
JP 2009-539187 A 2009.11.12

10

(57)【要約】
本発明の実施形態は、患者監視ヘルプ画面システムおよ
び方法に関する。具体的には、本発明の実施形態は、統
合ヘルプ画面システムを有する患者監視デバイス（１０
）を含む。ヘルプ画面システムは、コンテキストベース
のヘルプを提供することができるため、ヘルプキー（１
２）によってアクセスされるヘルプ画面は、特定のディ
スプレイコンテキストに関し得る。また、別の実施形態
では、患者に関する生理学的情報を表示するように適合
される患者モニタと、該モニタと連絡しているユーザ入
力デバイスであって、該モニタに、選択可能なテキスト
を含むヘルプ画面を表示させるように構成されるユーザ
入力デバイスとを含む、監視システムが提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に関する生理学的情報を表示するように適合される患者モニタと、
　該モニタと連絡しているユーザ入力デバイスであって、該ユーザ入力デバイスは、該モ
ニタに、選択可能なテキストを含むヘルプ画面を表示させるように構成される、ユーザ入
力デバイスと、
　を備える、監視システム。
【請求項２】
　前記ユーザ入力デバイスは、キーまたはボタンを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記ユーザ入力デバイスは、ヘルプアイコンを備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　モニタは、プレチスモグラフ波形、心拍数、ＳｐＯ２値、警告インジケータ、またはそ
の任意の組み合わせを表示するように構成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記選択可能なテキストは、リッチテキストで書式設定されている、請求項１に記載の
システム。
【請求項６】
　前記選択可能なテキストは、ハイパーリンクを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記モニタにヘルプサブ画面を表示させるように適合される第２のユーザ入力デバイス
を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ヘルプ画面は、少なくとも２ページのヘルプ画面を含む、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記少なくとも２ページのヘルプ画面間の切り替えを生じさせるように適合される第２
のユーザ入力デバイスを備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ヘルプ画面を閉じるように適合される第２のユーザ入力デバイスを備える、請求項
１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第１のユーザ入力デバイスは、前記生理学的情報の表示から前記ヘルプ画面への切
り替えを生じさせるように適合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記生理学的情報を表示するように適合される第１の表示ウィンドウと、前記ヘルプ画
面を表示するように適合される第２の表示ウィンドウとを備える、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１３】
　前記患者モニタは、パルス酸素濃度計を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　複数のコンピュータ化された処理の出力表示を提供するように適合されるディスプレイ
を備える患者モニタであって、該複数の出力表示は、それぞれの複数のコンテキストと関
連付けられるように適合される、患者モニタと、
　該モニタと連絡しているユーザ入力デバイスであって、該ユーザ入力デバイスは、該デ
ィスプレイ上に複数のヘルプ画面の起動を生じさせるように構成され、該複数のヘルプ画
面は、該それぞれの複数のコンテキストと関連付けられるように適合され、該ヘルプ画面
のうちの少なくとも１つは、選択可能なテキストを含む、ユーザ入力デバイスと
　を備える、監視システム。
【請求項１５】
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　前記ユーザ入力デバイスは、キーまたはボタンを備える、請求項１４に記載のシステム
。
【請求項１６】
　前記ユーザ入力デバイスは、ヘルプアイコンを備える、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記出力表示のうちの少なくとも１つは、メインディスプレイコンテキストと関連付け
られたメインディスプレイを備える、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記複数の出力表示は、メインディスプレイコンテキストと関連付けられたプレチスモ
