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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鼓動している心臓から心臓信号を分析するための装置であって、
　前記心臓信号を収集するためのデテクタと、
　データ処理手段と、
　データ出力手段と
を備え、
　前記データ処理手段が、
　前記心臓信号を受け取り、
　前記信号のクラスター分析を実行して第１の心音と第２の心音とを識別し、
　前記信号の複数の領域の各々用にエネルギエンベロープを決定し、
　前記エネルギエンベロープの各々の区域を決定し、且つ、
　少なくとも前記区域を組み込む分析によって前記信号の１つまたはそれ以上の特徴の各
々の分類を形成するためのものであり、
　前記データ出力手段が、前記分類を表示するためのものであり、
　前記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定することができるようになっている装置。
【請求項２】
　前記データ処理手段は、前記区域の１つまたはそれ以上を前記区域の少なくとも１つの
他のものと比較するように操作可能となっている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記データ処理手段は、１つまたはそれ以上の比率を決定するように操作可能であり、
各々は、前記区域の１つと前記区域の別のものとの比率を含み、前記比率を前記比率用の
それぞれの所定の閾値と比較し、もって前記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定する
ように操作可能となっている、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記データ処理手段は、前記区域の１つまたはそれ以上を前記区域用のそれぞれの所定
の閾値と比較し、もって前記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定するように操作可能
となっている、請求項１～３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項５】
　前記データ処理手段は、前記エネルギエンベロープの各々を滑らかにするように操作可
能となっている、請求項１～４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　前記エネルギエンベロープの各々は、シャノンのエネルギエンベロープである、請求項
１～５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記データ処理手段は、収縮領域用および拡張領域用にエネルギエンベロープを決定す
るように操作可能となっている、請求項１～６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　前記データ処理手段は、収縮領域および拡張領域の各々内の複数の領域用にエネルギエ
ンベロープを決定するように操作可能となっている、請求項１～７のいずれか１項に記載
の装置。
【請求項９】
　前記データ処理手段は、収縮領域内の３つの領域用および拡張領域内の３つの領域用に
エネルギエンベロープを決定するように操作可能となっている、請求項１～８のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記信号は音信号である、請求項１～９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　前記データ処理手段は、ユーザにユーザ入力を促すための且つユーザ入力を受け取るた
めの手段を含み、診断を形成することができない場合に前記ユーザにユーザ入力を促すよ
うに操作可能であり、前記ユーザ入力は前記心臓信号のユーザ解釈を含む、請求項１～１
０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　生理的な信号を分析するための装置であって、
　前記信号を収集するためのデテクタと、
　データ処理手段と、
　データ出力手段と
を備え、
　前記データ処理手段が、
　前記信号を受け取り、
　前記信号のクラスター分析を実行して１つまたはそれ以上特徴を識別し、
　前記特徴の１つまたはそれ以上によって規定される複数の領域の各々用にエネルギエン
ベロープを決定し、
　前記エネルギエンベロープの各々の区域を決定し、且つ、
　少なくとも前記区域を組み込む分析によって前記信号の１つまたはそれ以上の特徴の各
々の分類を形成するためのものであり、
　前記データ出力手段が、前記分類を表示するためのものであり、
１つまたはそれ以上の生理的な特性を決定することができるようになっている装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、心臓の状態を診断するための方法および装置に関する。
【発明の分野】
【０００２】
　心音は、強度（音の大きさ）、周波数（ピッチ）および質（音質）によって特徴づける
ことができる比較的短い別々の聴覚振動である。Ｓ１は心室収縮の開始を識別し、Ｓ２は
拡張の開始を識別する。これらの２つの聴診事象はフレームワークを制定し、その中に他
の心音および雑音が配置されタイミングを取ることができる。基本的な心音は、Ｓ１、Ｓ
２、Ｓ３およびＳ４である。これらの事象の各々は、正常または異常でありうる。
【０００３】
　第１の心音（Ｓ１）は、心室収縮の初期に発生する。Ｓ１は２つの構成要素から構成さ
れる。第１の主要構成要素は、僧帽弁のクロージャに連結され、尖がその完全に閉鎖した
位置に到達するときにはリーフレットモーションの突然の停止に一致する。
【０００４】
　第２の主要構成要素の起点は、一般に三尖弁のクロージャに割り当てられる。Ｓ１の強
度は、血液の速度および房室弁の閉鎖の結果として得られる力に依存するため、心室圧力
の力および速度を増加する因子は、Ｓ１の強度を増加する傾向がある。収縮の開始時にお
ける房室弁の位置も、Ｓ１の強度に影響を与える。広く開いた弁に対して心室収縮が発生
する場合、左室リーフレットは、弁が部分的に閉鎖された場合よりも、高い速度（したが
ってより大きなＳ１）を得る。第２の心音（Ｓ２）。
【０００５】
　第２の心音は、収縮の最後に発生する。Ｓ２は、Ｓ１と同様に、２つの構成要素を有す
る。第２の心音の第１の構成要素は、「大動脈の」（Ａ２）と称され、第２は「肺動脈の
」（Ｐ２）と称される。
【０００６】
　収縮（心室収縮の時間）は、普通、拡張（心室緩和の時間）よりも短いため、Ｓ２とＳ
１との間には、Ｓ１とＳ２との間よりも長い一時停止がある。
【０００７】
　Ｓ１はより長い期間でありピッチが低い。Ｓ２はより短い期間でありピッチが高い。Ｓ
１は普通、頂点で最良に聞こえる。Ｓ２は普通、大動脈および肺動脈の区域で最良に認め
られる。
【０００８】
　頻脈または徐脈の存在が、上記の関係を変えることもある。
【０００９】
　生理的な第３の心音（Ｓ３）は、急な心室充満の間に初期拡張に発生する低ピッチの振
動である。Ｓ３の音は、血塊が右室に入るときに胸部へ急激に力が伝達されることによっ
て生成される。Ｓ３は一般に、子供、青年およびいくらかの若年成人に聞こえる。３０歳
以降に聞こえるときには、奔馬調律と呼ばれ、左室不全等の病理の兆候である。生理的な
Ｓ３は、Ａ２の直後に発生し、左半側臥位にある患者では頂点で最良に聞こえる。患者が
座るか立つかまたは心拍を下げるいずれの行動をするときに、Ｓ３は、通常、完全に消え
る。逆に、運動等の心拍を増加する因子は、生理的なＳ３を強調する傾向がある。
【００１０】
　生理的な第４の心音（Ｓ４）は、Ｓ１の直前に、後期拡張に発生する非常にソフトな低
ピッチのノイズである。Ｓ４生成は、心房性収縮による心室充満に関係する。活発な心房
収縮は、血塊の急な加速を生成する。この事象に関連するのは、Ｓ４として聞こえる左室
壁および僧帽弁装置の振動である。
【００１１】
　生理的なＳ４は、乳児、幼児および５０歳以上の成人に聞こえることがある。普通、左
半側臥位にある患者で頂点でのみ聞こえる。生理的なＳ４は、不良に伝達され、ショック
が伴うことはほとんどない（Ｓ４が聞こえるのと同様に感知されるときに）。ショックに
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関連する大きなＳ４の広い伝達は、病理的であり、Ｓ４奔馬調律と称される。
【００１２】
　Ｓ３の場合と同様に、心室収縮の力および頻度を増加する行動は、Ｓ４を強調する。逆
に心臓緩徐に関連する行動は、Ｓ４強度を減少する。
【００１３】
　大動脈駆出性クリックは、初期収縮に発生する高いピッチ音である。関連した強調行動
はない。強度は、呼吸または患者の体位によって影響されない。左側心臓弁膜駆出音は大
動脈区域で最良に聞こえ、広くは伝達されない。大動脈狭窄の駆出性クリックは、僧帽弁
区域で最良に聞こえるが、広く伝達される。大動脈駆出性クリックは、変形したが柔軟性
のある大動脈弁を備えた先天性およびリウマチ性の心臓弁膜大動脈狭窄に見られる。
【００１４】
　全身性高血圧および大動脈の縮窄等の大動脈の閉塞に関連する状態も、大動脈駆出性ク
リックに関連する。
【００１５】
　肺動脈駆出性クリックは、大動脈駆出性クリックと同様に、初期収縮の高いピッチ音で
ある。大動脈クリックとは異なり、肺動脈駆出性クリックは、肺動脈区域で最良に聞こえ
、ほとんど伝達されない。肺動脈駆出性クリックは、吸気中に強度が減少する唯一の右心
