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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検出された心臓信号を解析するためのコンピュータを、
　検出された心臓信号における心臓の電気的活動における拍動間変動を決定する手段と、
　該変動の心房細動および心房粗動のうちの１つへの関連性を、非線形統計を使用して決
定する手段と、
　該決定された関連性に基づいて、心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの１
つを識別する手段と
　として機能させるためのコンピュータプログラムであって、
　該イベントは、心房細動および心房粗動のうちの１つへの、該検出された心臓信号にお
ける該心臓の電気的活動の関連性が高いときの期間であり、
　該関連性を決定する手段が、
　生理的値の下端における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つに実質的には
関連しないものとして重み付ける手段と、
　生理的値の範囲中央における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを肯定的
に示すものとして重み付ける手段と、
　生理的値の上部範囲における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを否定的
に示すものとして重み付ける手段と、
　心房細動および心房粗動のうちの該１つに対する該重み付けられた変動の関連性を決定
する手段と



(2) JP 4602354 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

　を含む、コンピュータプログラム。
【請求項２】
　前記コンピュータを、前記決定された関連性に基づいて、前記イベントの終了を識別す
る手段として機能させるようにさらに構成されている、請求項１に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項３】
　前記コンピュータを、前記イベントの識別に応答して、心房細動に関連するイベント状
態に推移させる手段として機能させるようにさらに構成されている、請求項１に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項４】
　前記コンピュータを、通院患者からリモート受信器に前記イベントを送信する手段とし
て機能させるようにさらに構成されている、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５】
　前記変動の心房細動への前記関連性を決定する手段が、Ｒ－Ｒ間隔の集合における変動
の平均関連性を決定する、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項６】
　前記拍動間変動を決定する手段が、連続拍動のシリーズにおける該拍動間変動を決定す
る、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項７】
　前記連続拍動のシリーズにおける前記拍動間変動を決定する手段が、複数の連続Ｒ波の
間隔における変動を決定する、請求項６に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記イベントを識別する手段が、前記変動の前記関連性を、関連性の第１の所定の量と
比較する、請求項１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９】
　前記識別する手段は、さらに、前記イベントの前記終了を識別するために、該イベント
における前記変動の前記関連性を、関連性の第２の所定の量と比較し、該第２の所定の量
が、該第１の所定の量より少ない、請求項８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　心拍数における変動の心房細動への関連性を決定するためのコンピュータを、
　拍動のシリーズにわたる、心拍数における変動を説明する情報を収集する手段と、
　生理的値の下端における変動を、心房細動に実質的には関連しないものとして指定する
手段と、
　生理的値の範囲中央における変動を、心房細動を肯定的に示すものとして指定する手段
と、
　生理的値の上部範囲における変動を、心房細動を否定的に示すものとして指定する手段
と、
　該情報の集合において説明される、該変動の心房細動への関連性を決定する手段と
　として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　前記変動を指定する手段が、該変動を説明する情報を、重み付け因子で掛ける、請求項
１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記情報を収集する手段が、拍動のシリーズにわたる、Ｒ－Ｒ間隔における変動を説明
する情報を収集する、請求項１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記変動を説明する前記情報を収集する手段が、第１のＲ－Ｒ間隔とすぐ前のＲ－Ｒ間
隔との比率の関数である情報を収集する、請求項１２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記変動を説明する前記情報を収集する手段が、
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【数１】

によって示される、因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報を収集し、ＲＲ（ｎ，ｎ－１）は、ｎ
－１番目の拍動とｎ番目の拍動との間の間隔を表す、請求項１３に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項１５】
　前記生理的値の前記下端における前記変動を、主としては関連しないものとして指定す
る手段が、およそ０．０２より少ない因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報を、主としては関連
しないものとして指定する、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記生理的値の前記範囲中央における前記変動を、心房細動を示すものとして指定する
手段が、およそ０．０２より大きく、およそ０．１５より小さい因子ＤＲＲ（ｎ）に関す
る情報を、心房細動を示すものとして指定する、請求項１４に記載のコンピュータプログ
ラム。
【請求項１７】
　前記生理的値の前記上部範囲における前記変動を、心房細動を否定的に示すものとして
指定する手段が、およそ０．１５７より大きい因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報を、心房細
動を否定的に示すものとして指定する、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記変動を説明する前記情報を収集する手段が、最近のＲ－Ｒ間隔の２０から２００の