グラフ波形ディスプレイを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記プレチスモグラフ波形ディスプレイコンテキストと関連付けられた前記ヘルプ画面
は、ヘルプ画面メインメニューを含む、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記ヘルプ画面メインメニューは、少なくとも１つのヘルプトピックスを含む、請求項
１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記複数の出力表示は、信号状態ディスプレイコンテキストと関連付けられたセンサ信
号状態ディスプレイを含む、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記センサ信号状態ディスプレイコンテキストと関連付けられた前記ヘルプ画面は、セ
ンサヘルプ画面を含む、請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記患者モニタは、パルス酸素濃度計を備える、請求項１４に記載のシステム。
【請求項２４】
　患者からの生理学的データを表示するように構成されるモニタであって、
　第１の表示された生理学的情報に関する選択可能なテキストを含む第１のヘルプ画面で
あって、該選択可能なテキストは、第２の表示された生理学的情報に関する第２のヘルプ
画面の表示を生じさせるように適合される、第１のヘルプ画面を含む、モニタ。
【請求項２５】
　前記第１のヘルプ画面および前記第２のヘルプ画面は、同時には表示されない、請求項
２４に記載のモニタ。
【請求項２６】
　前記モニタは、パルス酸素濃度計を備える、請求項２４に記載のモニタ。
【請求項２７】
　患者の生理状態に関する情報を生成するように適合されるコードと、
　選択可能なテキストを含む第１のヘルプ画面を表示するように適合されるコードであっ
て、該ヘルプ画面は該情報に関する、コードと、
　該選択可能なテキストを選択するように適合されるユーザ入力デバイスから１つ以上の
入力信号を受信するように適合されるコードと、
　該ユーザ入力デバイスからの該入力信号の受信時に、第２のヘルプ画面を表示するよう
に適合されるコードと
　を備える、コンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項２８】
　前記一連のヘルプ画面は、階層的である、請求項２７に記載のコンピュータ読み取り可
能媒体。
【請求項２９】
　患者に関する生理学的情報を表示するように適合される患者モニタと、
　該モニタと連絡しているユーザ入力デバイスであって、該ユーザ入力デバイスは、該モ
ニタに、可聴ヘルプメッセージと関連付けられるヘルプ画面を表示させるように構成され
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る、ユーザ入力デバイスと
　を備える、監視システム。
【請求項３０】
　前記ユーザ入力デバイスは、キーまたはボタンを備える、請求項２９に記載のシステム
。
【請求項３１】
　前記ユーザ入力デバイスは、ヘルプアイコンを備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３２】
　複数のコンピュータ化された処理の出力表示を提供するように適合されるディスプレイ
を備える患者モニタであって、該複数の出力表示は、それぞれの複数のコンテキストと関
連付けられるように適合される、患者モニタと、
　該モニタと連絡しているユーザ入力デバイスであって、該ユーザ入力デバイスは、複数
の音声ヘルプメッセージの起動を生じさせるように構成され、該複数のヘルプメッセージ
は、該それぞれの複数のコンテキストと関連付けられるように適合される、ユーザ入力デ
バイスと
　を備える、監視システム。
【請求項３３】
　前記ユーザ入力デバイスは、キーまたはボタンを備える、請求項３２に記載のシステム
。
【請求項３４】
　前記ユーザ入力デバイスは、ヘルプアイコンを備える、請求項３２に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記出力表示のうちの少なくとも１つは、メインディスプレイコンテキストと関連付け
られるメインディスプレイを備える、請求項３２に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（技術分野）
　本発明は、概して、患者の生理学的データ監視機器のためのヘルプ画面システムに関す
る。特に、本発明は、ヘルプトピックスのメインメニューとヘルプ情報のサブ画面とを含
むコンテキストベースのヘルプ画面システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　この節は、以下において記載および／または特許請求されている本発明の種々の態様に
関連し得る技術の種々の態様を読者に紹介することを意図するものである。この考察は、
本発明の種々の態様のより良い理解を容易にするために、背景情報を読者に提供する上で
有益であると考えられる。したがって、これらの記述はこの観点から読まれるべきであっ
て、先行技術の承認として読まれるべきではないことを理解すべきである。