音である。肺動脈駆出性クリックは、軽度から中程度の心臓弁膜肺動脈狭窄、肺動脈の膨
張（肺高血圧に見られる）およびファロー四徴症に関連することが多い。
【００１６】
　非駆出性クリックは、中期から後期収縮の高周波数音である。三尖弁逸脱に関連するク
リック（「三尖弁クリック」）は、左低胸骨境界に沿って最良に認められる。僧帽弁クリ
ックおよび三尖弁クリックは、立っている患者でのみ時折聞こえる。この体位では、心室
はより小さく、僧帽弁および三尖弁の両方の逸脱の程度は増加する。患者に運動をさせる
かまたは立つ以外の体位に動かすと、普通、僧帽弁クリックおよび三尖弁クリックの両方
の強度は減少する。吸気が三尖弁クリックの強度を増加する傾向がある。
【００１７】
　僧帽弁クリックは、通常、僧帽弁逸脱に関連し、僧帽弁区域で最良に聞こえ、普通、広
くは伝達されない。僧帽弁クリックは、立っている患者でのみ時折聞こえる。この体位で
は、心室はより小さく、僧帽弁の逸脱の程度は増加する。患者に運動をさせるかまたは立
つ以外の体位に動かすと、普通、クリックの強度は減少する。
【００１８】
　僧帽弁の開弁期弾撥音は、肺動脈区域と僧帽弁区域との間の中途で最良に聞こえる。僧
帽弁の開弁期弾撥音は、正常な心音に類似した質を有し、スプリッティングＳ２と混同さ
れることが多い。短く鋭いむしろ弾撥音が、Ｓ２のＡ２構成要素のすぐ後に聞こえる。大
きいときには、前胸部全体にわたって広く伝達される。最適な可聴度は、患者を左側臥位
にすることによって達成されることが多い。立つことは、左心房圧力を低下し、したがっ
てＡ２－開弁期弾撥音間隔を増加する傾向がある。ソフトな開弁期弾撥音は、心房圧力を
増加する運動後に強まることがある。Ａ２－開弁期弾撥音間隔は、呼吸の異なるフェーズ
中に変化しないが、僧帽弁の開弁期弾撥音は、普通、呼気時に最大である。
【００１９】
　三尖弁の開弁期弾撥音の聴診特性は、僧帽弁の開弁期弾撥音に類似する。しかし、三尖
弁の開弁期弾撥音は、左低胸骨境界でまたは剣状突起区域にわたって、より大きい。さら
に、三尖弁の開弁期弾撥音の大きさは、普通、吸気中に顕著に増加し、一方、僧帽弁の開
弁期弾撥音は呼気時により大きいことが多い。Ｓ２の第１の構成要素（Ａ２）と三尖弁の
開弁期弾撥音との間の間隔は、Ａ２と僧帽弁の開弁期弾撥音との間の間隔よりも長い傾向
がある。座ることが三尖弁の開弁期弾撥音を強調する傾向がある。
【００２０】
　音または雑音の最大強度の部位は有用であるが、必ずしもその起点を決定しない。選択
的な広がりの方向および呼吸の効果も、考慮に入れるべき有用な因子である。
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i）僧帽弁の音および雑音は頂点（ＭＡ）で最大であり、患者は左側へ向いていく。
ii）三尖弁の音および雑音は、低左胸骨縁（ＴＡ）に局限するが、右心室が膨張し左心室
が後部で回転するならば、たとえば心房中隔欠損症（ＡＳＤ）ならば、頂点へ広がる。
iii）大動脈弁の音および雑音：駆出性雑音が大動脈区域（ＡＡ、第２の右の間の空間）
でおよび心臓頂点で最大であり、頸動脈に伝達されることが多いが、頸部に制限される短
い雑音は、１回拍出量が大きい若い健常被験者に聞こえることもあり、高齢の被験者では
、これは頸動脈狭窄を示唆する。逆流性初期拡張雑音は、普通、呼気時に前傾になる患者
では左胸骨縁で第３および第４の左の間の空間で最大である。しかし、大動脈膨張では、
雑音は普通、大動脈区域で最大である。
iv）肺動脈弁の音および雑音は、肺動脈区域（ＰＡ、第３の左の間の空間）で最大である
が、より低く聞こえることが多い。
v）背部にわたる雑音：末梢肺動脈弁狭窄症および大動脈縮窄症の収縮雑音は、背部にわ
たってもっとも強く聞こえる。連続性雑音は、下行大動脈と肺循環との間の連通を示唆す
る。
【００２１】
　心臓雑音は下記の種類を有する。すなわち、
１）無害性雑音は、構造的または生理的のいずれかの公知の異常に関連しない。
２）生理的な雑音は、循環の生理の乱れによって生じ、たとえば、多動状態または過活動
循環、興奮、貧血、熱性甲状腺亢進、妊娠、肺性心、門脈圧亢進症または脚気心に関連す
るものである。
３）相対的または機能性雑音は、弁または異常心臓または血管連通に関与しない構造的障
害によって生じ、雑音は心腔の膨張または導管の膨張によって生じる。
４）器質性雑音は、心臓弁膜症、シャントまたは狭窄した導管によって生じる。
【００２２】
　広く使用される既存の装置は聴診器であり、それによって、ほぼ心拍の速度を観察する
ことができる。心臓の機械的作業は、たとえば心音および雑音を生成するという複雑さに
関与し、これは、効果的な診断がなされるべき場合には、医師が検出し特徴づけなければ
ならない（たとえば、場所およびタイミングの点で）。
【００２３】
　他方、心電図は心臓の電気的特性に関する情報を提供し、機械的または構造的な異常で
はない。そのような機械的および構造的な欠陥を分析し検出するために、二次元超音波心
エコー図機械が必要である。しかし、現在、心臓の障害を検出するためのもっとも進歩し
た機械の１つであるが、そのコストは一般に数千米ドルである。結果として、そのような
心エコー図機械は一般に、高度な診断ラボまたは大規模病院でのみ利用可能であり、した
がって通常の心臓内科医または一般医の資力を超えている。さらに、心エコー図機械の複
雑さのため、その操作にはよく訓練されたラボ技術者が必要である。
【００２４】
　一般に共通の知識の一部を形成するとここで示唆することなく、国際特許出願公開第０
１／６２１５２号には、心音を分析するためのシステムが開示されており、その中で音は
濾波され、個別の心臓サイクルのシーケンスに解析される。収縮のおよびサブ収縮の間隔
が識別され、エネルギ値が閾値レベルと比較するために計算される。しかし、この文献は
、個別のピークおよびしたがって収縮および拡張を識別するために、ウェーブレット変換
分析またはフーリエ変換分析のいずれかのみの使用を教示し、心臓信号のエネルギエンベ
ロープを考慮に入れてはいない。
【発明の開示】
【００２５】
　したがって、第１の広い態様において、本発明は、鼓動している心臓から心臓信号を分
析する方法を提供するものであり、当該方法は、
　上記心臓信号を収集するステップと；
　上記信号のクラスター分析を実行して第１の心音と第２の心音とを識別するステップと
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；
　上記信号の複数の領域の各々用にエネルギエンベロープを決定するステップと；上記エ
ネルギエンベロープの各々の区域を決定するステップと；
　少なくとも上記区域を組み込む分析によって上記信号の特徴を分類するステップと
を含み、それによって、上記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定することができる。
【００２６】
　このようにして、クラスター分析によって、外部タイミング参照なしで、心音を抽出す
る（特に、収縮間隔および拡張間隔に）ことができる。次いで心音の様々な特徴が分析さ
れ分類される。
【００２７】
　好ましくは上記方法は、上記区域の１つまたはそれ以上を上記区域の少なくとも１つの
他のものと比較することを含む。より好ましくは上記方法は、１つまたはそれ以上の比率
を決定し、各々は上記区域の１つと上記区域の別のものとの比率を含み、上記比率を上記
比率用のそれぞれの所定の閾値と比較し、それによって、上記心臓の１つまたはそれ以上
の特性を決定することを含む。
【００２８】
　方法は、１つの実施態様において、上記区域の１つまたはそれ以上を上記区域用のそれ
ぞれの所定の閾値と比較し、それによって、上記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定
することを含む。
【００２９】
　好ましくは、上記方法は、上記エネルギエンベロープの各々を滑らかにすることを含む
。
【００３０】
　好ましくは、上記エネルギエンベロープの各々は、シャノンのエネルギエンベロープで
ある。
【００３１】
　１つの実施態様において、上記方法は、収縮領域用および拡張領域用にエネルギエンベ
ロープを決定することを含む。
【００３２】
　好ましくは、上記方法は、収縮領域および拡張領域の各々内の複数の領域用にエネルギ
エンベロープを決定することを含み、より好ましくは、収縮領域内の３つの領域用および
拡張領域内の３つの領域用にエネルギエンベロープを決定することを含む。
【００３３】
　好ましくは、上記信号は音信号である。しかし、上記信号は、たとえば電気信号等の他
のいずれの適切な信号であってもよい。方法は一般に、上記信号を電気信号に転換し、可
能であれば、デジタル電気信号に転換することを含む。
【００３４】
　好ましくは、方法は、診断を形成することができない場合にユーザにユーザ入力を促す
ことを含み、上記ユーザ入力は上記心臓信号のユーザ解釈を含む。
【００３５】
　第２の広い態様において、本発明は、生理的な信号を分析する方法を提供し、当該方法
は、
　上記信号を収集するステップと；
　上記信号のクラスター分析を実行して１つまたはそれ以上の特徴を識別するステップと
；
　上記特徴の１つまたはそれ以上によって規定される複数の領域の各々用にエネルギエン
ベロープを決定するステップと；
　上記エネルギエンベロープの各々の区域を決定するステップと；
　少なくとも上記区域を組み込む分析によって上記信号の特徴を分類するステップと；
　上記信号から１つまたはそれ以上の生理的な特性を決定するステップと
