数領域を同時に解析することができる。
【０１０９】
　４）複雑性領域：解析された信号の中のエントロピーの量または複雑性または情報は、
サンプルエントロピー（ＳａｍｐＥｎ）およびマルチスケールエントロピー（ＭＳＥ）尺
度を使用して査定することができる。
【０１１０】
　５）スケール不変フラクタル領域：ＨＲＶおよびＲＲＶ信号の固有のフラクタル性は、
トレンド除去ゆらぎ解析（ＤＦＡ）および冪乗則解析等の技術を用いて吟味することがで
きる。これらの技術は、信号変動を査定する際に役立つだけでなく、冪乗則方程式から算
出される勾配および切片に基づいて、生理学的状態と病理学状態とを区別する際にも役立
つことになる。
【０１１１】
　例示的研究の変動転帰を下記の表２にまとめる。
【０１１２】
【表２】

【０１１３】
　ここで図１３および図１４を参照して、健康な対照患者における運動負荷試験の、ウェ
ーブレットを用いたＨＲＶ、ＲＲＶおよびＣＰＶ査定の第１段階の初期結果を示す。図１
３では、上段の時系列は呼吸中の毎分のＲＲを示し、中段の時系列は脈拍中の毎分のＨＲ
を示し、両者は同一の患者に取り付けたセンサ３０を使用して同時に測定される。各時系
列のデータが、時間スケールに関連付けられることがわかる。これらの時間スケールは、
図９および１０に関して前述のとおり、多臓器変動を表示するために、標準的な曲線適合
技術を使用してともにそろえて並べられることができる。図１３の下段の時系列は、ＲＲ
およびＨＲ信号の個々のウェーブレットを用いた変動を表示する。実線はＲＲＶを描画し
、破線はＨＲＶを描画する。下段のプロットにおけるウェーブレットを用いたＨＲＶとＲ
ＲＶとの間の、およそ９１％に相関が存在し、すなわち、両変動曲線は段階１の試験の後
に、同時に下降する傾向があるということがわかる。図１４は、各時点でＨＲＶおよびＲ
ＲＶ信号を線形に回帰することにより、より綿密に相関を検討し、よってＣＰＶを特徴付
ける。図１４から、運動のレベルを上げることにより、ＣＰＶは第２象限（高ＨＲＶ、高
ＲＲＶ）から第４象限（低ＨＲＶ、低ＲＲＶ）へと下降することがわかる。ディスプレイ
７４および表示ツールキット７２は、ユーザが図１３および１４に示すもの等のようにプ
ロットを視覚化することを可能にし、これは次に、より高度で厳格な様式で、データを検
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討し解析する機会を提供する。
【０１１４】
　図１５は、運動試験中の同一の段階１の、多重パラメータＲＲＶおよびＨＲＶ解析を示
す。図１３に示すウェーブレットと区間の相関に加えて、図１５は、スケール不変冪乗則
解析、および標準偏差プロット、およびＤＦＡも提供する。すべての技術について、ＲＲ
ＶとＨＲＶとの間に十分な相関が存在することがわかる。繰り返すが、データパッケージ
１８および表示ツールキット７２は、図１５に示すもの等の、変動解析を行うことから生
じるプロットを表示するために使用することができる。かかる好都合なデータの表示は、
ユーザが研究毎および患者毎のデータの相関および有意性をよりよく実感することを可能
にする。図１６は、図１４に示すとおり、各時点でＨＲＶおよびＲＲＶ信号を線形に回帰
することにより、各統計的方法についての相関を説明する。概して、ＣＰＶは、検討され
るすべての統計について、類似の様式で落ちる傾向があるということがわかる。図２３は
、軌跡曲線３０８の脇に心拍数変動時系列３１０および呼吸変動時系列３１２を好都合に
表示した、標準偏差軌跡曲線３０８を使用して、ＨＲＶとＲＲＶとの間の別の相関を説明
する。ある期間にわたる２つの臓器変動における変化の同時の描画は、特に連続的多臓器
変動解析を実施するための、システム１２の視覚化機能の実施例を提供することに留意さ
れたい。
【０１１５】
　前述のとおり、各変動解析サーバ２４は、監視施設１６にいる複数の患者からデータを
取得することができる。これは、図１７に示すとおり、ユーザ（例えば、医師）が複数の
患者に対して行われた変動解析を同一のディスプレイ上で閲覧することを可能にする。中
央サービス１０が多くの患者についてのデータパッケージ１８（変動ファイル１０３を含
む）へのアクセスを有することから、類似の出力がユーザに対して中央サービス１０にお
いて、または中央サービス１０へのアクセスを有することによって、利用可能であること
に留意されたい。これは、閾値データ２０が判定され精密化されることを可能にする。