間のシリーズにわたる、心拍数における変動を収集する、請求項１０に記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項１９】
　前記変動の前記関連性を決定する手段が、該変動の長期心房細動への関連性を決定する
、請求項１０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記Ｒ－Ｒ間隔のシリーズが、Ｒ－Ｒ間隔の連続的シリーズである、請求項１０に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　心房細動イベントまたは心房粗動イベントを識別するためのコンピュータを、
　個体の心拍のタイミングを説明する情報を受信する手段と、
　該受信された情報に基づいて、該個体の第１の心拍と第２の心拍との間の第１の時間を
決定する手段であって、該第２の心拍は、該第１の心拍の直後にくる、手段と、
　該受信された情報に基づいて、該個体の該第２の心拍と第３の心拍との間の第２の時間
を決定する手段であって、該第３の心拍は、該第２の心拍の直後にくる、手段と、
　該第１の時間と該第２の時間との差を反映する因子を決定する手段であって、
　　該因子は、該第１の時間が該第２の時間に近い場合に最低であり、
　　該因子は、該第１の時間と該第２の時間との絶対差が大きくなる場合、非線形的に増
加する、手段と、
　該因子に基づいて、該個体の心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの少なく
とも１つを識別する手段と
　として機能させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　前記因子は、前記第１の時間が前記第２の時間よりも大きくなる場合よりも、該第１の
時間が該第２の時間よりも小さくなる場合のほうが早く増加する、請求項２１に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項２３】
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　前記コンピュータは、
　前記因子を重み付けることにより、心房細動および心房粗動のうちの１つに対する該因
子の関連性を反映する手段として機能するようにさらに構成されており、
　前記心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの少なくとも１つを識別する手段
は、該重み付けられた因子に基づく、
請求項２１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記因子を重み付ける手段は、
　生理的値の下端における因子を、心房細動および心房粗動のうちの前記１つに実質的に
は関連しないものとして重み付けることと、
　生理的値の範囲中央における因子を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを肯定的
に示すものとして重み付けることと、
　生理的値の上部範囲における因子を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを否定的
に示すものとして重み付けることと
　を行う、請求項２３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記コンピュータは、前記第１の時間を決定することと、前記第２の時間を決定するこ
とと、さらなる心拍に対する因子を決定することとを繰り返すことにより、さらなる因子
を生成する手段として機能するようにさらに構成されており、
　前記心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの少なくとも１つを識別する手段
は、該さらなる因子に基づく、請求項２１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記さらなる因子に基づいて前記個体の心房細動イベントおよび心房粗動イベントのう
ちの少なくとも１つを識別する手段は、１９～１９９のさらなる因子に基づいて該個体の
心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの該少なくとも１つを識別する、請求項
２５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２７】
　前記因子を決定する手段は、

【数２】

によって示されるＤＲＲ（ｎ）を決定し、ＲＲ（ｎ，ｎ－１）は、ｎ－１番目の拍動とｎ
番目の拍動との間の間隔を表す、請求項２１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　１つ以上の機械に動作を実行させるように動作可能な命令を格納する１つ以上の機械読
み取り可能な媒体を備える製品であって、
　該動作は、
　心臓の電気的活動に対応する心臓信号を検出することと、
　心臓信号における心臓の電気的活動における拍動間変動を決定することと、
　拍動の集合にわたる該変動の心房細動および心房粗動のうちの１つへの関連性を、拍動
間の間隔の非線形関数を使用して決定することと、
　該決定された関連性に基づいて、心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの１
つを識別することであって、該イベントは、心房細動および心房粗動のうちの該１つへの
、該心臓信号における該心臓の電気的活動の関連性が高いときの期間である、ことと
　を包含し、
　該関連性を決定することが、
　生理的値の下端における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つに実質的には
関連しないものとして重み付けることと、
　生理的値の範囲中央における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを肯定的
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に示すものとして重み付けることと、
　生理的値の上部範囲における変動を、心房細動および心房粗動のうちの該１つを否定的
に示すものとして重み付けることと、
　心房細動および心房粗動のうちの該１つに対する該重み付けられた変動の関連性を決定
することと
　を包含する、製品。
【請求項２９】
　前記関連性を決定することが、
　前記集合の一拍動を心室拍動として識別することと、
　前記拍動間変動を、心房細動および心房粗動のうちの前記１つを否定的に示すものとし
て重み付けることと
　を包含する、請求項２８に記載の製品。
【請求項３０】
　前記拍動間変動を決定することが、第１の心拍と第２の心拍との間の第１の時間と、第
２の心拍と第３の心拍との間の第２の時間との差を反映する因子を決定することを包含し
、
　該第２の心拍は、該第１の心拍の直後にきており、
　該第３の心拍は、該第２の心拍の直後にくる、請求項２８に記載の製品。
【請求項３１】
　前記因子は、前記第１の時間と前記第２の時間とが近い場合に最低であり、
　該因子は、該第１の時間と該第２の時間との絶対差が大きくなると非線形的に増加する