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を含む。
【００３６】
　第３の広い態様において、本発明は、鼓動している心臓から心臓信号を分析するための
装置を提供し、当該装置は、
　上記心臓信号を収集するためのデテクタと；
　データ処理手段であって、上記心臓信号を受け取り、上記信号のクラスター分析を実行
して第１の心音と第２の心音とを識別し、上記信号の複数の領域の各々用にエネルギエン
ベロープを決定し、上記エネルギエンベロープの各々の区域を決定し、且つ、少なくとも
上記区域を組み込む分析によって上記信号の１つまたはそれ以上の特徴の各々の分類を形
成するための、データ処理手段と；
　上記分類を表示するためのデータ出力手段と
を具備し、それによって、上記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定することができる
ようになっている。
【００３７】
　好ましくは、上記データ処理手段は、上記区域の１つまたはそれ以上を上記区域の少な
くとも１つの他のものと比較するように操作可能である。より好ましくは上記データ処理
手段は、１つまたはそれ以上の比率を決定するように操作可能であり、各々は、上記区域
の１つと上記区域の別のものとの比率を含み、上記比率を上記比率用のそれぞれの所定の
閾値と比較するように操作可能であり、それによって、上記心臓の１つまたはそれ以上の
特性を決定する。
【００３８】
　データ処理手段は、１つの実施態様において、上記区域の１つまたはそれ以上を上記区
域用のそれぞれの所定の閾値と比較するように操作可能であってもよく、それによって、
上記心臓の１つまたはそれ以上の特性を決定する。
【００３９】
　好ましくは、上記データ処理手段は、上記エネルギエンベロープの各々を滑らかにする
ように操作可能である。
【００４０】
　好ましくは、上記エネルギエンベロープの各々は、シャノンのエネルギエンベロープで
ある。
【００４１】
　１つの実施態様において、上記データ処理手段は、収縮領域用および拡張領域用にエネ
ルギエンベロープを決定するように操作可能である。
【００４２】
　好ましくは、上記データ処理手段は、収縮領域および拡張領域の各々内の複数の領域用
にエネルギエンベロープを決定するように操作可能であり、より好ましくは、収縮領域内
の３つの領域用および拡張領域内の３つの領域用にエネルギエンベロープを決定するよう
に操作可能である。
【００４３】
　好ましくは、上記信号は音信号である。
【００４４】
　装置は一般に、上記信号を電気信号に転換するためのコンバーターを含み、可能であれ
ば、デジタル電気信号に転換するためのコンバーターを含む。
【００４５】
　好ましくは、データ処理手段は、ユーザにユーザ入力を促すための且つユーザ入力を受
け取るための手段を含み、診断を形成することができない場合に上記ユーザにユーザ入力
を促すように操作可能であり、上記ユーザ入力は上記心臓信号のユーザ解釈を含む。
【００４６】
　本発明はまた、生理的な信号を分析するための装置を提供し、当該装置は、
　上記信号を収集するためのデテクタと；
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　データ処理手段であって、上記信号を受け取り、上記信号のクラスター分析を実行して
１つまたはそれ以上特徴を識別し、上記特徴の１つまたはそれ以上によって規定される複
数の領域の各々用にエネルギエンベロープを決定し、上記エネルギエンベロープの各々の
区域を決定し、且つ、少なくとも上記区域を組み込む分析によって上記信号の１つまたは
それ以上の特徴の各々の分類を形成するための、データ処理手段と；
　上記分類を表示するためのデータ出力手段と
を具備し、それによって、１つまたはそれ以上の生理的な特性を決定することができるよ
うになっている。
【００４７】
　本発明をより明瞭に認識し得るために、次に好適な実施態様を、一例として、添付の図
面を参照して説明する。
【実施形態の詳細な説明】
【００４８】
　本発明の好適な実施態様による心臓診断システムは、概して、下記によって作動する。
すなわち、
ａ）心臓音または信号を患者の身体から獲得することと、
ｂ）信号を増幅し濾波することと、
ｃ）増幅された信号をデジタル化することと、
ｄ）信号をコンピュータに記録することと、
ｅ）記録された信号を前処理して濾波することと、
ｆ）信号から所望の特徴を抽出することと、
ｇ）抽出された信号を診断のために分類することと、
ｈ）分類された信号を解釈することと、
ｉ）結果として得られた診断を報告することと、
である。図１Ａは、典型的な正常な心臓の信号の概略図である。図１Ｂは、雑音を伴う心
臓からの心臓信号を表す類似の図である。これらの信号は本発明のシステムによって収集
される音響信号の典型である。心音は、２０Ｈｚ～２ｋＨｚの周波数範囲にあり、Ｓ１は
３０～１１０Ｈｚの範囲、Ｓ２は５０～１５０Ｈｚの範囲、Ｓ３はおよそ３０Ｈｚ、Ｓ４
はおよそ２０Ｈｚ、心雑音は２０Ｈｚ～２ｋＨｚの範囲のいずれかにある。
【００４９】
　図２は、本実施態様のシステムのデータ収集装置１０の概略図である。データ収集装置
１０は、パーソナルコンピュータ（システムの一部でもある）に接続可能である。データ
収集装置は、心臓によって作られる２０Ｈｚ～２ｋＨｚの間の弱音（大半の疾病の診断に
十分である）を検出するためにセンサ１２の形態のトランスデューサを含む。
【００５０】
　センサ１２は、センサに隣接して設けられたダイヤフラム（図示せず）の振動から音を
受け取る。データ収集装置１０は、センサ１２によって信号を電気信号に転換し、次いで
増幅器１４によって電気信号を増幅し、不必要なノイズを除去し、アナログデジタルコン
バーター（ＡＤＣ）１６によって信号をデジタル化し、コンピュータに伝達するために信
号をＲＳ２３２フォーマットに転換する。装置１０は、コンピュータのＤ９シリアルポー
トを使用する。
【００５１】
　装置は、単一９Ｖアルカリ電池２２の形態である電源で作動し、ＰＣ用のシリアルポー
トコードに取り付けるためのＤ９雄シリアルポートと、主要電源のオン／オフを切り換え
る１つのオン／オフスイッチと、センサ１２を増幅器１４に接続するための３つのピンス
テレオコネクタと、を有する。ＡＣ幹線は、幹線の周波数（多くの国で５０Ｈｚ）に対応
する信号内に交流障害を導入するため、使用されず、医療機器は可能な限り精密であり且
つノイズがないものでなければならない。電源２２は装置１０に必要な電圧を提供する（
すなわち、増幅器１４に＋５Ｖおよび－５Ｖ、センサ１２に１．５Ｖ、およびデジタルセ
クションに５Ｖ）。
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【００５２】
　装置１０は、ユニバーサル非同期式レシーバトランスミッタ１８、コンパレータ２０、
および、３つのＬＥＤ、すなわち、
ａ）オレンジＬＥＤ２４：電源が入っているときには常に光る；
ｂ）レッドＬＥＤ２６：センサが心臓からの音信号を適切に受け取っているときには常に
明滅して光り、明滅は心臓の信号を示す；
ｃ）グリーンＬＥＤ２８：データがコンピュータへ伝達されているときに光る；
も有する。
【００５３】
　このようにして、電源が入れられるや否やオレンジＬＥＤ２４が光り、電力がハードウ
ェアへ行っていることを示す。ライトが光る強度に基づいて、電池のレベルをユーザが知
る。ＬＥＤ２４が低く光る場合には、電池２２を交換するときである。信号がコンピュー
タから来るときのみ、信号をハードウェアから獲得する。この信号がコンピュータから来
るときには、グリーンＬＥＤ２８が光り、信号を獲得する準備ができたことを示す。ひと
たびグリーンＬＥＤ２８が光ると、獲得された信号がコンピュータのモニタにディスプレ
イされる。レッドＬＥＤ２６は、心臓音にしたがって明滅する。このＬＥＤ２６は、ゲイ
ンが十分であるか否か、または、ゲインを増加しなければならないか否か、を示し、コン
パレータ２０から来る信号のために明滅する。増幅された信号はコンパレータ２０へ送ら
れ、その第１の入力は標準電圧（すなわち、電源２２の電圧）に設定され、その第２の入
力は増幅された信号を受け取る。信号レベルが予め設定された値より上にあるときには常
に、レッドＬＥＤ２６が明滅する。
【００５４】
　ゲイン調節用に１つのスイッチがある。このスイッチは、コンピュータによって獲得さ
れている信号が予想されるレベルではないとわかった場合に使用することができる。この
スイッチを使用して、信号がクリップされるのが観察される場合にはゲインを減少し、信
号が非常に弱い場合には（レッドＬＥＤが明滅していないことによって示される）、ゲイ
ンを増加する。
【００５５】
　ダイヤフラムに発生する振動のために、音が生成される。この音は、センサによって拾
われる。使用されるセンサは、回路自体から１．５Ｖの供給を必要等するコンデンサマイ
クロフォンである。センサ１２は、これに衝突する信号に基づいて良好な電気信号を与え
るように選択される。
【００５６】
　音の強度は人によって変動する。たとえば、痩せた人では、音の強度が高くなり、一方
、体重超過の人の場合は、信号は強度が弱い。信号は、したがって、増幅器１４によって
最適なレベルに増幅されなければならない。増幅器の基本機能は、これに与えられた信号
を、ユーザによって設定されたゲインの比率に増幅することである。この増幅された信号
は、減少したノイズおよびＡＤＣ１６の入力範囲にある増加した信号強度等の一定の利点
を有する。
【００５７】