【０１１６】
　図１７では、平滑化（ウェーブレット）ＨＲＶを、患者＃１を上の時系列、患者＃２を
中間の時系列、および患者＃３を下の時系列に示す。基線変動は、水平の灰色の線で示し
、これは－１日目から２日目までの平滑化ＨＲＶ曲線のそれぞれの平均である。基線変動
における１０％下落が第１の縦の破線の組で描画され（Ａ1、Ａ2、Ａ3と表示）、変動に
おける２０％下落が第２の縦の破線の組で描画され（Ｂ1、Ｂ2、Ｂ3と表示）る。抗生物
質の投与開始が、縦の実践（Ｃ1、Ｃ2、Ｃ3と表示）で描画される。患者＃１について、
基線変動における１０％下降が抗生物質の投与開始のおよそ１６時間前に発生し（Ａ1Ｃ1

～１６ｈ）、基線変動における２０％下降が抗生物質の投与開始のおよそ５時間前に発生
した（Ｂ1Ｃ1～５ｈ）。患者＃２は、基線変動における１０％下降が抗生物質の投与開始
のおよそ３６時間前に発生し（Ａ2Ｃ2～３６ｈ）、基線変動における２０％下降が抗生物
質の投与開始のおよそ２３時間前に発生した（Ｂ2Ｃ2～２３ｈ）。患者＃３は、基線変動
における１０％下降が抗生物質の投与開始のおよそ１１４時間前に発生し（Ａ3Ｃ3～１１
４ｈ）、基線変動における２０％下降が抗生物質の投与開始のおよそ５２時間前に発生し
た（Ｂ3Ｃ3～５２ｈ）。複数の患者についてのデータを比較することができ、変動におけ
る％下降等のパラメータは、変動データから（この場合、平滑化変動データ１１４から）
直接特定することができるということがわかる。図１７に示す注釈は、ディスプレイ出力
のプリントアウトに記載してもよく、またはタッチスクリーンまたはタブレット等の適し
たインターフェースデバイスを提供することにより、変動データファイル１０３に直接保
存されてもよい。かかる注釈は次に、後の研究または解析を補佐するために、変動データ
ファイル１０３に付加することができる。
【０１１７】
　図２２は、図１７と類似した、ＲＲＶについての実施例を図示する。成功した自発呼吸
試験（ＳＢＴ）において、ＲＲＶに認められる変化がないことがわかる。しかしながら、
ＳＢＴは成功であったが抜管に失敗した場合において、ＲＲＶに認められる低下が存在し
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た。失敗したＳＢＴは、ＲＲＶの低下を示すこともわかる。これらの所見の臨床的有意性
のうちのいくつかは、ＳＢＴ中に変化した変動は、ＳＢＴ中に増加したストレスまたは作
業の尺度を提示し、ＳＢＴ中の変動に大きな変化を示す患者は、抜管に失敗する可能性が
より高い、というものである。これらの所見は、人工呼吸器からの解放に成功した患者を
予測する際にも役立ち、それ自体が生命にかかわる事象である、抜管の失敗および関連す
る急な再挿管の必要性を防ぐ。さらに、ＳＢＴ中の心臓または呼吸変動における孤立した
変化は、なぜ患者が抜管に失敗する可能性があるかについての原因を予測し、抜管の失敗
を避けるための予防的な方策をもたらす場合がある。
【０１１８】
　図２２に示す結果に関して、人工呼吸器からの迅速かつ安全な解放は、危篤状態の者の
介護において、決定的に重要であるということに留意されたい。長期の人工呼吸器は、院
内の５年死亡率、および心臓手術後の費用の上昇（Ｒａｊａｋａｒｕｎａ　Ｃ，Ｒｏｇｅ
ｒｓ　ＣＡ，Ａｎｇｅｌｉｎｉ　ＧＤ，Ａｓｃｉｏｎｅ　Ｒ：Ｒｉｓｋ　ｆａｃｔｏｒｓ
　ｆｏｒ　ａｎｄ　ｅｃｏｎｏｍｉｃ　ｉｍｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｐｒｏｌｏｎ
ｇｅｄ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ　ａｆｔｅｒ　ｃａｒｄｉａｃ　ｓｕｒｇｅｒｙ．　Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｔｈｏｒａｃｉｃ　ａｎｄ　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　Ｓｕ
ｒｇｅｒｙ　２００５，１３０：１２７０－１２７７）、および小児患者の発育遅延（Ｃ
ａｍｐｂｅｌｌ　Ｃ，　Ｓｈｅｒｌｏｃｋ　Ｒ，Ｊａｃｏｂ　Ｐ，Ｂｌａｙｎｅｙ　Ｍ：
Ｃｏｎｇｅｎｉｔａｌ　Ｍｙｏｔｏｎｉｃ　Ｄｙｓｔｒｏｐｈｙ：　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　
Ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｏｕｔｃｏｍｅ．　Ｐｅｄｉａｔ
ｒｉｃｓ　２００４，１１３：８１１－８１６）に関連付けられる。集中治療室（ＩＣＵ
）に収容されている、抜管後の再挿管を必要とする内科患者は、抜管の失敗に部分的に起
因して病院での死亡率が上昇する（Ｅｐｓｔｅｉｎ　ＳＫ，　Ｃｉｕｂｏｔａｒｕ　ＲＬ
：Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｅｔｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｆａｉｌ
ｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｒｅｉｎｔｕｂａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｏｕｔｃｏｍｅ　
ｆｏｒ　Ｐａｔｉｅｎｔｓ　Ｆａｉｌｉｎｇ　Ｅｘｔｕｂａｔｉｏｎ．　Ａｍｅｒｉｃａ
ｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ａｎｄ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａ
ｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　１９９８，１５８：４８９－４９３；Ｅｐｓｔｅｉｎ　ＳＫ，
Ｃｉｕｂｏｔａｒｕ　ＲＬ，Ｗｏｎｇ　ＪＢ：Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｆａｉｌｅｄ　ｅｘ
ｔｕｂａｔｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｏｕｔｃｏｍｅ　ｏｆ　ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　ｖｅ
ｎｔｉｌａｔｉｏｎ．Ｃｈｅｓｔ　１９９７，１１２（１８６－１９２）；Ｅｐｓｔｅｉ
ｎ　ＳＫ，Ｎｅｖｉｎｓ　ＭＬ，Ｃｈｕｎｇ　Ｊ：Ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　Ｕｎｐｌａｎｎ
ｅｄ　Ｅｘｔｕｂａｔｉｏｎ　ｏｎ　Ｏｕｔｃｏｍｅ　ｏｆ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｖ
ｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ．Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏ
ｒｙ　ａｎｄ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　２０００，１６１：１
９１２－１９１６；ａｎｄ　Ｅｓｔｅｂａｎ　Ａ，　Ａｌｉａ　Ｉ，　Ｇｏｒｄｏ　Ｆ，
　Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ　Ｒ，　Ｓｏｌｓｏｎａ　ＪＦ，　Ｉ．　Ｖ，　Ｓ．　Ｍ，　Ｍ．
　ＡＪ，　Ｊ．　Ｂ，　Ｄ．　Ｃ　ｅｔ　ａｌ：　Ｅｘｔｕｂａｔｉｏｎ　ｏｕｔｃｏｍ
ｅ　ａｆｔｅｒ　ｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ　ｂｒｅａｔｈｉｎｇ　ｔｒｉａｌｓ　ｗｉｔ
ｈ　Ｔ－ｔｕｂｅ　ｏｒ　ｐｒｅｓｓｕｒｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｖｅｎｔｉｌａｔｉｏｎ
．　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　ａｎｄ　Ｃｒ
ｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ　１９９７，１５６：４５９－４６５）。
【０１１９】
　患者が人工呼吸器から離脱されることと、それに続く換気補助からの解放の両方の準備
ができているかどうかを検知するために、多くの離脱パラメータが特定され、研究されて
きた（ＭａｃＩｎｔｙｒｅ　ＮＲ：Ｅｖｉｄｅｎｃｅ－Ｂａｓｅｄ　Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅ
ｓ　ｆｏｒ　Ｗｅａｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ　Ｖｅｎｔｉｌａｔ
ｏｒｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ：Ａ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ　Ｆａｃｉ
ｌｉｔａｔｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌｅｇｅ　ｏｆ　Ｃｈｅｓｔ
　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎｓ；　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏ
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ｒ　Ｒｅｓｐｉｒａｔｏｒｙ　Ｃａｒｅ；ａｎｄ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌ
ｅｇｅ　ｏｆ　Ｃｒｉｔｉｃａｌ　Ｃａｒｅ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ．Ｃｈｅｓｔ　２０００
，１２０：３７５－３９６）。それにもかかわらず、一般的に「抜管」とよばれる、人工
呼吸器からの解放の成功の科学は、抜管する患者の選択（誰を？）および抜管の適切な時
間の特定（いつ？）の両方について、いまだ日常的な課題のままである。
【０１２０】
　この問題に対処するために、システム１２は、臨床医の抜管の失敗を予測する能力を向
上させるために、生理学的パラメータの運動学に包含される隠された情報を用いることを
目指す。変動解析は、時間間隔にわたり生理学的パラメータの程度およびパターンの変化
を文書化し、標準的なポイントインタイムの監視を補足する。
【０１２１】
　変動の解析は、生理学的データを取得するための共通点のない方法、不自然な結果を特
定し除去するための異なる方法、および変動を計算するためのわずかに異なる手段を使用
して、多領域の学問的優秀さを持つ分離されたセンタにおいて実施されてきた。現在のと
ころ、変動の監視に関心のある臨床医のために利用可能な解決策は存在しない。本明細書
に記載のシステム１２は、本明細書の全体において記載したかかる変動監視を可能にする
。
【０１２２】
　持続的変動監視は、治療介入または発作への反応として発生する変動における変化を測
定する能力を提供する。例えば、ＨＲＶおよびＲＲＶの両者における変化は、患者の抜管
のための用意のでき具合の査定、すなわち、自発呼吸試験（ＳＢＴ）を実施するために、
標準的なＩＣＵ治療介入の結果として評価することができる。ＨＲＶおよびＲＲＶは、心
肺予備力または適応性の連続的な尺度を提供し、したがって、ＳＢＴの間中、安定した心
肺変動（ＣＰＶ）を維持することは、人工呼吸器からの分離の成功を予測する可能性があ
り、反対に、ＳＢＴ中のＣＰＶ徴候の低下は、抜管の失敗を予測することが判明している
。
【０１２３】
　前述のとおり、センサ３０は、波形データファイル１０４として格納される波形６２を
生成する。波形データ１０４は次に、例えば、生センサデータ１０８である、ＲＲおよび
ＨＲのそれぞれについての呼吸間または脈拍間の時系列等の時系列を生成するために処理
される。これらの時系列は、次に平滑化センサデータ１１０を作成するために平滑化され
る。平滑化センサデータ１１０を解析して、変動データ１１２を生成することができ、こ
れは次に、平滑化され、平滑化変動データ１１４を生成することができる。図１８は、変
動データファイル１０３に格納される、４つの種類のデータのスナップショットを示す、
Ｖｃａｍツール１３８によって、同一のディスプレイ画面１５０上に生成される表示の実
施例を示す。これは、ユーザが生データと平滑化データの両方を、変動解析が行われる前
と後の両方において、共通時間スケールに沿って閲覧することを可能にする。これは、変
動データファイル１０３の中に格納される、タイムスタンプデータ１１６を使用すること
によって可能である。図１８では、平滑化時系列が画面の下に、および生データが上に、
ともに示されるが、しかしながら、時系列は、対をなす、すなわちそれぞれの生と平滑化
で対をなす、１つだけに集中するために、特定のものは抑えられる、または特定のユーザ
によって、要望どおりに再配列することができるということが理解されよう。Ｖｃａｍデ