、請求項３０に記載の製品。
【請求項３２】
　前記因子は、前記第１の時間が前記第２の時間よりも大きくなる場合よりも、該第１の
時間が該第２の時間よりも小さくなる場合のほうがより早く増加する、請求項３１に記載
の製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　下記の説明は、例えば、心臓の電気的活動をモニタすることによる、心臓モニタリング
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　心臓の電気的活動は、心臓の機能の様々な局面を追跡するためにモニタされ得る。体の
体積伝導度を考慮に入れると、体の表面または皮下にある電極は、しばしばこの活動に関
連する電位差を表示する。異常電気的活動は、病気状態または良性から致命的な範囲まで
ある他の生理的状態を示し得る。
【０００３】
　そのような生理的状態の一例は、心房細動である。心房細動は、心房と心室との間の同
期性の損失を含む。複雑な心房細動においては、脱分極（ｄｅｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ
）の長寿命ウェーブレットは、心房において円形の経路に沿って移動する。これは、血液
のよどみおよび心房における凝固とともに、不規則な心室拍動に導き得る。
【０００４】
　心房細動は、心臓性不整脈の中の最も一般的な形であり、年間２００万人を影響し得る
。心房細動は、脳卒中、うっ血性心不全、および心筋症と関連付けられる。
【０００５】
　そのような生理的状態の他の実例は、心房粗動である。心房粗動も、心房と心室との間
の同期性の損失を含む。心房粗動においては、複数の心房波形は、例えば、心房瘢痕（ａ
ｔｒｉａｌ　ｓｃａｒ）、心房梗塞症（ａｔｒｉａｌ　ｉｎｆａｒｃｔｉｏｎ）、または
右の心房の一部を取り囲む再入可能回路によって、各々の心室拍動の間、房室（ＡＶ）ノ
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ードに達する。
【０００６】
　心房粗動は、心房細動に比べあまり一般的ではないが、同様に、脳卒中、うっ血性心不
全、および心筋症と関連する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここに説明される心臓モニタリングシステムおよび技術は、下記の特徴の様々な組み合
わせを含み得る。
【０００８】
　方法は、心臓の電気的活動における拍動間変動を決定することと、変動の心房細動およ
び心房粗動のうちの１つへの関連性を、非線形統計を使用して決定することと、決定され
た関連性に基づいて、心房細動イベントおよび心房粗動イベントのうちの１つを識別する
ことを含み得る。イベントは、心臓の電気的活動の情報コンテンツの関連性が高いときの
時間間隔である。
【０００９】
　決定された関連性に基づいて、イベントの終了は、識別され得る。イベントの識別に応
答して、心房細動に関連するイベント状態は、推移され得る。イベントは、通院患者から
リモート受信器に送信され得る。変動の心房細動への関連性は、心室拍動を識別する情報
を受信し、変動が、心房細動を否定的に示すことを示す、プリセット値を割り当てること
によって、決定され得る。
【００１０】
　心室頻搏イベントは、心室拍動を識別する情報の少なくとも一部に基づいて、識別され
得る。変動の心房細動への関連性は、Ｒ－Ｒ間隔の集合における変動の平均関連性を決定
することによって、決定され得る。
【００１１】
　拍動間変動は、例えば、複数の連続Ｒ波の間隔における変動を決定することによって、
連続拍動のシリーズにおいて決定され得る。イベントは、変動の関連性を、関連性の第１
の所定の量と比較することによって識別され得る。更に、イベントの終了を識別するため
に、イベントにおける変動の関連性は、関連性の第２の所定の量と比較され得る。第２の
所定の量は、第１の所定の量より少なくあり得る。
【００１２】
　方法は、拍動のシリーズにわたる、心拍数における変動を説明する情報を収集すること
と、生理的値の下端における変動が、心房細動に主としては関連しないものとして指定す
ることと、生理的値の範囲中央における変動が、心房細動を示すものとして指定すること
と、生理的値の上部範囲における変動が、心房細動を否定的に示すものとして指定するこ
とと、集合において説明される、変動の心房細動への関連性を決定することとを含み得る
。
【００１３】
　変動は、変動を説明する情報を、重み付け因子で掛けることによって指定され得る。拍
動のシリーズにわたる、Ｒ－Ｒ間隔における変動を説明する情報は、収集され得る。収集
された情報は、
【００１４】
【数２】

によって示される、因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報のように、第１のＲ－Ｒ間隔とすぐ前
のＲ－Ｒ間隔との比率の関数になり得る。
【００１５】
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　生理的値の下端における変動は、およそ０．０．２より少ない因子ＤＲＲ（ｎ）に関す
る情報が、主としては関連しないものとして指定することによって、主としては関連しな
いものとして指定され得る。生理的値の範囲中央における変動は、およそ０．０２より大
きく、およそ０．１５より小さい因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報が、心房細動を示すもの
として指定することによって、心房細動を示すものとして指定され得る。生理的値の上部
範囲における変動が、およそ０．１５７より大きい因子ＤＲＲ（ｎ）に関する情報が、心
房細動を否定的に示すものとして指定することによって、心房細動を否定的に示すものと
して指定され得る。
【００１６】
　変動を説明する情報は、最近のＲ－Ｒ間隔の２０から２００の間のシリーズにわたる、
心拍数における変動を収集することによって、収集され得る。変動の決定された関連性は
、変動の長期心房細動への関連性になり得る。Ｒ－Ｒ間隔のシリーズは、Ｒ－Ｒ間隔の連
続的シリーズになり得る。
【００１７】
　方法は、比較の集合を生ずるために、最近のＲ－Ｒ間隔を、前のＲ－Ｒ間隔と比較する
ことと、比較が、心房細動に関連する可能性に従って、比較を重み付けすることと、集合
の心房細動への平均関連性を決定することとを含み得る。重み付けは、最近の拍動の最初
を心室拍動として識別することと、集合における第１の拍動を重み付けするために、プリ
セット値を割り当てることとを含み得る。プリセット値は、心房細動を否定的に示し得る
。
【００１８】
　比較は、生理的値の下端における変動が、心房細動に主としては関連しないものとして
指定し、生理的値の範囲中央における変動が、心房細動を示すものとして指定することに
よって、重み付けされ得る。比較は、生理的値の上部範囲における変動が、心房細動を否
定的に示すものとして指定することによっても、重み付けされ得る。心室頻搏イベントは
、心室拍動の識別の少なくとも一部に基づいて、識別され得る。比較の集合を生ずるため
に、最近のＲ－Ｒ間隔は、すぐ前のＲ－Ｒ間隔と比較され得る。
【００１９】