　ＡＤＣ１６は、一般にＳＡＲとして公知の逐次近似レジスタを使用して、入力されたア
ナログ信号をデジタル信号に転換する。ＳＡＲ　ＡＤＣは、信頼でき且つ経済的である。
【００５８】
　ＡＤＣ出力は、ＵＡＲＴ１８に入力される。ＵＡＲＴの主要機能は、ＡＤＣ１６からの
信号を、データ処理用に設定された特定の通信速度で次にコンピュータに伝達するために
、非同期またはＲＳ２３２の標準に転換することである。
【００５９】
　我々が話をしたり音楽を聴いたりする場合、これは、音の強度が媒体に混乱を形成する
ほど十分に良好であり、したがって我々の耳に影響を与え、音が聞こえるからである。
【００６０】
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　上記で触れたように、装置１０は、信号を（３２）へ送り信号を（３４）ＰＣから受け
取るためのシリアルポート３０も有する。
【００６１】
　心音の強度は非常に低く、そのため、本システムのセンサ１２の設計には、様々な要因
を考慮しなければならない。これらの要因として、周波数応答、センサの電圧出力、単向
性、コストおよび利用可能性が挙げられる。センサ１２は、必要な周波数範囲、すなわち
２０Ｈｚ～２ｋＨｚに一貫した周波数応答を有さなければならない。言い換えると、セン
サは、上記範囲内のすべての周波数を拾うことができなければならず、すべての周波数に
対して類似応答を与えることができなければならない。図３は、本システムのセンサ１２
の周波数応答の概略図であり、周波数に対する振幅としてプロットされる。
【００６２】
　センサ１２の出力は、ボルト／ｄｂ／パスカルで測定され、すなわち、単位圧力あたり
の強度の単位あたりの電圧である。心音は非常に低い強度であるため、センサ１２は心音
を検出して強い出力を生成することができる。
【００６３】
　センサ１２は、１方向のみから来る音が電気信号に転換され出力されるという意味で、
単向性である。これは、可能な限り、他の方向から来る音を拒絶する。
【００６４】
　センサ１２およびそのダイヤフラムは、図４に４０で概略的に示されるチェストピース
に位置し、これは概観が聴診器センサに類似しており、そのため患者が、なじみのない機
器の使用によって不安になることはない。ダイヤフラム４２は、高周波数ノイズを濾波し
、チェストピース４０は、センサ１２（一般に円筒形部分４４内）とダイヤフラム４２と
の間の物理的接触を防止するように設計される。さらに、チェストピースは、センサ１２
とチェストピース壁との間に音減衰器を含み、バックル４６によって患者に固定すること
ができる（患者の上半身のまわりにストラップ等で）ように設計され、そのため、聴診器
とは異なり、検査している人はチェストピースを適所に保持する必要はない。
【００６５】
　出力ケーブル５０も示される。
【００６６】
　図５Ａおよび５Ｂは、２つの異なる角度から示されたチェストピース４０の対の斜視図
である。図５Ａにおいて、ダイヤフラム４２の前部（患者接触）面が見える。
【００６７】
　上述のように、電源２２は９Ｖ電池の形態である。＋５Ｖ、－５Ｖ、－９Ｖが、装置１
０に使用される構成要素用に必要であるため、＋９Ｖ、－９Ｖ、＋５Ｖおよび－５Ｖ出力
を備えたＩＣが使用される。
【００６８】
　＋９Ｖは、電圧調整器を使用して＋５Ｖにされ、次いで、＋５Ｖおよび－５Ｖ出力を有
するＩＣに与えられる。電圧コンバーターＩＣは、電荷ポンプコンバーターである。これ
は、「バケット」としてキャパシタを使用し、電荷を一方の場所から他方へ投入する。図
６を参照すると、この場合、ＩＣは、第１のキャパシタ５２の正極を電池から＋９Ｖへ接
続し、負極を地面へ接続する。第１のキャパシタ５２は、電池２２から９Ｖへ充電する。
このＩＣは次いで、第１のキャパシタ５２の正極を地面へ接続し、負極をピン５へ接続す
る。これによって、第１のキャパシタ５２は電荷を第２のキャパシタ５４に入れる。第２
のキャパシタ５４の負極はピン５につながれ、そのため、第１のキャパシタ５２にわたる
電圧に等しい負の電圧を得る。
【００６９】
　この電荷投入は、電圧を転換する非常に効率的なやり方である。唯一の電力損失は、Ｉ
Ｃの内部のスイッチの抵抗およびキャパシタの一連の抵抗で散逸する電力、および、必要
なときにスイッチを入れる内部オシレータを走る電力である。
【００７０】
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　それ自体で、ＩＣは約７～１０ｋＨｚで走り、そのため、第２のキャパシタ５４の出力
におよび電池２２から＋９Ｖ出力に、その量のリプルがある。この電圧を使用する音響機
器は、聞こえるうなり音を有することがある。しかし、ＩＣは、周波数押し上げ特徴を有
する。ピン１が電源２２に接続される場合には、オシレータ周波数は約６：１まで上がる
。オシレータは次いで可聴領域より上で良好に作動し、そのため、うなり音は聞こえなく
なる。
【００７１】
　図７は、増幅器１４の回路６０用の概略回路図である。回路６０は、低ノイズの変圧器
無し増幅器を提供し、真にバランスの取れた回路とセンサ電力と高い同相分排除比とを備
える。この設計は、１ｋΩのセンサ入力負荷も含む。入力負荷は、より高い周波数での容
量性の反応であり、入力端子での不必要なＲＦおよび超音波信号を減じる。センサ電力回
路は、１．５Ｖを必要とするセンサに電力を提供する。
【００７２】
　センサ１２から来る信号は、弱く、増幅されなければならない。これは、増幅器回路６
０を使用して行われる。センサから来る信号は、抵抗器組み合わせに基づいて増幅される
。増幅器設計は、ポテンショメータの形態のゲインスイッチを含む。ポテンショメータが
調整されるにつれて、抵抗の値が変化し、したがって、ポテンショメータの動きに基づい
てゲインが増加するかまたは減少する。このゲインは、コンピュータのモニタのディスプ
レイに基づいて調節することができる。
【００７３】
　ここで使用される増幅器は、２０Ｈｚ～２ｋＨｚの良好な平坦な周波数応答を有する。
１ｋＨｚのノイズ電圧は４ｎＶ／ｓｑｒｔ（Ｈｚ）であり、１ｋＨｚのノイズ電流は０．
４ｐＡ／ｓｑｒｔ（Ｈｚ）である。この増幅器の単位ゲイン帯域幅は１０ＭＨｚであり、
同相分排除比は１００ｄｂである。これは、１３Ｖ／μｓのスルーレートを有する。これ
は、３Ｖ～２２Ｖの広い供給範囲にわたって作動する。
【００７４】
　図８は、増幅器ＩＣのピン割当の図である。
【００７５】
　ＡＤＣ１６は、±５Ｖの入力範囲およびパラレルインターフェースを有する。この仕様
に合致するために、ＡＤＣは、自由走行モードで４７クロックサイクルの転換時間を有す
るように選択される。ＩＣのピンダイアグラムは図９に示されるようなものであり、ＡＤ
Ｃのタイミングダイアグラムは図１０に示される。
【００７６】
　ＡＤＣは、自由走行モードに配置され、これは、４７クロックサイクル後に転換の終了
のパルスを出し、次の転換を開始する。ＡＤＣの出力は、８ビットであり、これは、２５
６組み合わせ出力である。ＡＤＣクロック２７０ｋＨｚに設定され、これは、最大２ｋＨ
ｚの入力信号を転送するのに適切である。クロック計算は、標準通信速度５７６００から
派生する。５７６００通信速度用に、５７６０サンプルがＵＡＲＴ１８からＰＣへ転送さ
れる。５７６０サンプルを得るために、ＡＤＣクロック周波数は２７０ｋＨｚに設定され
、すなわち、５７６０×４４である。ＡＤＣクロックは、クロックデバイダＩＣ４０６０
から派生し、これは、バイナリカウンタである。ＡＤＣ　ＩＣの内部ダイアグラムは図１
１に示される。
【００７７】
　ＡＤＣクロック２７０ｋＨｚを得るために、１６がかけられた２７０ｋＨｚ（４．３Ｍ
Ｈｚになる）のクリスタル周波数が使用される。クロックジェネレータＩＣの接続ダイア
グラムは図１１に示される。
【００７８】
　このシステムで使用されるようなシリアルポート用の仕様は、ＥＩＡ（電子産業協会）
（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）ＲＳ２３２Ｃ
標準に提供されている。これは、多くのパラメータを含み、すなわち、
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１．「スペース」（ロジック０）は、＋３～＋２５Ｖの間にある、
２．「マーク」（ロジック１）は、－３～－２５Ｖの間にある、
３．＋３～－３ボルトの間の領域は不確定である、
４．開回路電圧は２５Ｖ（ＧＮＤに関して）を超えてはならない、
５．短絡回路は５００ｍＡを超えてはならない、
である。ドライバは、損傷無しでこれを取り扱うことができなければならない。
【００７９】
　シリアルポートは２つのサイズになる。すなわち、Ｄ－タイプ２５ピンコネクタおよび
Ｄ－タイプ９ピンコネクタである。両方ともＰＣの背部の雄であり、そのため、雌コネク
タが周辺装置に使用される。表１は、９ピンコネクタおよび２５ピンＤ－タイプコネクタ
用のピン接続をリストに挙げる。
【００８０】
【表１】

【００８１】
　ＵＡＲＴの制御レジスタは、パリティ抑制（ＰＩ）、停止ビット選択（ＳＢＳ）、キャ
ラクタ長選択（ＣＬＳ１および２）および偶数パリティ有効（ＥＰＥ）から構成される。
これらの入力は、制御レジスタ負荷（ＣＲＬ）を使用してラッチされることができるか、
または、このピンが高くつながれるのであれば、これらのピンに対して行われる変更は即
座に効果がある。ＵＡＲＴ１８のピン割当は図１３に示され、表２にリストされる。
【００８２】
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【表３】