ィスプレイ１５０は、既知であり、かつよく知られている機能性を有する標準的な表示ウ
ィンドウを使用するか、または適切な場合に専用の表示インターフェースを使用する等の
任意の適した方途において実装することができる。拡大および／またはウィンドウ機能が
、ディスプレイの特定の領域に焦点を当てるために使用されることもできる。ディスプレ
イ７３および７４等の表示インターフェースは、カスタムディスプレイであってもよく、
または市販の設備を利用してもよいということに留意されたい。
【０１２４】
　次に図１９を参照すると、Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒ１３２ツールを利用するためのディス
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プレイ画面１６０が示される。Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒ１３２は、２つ以上の任意の組み合
わせ、またはすべてが、携帯性およびモジュール性のために、同一のコンピュータ環境（
例えば、単一のツールに組み込まれる）において同時に使用することができるように、他
のツールと同一の画面１６０、またはインターフェースを利用することができ、または本
明細書に記載されるように、別個のディスプレイを利用してもよいということを理解され
たい。ディスプレイ画面１６０は、ＵＩにおいて一般的に使用される、左右スクロールボ
タン１６４、１６６およびスクロールバー１６８を含む、スクロールツール１６２を含む
。ディスプレイ１６０は、ユーザが、波形データ１０４および変動データ１０３の両方の
データを通して、経時的に、双方向にスクロールすることを可能にする。これは、ユーザ
が関心のあるスナップショットを見るだけでなく、特定の臨床事象にリンクされる可能性
のある、前述のとおり、格納され、各患者についてデータパッケージ１８と関連付けられ
る、経時的なパターンまたは他のスプリアス事象を探すことも可能にする。図１９は、呼
吸を検出するための呼気終末ＣＯ2読取値を示す、ＣＯ2センサの波形６２を例示する。波
形６２は、各呼吸を検出するために呼吸検出アルゴリズムを使用して処理され、したがっ
て呼吸間の、生センサデータ１０８を作成する。
【０１２５】
　波形の上部のマーク１６０は、アルゴリズムが呼吸を検出した場所を示し、ユーザは、
データ間をスクロールしてスプリアスデータあるいは不正確に検出された呼吸を除去する
ことができる。一実施形態では、呼吸マーカを追加するために左クリックを、呼吸マーカ
を削除するために右クリックを使用することができる。このように、ユーザは、波形デー
タ１０４間をパンして、呼吸検出アルゴリズムが正しく動作しているかどうかを判定する
ことができる。これは、生センサデータ１０８が形成される前に、または誤った、または
疑わしい結果の検出に応答して、新規の補正された生センサデータ１０８を生成するため
に、後に行われてもよい。Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒツール１３２は、全体の解析における任
意選択的なステップであり、特定の研究においては、必要とされないこともある。主に図
１３～図１７に描画したもの等の解析を行うために、変動データファイル１０３に格納さ
れた変動データの間をパンするために、同一のツールを使用することができるということ
を理解されたい。
【０１２６】
　図２０は、Ｖｃｏｒｄｅｒツール１３０のディスプレイ画面１８０を示す。Ｖｃｏｒｄ
ｅｒツール１３０は、好ましくは、ユーザに、Ｖｃｏｒｒｅｃｔｏｒ１３２において使用
される、追加的なスクロールバー１６２を持つＶｃａｍ１２８（図１８を参照）を使用し
て、示したものに類似した出力を提供することがわかる。したがって、ツール１２８～１
３２は、拡張として、または、各変形についての利用可能な特別の機能を持つことが所望
される場合、複合ツールにおける互いの変形として、内蔵されてもよい。Ｖｃｏｒｄｅｒ
ツール１３０は、ユーザが、時間についてデータ間をスクロールすることを可能にするこ
とが、図２０からわかる。このように、例えば、ユーザは、Ｖｃａｍ１２８を使用して一
連のデータを表示し、次に経時的にデータを調べることを決定することができる。より多
くのデータを読み込み、前述のスクロール機能を提供するＶｃｏｒｄｅｒツール１３０を