　心臓モニタリングシステムおよび技術は、一つ以上の下記の利点を提供し得る。心房細
動（「ＡＦｉｂ」）および／または心房粗動（「ＡＦｌｕｔ」；「ＡＦ」はどちらも参照
する）は、正常洞律動不規則性（ｎｏｒｍａｌ　ｓｉｎｕｓ　ｒｈｙｔｈｍ　ｉｒｒｅｇ
ｕｌａｒｉｔｙ）、心臓ブロックの様々な種類からの不規則性、および早発性（ｐｒｅｍ
ａｔｕｒｅ）心室収縮に関連する不規則性のような、心臓不整脈の他の種類から区別され
得る。説明されるシステムおよび技術は、ＡＦの改良されたポジティブな予測性を提供す
る一方、拍動間不規則性を計算するための実用アプローチである。更に、説明されるシス
テムおよび技術は、ＡＦがおよそ２０拍動より長く続き、増加された臨床的重要性を有す
る、長期ＡＦエピソードを識別できる。
【００２０】
　例えば、ここに説明されるシステムおよび技術が、ＭＩＴ－ＢＩＨ　Ｄａｔａｂａｓｅ
　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ，ＭＩＴ　Ｒｏｏｍ　Ｅ２５－５０５Ａ，Ｃａｍｂｒｉｄｇ
ｅ，ＭＡ　０２１３９，ＵＳＡから利用可能である、ＭＩＴ－ＢＩＨ不整脈データベース
を分析するために使用されたとき、９０％を超えたＡＦへの感度（ｓｅｎｓｉｔｉｖｉｔ
ｙ）および９６％を超えた肯定的な（ｐｏｓｉｔｉｖｅ）予測性が得られた。
【００２１】
　説明されるシステムおよび技術は、病院のベッドまたは治療施設のような管理された環
境から離れている、通院患者の心臓信号をモニタするのによく適応している。通院患者か
ら得られる心臓信号は、よりノイズが多くなり得、そうでない場合、患者の高まったレベ
ルの活動によって強く影響される。したがって、本明細書において説明されるように、改
良されたモニタリングシステムおよび技術は、通院患者のために要求される。
【００２２】
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　説明されるシステムおよび技術は、異なる種類の心臓不整脈の間を区別する最小の遅れ
が、任意の緊急診療の送出スピードを上げることができる、不整脈患者のリアルタイムモ
ニタリングにもよく適応している。説明されるシステムおよび技術は、最小のコンピュー
タリソースの要求もする。更に、説明されるシステムおよび技術は、異なる種類の心臓不
整脈が区別され得る前に、トレーニングを要求しない。
【００２３】
　本発明の一つ以上の実施の詳細は、添付の図面および以下の説明において述べられる。
他の特徴、目的、および利点は、説明および図面から、ならびに特許請求の範囲から明白
になるであろう。
【００２４】
　様々な図面における同一の参照番号は、同一の要素を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、心臓信号が医療目的のためにモニタされているシステム１００を示す。システ
ム１００は、個人１０５、器具類（ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎ）１１０、信号経路
１１５、および受信器１２０を含む。個人１０５は、一つ以上の生物学的信号のモニタリ
ングが適切だと考えられる患者または健康な個人になり得る。器具類１１０は、心臓信号
を生成および処理するとともに、経路１１５を通じて心臓信号の全部分または一部を中継
するのに適した一つ以上の感知、較正、信号処理、制御、データストレージ、および送信
要素を含み得る。経路１１５は、光および／または電気信号を運ぶのに適した有線および
無線メディアを含む、データ送信のための任意の適した媒体になり得る。受信器１２０は
、送信された信号を受信するための受信器要素とともに、個人１０５の状態にも関する、
送信によって運ばれる情報を引き出しおよび格納するための様々なデータ処理およびスト
レージ要素も含み得る。受信器１２０は、受信器１２０が解析のために、医療職員または
医療エキスパートシステムに情報を示す、医療システムになり得る。受信器１２０は、受
信器１２０が器具類１１０と同等の位置に配置されないように（例、同等の病院、養護ホ
ーム、または他の医療設備）、器具類１１０から離れて存在し、または受信器１２０が器
具類１１０と同等の共同領域またはその付近内（例、同等の部屋、ビル、または健康管理
設備内）に存在するのどちらかになり得る。
【００２６】
　図２は、心臓信号の一例、すなわち、スカラー心電図２００のトレースを示す。心電図
トレース２００は、個人の体表上の２つの箇所の間を測定した電位差２０５に従う。電位
差２０５は、生理学の特徴および個人の心臓の機能の様式において時間２１０とともに変
化する。
【００２７】
　心電図トレース２００は、一般に、心臓活動の特定の局面を有する特徴性質を含む。例
えば、トレース２００は、心室（ｖｅｎｔｒｉｃｌｅ）の活動に関連するＱＲＳ複合体（
ｃｏｍｐｌｅｘ）２１５，２２０，２２５のシリーズを含む。ＱＲＳ複合体２２５はＲ波
Ｒｎを含み、ＱＲＳ複合体２２０はＲ波Ｒｎ－１を含み、およびＱＲＳ複合体は２１５は
Ｒ波Ｒｎ－２を含む。複数の連続Ｒ波の間における時間は、Ｒ－Ｒ間隔として言及され得
る。より詳細に、Ｒ波ＲｎとＲ波Ｒｎ－１との間のＲ－Ｒ間隔は、ＲＲ（ｎ，ｎ－１）で
あり、Ｒ波Ｒｎ－１とＲ波Ｒｎ－２との間のＲーＲ間隔は、ＲＲ（ｎ－１，ｎ－２）であ
る。
【００２８】
　図３は、心電図トレース２００のような心臓信号を使用して、心臓モニタリングのため
の器具類１１０の一例を示す。器具類１１０は、センサ３０５、信号増幅器／処理器３１
０、拍動検出器３１５、心房細動／心房粗動（ＡＦ）検出器３２０、決定ロジック３２５
、およびイベント生成器３３０を含む。センサ３０５は、心電図トレース２００のような
電圧信号を生ずる、一つ以上の電位差の下にある二つ以上の電極を含み得る。心臓の電気
的活動をモニタすることを補助するために、電極は、銀／塩化銀電極のような体表電極に
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なり得、所定の配置に位置され得る。センサ３０５は、鉛または信号増幅器／処理器３１
０への信号経路を形成する他の導体も含み得る。信号増幅器／処理器３１０は、電圧信号
を受信、増幅、および／または処理し得る。処理は、フィルタ処理およびデジタル化を含
み得る。増幅および処理の残りは、デジタル化の前または後に生じ得る。信号増幅器／処
理器３１０は、拍動検出器３１５に増幅および／または処理された信号を提供し得る。
【００２９】
　拍動検出器３１５は、心室収縮（ｖｅｎｔｒｉｃｕｌａｒ　ｃｏｎｔｒａｃｔｉｏｎｓ
）の時間間隔を識別する、回路または他の装置（ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ）のようなデバ
イスである。例えば、拍動検出器３１５は、連続ＱＲＳ複合体（または心室活動の均等表
示）を識別するＱＲＳ検出器になり得、複数の複合体の間の時間から拍動間タイミングを
決定する。拍動間タイミングは、心電図トレース２００におけるＲＲ（ｎ，ｎ－１）およ
びＲＲ（ｎ－１，ｎ－２）（図２）のような連続Ｒ波の間の時間を測定することによって
決定され得る。拍動検出器３１５は、複数の心室収縮の時間間隔に関する情報を、ＡＦ検
出器３２０に提供し得る。
【００３０】