【００８３】
　クロックデバイダＩＣは、外部接続を有するときに、使用のためにＱ４～Ｑ１４が利用
可能である。これは、１４．３１８１８ＭＨｚ等の共通クリスタルからはより高い通信速
度を得ることができないことを意味する。ＵＡＲＴは、使用する通信速度よりも１６倍高
いクロック速度を必要とする。たとえば、５７６００ｂｐｓの通信速度は、９２１．６ｋ
Ｈｚの入力クロック周波数を必要とする。
【００８４】
　ＣＭＯＳ　ＵＡＲＴは、５Ｖで２００ｋｂｐｓまで扱うことができるが、レベルコンバ
ーターは１２０ｋｂｐｓまでに制限されてもよく、これは依然として範囲内である。ＰＣ
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の最大利用可能な標準通信速度は１１５２００である。次の利用可能な通信速度は５６７
００であるように選択される。
【００８５】
（信号処理）
　収集された信号は、ノイズ、モーションアーティファクト、呼吸音および他の背景音を
含む。実際の心音を適切に識別するために、収縮領域および拡張領域が第１に識別される
。第１および第２の心音を見出すことによって、収縮領域および拡張領域を見出すことが
できる。図１４は、下記に詳細に記載されるように、本発明のシステムによって実行され
る完全信号処理のフローチャートである。
【００８６】
　心音は、２０Ｈｚ～２ｋＨｚの周波数構成要素を含み、その周波数構成要素の多くは１
ｋＨｚ未満である。信号は７２００Ｈｚでサンプリングされる。信号は高周波数でサンプ
リングされるため、信号は多くの冗長な情報を含む。ナイキスト基準にしたがって、存在
する最大周波数構成要素の２倍で信号をサンプリングすることが十分である。したがって
、現在の場合には、４ｋＨｚでサンプリングすることが十分である。生信号がサンプリン
グできない場合には、処理時間が著しく長くなり、そのため信号は４ｋＨｚへサンプリン
グされる。
【００８７】
　システムは、ファイルフォーマットＷＡＶ（ウインドウズＰＣＭ　Ｗａｖフォーマット
）、ＡＵおよびＭＡＴ（マトラブＭＡＴファイル）をサポートする。
【００８８】
　心拍の強度が利用可能であるため、信号の振幅は＋１～－１の間に標準化される。この
ようにして、前処理中に、生信号は４ｋＨｚ標準化信号に転換される。信号は次いで、さ
らなる処理のために適切なマトリクスの形態で利用可能である。
【００８９】
　第１および第２の心音は、３０～１５０Ｈｚ領域に集中されるエネルギを有する。残念
ながら、モーションアーティファクトおよび背景ノイズは、基本的に同一の周波数範囲に
入る。結果として、従来の除去技術によってノイズを除去することが困難であり、そのた
め、本システムにはウェーブレットに基づいた技術が使用される。
【００９０】
　一般的なノイズ除去手順は３つのステップを含む。第１に、ウェーブレットが選択され
、信号がＮレベルに分解される。第２に、１～Ｎの各レベル用に、閾値が選択され、詳細
係数へ加えられる。第３に、レベルＮの元々の近似係数およびレベル１～Ｎの修正された
詳細係数を使用して、ウェーブレット再構築が計算される。
【００９１】
　「ハード」閾値信号は、｜ｘ｜＞ｔの場合、ｘであり、｜ｘ｜＜＝ｔの場合、０である
。「ソフト」閾値信号は、｜ｘ｜＞ｔの場合、ｓｉｇｎ（ｘ）（｜ｘ｜－ｔ）であり、｜
ｘ｜＜＝ｔの場合、０である。
【００９２】
　ハード閾値は、その絶対値が閾値よりも低い要素をゼロに設定する普通の方法である。
ソフト閾値は、ハード閾値の拡張であり、その中で、絶対値が閾値よりも低い要素が最初
に０に設定され、次いで非ゼロ計数が０に向けて縮小される。
【００９３】
　図１５Ａは、名目上の元々の信号を例示する。対応するハード閾値信号は図１５Ｂに示
され、対応するソフト閾値信号は図１５Ｃに示される。
【００９４】
　閾値規則の選択に当たり、主要目的が第１および第２の心音（Ｓ１およびＳ２）を高め
てうまくいく抽出を可能にすることであるため、雑音周波数に含まれる情報を失うことは
可能である。したがって、閾値規則を構成するときに、第１および第２の心音に寄与しな
い分解レベルが無視され、ノイズ除去モジュールの出力は、その第１および第２の心音が
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高められ他のすべての不必要な構成要素が除去される生入力波形である。図１６Ａおよび
１６Ｂは、それぞれ、各場合に、振幅対時間としてプロットされるノイズ除去前および除
去後の心臓信号である。
【００９５】
　ノイズ除去後に顕著な心音が識別され、これは、信号内にピークを識別することを含む
。ピークは、信号の振幅が高い領域である。ピークは高振幅変動を含むため、ピークを信
号から直接識別することは一般に可能ではない。しかし、信号を濾波し、次いでそのエン
ベロープを計算することによって、ピークを識別することができる。後者は、信号のシャ
ノンのエネルギを計算することによって行われ、これは、明らかにピークを増幅し他の領
域を抑制する。
【００９６】
　図１７は、濾波された信号（頂部：振幅対時間秒）および信号エネルギエンベロープ（
底部：エネルギ対時間）にプロットを含む。
【００９７】
　信号の最大振幅は、エンベロープ信号の１秒ごとに計算される。最大値の一定のパーセ
ンテージより上のエンベロープ信号の値は、分離される。これらの値はピークを表し、そ
れらの間にゼロ値がある。次いで、これらのピークの開始点および終了点が識別される。
【００９８】
　顕著なピークが識別された後に、下記のピークパラメータが計算される。すなわち、
１．最大値、
２．ピークの区域、
３．ピークの幅、
４．ピークの開始点、
５．ピークの終了点、および、
６．連続ピークへの距離
である。
【００９９】
　ピークのクラスター分析が、下記のピークパラメータに基づいて実行される。すなわち
、
１．ピークの最大振幅、
２．ピークの幅、
３．ピークの区域、および、
４．連続ピークへの距離
である。
【０１００】
　クラスター分析は、ノイズ除去過程から逃れたモーションアーティファクトおよび呼吸
音のための偽ピークを排除することがわかった。前者は、無作為であり異なるピークを生
じ、クラスター分析によって容易に排除される。呼吸音は、高い類似度で偽ピークを生成
する可能性があるが、そのようなピークの最大振幅または幅が、第１および第２の心音の
ピークと比較すると低い類似度を有することがわかり、そのため、これもクラスター分析
によって排除される。
【０１０１】
　方法は、下記によって進行する。すなわち、
１．データセットの物体の各対の間の類似性または非類似性を見出すことと、
２．物体を、バイナリのヒエラルキークラスターツリーにグループ化することと、
３．ヒエラルキーツリーをクラスターに分割する場所を決定することと、
である。
【０１０２】
　類似性または非類似性を見出すために、様々な方法のうちの１つで、物体の間の距離が
計算される。本システムにおいて、目的は、ｍ個の物体のデータセットの物体の間のユー
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クリッド距離、または、対ｍ（ｍ－１）／物体の２対、を計算することである。この計算
の結果は、類似性マトリクス（または非類似性マトリクス）として一般に公知である。現
実世界のデータセットにおいて、変数は異なるスケールに対して測定されることができ、
ここでパラメータの各々は異なる振幅を有する。データセットのすべての値は、同一の割
合のスケールに転換される。このステップの最後に、物体の各対の間の距離がわかる。
【０１０３】
　この場合、「連続ピークへの距離」は、重要なパラメータである。このパラメータは、
収縮期および拡張期が比較的一定であり且つ収縮期は拡張期よりも常に短いという事実の
ため、第１および第２の心音により、ピークの非常に高い程度の類似性を示す。そのよう
な状況であるため、連続Ｓ１ピークとＳ２ピークとの間の距離が、高い程度の類似性で２
つのクラスターを形成すると想定することが合理的である。繰り返し発生する第３の心音
がある場合には、別のクラスターを形成する。
【０１０４】
　物体をグループ化するために、近接している物体の対は、リンケージ機能を使用して一
緒に連結される。ひとたびデータセットの物体の間の近接性が計算されると、リンケージ
機能を使用して、データセットのどの物体を一緒にクラスターにグループ化するべきかを
決定することが可能である。リンケージ機能は、距離情報を取り、近接する物体の対を一
緒にバイナリクラスター（２つの物体から構成されるクラスター）に連結する。リンケー
ジ機能は、次いで、これらの新しく形成されたクラスターを他の物体に連結してより大き
なクラスターを形成し、元々のデータセットのすべての物体がヒエラルキーツリーに一緒
に連結されるまで続ける。リンケージ機能によって形成されたヒエラルキーバイナリクラ
スターツリーは、図１８に示されるように、樹状図として図式的に見られるときに、もっ
とも容易に理解される。水平軸は、元々のデータセットの物体の指標を表す。物体の間の
リンクは、逆さまにしたＵ字型線として表される。Ｕの高さは、物体の間の距離を示す。
たとえば、物体１と３とを含むクラスターを表すリンクは、１の高さを有する。
【０１０５】
　分割する場所を決定するために、リンケージ機能はステップ１で生成された距離情報を
使用して物体の互いに対する近接性を決定する。物体がバイナリクラスター内で対にされ
るため、ヒエラルキークラスターツリーにヒエラルキーツリーが形成されるまで新しく形
成されたクラスターがより大きなクラスターにグループ化され、データセットは自然にそ