【０００３】
　医学分野において、医者が自らの患者のいくつかの生理学的特徴を監視することを望む
場合は多い。したがって、患者の多数のそのような特徴を監視するための多種多様なデバ
イスが開発されてきた。そのようなデバイスは、医者およびその他の医療従事者に、その
患者に可能な限り最良の医療を提供するために必要な情報を提供する。結果として、その
ような監視デバイスは、現代医学の必須部分となっている。
【０００４】
　患者のいくつかの生理学的特徴を監視するための１つの技術は、一般にパルス酸素測定
と称されており、パルス酸素測定技術に基づいて構築されたデバイスを、一般にパルス酸
素濃度計と称する。パルス酸素測定を使用して、動脈血中におけるヘモグロビンの血液酸
素飽和度、組織に供給する個々の血液脈動の体積、および／または患者の各心拍に対応す
る血液脈動の速度等、種々の血流特性を計測することができる。
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【０００５】
　パルス酸素測定は、一般に、数ある機能の中でも、患者のバイタルサインに関する情報
を表示し、バイタルサインにおける変化が根拠となる場合には、可聴および／または可視
の警告を提供する、患者監視デバイスを利用する。これは、人間の観察者（例えば、看護
師または医師）が継続的に付き添うことがなくとも、患者の継続的な監督を容易にするこ
とによって患者ケアを改善する。
【０００６】
　パルス酸素測定がより高性能になるにつれて、パルス酸素測定モニタが実行し得る機能
の数および種類も増加してきた。したがって、パルス酸素測定モニタを操作することは、
ユーザにとってより複雑なものとなってきている。パルス酸素測定モニタは、一般に詳細
なユーザマニュアルを有するが、これらのマニュアルは、常に監視機器とともに保管され
得るわけではない。デバイスに不可欠なパルス酸素測定モニタをユーザヘルプシステムに
提供することが望ましいであろう。これは、医療提供者が、直ちにシステムにアクセスし
、ユーザマニュアルを捜して時間を無駄にすることなく、デバイスの操作に関するあらゆ
る質問に回答することを可能にするであろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　当初の請求項に記載されている発明の範囲内に相応するいくつかの態様を以下で説明す
る。これらの態様は、読者に本発明がとり得るいくつかの形態の概要を提供するために提
示されるにすぎず、これらの態様は、本発明の範囲を限定することを意図するものではな
いことを理解すべきである。実際、本発明は、以下に説明されていない場合がある多種多
様な態様を包含し得る。
【０００８】
　患者に関する生理学的情報を表示するように適合される患者モニタと、該モニタと連絡
しているユーザ入力デバイスであって、該モニタに、選択可能なテキストを含むヘルプ画
面を表示させるように構成されるユーザ入力デバイスとを含む、監視システムが提供され
る。
【０００９】
　複数のコンピュータ化された処理の出力表示を提供するように適合されるディスプレイ
を備える患者モニタであって、複数の出力表示は、それぞれの複数のコンテキストと関連
付けられるように適合される、患者モニタと、該モニタと連絡しているユーザ入力デバイ
スであって、ディスプレイ上に複数のヘルプ画面の起動を生じさせるように構成され、複
数のヘルプ画面は、それぞれ複数のコンテキストと関連付けられるように適合され、少な
くとも１つのヘルプ画面は、選択可能なテキストを含む、ユーザ入力デバイスとを含む、
監視システムも提供される。
【００１０】
　第１の表示された生理学的情報に関する選択可能なテキストを含む第１のヘルプ画面を
含む、患者からの生理学的データを表示するように構成されるモニタであって、選択可能
なテキストは、第２の表示された生理学的情報に関する第２のヘルプ画面の表示を生じさ
せるように適合される、モニタも提供される。
【００１１】
　患者の生理状態に関する情報を生成するように適合されるコードと、選択可能なテキス
トを含む第１のヘルプ画面であって、該情報に関するヘルプ画面を表示するように適合さ
れるコードと、選択可能なテキストを選択するように適合されるユーザ入力デバイスから
１つ以上の入力信号を受信するように適合されるコードと、ユーザ入力デバイスからの入
力信号の受信時に、第２のヘルプ画面を表示するように適合されるコードとを備える、コ
ンピュータ読み取り可能媒体も提供される。
【００１２】
　患者に関する生理学的情報を表示するように適合される患者モニタと、該モニタと連絡
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しているユーザ入力デバイスであって、該モニタに、可聴ヘルプメッセージと関連付けら
れたヘルプ画面を表示させるように構成されるユーザ入力デバイスとを含む、監視システ
ムも提供される。
【００１３】
　複数のコンピュータ化された処理の出力表示を提供するように適合されるディスプレイ
を備える患者モニタであって、複数の出力表示は、それぞれの複数のコンテキストと関連