　ＡＦ検出器３２０は、複数の心室収縮の時間間隔に関する情報を、ＡＦを検出するため
に解析する、データ処理デバイスである。ＡＦの検出は、早発性心室収縮、心臓ブロック
、および正常洞律動不規則性のような心室不規則性の他のソースから、ＡＦを区別するこ
とを含み得る。ＡＦの検出は、短いＡＦエピソードと長期ＡＦエピソードとを区別するこ
とも含み得る。短いＡＦエピソードは、一般的、２と２０拍動との間を含み得、臨床的重
要性を有しても有しなくても良いが、長期ＡＦエピソードは、一般に、２０拍動より多く
を含み、比較的大きい臨床的重要性を有し得る。ＡＦの検出は、心室の無行為な不応期が
もたらす、他の種類の不規則性の検出も含み得る。
【００３１】
　ＡＦ検出器３２０は、非線形統計的アプローチを使用して、複数の心室収縮の時間間隔
に関する情報を、ＡＦを検出するために解析し得る。非線形統計は、複数の変数の間の関
係を、一次関数以外のものとして扱う。ＡＦを検出するための非線形統計的アプローチの
実例に関する詳細は、下記される。ＡＦ検出器３２０は、ＡＦの検出に関する情報を、決
定ロジック３２５に提供し得る。
【００３２】
　決定ロジック３２５は、ＡＦ検出器３２０によって検出されたＡＦが、いつ開始および
終了したかを決定するための命令のセットである。例えば、決定ロジック３２５は、回路
に組み入れられ得、または決定ロジック３２５は、ＡＦ検出器３２０のようなデータ処理
デバイスによって実行され得る。決定ロジック３２５は、イベント生成器２３０によって
、ＡＦイベントの生成をトリガすることもできる。
【００３３】
　イベント生成器３３０は、ハンドリングのためにＡＦイベントを準備する、データ処理
デバイスのようなデバイスである。ＡＦイベントは、センサ３０５によって感知される信
号の情報コンテンツが、ＡＦのモニタリングへの関連性の強化だと考察される期間である
。ＡＦイベントは、均等または所定の持続期間になる必要性はない。例えば、長期ＡＦエ
ピソードに関連するイベントは、短いＡＦエピソードに関連するイベントに比べ、より長
い持続期間を有し得る。
【００３４】
　イベント生成器３３０は、イベントのＡＦの検出および／またはモニタリングへの関連
性を要約する、情報を集めることによって、ハンドリングのためのＡＦイベントを準備で
きる。例えば、イベント生成器３３０は、信号増幅器／処理器３１０から出力される増幅
および処理された信号からのＡＦとして識別される、期間に関連するデータを取り除くこ
とができる。イベント生成器３３０は、そのようなデータを編集することもできる（例え
ば、イベントを生成する場合、価値ある最初の三分を選択する）。ＡＦイベントをハンド
リングすることは、データリンク１１５を通じてＡＦイベントを送信し、またはデータス
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トレージデバイスにＡＦイベントを格納することを含み得る。
【００３５】
　図４は、心臓モニタリングの間の心臓モニタリングシステムの例示的状態図４００を示
す。例えば、状態図４００は、器具類１１０におけるＡＦ検出器３２０および決定ロジッ
ク３２５（図３）のようなアセンブリの動作に関し得る。状態図４００は、休止状態４０
５およびＡＦイベント状態４１０を含む。休止状態４０５は、反射的推移４１５および状
態推移４２０を生ずる。ＡＦイベント状態４１０は、反射的推移４２５および状態推移４
３０を生ずる。反射的推移４１５は、変動測定のシリーズに関連する。状態推移４２０は
、そのような測定によって検出されるような、ＡＦタイプ変動の開始によってトリガされ
る。反射的推移４２５は、変動測定の他のシリーズに関連する。状態推移４３０は、その
ような測定によって検出されるような、ＡＦタイプ変動の終了によってトリガされる。
【００３６】
　動作において、心臓モニタリングシステムは、休止状態４０５において開始および心臓
信号の変動を測定できる。例えば、システムは、心電図トレース２００におけるＲＲ（ｎ
，ｎ－１）とＲＲ（ｎ－１，ｎ－２）（図２）との間の変動のような、連続Ｒ波の拍動間
タイミングにおける変動を測定できる。変動がＡＦタイプ変動として一度識別された場合
、システムは、システムが心臓信号の変動を測定し続ける、ＡＦイベント状態４１０に推
移する。ＡＦイベント状態４１０においては、ＡＦタイプ変動が一度終了すると、システ
ムは休止状態４０５に戻る。
【００３７】
　図５は、心臓モニタリングのための、例えば、ＡＦイベントの検出のための処理５００
を示す。処理５００は、データ処理活動を実行する一つ以上のデータ処理デバイスによっ
て実行され得る。処理５００の活動は、機械読取可能命令のセット、ハードウェアアセン
ブリ、またはこれらおよび／または他の命令の組み合わせのロジックに従って実行され得
る。処理５００における活動は、生物学的信号がモニタされるシステムにある任意の多数
の異なる要素に実行され得る。例えば、器具類１１０（図３）においては、処理９００に
おける活動は、ＡＦ検出器３２０、決定ロジック３２５、およびイベント生成器３３０に
おいて実行され得る。
【００３８】
　処理５００を実行するデバイスは、５０５において、最近の拍動のタイミングに関する
情報を受信する。タイミング情報は、個別の量（例、拍動間ベースにおいて）またはその
ような情報を含む集合において受信され得る。５１０において、システムは、受信された
タイミング情報を使用して、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定する。Ｒ－Ｒ間隔にお
ける変動は、拍動の設定期間または設定数にわたる、心拍数における拍動間変化を反映し
得る。
【００３９】
　５１５において、システムは、そのような変動のＡＦへの関連性も識別できる。変動が
、個人が最近の拍動の時間にまたはその近くにＡＦを受ける、高い確率に関連する場合、
変動はＡＦに関連している。関連性は、変動を、変動の所定の量またはモニタされる患者
に対して一般的と識別される量と比較することによって、識別され得る。
【００４０】
　決定５２０において、システムは、変動の識別された関連性がＡＦを受けている、モニ
タされている個人を示すかどうかも決定できる。示さない場合、システムは５０５に戻る
。この戻りは、状態図４００（図４）における、反射的推移４１５に沿う休止状態４０５
のままのシステムに対応し得る。システムが、モニタリングの結果がＡＦを受けている個
人を示すことを決定した場合、５２５において、システムは、ＡＦイベントを開始する。
ＡＦイベントのこの開始は、状態図４００（図４）における、ＡＦイベント状態４１０に
推移しているシステムに対応し得る。そのようなイベントの開始は、心電図トレース２０
０のようなデータストリームにマーカを追加するためにイベント生成器をトリガする、ま
たはデータストリームの関連部分を除くことような、イベントの生成に導く様々な活動を
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含み得る。
【００４１】
　５３０において、システムは、最近の拍動のタイミングに関する情報を受信し続き得る
。５３５において、システムは、受信されたタイミング情報を使用して、最近のＲ－Ｒ間
隔における変動を決定する。５４０において、システムは、そのような変動のＡＦの終了