れ自体がクラスターに整列配置してもよい。これは、物体のグループが一定の区域で密集
して詰め込まれ他の区域ではそうではない樹状図では特に明らかで有り得る。
【０１０６】
　クラスターツリーのリンクの不一致係数は、物体の間の類似性が変化するこれらの点を
識別することができる。我々のプログラムでは、距離情報を見出した後に、不一致係数が
計算される。次いで、物体がクラスターにグループ化される。
【０１０７】
　典型的なデータセットには、１つ、２つまたはそれ以上のグループがある。信号がＳ１
およびＳ２のみを有する場合には、２つの自然クラスターが形成されてもよい。信号が他
の心音を含む場合には、３つ以上のクラスターがあってもよい。不一致係数関数は、各リ
ンクに不一致値を与える。閾値として不一致マトリクスの最大値を設定することによって
、データセットの自然分割を識別することができる。ピークをグループ化することができ
ない場合には、システムソフトウェアは、自動抽出が可能ではなく相互抽出が実行される
ことを示す。
【０１０８】
　ピークの異なるグループを識別した後に、ピークはＳ１、Ｓ２または先に予測されたパ
ラメータに基づいた他の心音として識別される。たとえば、Ｓ１は一般にＳ２よりも短い
「連続ピークへの距離」を有する。信号が第１、第２およびいずれの第３の心音を有する
場合には、３つの音の各々が３つの別個のクラスターとしてグループ化される。心音は、
Ｓ３、Ｓ４、駆出性クリック、開弁期弾撥音、心膜摩擦音、腫瘍落下音であってもよい。
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これらの音の各々は、少なくとも上述のパラメータのいずれの１つとも異なる。これら４
つのパラメータを考慮することによって、各グループを識別することができる。このよう
にして、すべてのグループが識別される。当然ながら、収縮領域および拡張領域は、第１
および第２の心音を含むが、本目的のためには収縮領域はＳ１の終了とＳ２の開始との間
の領域であると取られ、拡張領域はＳ２の終了とＳ１の開始との間の領域であると取られ
る。
【０１０９】
　収縮データおよび拡張データは、音信号からＳ１およびＳ２の心音を抽出した後に分析
される。雑音を検出する手順は、図１９に示されるフローチャートに要約される。
【０１１０】
　図２０は、Ｓ１、Ｓ２、収縮および拡張を含む信号のプロットである。Ｓ１およびＳ２
の抽出後の信号は図２１に示され、Ｓ１は最大振幅のピークとして見ることができ、Ｓ２
は２番目に大きい振幅である。雑音領域はＳ２のピークに接着して且つその右側の広い領
域である。次に、収縮および拡張は、各々３つの領域に分割される。シャノンのエネルギ
エンベロープが、収縮領域および拡張領域に取られ、冗長且つ不必要なデータを除去する
ことによって、ノイズを減少し信号を高める。移動平均平滑操作を実行して、エンベロー
プを滑らかにする。図２１において、拡張領域は雑音の存在を示す。初期拡張のエンベロ
ープは図２２に示され、エネルギＥ対時間ｔ（ｓ）としてプロットされる。
【０１１１】
　６領域の面積が次いで求められ、その後、収縮および拡張の面積領域の比率が決定され
る。下記の分析は、面積および面積の比率の両方を使用して実行される。
【０１１２】
　１０ビットマトリクスが準備され、以下の如く雑音の存在を示す。
【表４】

【０１１３】
　領域の面積が所定の閾値よりも下である場合には、正常波が診断される。
【０１１４】
　信号データは、第１に収縮領域の雑音が分析される。収縮領域の面積が比較可能であり
予め規定されたよりも上であるならば、汎収縮雑音が検出される。面積が比較可能でない
ならば、各領域における雑音の存在を分析する。
【０１１５】
　収縮領域は、３つの領域にさらに分割される。これらの領域における雑音の存在を検出
するために、面積および電力スペクトル密度が考慮される。雑音の発生を検出するために
、隣接する領域の面積比率因子も考慮される。面積および電力スペクトル密度を所定の閾
値と比較することによって、雑音が検出されるときにマトリクスにおける対応するビット
が設定される。同一の過程が拡張領域にも繰り返される。最後に１０ビットマトリクスは
、雑音が存在する領域を含む。
【０１１６】
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　連続性雑音は、より深刻な心臓欠陥の１つである。一定の期間にわたって感知されるほ
どの振幅であり汎収縮性および汎拡張性の両方である雑音は、連続性雑音と呼ばれる。連
続性雑音（図２３に振幅対時間（ｓ）としてプロットされた信号に例示される）は、波形
全体の雑音面積を考慮することによって検出される。波全体のエンベロープ（またはエネ
ルギ）は、シャノンのエンベロープ関数（＝ｘ2ｌｏｇ（ｘ2））を使用して取られ、これ
は、冗長且つ不必要なデータを除去することによって、ノイズを減少し信号を高めるため
に取られる。移動平均を決定してエンベロープを滑らかにし、信号のエンベロープがプロ
ットされる（図２４参照）。
【０１１７】
　エンベロープの面積は、２０領域からこれを分割し次いでこれを２から１０までだけ減
少させることによって求められる。２０、１８、１６、１４、１２面積領域用に設定され
る５ビットがあり、これはビットアレイを形成する。２つのパラメータ（信号および信号
が分割されなければならない領域の数（ｎ））が使用され、数がｎである面積を含む面積
アレイが得られる。戻り面積が感知されるほどのものであるならば、それらが閾値を満た
すならば、且つ、すべての戻り面積がほぼ類似するならば、ｎ値に対応する特定のビット
が設定される。ビットアレイに設定されたビットの数が４以上であるならば、それは連続
性雑音である。
【０１１８】
　スプリットは一定の疾病を決定するのにきわめて重要である。スプリットはＳ１および
Ｓ２の両方に存在してもよく、そのそれぞれの音に２つの音が聞こえるときにはＳ１また
はＳ２のいずれかに存在すると言われている。信号処理の点では、２つの感知できるほど
のピークがＳ１領域またはＳ２領域に存在するときには、これはスプリットであると言わ
れる。
【０１１９】
　スプリットの分析は、下記のステップを含むように要約することができる。すなわち、
ａ）スプリット領域を得る、
ｂ）スプリット領域のエンベロープを求める、
ｃ）ピークを求める、
ｄ）最大ピークを求める、
ｅ）最大ピークの０．６未満のピークを分離する、
ｆ）１つまたはそれ以上のピークがそれによって識別されスプリット状態が主流であるな
らば、スプリットが見出されている、
である。
【０１２０】
　スプリットを備えた波形は、図２５に振幅対時間（ｓ）としてプロットされる。
【０１２１】
　Ｓ１またはＳ２として選択された領域のエンベロープが次いで得られる。シャノンのエ
ネルギエンベロープが、収縮領域および拡張領域用に決定され、冗長且つ不必要なデータ
を除去することによって、ノイズを減少し信号を高める。エンベロープは再度ｘ2ｌｏｇ
（ｘ2）であり、図２６に振幅対時間（ｓ）としてプロットされ、これは、スプリット領
域のエンベロープを示す。
【０１２２】
　第１および第２の導関数を使用して、ピークの存在を検出する。ピークが検出され、そ
の中の最大ピークが求められる。最大ピークの所定の閾値内であるピークが検出される。
ピークの場所およびピークの振幅がソートされ、ピークの間の距離が考慮される。これが
ピークの存在に一致するならば、且つ、深さ因子基準も満たされるならば、スプリットが
診断される。スプリットの時間間隔が次いで計算される。
【０１２３】
　下記の情報を使用して、心音を分類する。すなわち、
１．第１および第２の心音の性質、
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３．（もしあるならば）雑音の特徴、
である。
【０１２４】
　いずれの特別な心音の不在および正常な第１および第２の心音の存在が正常な心臓を示
すため、最初の２つの点から、心音が正常であるか否かを言うことが可能である。雑音は
、病気の状態を示すこともあるが、これは無害であることもある。
【０１２５】
　雑音が無害であるか否かを決定するため、下記のデータが収集される。すなわち、
１．心臓周期における雑音の位置、
２．雑音の場所、
３．雑音の性質、
４．雑音の周波数、
５．雑音の形状、
６．駆出性クリックの存在、
７．開弁期弾撥音または腫瘍落下音の存在、および、
８．心音のスプリッティング、
である。
【０１２６】
　雑音のこの定義は、図２７に心臓周期の他の部分に対して概略的に例示される。この図
面を参照すると、心電図７０の概略表示が２つの第１の心音７２および７４および１つの
第２の心音７６とともに示される。収縮はこのようにして間隔７８（第１の心音７２の開
始から第２の心音７６の開始まで）に対応し、拡張は間隔８０（第２の心音７６の開始か
ら次の第１の心音７４の開始まで）に対応する。収縮雑音８２はしたがって収縮間隔７８
に見出され、拡張雑音８４はしたがって拡張間隔８０に見出される。連続性雑音８６は、
収縮間隔７８と拡張間隔８０との両方に表れる。
【０１２７】
　上記の情報は普通、システムの分析プログラムによって自動的にわかるが、場合によっ
てはこれが可能ではないときもあり、その場合、医者または検査を実行する他の人によっ
てさらなる情報が得られる。収集された情報は表３に示される。
【０１２８】
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【表５】

【０１２９】