付けられるように適合される、患者モニタと、該モニタと連絡しているユーザ入力デバイ
スであって、複数の音声ヘルプメッセージの起動を生じさせるように構成され、複数のヘ
ルプメッセージは、それぞれの複数のコンテキストと関連付けられるように適合される、
ユーザ入力デバイスとを含む、監視システムも提供される。
【００１４】
　本発明の利点は、以下の詳細な説明を読み、図面を参照することで明らかになり得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の例示的な実施形態に従う患者モニタの斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の例示的な実施形態に従う例示的なヘルプ画面メニューの図
である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の例示的な実施形態に従う例示的なヘルプ画面メニューの図
である。
【図３】図３は、本発明の例示的な実施形態に従う例示的なヘルプサブ画面の図である。
【図４】図４は、本発明の例示的な実施形態に従う例示的なヘルプ画面の図である。
【図５】図５は、本発明の例示的な実施形態に従う、ソフトメニューからヘルプ画面にア
クセスし得ることを示す例示的なディスプレイ画面の図である。
【図６】図６は、本発明の例示的な実施形態に従うコンテキストベースのヘルプ画面を提
供するための方法のフローチャートである。
【図７】図７は、本発明の例示的な実施形態に従うヘルプ画面の音声バージョンを提供す
るための音声ヘルプモジュールのブロック図である。
【図８】図８は、本技術に従う多重パラメータモニタおよび例示的な患者モニタの図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の１つ以上の具体的な実施形態を以下に記載する。これらの実施形態の簡潔な説
明を提供する目的で、本明細書には実際の実装のすべての特徴を記載していない。そのよ
うなあらゆる実際の実装の開発においては、あらゆる工学または設計のプロジェクトと同
様に、システム関連およびビジネス関連の制約の遵守等、実装毎に異なり得る、開発者の
具体的な目標を達成するために、多数の実装固有の決定が為されなくてはならないことが
十分に理解されるはずである。さらに、そのような開発努力は、複雑かつ時間のかかるも
のとなることもあるが、それでもなお、本開示の利益を有する当業者にとっては、設計、
製作、および製造の日常的作業であろうことが十分に理解されるはずである。
【００１７】
　本技術は、ヘルプ画面システムを有する患者モニタに関する。生理学的情報を表示し、
ユーザがヘルプ画面システムにアクセスすることを可能にするユーザ入力デバイスを含む
、パルス酸素濃度計等の患者モニタが提供される。
【００１８】
　図１は、本発明の例示的な実施形態に従う患者モニタ１０の斜視図である。モニタ１０
は、例えば、ブラウン管または液晶ディスプレイであってもよい表示ウィンドウ１１を含
む。表示ウィンドウ１１は、モニタ１０と連結され、生理学的データおよびその他の情報
を表示することができる。例えば、モニタ１０は、Ｎｅｌｌｃｏｒ　Ｐｕｒｉｔａｎ　Ｂ
ｅｎｎｅｔｔ　ＬＬＣから入手可能なもの等のパルス酸素濃度計であってもよい。モニタ
１０は、ヘルプ画面表示を起動するためのユーザ入力デバイスを含み、該デバイスは、固
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定機能キー、ソフトキー、遠隔起動デバイス、タッチスクリーン、または音声認識デバイ
ス等、いかなる種類のユーザ入力機構を含んでもよい。例示的なユーザ入力デバイスは、
本明細書において、以下でより詳細に考察する表示ウィンドウ１１内におけるヘルプ画面
の表示を生じさせるヘルプキー１２として示されている。ヘルプキー１２は、クエスチョ
ンマークアイコン、またはＨＥＬＰ等のテキストインジケータを含んでもよい。いくつか
の実施形態において、ヘルプキー１２の起動は、キー１２を押下すること、またはキー１
２を押下およびキー１２を解放することを伴い得る。ヘルプキー１２の起動により、表示
ウィンドウ１１のビューを患者情報表示からヘルプ画面表示に切り替えることができる。
そのような切り替えは、前の表示の完全置換を伴ってもよいし、前の表示のセクションが
可視のままであるような、表示の部分置換のみを伴ってもよい。いくつかの実施形態（図
示せず）において、モニタ１０は、専用のヘルプ表示ウィンドウである、さらなる表示ウ
ィンドウを含んでもよい。そのような実施形態において、ヘルプ画面は、表示に関して第
１の出力表示ウィンドウからの干渉なしに表示され得る。
【００１９】
　概して、モニタ１０は、生理学的データ、および／または、患者センサ（後述）から、
該センサと通信可能に連結するように構成されたケーブル接続ポート３４を介して受信さ
れるその他のデータを処理する等の機能を含む。モニタ１０は、プロセッサベースおよび
ソフトウェア制御であってもよい。ソフトウェアは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュ等のメ