次に選択することができる。ユーザは次に、Ｖｍｏｖｉｅツール１３３を使用して、デー
タの一部分を集約して動画のような出力とする選択肢を有してもよい。
【０１２７】
　Ｖｍｏｖｉｅツール１３３のディスプレイ画面１９０を図２１に示す。Ｖｍｏｖｉｅ１
３３は、本実施例では、変動解析のために使用されるデータの間隔を示す間隔マーカ１９
４とともに生の心拍数データを上部に示す、進行中の時系列１９２を提供するということ
がわかる。下は、間隔マーカ１９４によって上に示す間隔を反映して変化する、変動グラ
フ１９６である。
【０１２８】
　画面１５０、１６０、１８０および１９０は、一用途および／または連結されたディス
プレイ画面（図示せず）において任意選択的に提供することができ、これは、ユーザが異
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なるツール間を速く移動し、波形データ１０４および変動データ１０３の両方を読み込ま
せ、同時にユーザに対して利用可能にすることを可能にする。Ｖｍｏｖｉｅ１３３および
Ｖｃａｍ１２８ツールは、好ましくは、ユーザがデータを拡大またはパンし、領域を選択
し、図１８に示すとおり、時系列の任意の時点で、４つのプロットを表示することができ
るように、または、一定の時間間隔内の経時的な変動における変化の動画を生成すること
ができるように、Ｖｃｏｒｄｅｒツール１３０に対する拡張として提供されるということ
を理解することができる。これは、ユーザの利便性のために、すべての機能を単一のアプ
リケーションで提供する、より直感的なマスタツールを提示するために行われることがで
きる。表示ツールキット７２内のツールの機能性は、定期的な更新データ２２を各監視施
設１６の各サーバ２４に送信することにより、アップグレードされ、精密化することがで
きる。
【０１２９】
　ここで、前述の図を参照して、中央サービス１０と監視施設１６との間の典型的なデー
タフローを示す実施例について記載する。
【０１３０】
　動作中、中央サービス１０は、１つ以上の監視施設１６からデータパッケージ１８を入
手し、適切な時に更新データ２２および閾値データ２０を準備し分配する。次の実施例は
、病院施設１６ａのＩＣＵ患者から中央サービス１０へのデータフローを例示するが、必
要に応じて、他の監視施設１６による類似の原理およびステップが講じられることが理解
されよう。
【０１３１】
　病院施設１６ａにて、ＩＣＵ患者２６には種々のセンサが装着され、これらは、本実施
例では、ＨＲおよびＲＲデータを入手する。センサ３０によって取得されたデータ、すな
わち、波形は、患者インターフェース２８に伝送される。本実施例では、患者２６は、自
身の患者インターフェース２８を有するが、共有の患者インターフェースが使用されても
よいことを理解されたい。患者インターフェース２８は、データ収集モジュール８０によ
って収集される、多臓器データを取得することが可能である。ＩＣＵにおいて、波形６２
は、現場の表示ツールキット７１を使用して、医療従事者のために、ディスプレイ７３上
に表示することができる。医療従事者は、タイムスタンプが付された事象記録装置８２を
使用して、センサ３０によって取得されたデータと関連付けられることが可能な、臨床事
象を記録する。データ収集モジュール８０は、波形６２およびタイムスタンプが付された
事象データ３２を集め、必要であれば、サーバ２４への後の転送のために、データをデー
タ記憶装置８６に格納するか、またはデータ転送モジュール８８を使用して、データをサ
ーバ２４に直ちに送信する。
【０１３２】
　図６からわかるように、波形６２は、変動解析を行うために、変動解析モジュール６８
によって使用される時系列を作成するために、生データビルダ６４の中に送られることに
加え、サーバ２４のデータ記憶装置７６に、その天然型で格納される。変動データファイ
ル１０３が、例えば、図１１に示すように、次に構築され、データ調整モジュール７８は
、変動データファイル１０３と対応する波形データファイル１０４とを、中央サービス１
０に伝送されるために適した複合データパッケージ１８として融合する。
【０１３３】
　しかしながら、前述のとおり、表示ツールキット７２は、ユーザが波形データ（例えば
、呼吸または心拍数検出）を補正し、変動解析の転帰をさまざまな方途で閲覧、注釈付け
、および解析することを可能にする。これは、データパッケージ１８が中央サービス１０