　上記情報を使用することによって、心音を下記のカテゴリーの１つに類別することが可
能である。すなわち、
１．特別な心音のない正常な心音、
２．特別な心音のある正常な心音、および、
３．異常なまたは病的な特別な音、
である。
【０１３０】
　上記情報に基づいて、各疾病に、その疾病が発病する確率を示すウェイトが与えられる
。
【０１３１】
　連続性雑音が存在する場合には、心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、静脈コマ音および
開存管動脈症に高いウェイトが与えられる。システムは、検査者に特別な音（駆出性クリ
ックまたは開弁期弾撥音等）の存在および連続性雑音の性質（すなわち、機械様であるか
、吹き込みか、耳障りであるかまたはソフトか否か）を問う。
【０１３２】
　連続性雑音の性質が吹き込みである場合には、僧帽弁逆流、三尖弁逆流、大動脈弁狭窄
症、肺動脈弁狭窄症、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流および心室中隔欠損症に高いウェイト
が与えられる。連続性雑音の性質が機械様の音である場合には、開存管動脈症および静脈
コマ音に高いウェイトが与えられる。
【０１３３】
　雑音が連続的なタイプではない場合には、収縮に雑音が存在するかのために心音がチェ
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ックされる。雑音が汎収縮性である場合には、僧帽弁逆流、三尖弁逆流および心室中隔欠
損症に高いウェイトが与えられる。雑音が周期の初期収縮性である場合には、僧帽弁逆流
、三尖弁逆流および静脈コマ音に高いウェイトが与えられ、無害性のおよび病的な雑音は
等しいウェイトを有する。雑音が中期収縮領域に存在する場合には、大動脈弁狭窄症、肺
動脈弁狭窄症、心房中隔欠損症、静脈コマ音および僧帽弁逸脱に高いウェイトが与えられ
る。雑音が後期収縮領域に存在する場合には、僧帽弁逆流、三尖弁逆流、大動脈弁狭窄症
、肺動脈弁狭窄症および僧帽弁逸脱に高いウェイトが与えられる。
【０１３４】
　雑音が初期から中期の収縮期に延在する場合には（収縮のおよそ最初の２／３）、僧帽
弁逆流、三尖弁逆流、大動脈弁狭窄症、肺動脈弁狭窄症、心房中隔欠損症および心室中隔
欠損症に高いウェイトが与えられる。
【０１３５】
　雑音が中期から後期の収縮期に延在する場合には、大動脈弁狭窄症、肺動脈弁狭窄症、
僧帽弁逸脱および心房中隔欠損症に高いウェイトが与えられる。雑音が収縮の初期および
後期の期間に存在する場合には、僧帽弁逆流および僧帽弁逸脱に高いウェイトが与えられ
る。雑音が収縮の初期、中期および後期の期間に存在する場合には、大動脈弁狭窄症、肺
動脈弁狭窄症および心房中隔欠損症に高いウェイトが与えられる。
【０１３６】
　雑音が拡張に存在する場合には、第１に汎拡張雑音がチェックされる。雑音が汎拡張性
である場合には、心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、開存管動脈症および静脈コマ音に高
いウェイトが与えられる。雑音が初期の拡張期に存在する場合には、大動脈弁逆流、肺動
脈弁逆流、僧帽弁狭窄症および三尖弁狭窄症に高いウェイトが与えられる。雑音が中期の
拡張期に存在する場合には、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流、僧帽弁狭窄症、心室中隔欠損
症および三尖弁狭窄症にもっとも高いウェイトが与えられる。雑音が後期の拡張期に存在
する場合には、僧帽弁狭窄症および三尖弁狭窄症に高いウェイトが与えられる。雑音が初
期から中期の拡張期に延在する場合には、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流、僧帽弁狭窄症お
よび三尖弁狭窄症に高いウェイトが与えられる。雑音が中期の拡張期から後期の拡張期に
延在する場合には、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流、僧帽弁狭窄症、三尖弁狭窄症、心房中
隔欠損症および心室中隔欠損症に高いウェイトが与えられる。雑音が拡張の初期および後
期に存在する場合には、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流、僧帽弁狭窄症および三尖弁狭窄症
に等しいウェイトが与えられる。雑音が拡張の初期、中期および後期に存在する場合には
、僧帽弁狭窄症、開存管動脈症および静脈コマ音に高いウェイトが与えられる。
【０１３７】
　雑音が収縮および拡張の両方に存在する場合には、収縮および拡張起源の疾病はバーチ
ャートに表示される。システムは検査者に下記の情報を求めて問う。すなわち、
１．駆出性クリック、開弁期弾撥音、Ｓ３またはＳ４が存在するか否か、
２．雑音がどの形状を有するか：クレシェンド、デクレシェンド、プラトーまたは星形形
状、
３．収縮および拡張の音はどのような性質を取るか、
である。
【０１３８】
　雑音がプラトー形状である場合には、僧帽弁逆流、三尖弁逆流および心室中隔欠損症に
高いウェイトが与えられる。雑音が星形形状である場合には、大動脈弁狭窄症、肺動脈弁
狭窄症および心房中隔欠損症に高いウェイトが与えられる。雑音がクレシェンド形状であ
る場合には、僧帽弁狭窄症および三尖弁狭窄症に高いウェイトが与えられる。雑音の形状
がデクレシェンドである場合には、大動脈弁逆流、肺動脈弁逆流に高いウェイトが与えら
れる。
【０１３９】
　駆出性クリックが存在する場合には、大動脈弁狭窄症および僧帽弁逸脱に高いウェイト
が与えられる。開弁期弾撥音が存在する場合には、僧帽弁狭窄症および三尖弁狭窄症に高
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いウェイトが与えられ、病的雑音値が高い。
【０１４０】
　ひとたび信号がコンピュータに伝達されると、且つ、信号分析が実行される間に、また
は実行された後に、数個のデータディスプレイおよび制御ウインドウを表示することがで
きる。これらは、コンピュータのスクリーンで、または、システムの一部として設けられ
且つスクリーンと一緒にシステムのユーザ制御可能な機能を制御するために必要な制御装
置を有する専用モジュールのスクリーンで、行うことができる。
【０１４１】
　第１のスクリーンは、シリアルポートを通ってデータ収集装置から獲得される心臓信号
を表示する。信号は１０秒間獲得され、次いで、システムのソフトウェアがユーザに「セ
ーブ」ダイアログボックスで促す。獲得されたデータは、．ｗａｖ、．ａｕおよび．ｍａ
ｔファイルフォーマットとして保存することができる。
【０１４２】
　このスクリーンはこのように操作する。すなわち、
１．シリアルポートを通ってハードウェア装置から心音データを読み取る、
２．獲得の処理中に信号を動的にプロットする、
３．データを１０秒間記録する、
４．獲得されたデータを次の３つのファイルフォーマット、．ｗａｖ、．ａｕまたは．ｍ
ａｔのいずれかに保存する、
である。
【０１４３】
　下記のソフトウェアのボタンは、この第１のスクリーンに設けられる。すなわち、
１）装置：シリアルポートを通って装置から心臓信号を獲得する、
２）ディスク；ローカルハードディスクから心音を選択するためのものである、
３）獲得；１０秒間心臓信号の記録処理を開始するためのものである、
４）セーブ：信号が１０秒間獲得された後に表れる、
５）終了：現在のアプリケーションを終了するためのものである、
である。
【０１４４】
　「Ｓ１、Ｓ２および雑音の自動抽出」スクリーンは、心音（Ｓ１、Ｓ２、雑音、収縮、
拡張等）の分類を説明し、３つの主要信号を別個に表示する（すなわち、元々の信号、雑
音を含む抽出され強調された収縮および拡張領域、および、強調されたＳ１およびＳ２領
域）。
【０１４５】
　このスクリーンおよび他のすべてのスクリーンは、下記の機能ボタンを含む。すなわち
、
１）相互抽出：相互抽出スクリーンへ行く、
２）診断を進める：診断報告スクリーンへ行く、
３）ディスク：ローカルハードディスクから心音を選択する、
４）装置：シリアルポートを通って装置から心臓信号を獲得する、
５）終了：現在のアプリケーションを終了する、
であり、下記の制御を含む。すなわち、
１）再生：心音を再生する、
２）停止：心音を停止する、
３）一時停止：心音を一時停止する、
４）巻き戻し：心音を巻き戻す、
５）ズームイン：信号の選択された領域へズームインする、
６）ズームアウト：信号の選択された領域をズームアウトする、
７）ファイルアーカイブ：ファイルダイアログボックスを開けることによって心音を選択
する、
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である。
【０１４６】
　診断スクリーンは、診断を表示するために設けられ、（上述のように）開弁期弾撥音ま
たは駆出性クリックに関する検査者の示唆を促す。検査者は、「開弁期弾撥音」および「
駆出性クリック」の各々用に、ラジオボタンによって「イエス」、「ノー」または「疑わ
しい」のうちの１つを選択する（すなわち、選択肢のいずれのグループから１つの選択し
かできない）。
【０１４７】
　このスクリーンは、「診断を見る」ボタンも呈し、これは、ユーザをパイバー表示スク
リーンへ連れて行く。
【０１４８】
　パイバー表示スクリーンは、チャートフォーマットで疾病の詳細を表示する。これは、
２種類のチャート、すなわちパイチャートおよびバーチャートと、識別診断スクリーンへ
移して雑音の存在をチェックする「識別診断」ボタンと、を有する。