モリ内に、またはＡＳＩＣ上に格納され得る。さらに、モニタ１０は、再プログラミング
可能である。処理データは、表示ウィンドウ１１内に表示され得る。例えば、ディスプレ
イは、プレチスモグラフ（「ｐｌｅｔｈ」）波形ディスプレイ２２、酸素飽和度ディスプ
レイ２６、および／またはパルス速度ディスプレイ２８を含んでもよく、それらは、メイ
ンディスプレイ画面またはｐｌｅｔｈディスプレイ画面内に表示される。酸素飽和度ディ
スプレイは、百分率（％）ＳｐＯ２を単位とする機能的な動脈ヘモグロビン酸素飽和度計
測であってもよい。パルス速度ディスプレイ２８は、患者のパルス速度を１分間当たりの
拍数で示すことができる。その他の実施形態において、表示ウィンドウ１１は、機器の製
造番号およびソフトウェアバージョン等の一般的なモニタ情報を含む、モニタ１０をオン
にした直後の初期表示を示すことができる。その他の実施形態において、表示ウィンドウ
１１は、トピックス固有画面を示すことができるが、それは、セットアップ表示、パルス
振幅ブリップとリアルタイムトレンド表示と警告限界とを含む「ブリップ」表示、および
監視モード表示等である。
【００２０】
　生理学的情報を表示することに加えて、モニタ１０は、警告およびモニタ設定に関する
情報を表示することもできる。モニタは、可聴警告信号用のスピーカ１５も含み得る。例
えば、いくつかの実施形態において、モニタ１０は、警告を検出し、煩わしい警告を管理
するために、ＮｅｌｌｃｏｒＴＭ社製のＳａｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭを用いる。ＳａｔＳｅ
ｃｏｎｄｓＴＭは、脱飽和イベントの時間と深度との積分を含み得る限界に基づく警告の
起動を含み得、そして、ＳｐＯ２読取りが限界設定を外れたことをオペレータに通知する
役割を果たすことができるインジケータ２４も含み得る。ディスプレイは、警告状態が存
在する場合に点滅するベル等、警告ステータスインジケータ（図示せず）を含んでもよい
。警告消音ボタン３２を使用して警告が消音されているとき、スラッシュおよびタイマー
等の警告消音インジケータが現れ、警告が一時的に消音されていることを示す場合がある
。メニューを使用して電源を入れ直すかまたは選択を取り消すまで永久的である「全ミュ
ート」メニュー選択によって警告が消音されているとき、スラッシュ付きの警告ステータ
スインジケータが現れ、警告が消音されていることを示す場合がある。さらに、ディスプ
レイは、新生児モード警告限界または成人モード警告限界インジケータ３０等のモード設
定情報と、高速応答モード設定インジケータ１６等の特殊設定とを含み得る。
【００２１】
　ヘルプキー１２またはその他のヘルプユーザ入力デバイスに加えて、モニタ１０は、操
作機能に関する多数のキーを含み得る。キーは、表示ウィンドウ１１内の項目をスクロー
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ルするために使用され得る上向き矢印キー１３または下向き矢印キー１４等の固定機能キ
ーを含み得る。固定機能キーは、二重機能を有するように構成されてもよい。例えば、い
くつかの実施形態（図示せず）において、ヘルプキー１２は、押圧された時間が所定時間
に満たない場合にヘルプ画面を呼び出すように構成されてもよく、押下された時間が所定
時間より長い場合に、上向き矢印キー１３と下向き矢印キー１４とを組み合わせてコント
ラストを調整するために使用されてもよい。ヘルプキー１２がプログラミングされたコン
トラスト調整機能を含むそのような実施形態において、ヘルプキー１２は、クエスチョン
マークアイコンおよび電球アイコン等の異なる２つのアイコンを含んでもよい。モニタ１
０は、プログラミング可能な機能キー（「ソフトキー」）２０およびソフトキーメニュー
１８内の関連ソフトキーアイコンを含んでもよい。４つのソフトキー２０ａ、２０ｂ、２
０ｃ、および２０ｄは、ソフトキーアイコンのうちの対応する１つを選択するために押下
される。ソフトキーアイコンメニュー１８は、ソフトキー２０によってどのソフトウェア
メニュー項目が選択され得るかを示す。アイコンの下、上、または隣等に関連付けられた
ソフトキー２０を押下して、オプションを選択する。
【００２２】
　プレチスモグラフ（ｐｌｅｔｈ）またはメインディスプレイ内において、ヘルプキー１
２を押下することによって、図２Ａおよび図２Ｂにより詳細に記載されているヘルプ画面
メインメニュー４０の表示を生じさせることができる。ヘルプ画面メインメニュー４０は
、サブ画面またはサブメニュー内でヘルプ画面メインメニュー４０からアクセスできるヘ
ルプトピックス４４の１つ以上のページまたは画面を含み得る。ヘルプ画面メインメニュ
ーは、警告限界、ＳａｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭ、プレチスモグラフ、警告音量、警告消音／
オフ、パルスビープ音／音量、メインビュー、モニタトレンド、センサイベントトレンド
、表示コントラスト、センサメッセージ、応答モード、またはディスプレイバックライト