への関連性も識別できる。変動が、ＡＦが停止したさらに高い確率に関連する場合、変動
は、ＡＦの終了に関連する。関連性は、変動を、変動の所定の量またはモニタされる患者
に対して一般的と識別される量と比較することによって、識別され得る。
【００４２】
　決定５４５において、システムは、変動の識別された関連性が、モニタされている個人
においてＡＦが終了したことを示すかどうかも決定できる。示さない場合、システムは５
３０に戻る。この戻りは、状態図４００（図４）における、反射的推移４２５に沿うＡＦ
イベント状態４１０のままのシステムに対応し得る。システムが、モニタされている個人
においてＡＦが終了したことを決定した場合、システムは５５５に戻る。この戻りは、状
態図４００（図４）における、休止状態４０５に推移しているシステムに対応し得る。
【００４３】
　図６Ａは、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、変動がＡＦの開始または終了のど
ちらかに関連しているかどうかを識別するための処理６００を示す。処理６００は、独立
して実行され得、または処理６００は、活動のより大きな集合の一部として実行され得る
。例えば、処理６００は、処理５００の一部、すなわち、ステップ５１０，５１５または
ステップ５３５，５４０として、実行され得る（図５）。処理６００における様々な活動
は、状態図４００における、状態推移４２０，４３０をトリガするためにも実行され得る
（図４）。
【００４４】
　６０５において、処理６００を実行するシステムは、最も最近のＲ－Ｒ間隔（例、図２
のＲＲ（ｎ，ｎ－１））を、すぐ前のＲ－Ｒ間隔（例、図２のＲＲ（ｎ－１，ｎ－２））
と比較できる。そのような比較は、心拍数における拍動間変動を反映する因子を生じ得る
。例えば、式
【００４５】
【数３】

によって示される、因子ＤＲＲ（ｎ）は、Ｒ－Ｒ間隔および心拍数における拍動間変動を
反映し得る。ＲＲ（ｎ－１，ｎ－２）／ＲＲ（ｎ，ｎ－１）の関数としての因子ＤＲＲ（
ｎ）のグラフは、図６Ｂに示される。
【００４６】
　６１０において、処理６００を実行するシステムは、最も最近のＲ－Ｒ間隔とすぐ前の
Ｒ－Ｒ間隔との比較を、比較の結果がＡＴを示す可能性に従って、重み付けすることもで
きる。重み付けは、比較が心臓モニタ活動の後処理において果たす役割を決定できる。例
えば、重み付けは、後の心臓モニタ活動からの所定の比較の全体的または部分的除外を含
み得る。
【００４７】
　比較を重み付けするための一技術は、図７に示される変換関数７００のような変換の使
用を通す。変換関数７００は、比較のＡＦへの関連性を反映するために、比較の値（例、
因子ＤＲＲ（ｎ））に掛けられる重みを提供する。変換関数７００に提供される重みは、
あらゆる比較の値または比較の選択されたサブセットに掛けられ得る。そのようなサブセ
ットを選択するための一技術は、以下に更に説明される。
【００４８】
　変換関数７００は、式１に示される因子ＤＲＲ（ｎ）に適応される。より詳細に、変換



(12) JP 4602354 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

関数７００は、因子ＤＲＲ（ｎ）が可能性のある（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）生理的値の範囲
中央（例、ＤＲＲ（ｎ）がおよそ０．０２より大きく、およそ０．１５より小さい場合）
にある場合、過重因子ＤＲＲ（ｎ）に適応される。変換関数７００は、因子ＤＲＲ（ｎ）
が可能性生理的値の上部範囲にある場合（ＤＲＲ（ｎ）がおよそ０．１５７より大きい場
合）、ＡＦを否定的（ｎｅｇａｔｉｖｅｌｙ）に示すように、因子ＤＲＲ（ｎ）を重み付
けするように適応される。
【００４９】
　変換関数７００は、因子ＤＲＲ（ｎ）が可能性生理的値の下部範囲にある場合（例、Ｄ
ＲＲ（ｎ）がおよそ０．０．２より小さい場合）、ＡＦに主としては関連性のないように
、因子ＤＲＲ（ｎ）を重み付けするように適応される。変換関数７００は、比較因子ＤＲ
Ｒ（ｎ）７１０の関数として変化する、スカラー重み７０５を含む。より詳細に、重み７
０５は、点７１５，７２０，７２５，７３０，７３５の間を線形に変化する。点７１５，
７２０，７２５，７３０，７３５の値は、表１に示される。
【００５０】

【表１】

　動作において、因子ＤＲＲ（ｎ）の任意の値に対する重み７０５は、点７１５，７２０
，７２５，７３０，７３５の重みの間の線形補間によって決定され得る。補間は、補間が
生じるとともに因子ＤＲＲ（ｎ）の各々の値のための実行され得、またはそのような補間
の所定の数の結果が、ルックアップテーブルに格納され得る。０．２より多い因子ＤＲＲ
（ｎ）の任意の値に対して、－０．３の重みが割当てられ得る。
【００５１】
　図６Ａに戻って、処理６００を実行するシステムは、６１５において、重み付けされた
比較を最近の拍動のための重み付けされた比較の集合に追加もできる。例えば、システム
は、最も最近の拍動の１０から２００の間（例、１００）の各々のための別々のデータ要
素を有する、ＦＩＦＯスタックまたは重み付けされた比較のアレイを形成できる。６２０
において、システムは、最近の拍動のための重み付けされた比較の集合の、ＡＦへの関連
性も決定できる。重み付けされた比較の集合は、ＡＦの開始または終了のどちらかに関連
し得る。
【００５２】
　関連性を決定するために、システムは、集合における重み付けされた比較の平均関連性
を表す数字になるように、重み付けされた比較を合計できる。システムは、拍動間変動が
ＡＦの開始または終了を示すことを決定する前に、いくつかの拍動が続く、そのような合
計を計算できる。一実施において、システムは、集合にある拍動の重み付けされた比較の
平均を計算し、この平均を、変動がＡＦの開始を示すかどうかを決定するために、第１の
所定のしきい値と、変動がＡＦの終了を示すかどうかを決定するために、第２の所定のし
きい値と比較する。。一般に、第１の開始しきい値は、第２の終了しきい値より高くなり
得る。開始と終了しきい値との差異は、処理６００を実行する任意のシステムを安定化さ
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せるために、ヒステリシスを状態推移に導入できる。
【００５３】
　図８は、心電図トレース、すなわち、器具類８００を使用する心臓モニタリングのため
の器具類の一例を示す。センサ３０５、信号増幅器／処理器３１０、ＡＦ（ＡＦ）検出器
３２０、決定ロジック３２５、およびイベント生成器３３０に加えて、器具類８００は、
ＱＲＳ検出器８０５および心室拍動検出器８１０も含む。ＱＲＳ検出器８０５および心室
拍動検出器８１０の両方は、信号増幅器／処理器３１０から増幅および処理された信号を
受信できる。ＱＲＳ検出器８０５は、連続ＱＲＳ複合体の間の時間間隔を識別する、回路
または他の装置のようなデバイスである。ＱＲＳ検出器８０５は、連続ＱＲＳ複合体の間
の時間間隔に関する情報を、ＡＦ検出器３２０に提供できる。
【００５４】
　心室拍動検出器８１０は、心室拍動を識別する回路または他の装置のようなデバイスで
ある。心室拍動（すなわち、早発性心室拍動）は、通常の心臓リズムを妨げる不規則な拍