【０１４９】
　パイチャートを使用して、心臓病、無害性雑音および病的雑音の主要カテゴリーを表示
する。バーチャートを使用して、バーチャートフォーマットで疾病可能性比率を表示する
。たとえば、
　ＭＶＰ　３０％
　ＰＤＡ　４０％
は、患者が僧帽弁逸脱を有する可能性が３０％、患者が動脈管開存症を有する可能性が４
０％あることを、診断された信号が示すことを意味する。
【０１５０】
　識別診断ボタンが押されるときには、下記の状態がチェックされる。すなわち、
１）雑音が収縮期および拡張期の両方に存在する場合には、フローは、パイ／バースクリ
ーンから収縮スクリーンへ動き、次いで拡張スクリーンへ動く、
２）連続性雑音が心音に存在する場合には、ユーザは連続スクリーンへ移される、
３）雑音が収縮期に存在する場合には、フローは、パイ／バースクリーンから収縮スクリ
ーンへ動く、
４）雑音が拡張期のみに存在する場合には、フローは、パイ／バースクリーンから拡張ス
クリーンへ動く、
である。
【０１５１】
　手動抽出スクリーンを使用して、完全に選択されたサイクルから手動でＳ１、Ｓ２およ
び雑音領域を選択する。抽出アルゴリズムが機能しなくなる場合には、制御が自動的に手
動抽出スクリーン移されるか、または、アルゴリズムが不十分に見える場合にはユーザは
はっきりと手動抽出スクリーンを選択することができる。
【０１５２】
　このスクリーンは下記のボタンを含む。すなわち、
１）「サイクル選択」：１つの完全な心音サイクルを選択するかまたは除去する、
２）「Ｓ１選択」：完全サイクルからＳ１期間を選択するかまたは除去する、
３）「Ｓ２選択」：完全サイクルからＳ２期間を選択するかまたは除去する、
４）「選択確認」：選択された領域を確認し、雑音分析を進める、
５）「キャンセル」
である。
【０１５３】
　下記の手順を使用して、Ｓ１、Ｓ２および雑音を選択する。すなわち、
１）「サイクル選択」ボタンを押し、次いで信号から１つの完全な心音サイクルを選択す
る、
２）「Ｓ２選択」ボタンを押し、選択されたサイクル領域からＳ１心音を選択する、
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３）「Ｓ２選択」ボタンを押し、選択されたサイクル領域からＳ２心音を選択する、
４）最後に「選択確認」ボタンを押す、
である。
【０１５４】
　雑音が収縮期に存在する場合には収縮スクリーンが表示される。これは完全信号を表示
し、質問表の形態で検査者に選択肢を提供し、これは、「収縮雑音から何を観察しますか
？」が促されるときに心音から何を観察するかを検査者が選択することを可能にする。こ
こで、検査者は設けられたラジオボタンから、音の性質および自分が観察した雑音の形状
を選択することができる。音の性質は、下記の選択肢を有する。すなわち、
ａ）機械類
ｂ）吹き付け
ｃ）耳障りな
ｄ）穏和な
である。検査者は、サンプル音シンボルボタンを押すことによって各種類のサンプル音を
聞くことができる。雑音の形状は、下記の選択肢を有する。すなわち、
ａ）クレシェンド
ｂ）デクレシェンド
ｃ）プラトー
ｄ）星形
である。このスクリーンは、「次？」ボタンも含み、さらなる分析を求めて進むことを選
択するものである。
【０１５５】
　雑音が連続して存在する場合に、識別診断「連続」スクリーンが表示される。これも、
医師に質問表の形態で選択肢を提供する。これによって、検査者は音から何を観察するか
を選択することができる。検査者は、「連続性雑音から何を観察しますか？」と質問され
る。検査者は、上述のように、「音の性質」に関して設けられたラジオボタンを選択する
。
【０１５６】
　このスクリーンは、下記のボタンも含む。すなわち、
１．「次？」：さらなる分析のために押される、
２．「戻る？」：元のスクリーン用である、
である。
【０１５７】
　雑音が拡張期に存在する場合には「拡張」スクリーンが表示される。これは完全信号を
表示し、これも質問表の形態で検査者に選択肢を提供し、「拡張雑音から何を観察します
か？」と質問する。検査者は再度、「音の性質？」および「雑音の形状」に関するラジオ
ボタンから、選択することができる。
【０１５８】
　このスクリーンも「次？」および「戻る？」ボタンを含む。
【０１５９】
　識別診断も雑音の記載を含み、雑音が収縮に存在するならば、雑音の発生、および、そ
のタイミング、形状および性質を表示する。
【０１６０】
　雑音が拡張に存在するならば、このスクリーンは雑音の発生を示し、そのタイミング、
形状および性質を提供する。雑音が連続性であるならば、その振幅は感知されるほどのも
のであり、雑音は波中にわたって延ばされる。このスクリーンは、異なる疾病可能性に関
するバーチャートと「欠陥詳細」ボタンとを含み、ボタンが押される場合には、「欠陥詳
細」スクリーンへ進む。
【０１６１】
　欠陥詳細スクリーンは、様々な疾病を挙げるポップアップメニューを含む。検査者がポ
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ップアップメニューから疾病を選択すると、その疾病に関する情報が表示される。このス
クリーンも、元のスクリーンに戻るための「戻る」ボタンも含む。
【０１６２】
　「正常」スクリーンは、正常な心音に関する情報を提供する。これは、１％異常および
９９％正常のパイチャートを表示する。
【０１６３】
　本発明の精神および範囲内の修正を、当業者によってたやすく行うことができる。した
がって、本発明は上記に例として記載された特定の実施態様に限定されるものではないと
理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１Ａ】本発明の好適な実施態様の心臓診断システムによって収集され分析されること
ができる典型的な正常な心臓信号の概略図である。
【図１Ｂ】本発明の好適な実施態様の心臓診断システムによって収集され分析されること
ができる典型的な心臓信号の概略図であり、信号は心臓雑音の影響を表している。
【図２】本発明の好適な実施態様にしたがった心臓診断システムのデータ収集装置の概略
図である。
【図３】図２のデータ収集装置のセンサの周波数応答の概略図である。
【図４】好適な実施態様のシステムのチェストピースの概略図である。
【図５Ａ】図４のチェストピースの対の一方の斜視図である。
【図５Ｂ】図４のチェストピースの対の他方の斜視図である。
【図６】様々な電圧が図２のデータ収集装置のセンサに１つの電源によって提供される方
法の概略図である。
【図７】図２のデータ収集装置の増幅器の回路用の概略回路図である。
【図８】図２のデータ収集装置の増幅器のＩＣのピン割当の図である。
【図９】図２のデータ収集装置の増幅器のＩＣ用のピン図である。
【図１０】図２のデータ収集装置のＡＤＣのタイミング図である。
【図１１】図２のデータ収集装置のＡＤＣの内部図である。
【図１２】図２のデータ収集装置のクロックジェネレータＩＣ用の接続図である。
【図１３】図２のデータ収集装置のＵＡＲＴのピン割当図である。
【図１４】本発明の実施態様のシステムによって実行される完全信号処理のフローチャー
トである。
【図１５Ａ】好適な実施態様のシステムによって処理される名目上の元々の信号のプロッ
トである。
【図１５Ｂ】図１５Ａの信号に対応するハード閾値信号のプロットである。
【図１５Ｃ】図１５Ａの信号に対応するソフト閾値信号のプロットである。
【図１６Ａ】ノイズ除去前の心臓信号である。
【図１６Ｂ】好適な実施態様のシステムによるノイズ除去後の図１６Ａの心臓信号である
。
【図１７】好適な実施態様のシステムにしたがって決定される濾波された信号（頂部）お
よび信号エネルギエンベロープ（底部）のプロットである。
【図１８】好適な実施態様のシステムによる心臓信号のクラスター分析に得られる樹状図
である。
【図１９】好適な実施態様のシステムによって使用される雑音を検出するための手順を要
約するフローチャートである。
【図２０】心臓信号のプロットであり、Ｓ１およびＳ２を抽出する前の、Ｓ１、Ｓ２、収
縮および拡張を含む。
【図２１】好適な実施態様のシステムの手段によってＳ１およびＳ２を抽出した後の図２
０の信号のプロットである。
【図２２】好適な実施態様のシステムで抽出された、初期拡張のエネルギエンベロープの
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プロットである。
【図２３】連続性雑音を呈する心音信号のプロットである。
【図２４】シャノンのエネルギエンベロープの計算および平滑化後の図２３の信号のプロ
ットである。
【図２５】スプリットを呈する心臓信号波形のプロットである。
【図２６】シャノンのエネルギエンベロープの計算および平滑化後の図２５の信号のプロ
ットである。
【図２７】心臓サイクルの他の部分に対する雑音の概略図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５Ａ】
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【図５Ｂ】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１５Ｃ】

【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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【図２６】 【図２７】
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