に送信される前に行われることができ、データパッケージ１８の複製は、後の利用のため
に、典型的に現場で格納されるということが理解されよう。データパッケージ１８は、ユ
ーザによってリリースされると、中央サービス１０にアップロードされるか、または送信
される。中央サービス１０は次に、データ収集モジュール９０を使用してデータパッケー
ジ１８を受信または入手し、かつデータファイルを中央データベース９６の中に格納する
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、および閾値のさらなる研究および精錬のために、新規の更新データ２０を作成すること
により、サーバでソフトウェアへのアップグレードを開発するために使用することができ
る。このように、このＩＣＵ患者２６から取得されたデータは、地理的に距離のある場所
等にある、他の施設１６にいる可能性のある他の患者と比較することができる。
【０１３４】
　中央サービス１０は、閾値データ２０および更新データ２２を、上に記載されるように
、定期的にまたは必要があり次第いつでも、準備し、かつ分配することができる。データ
２０、２２は、任意の適したおよび周知のデータ転送機構を使用して、監視施設１６に送
り出されるか、または引き出されることができ、いかなる特定のものにも限定されるべき
でないことを理解されたい。同様に、研究プログラム９４および統計エンジン１００は、
「オフライン」で利用することができるか、または定期的な精密化もしくはデータマイニ
ングセッションを行うために、厳格に管理される。管理的インターフェース９２もまた、
定期的にまたは必要があり次第使用することができる。更新データ２２および閾値データ
２０は、手動で、準備されたアルゴリズムを使用して自動で、またはその両方の組み合わ
せにより構築することができる。また、システム１２によって提供される接続性は、例え
ば、電子メールの形で、監視施設間で警報を送信するためのフレームワークを提供する。
これは、外来患者が病院施設１６ａから臨床施設１６ｂへまたは移動施設１６ｃへ移動す
る場合に有用となる場合があり、情報は普段の開業医と共有されるべきである。
【０１３５】
　上記のデータフローは、実時間で、または特定の用途および環境に適した任意の間隔で
行われてもよい。このように、定期的な監視が施設で行われ、かつ現場で警報を作成する
ことができ、これは次に付加データとして特定の患者についてのデータパッケージ１８に
追加され、次に大容量交換にてアップロードされるか伝送される。これは、データを直ち
に中央サービス１０に直接送信するのではなく、適切なときに、データパッケージ１８が
現場で解析され、かつ注釈付けされることを可能にする。しかしながら、例えば、特定の
移動施設などの特定の環境が現場の監視を有しない場合、監視を行うか、またはデータを
適切な監視センタ（臨床施設１６ｂの配置に類似）にリダイレクトするかのどちらかのた
めに、中央サービス１０を使用することができる。
【０１３６】
　したがって、経時的な変動解析の背景にある基礎的な理論は、例えば、治療、早期診断
、実時間予後診断および全体的な健康管理のための、多くの環境における広範囲な用途を
有するということがわかる。変動解析の能力を利用するために、前述の基礎的なフレーム
ワークは、経時的な変動監視を使用して取得された基礎的データのいくつかの徴候を含む
、標準的変動データファイルを構築することによって、部分的に分散型システム全域で一
貫した形で変動解析を取り扱うことができる。中央エンティティが分散環境に接続性を提
供し、一貫し、かつ関連した解析を確実とするために、設備およびソフトウェアを更新す
るための方途を提供することができる一方で、一貫した標準的データファイルは、基礎的
なフレームワークとともに、ユーザが１組の好都合な表示ツールを活用することを可能に
する。本システムは、入院患者、外来患者および完全に移動であるもの／独立したものを
含む多くの環境に拡張することができる。
【０１３７】
　本発明は、特定の具体的な実施形態を参照して説明されたが、その種々の変形は、添付
の請求項に記載されるとおり、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、当業者には
明白である。
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