動である。心室拍動は、一般に、強化された自動性を有する心室フォーカスから生じる。
心室拍動は、Ｈｉｓ－Ｐｕｒｋｉｎｊｅシステム内の再エントリからも生じ得る。心室拍
動の発生は、一般に、ＡＦに関係しない。例えば、心室拍動の発生は、心室頻搏を識別す
るために使用され得る（例、３以上の連続した心室拍動がある場合）。心室拍動は、アル
コール、タバコ、カフェイン、およびストレスのような因子によって突然引き起こされ得
る。心室拍動検出器８１０は、心室拍動を識別するために心電図トレースをモニタできる
。心室拍動を識別するための様々なシステムおよび技術が、使用され得る。例えば、Ｍｏ
ｒｔａｒａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．（Ｍｉｌｗａｕｋｅｅ，ＷＩ）から利用可
能である、Ｍｏｒｔａｒａ　ＶＥＲＩＴＡＳ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍが
、使用され得る。心室拍動検出器８１０は、心室拍動の発生に関する情報を、ＡＦ検出器
３２０に提供もできる。
【００５５】
　心室拍動検出器８１０は、ＱＲＳ検出器８０５とともに収容され得る。そのような結合
デバイスの実例は、Ｍｏｒｔａｒａ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ，Ｉｎｃ．（Ｍｉｌｗａｕｋ
ｅｅ，ＷＩ）から利用可能である、ＥＬＩ　２５０ＴＭ心電計である。
【００５６】
　最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、変動がＡＦの開始または終了のどちらかに関
連するかどうかを識別するためのアプローチが、心室拍動がもたらす変動を収容できる。
図９は、心室拍動がもたらす変動を収容する、心臓モニタリングシステムの例示的状態図
９００を示す。休止状態４０５およびＡＦイベント状態４１０に加えて、状態図９００は
、心室頻搏（Ｖ－ＴＡＣＨ）イベント状態９０５も含む。心室頻搏は、一般に、心室にお
ける電気的活動の異常なフォーカスがもたらす心室収縮の急速な連続（例、１分あたり１
４０から２２０の間）である。心室頻搏は、数秒から数日まで続き得、心筋梗塞のような
重大な心臓状態がもたらし得る。ＡＦイベント状態４１０は、３連続の心室拍動の発生に
よってトリガされる状態推移９１０を生ずる。Ｖ－ＴＡＣＨイベント状態９０５は、Ｖ－
ＴＡＣＨイベントの終了によってトリガされる状態推移９１０を生ずる。Ｖ－ＴＡＣＨイ
ベントの終了は、例えば、心室収縮率が所定の値（例、１００から２００ｂｐｍの間の値
）以下に下がった場合、識別され得る。
【００５７】
　図１０は、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、心室拍動がもたらす変動を収容す
る一方、変動がＡＦの開始に関連するかどうかを識別するための処理、すなわち処理１０
００を示す。処理９００は、独立して実行され得、または処理１０００は、活動のより大
きな集合の一部として実行され得る。例えば、処理１０００は、処理５００の一部として
、すなわち、ステップ５１０，５１５（図５）として、実行され得る。プロセス１０００
における様々な活動は、状態図９００における、状態推移４２０をトリガするためにも実
行され得る（図９）。
【００５８】
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　１００５において、処理１０００を実行するシステムは、例えば、心拍数における拍動
間変動を反映するために式１にある式を使用して、最近のＲ－Ｒ間隔を、それぞれのすぐ
前のＲ－Ｒ間隔と比較できる。実行するシステムは、１０１０において、心室拍動の発生
の表示も受信できる。そのような表示は、例えば心室拍動検出器から、受信できる。
【００５９】
　１０１５において、システムは、心室拍動表示およびＲ－Ｒ間隔比較の両方を含む、ア
レイまたは他のデータ構造を生成できる。アレイは、最も最近の拍動の１０から２００（
例、１００）の間に対する、心室拍動表示およびＲ－Ｒ間隔比較を含み得る。１０２０に
おいて、システムは、Ｒ－Ｒ間隔比較が、例えば、変換関数７００（図７）を使用して、
ＡＦに関連する可能性に従って、比較の重み付けもし得る。
【００６０】
　１０２５において、システムは、心室拍動に関連するＲ－Ｒ間隔比較にプリセット値の
割り当てもし得る。プリセット値は、プリセット値が、変動がＡＦイベントを示す低くな
った可能性を反映する、ペナルティ値になり得る。プリセット値は、Ｒ－Ｒ間隔を比較し
、そのような比較を重み付けするために使用されるアプローチを考慮して、選択され得る
。例えば、Ｒ－Ｒ間隔が式１を使用して比較され、結果として生じる比較が変換関数７０
０（図７）を使用して重み付けされた場合、心室拍動に関連するＲ－Ｒ間隔比較は、－０
．０６のプリセット値に割り当てられ得、心室拍動のすぐ後のＲ－Ｒ間隔に関連するＲ－
Ｒ間隔比較は、０のプリセット値に割り当てられ得る。
【００６１】
　１０３０において、システムは、重み付けされ、プリセットされたタイミング比較の両
方を使用して、最も最近の拍動のアレイへのエントリの平均値を計算できる。決定１０３
５において、システムが、最後の５拍動における平均が０．２２より大きいことを決定し
た場合、システムは、１０４０において、最近の拍動におけるＡＦイベントの開始をトリ
ガする。逆に、システムが、最後の５拍動における平均が０．２２以下だと決定した場合
、システムは、最近のＲ－Ｒ間隔を前のＲ－Ｒ間隔と比較するために、１００５に戻る。
【００６２】
　図１１は、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、心室拍動がもたらす変動を収容す
る一方、変動がＡＦの終了に関連するかどうかを識別するための処理、すなわち処理１１
００を示す。処理１１００は、独立して実行され得、または処理１１００は、活動のより
大きな集合の一部として実行され得る。例えば、処理１１００は、処理５００の一部、す
なわち、ステップ５３５，５４０（図５）として、実行され得る。処理１１００における
様々な活動は、状態図９００（図９）における、状態推移４３０，９１０，９１５をトリ
ガするためにも実行され得る。
【００６３】
　処理１１００を実行するシステムは、処理１０００のように、１００５，１０１０，１
０１５，１０２０，１０２５，１０３０において活動を実行できる。決定１１０５におい
て、システムは、最後の３拍動が心室拍動であったかどうかも決定できる。例えば、シス
テムは、最後の３拍動が、１０１０において受信されたような心室拍動発生表示を用いて
マークされているかどうかを決定できる。
【００６４】
　システムが、最後の３拍動が心室拍動であったと決定した場合、システムは、１１１０
において、ＡＦイベントの終了をトリガし、適切な場合、１１１５において、心室頻搏イ
ベントを終了する。心室頻搏イベントの開始および終了は、状態図９００（図９）におけ
る推移９１０，９１５によく似たように、システムの状態をＶ－ＴＡＣＨイベントにおよ
びそのイベントから推移できる。
【００６５】
　Ｖ－ＴＡＣＨイベントが１１１５において終了され、またはシステムが、１１５におい