輝度等のヘルプトピックスを含み得る。本明細書において提供されるようなヘルプ画面シ
ステムは、メインヘルプ画面および複数の関連サブ画面を有する階層的なものであり得る
ことが想定される。例えば、上記ヘルプ画面トピックス４４のそれぞれは、ヘルプ画面メ
インメニュー４０から選択され得る。選択されると、これらのトピックスは、一般的なヘ
ルプ情報または特定のトピックスのさらなるヘルプサブメニューを含み得るサブ画面を介
してアクセスされる。さらに、ヘルプ画面は、テキスト情報を含んでもよい。例えば、ヘ
ルプ画面は、ディスプレイ上またはユーザキーもしくはボタン上に、アイコンのテキスト
説明を含み得る。ヘルプ画面は、モニタ１０をセットアップする上での、または種々の設
定を調整する上での指示を含んでもよい。
【００２３】
　ヘルプ画面メインメニュー４０は、表示ウィンドウ内の画面表示の名称をオペレータに
通知するインジケータ５０を含み得る。さらに、ヘルプ画面メインメニュー４０は、どの
固定機能キーまたはソフトキーを使用してヘルプ画面メインメニュー４０内をナビゲート
することができるかをオペレータに通知する機能キーインジケータ４８を含んでもよい。
図２Ａおよび図２Ｂに示されているように、固定キーは、上向き矢印キー１３または下向
き矢印キー１４を含み得る。上向き矢印キー１３または下向き矢印キー１４を押圧するこ
とにより、オペレータがヘルプトピックス４４をスクロールすることを可能にできる。個
々のヘルプトピックスは、オペレータがそれらをスクロールする際にハイライトされ得る
。ヘルプ画面メインメニュー４０のディスプレイ上で使用されるソフトキーは、メニュー
バー１８内に位置することができ、ＳＨＯＷソフトキーアイコン１９ｂを含み得る。した
がって、オペレータが警告音量ヘルプサブ画面にアクセスすることを希望する場合、その
オペレータは、下向き矢印キー１４を使用して、ＳＨＯＷソフトキーアイコン１９ａと関
連付けられたソフトキーを押圧することにより、ハイライトされたトピックスにアクセス
することができる。示されているように、ページインジケータ４６ａおよび４６ｂを観察
することによってオペレータが気付くことができるように、図２Ａに４４ａとして、およ
び図２Ｂに４４ｂとして示されている２ページのヘルプトピックス４４のページがある。
オペレータは、ＮＥＸＴソフトキーアイコン２１ａと関連付けられたソフトキーを押圧す
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ることにより、ヘルプ画面メインメニュー４０ａの第１ページからヘルプ画面メインメニ
ュー４０ｂの第２ページにアクセスすることができる。ヘルプ画面メインメニュー４０ｂ
の第２ページから、オペレータは、ＢＡＣＫソフトキーアイコン２１ｂと関連付けられた
ソフトキーを押圧することにより、第１ページにナビゲートし返すことができる。あるい
は、オペレータは、第１ページの最初または最後のトピックスが、それぞれ固定上向き矢
印キー１３または下向き矢印キー１４を使用して選択された後に、これらの矢印キーを押
圧することにより、ヘルプ画面メインメニュー４０ａの第１ページからヘルプ画面メイン
メニュー４０ｂの第２ページに、アクセスすることができる。同様に、オペレータは、第
２ページの最初または最後のトピックスが、それぞれ固定上向き矢印キー１３または下向
き矢印キー１４を使用して選択された後に、これらの矢印キーを押圧することにより、ヘ
ルプ画面メインメニュー４０ｂの第２ページからヘルプ画面メインメニュー４０ａの第１
ページに、ナビゲートし返すことができる。オペレータは、ＥＸＩＴソフトキーアイコン
２３ａまたは２３ｂと関連付けられたソフトキーを押圧することにより、任意の点でヘル
プ画面メインメニュー４０を終了することができる。
【００２４】
　図３は、例示的なトピックス固有のＳａｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭのヘルプ画面５２を示す
。上記で考察したように、ＳａｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭのヘルプ画面５２には、ヘルプメイ
ンメニュー４０からアクセスできる。例えば、ヘルプキー１２を押下してヘルプメインメ
ニューを表示した後、オペレータは、ページ（２／２）にアクセスするために、利用可能
なヘルプトピックス４４をスクロールしてもよいし、ＮＥＸＴソフトキーアイコン２１ａ
と関連付けられたソフトキーを押下してもよい。ＳａｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭのヘルプ画面
５２は、名称表示５６と、ページ数表示５８とを含み得る。描写されているように、Ｓａ
ｔＳｅｃｏｎｄｓＴＭのヘルプ画面５２は、数ページのヘルプ情報５４を含んでもよい。
オペレータは、ＮＥＸＴソフトキーアイコン５３またはＢＡＣＫソフトキーアイコン５５
と関連付けられたソフトキーを使用することにより、その後のヘルプ情報５４ページにア
クセスすることができる。ＥＸＩＴソフトキーアイコン５７と関連付けられたソフトキー
の使用時においては、ディスプレイはＳＡＴ－Ｓ画面に戻ることになる。ヘルプ画面５２
が、利用可能な最初のまたは唯一のページである場合、ＢＡＣＫソフトキーアイコン５５
は、ディスプレイをＳＡＴ－Ｓ画面に戻してもよい。その他の実施形態において、ヘルプ
画面５２からヘルプキー１２を作動させると、ディスプレイをＳＡＴ－Ｓ画面等の前画面
に戻すことができる。さらに、ヘルプ画面は、所望の時間にタイムアウトして、生理学的
データ表示等の前モニタ表示に戻ることができる。いくつかの実施形態において、ランタ
イムソフトウェアは、警告がレジスタするときにメインメニューまたは前の表示に切り替
える。その他の実施形態において、警告メッセージは、ヘルプ画面５２上に上書きされ得
る。そのような実施形態において、オペレータは、ヘルプキー１２を作動させてヘルプ画
面５２を終了し、前の表示に戻ることができる。
【００２５】
　図４に示す代替的な実施形態において、トピックス固有ヘルプ画面には、コンテキスト
依存の態様でモニタ１０のディスプレイから直接的にアクセスできる。この実施形態にお
いて、オペレータは、モニタ１０のソフトキーメニューバー１８上のＬＩＭＩＴＳソフト
キーアイコンと関連付けられたソフトキー２０ａ（図１参照）を押圧して、限界メニュー
（図示せず）を表示することができる。続いて、限界メニュー（図示せず）から、オペレ
ータはヘルプキー１２を押圧して限界ヘルプ画面９４を表示することができる。限界ヘル
プ画面９４は、画面を識別する名称インジケータ９６と、限界ヘルプ９４が単一画面を含
むことを示すページ数表示９８とを含み得る。しかしながら、本明細書に記載されている
ヘルプ画面は任意の適切な数の画面を含み、ここで示されている限界ヘルプ画面９４は例
示的なものにすぎないことを理解すべきである。
【００２６】
　示されているように、限界ヘルプ画面９４は、限界ヘルプサブ画面への任意の適切な数
のハイパーリンクを含むために、リッチテキストで書式設定され得る。ハイパーリンクは
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、選択可能なテキストに埋め込まれてもよい。例えば、オペレータは、機能キーインジケ
ータ１００内に示されている機能キーを使用することにより、種々のサブ画面にアクセス
することができる。オペレータは、上向き矢印キー１３または下向き矢印キー１４を使用
して、ＮＥＯハイパーリンク１０４およびＡＤＵＬＴハイパーリンク１０６等の利用可能
なハイパーリンクをスクロールすることができる。オペレータは、ＳＨＯＷソフトキーア
イコン１０２と関連付けられたソフトキーを押圧することにより、限界ヘルプサブ画面に
アクセスすることもできる。テキスト本文内におけるＮＥＯハイパーリンク１０４および
ＡＤＵＬＴハイパーリンク１０６の存在は、デフォルトの下線によって示され得る。ある
いは、オペレータは、上矢印１３または下矢印１４を使用して選択可能な領域をスクロー
ルするために、ＳＥＬＥＣＴソフトキー１０２を押圧してもよい。ＳＥＬＥＣＴソフトキ
ー１０２の押圧時に、ヘルプ画面９４内のテキスト「Ｓｅｌｅｃｔ（選択）」がハイライ
トされ得、続いてＮＥＯハイパーリンク１０４およびＡＤＵＬＴハイパーリンク１０６が
下線で表示され得る。ある実施形態において、選択可能なテキストハイパーリンクは、テ
キスト自体に埋め込まれる。これは、異なる言語でヘルプ画面を書式設定する場合に有利
となり得る。そのような実施形態において、種々の言語に対応する画面は、所定の規則に
より、行に構文解析され得る。そのように、テキストの選択可能な部分は、各言語の適切
な単語と関連付けられ得る。リッチテキスト書式設定は、ビットマップおよびその他適切
なグラフィックスを可能にすることもできる。
【００２７】
　その他の実施形態において、いくつかのモニタ表示画面は、ヘルプ画面システムを起動
するための指定ユーザ入力デバイス、例えば指定ヘルプキー１２とは別個のソフトキーか
らヘルプ画面へのアクセスを含み得る。これは、トピックス固有ヘルプが特定のディスプ
レイから利用可能であることをオペレータに通知するために有用となり得る。例えば、図
５は、例示的なセンサ信号状態ディスプレイ６０を示す。センサ信号状態ディスプレイ６
０は、センサ信号の品質がある所定の閾値を下回っていることをモニタ１０が検知してい
る状態の間に起動し得る。センサ信号状態ディスプレイ６０は、所定の条件下で、オペレ
ータからのいかなる入力もなく自動的に起動することができるため、信号状態メッセージ
６２に関するさらなる情報を提供するために、オペレータにヘルプ情報を提供することが
有利となり得る。ユーザは、ヘルプキー１２を押下することによってセンサ信号に関する
ヘルプ画面にアクセスすることもできるが、ヘルプソフトキーアイコン６４を含むソフト
キーメニューバー１８は、特定のディスプレイ画面に関するさらなる情報が提供されるこ
とをオペレータに思い出させることができる。
【００２８】
　図６は、本発明の例示的な実施形態に従うコンテキストベースのヘルプをモニタ１０に
提供するための方法７０のブロック図である。コンテキストベースのヘルプは、オペレー