て、最後の３拍動が心室拍動ではなかったと決定した場合、システムは、決定１１２０に
おいて、最も最近の拍動のアレイにおける重み付けされ、プリセットされたタイミング比
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較の両方の平均が、０．０８より低くなったかどうかを決定する。平均が０．０８より低
くならなかった場合、システムは、最近のＲ－Ｒ間隔を前のＲ－Ｒ間隔と比較するために
１００５に戻る。逆に、平均が０．０８より低くなった場合、システムは、１１２５にお
いて、ＡＦイベントの終了をトリガする。このトリガは、状態図９００（図９）における
推移４３０によく似たように、システムの状態をＡＦイベントから推移できる。
【００６６】
　ここに説明される、システムおよび技術の様々な実施は、デジタル電子回路、集積回路
、特別に設計されたＡＳＩＣ（特定用途用集積回路）、コンピュータハードウェア、ファ
ームウェア、ソフトウェア、および／またはそれらの組み合わせにおいて、実現され得る
。これらの様々な実施は、特別または汎用のストレージシステムと、少なくとも１つの入
力デバイスと、少なくとも１つの出力デバイスとからデータおよび命令を受信し、それら
にデータおよび命令を送信するために結合される、少なくとも１つのプログラム可能プロ
セッサを含む、プログラム可能システムに実行可能および／または解釈可能である、一つ
以上のコンピュータプログラムを含み得る。
【００６７】
　これらのコンピュータプログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケ
ーションまたはコードとしても知られる）は、プログラム可能プロセッサのための機械命
令を含み得、高レベル手順および／またはオブジェクト指向プログラミング言語、および
／またはアセンブリ／機械言語において実施され得る。本明細書において使用される場合
、「機械読取可能媒体」という用語は、機械命令を機械読取可能信号として受信する機械
読取可能媒体を含む、プログラム可能プロセッサに、機械命令および／またはデータを提
供するために使用される、任意のコンピュータプログラム製品、装置および／またはデバ
イス（例、磁気ディスク、光ディスク、メモリ、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬ
Ｄ））をいう。「機械読取可能信号」という用語は、プログラム可能プロセッサに機械命
令および／またはデータを提供するために使用される、任意の信号をいう。
【００６８】
　ユーザとの相互作用を提供するために、ここに説明されるシステムおよび技術は、ユー
ザに情報を表示するためのディスプレイデバイス（例、ＣＲＴ（ブラウン管）またはＬＣ
Ｄ（液晶ディスプレイ）モニタ）、ユーザがコンピュータに入力を提供できる、キーボー
ドおよびポインティングデバイス（例、マウスまたはトラックボール）を有するコンピュ
ータに実施され得る。他の種類のデバイスも、ユーザとの相互作用を提供するために使用
され得る。例えば、ユーザに提供されるフィードバックは、感覚フィードバックの任意の
形（例、視覚フィードバック、聴覚フィードバック、または触覚フィードバック）になり
得、ユーザからの入力は、音響、スピーチ、または触覚入力を含む、任意の形において受
信され得る。
【００６９】
　ここに説明されるシステムおよび技術は、バックエンド構成要素（例、データサーバと
して）を含む、またはミドルウェア構成要素（例、アプリケーションサーバ）を含む、ま
たはフロントエンド構成要素（例、ユーザが、ここに説明されるシステムおよび技術の実
施と相互作用できる、グラフィカルユーザインターフェースまたはウェブブラウザを介し
て有するクライアントコンピュータ）、もしくはそのようなバックエンド、ミドルウェア
、またはフロントエンド構成要素の任意の組み合わせを含む、コンピュータ環境において
実施され得る。環境の構成要素は、デジタルデータ通信（例、通信ネットワーク）の任意
の形または媒体によって相互接続され得る。通信ネットワークの実例は、構内情報通信網
（「ＬＡＮ」）、広域情報通信網（「ＷＡＮ」）およびインターネットを含む。
【００７０】
　コンピュータ環境は、クライアントおよびサーバを含み得る。クライアントおよびサー
バは、一般に、お互いから遠く離れ、通信ネットワークを介して相互作用する。クライン
トとサーバとの関係は、それぞれのコンピュータににおいて実行され、お互いとのクライ
アント－サーバ関係を有するコンピュータプログラムの効力によって生じる。
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【００７１】
　多数の実施が説明された。それにも関わらず、様々な修正がされ得ることが理解される
であろう。心音のようなスカラー心電図以外の心臓信号が、モニタされ得る。拍動のタイ
ミングが比較される方法によって、他の重み付けアプローチおよび変換関数が使用され得
る。重み７０５は、点７１５，７２０，７２５，７３０，７３５の間の３次スプラインの
ような、任意の多数の異なる方法において補間され得る。心臓モニタリングは、リアルタ
イムまたは遅れて実行され得る。異なるパラメータの値は、変更され得、有用な結果は依
然として得たままにされ得る。例えば、図７において、点７３５は、０．２より上の比較
因子ＤＲＲ（ｎ）値に再度位置され得る。したがって、他の実施は、添付の特許請求の範
囲内である。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は、医療目的のために心臓信号がモニタされているシステムである。
【図２】図２は、心臓信号の一例を示す。
【図３】図３は、心臓信号を使用する心臓モニタリングのための器具類の一例を示す。
【図４】図４は、心臓モニタリングの間の心臓モニタリングシステムの例示的状態図を示
す。
【図５】図５は、ＡＦイベントの検出に対する、心臓モニタリングのための処理を示す。
【図６Ａ】図６Ａは、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、変動がＡＦの開始または
終了のどちらかに関連するかどうかを識別するための処理を示す。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ＲＲ（ｎ－１，ｎ－２）／ＲＲ（ｎ，ｎ－１）の関数としての因子
ＤＲＲ（ｎ）のグラフを示す。
【図７】図７は、最近の拍動のタイミングにおける変動を重み付けするための変換関数を
示す。
【図８】図８は、心電図トレースを使用する、心臓モニタリングのための器具類の一例を
示す。
【図９】図９は、心室拍動がもたらす変動を収容する、心臓モニタリングシステムの例示
的状態図を示す。
【図１０】図１０は、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、心室拍動がもたらす変動
を収容する一方、変動がＡＦの開始に関連するかどうかを識別するための処理を示す。
【図１１】図１１は、最近のＲ－Ｒ間隔における変動を決定し、心室拍動がもたらす変動
を収容する一方、変動がＡＦの終了に関連するかどうかを識別するための処理を示す。
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