タが、特定のモニタディスプレイに固有であるトピックスに関するヘルプ画面に迅速にア
クセスすることを可能にする。したがって、ユーザが警告管理等の特定トピックスに関す
るディスプレイ画面上にいるとき、ヘルプキー１２を押下すると、警告管理ヘルプ画面を
呼び出すことになる。方法はブロック７２において開始し、ブロック７４へ進み、ここで
ユーザがヘルプキー１２を起動する。ヘルプキー１２の起動時、プロセッサは、ブロック
７６において、モニタ表示画面がメインディスプレイ画面コンテキストと関連付けられて
いるか否かを判断することができる。モニタディスプレイのメインディスプレイコンテキ
ストとの関連付けは、ブロック７８において、プロセッサに、ヘルプ画面メインメニュー
の表示を生じさせる。ブロック８０において判断されるように、ディスプレイが特定のヘ
ルプコンテキストと関連付けられている場合、ブロック８２において、特定のヘルプコン
テキストと関連付けられたヘルプ画面サブメニューが表示される。例えば、モニタがトレ
ンド表示内にある場合、プロセッサは、トレンド表示がトレンド表示ヘルプコンテキスト
と関連付けられていると判断することができる。ヘルプキー１２の押下時、モニタディス
プレイは、トレンドヘルプ情報を含有するトレンドヘルプサブ画面に切り替えることがで
きる。したがって、オペレータは、ヘルプ画面メインメニュー内をナビゲートする必要な
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く、いくつかのモニタディスプレイから個々のヘルプトピックスに迅速にアクセスするこ
とができる。モニタディスプレイが特定のヘルプサブ画面と関連付けられていない状況に
おいて、プロセッサは、デフォルトのヘルプ画面、つまりヘルプメインメニュー画面の表
示を生じさせることができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、モニタ１０は、可聴ヘルプメッセージを提供するように
構成されてもよい。可聴ヘルプメッセージは、訓練目的のために有利となる場合がある。
図７において、可聴設定入力デバイス１１０に応答する音声ヘルプモジュール１０８が描
写されている。モニタ設定メニューは、音声ヘルプを起動するためにソフトキーまたはそ
の他のユーザ入力デバイスを提供し得ることが想定される。可聴設定入力デバイス１１０
は、プロセッサ１１２と連絡している。プロセッサ１１２は、ディスプレイ１１上のヘル
プ画面に対応する適切な格納された音声ヘルプファイル１１４を、メモリから取り出すこ
とができる。音声ヘルプファイル１１４は、ｍｐ３ファイル、ＷＡＶファイル、またはそ
の他任意の適切なデジタル保存書式を含み得る。デジタル／アナログ変換器１１６は、音
声ヘルプファイル１１４からアナログ信号を生成し、その信号をスピーカ１５へ送信する
。音声ヘルプファイル１１４は、ディスプレイ１１上にヘルプ画面の可聴バージョンを含
有し得ることが想定される。さらに、音声ヘルプファイル１１４は、テキストまたはグラ
フィックのヘルプ情報を補足し得る、さらなるヘルプ情報を含有し得ることが想定される
。いくつかの実施形態において、音声ヘルプメッセージは、ヘルプ画面５２の表示とは別
に起動され得る。そのような実施形態において、音声ヘルプメッセージは、特定のヘルプ
画面コンテキストと無関係であってもよい。いくつかの実施形態において、ヘルプ情報は
、テキスト、音声、または３つの書式の組み合わせであってもよい。
【００３０】
　本明細書に記載されている例示的なパルス酸素測定モニタ１０は、図８に示されるよう
なセンサ８６とともに使用され得る。センサ８６のケーブル８４は、モニタ１０と連結さ
れてもよいし、センサ８６とモニタ１０との間の無線伝送を容易にするために、伝送デバ
イス（図示せず）と連結されてもよいことを十分に理解すべきである。センサ８６は、Ｎ
ｅｌｌｃｏｒ　Ｐｕｒｉｔａｎ　Ｂｅｎｎｅｔｔ　Ｉｎｃ．社から入手可能なもの等、任
意の適切なセンサ８６であってもよい。さらに、モニタ１０によって提供される従来のパ
ルス酸素測定をアップグレードしてさらなる機能を提供するために、モニタ１０は、セン
サ入力ポートに接続されたケーブル９０を介して、またはデジタル通信ポートに接続され
たケーブル８８を介して、多重パラメータ患者モニタ９２と連結されてもよい。本明細書
において記載されているヘルプ画面は、例えば、ヘルプ画面表示を強化または変更するこ
とができるソフトウェアのアップグレードまたはプラグインによってアップグレードされ
得ることを理解すべきである。
【００３１】
　本発明は、種々の修正および代替形態を受け入れる余地があるが、本明細書においては
、図面中に例として具体的な実施形態を示し、それについて詳細に説明する。しかしなが
ら、本発明は、開示されている特定の形態に限定されることを意図されていないことを理
解すべきである。むしろ、本発明は、下記添付の特許請求の範囲によって定義されるよう
な本発明の趣旨および範囲内にあるすべての修正、均等物、および代替物を網羅するもの
である。
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