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(57)【要約】
　非侵襲性デバイス及びシステムは、異なる複数の周波
数に対して人体に適用される電極アレイの下の組織の表
面下抵抗率の相対的変化に基づいて、組織の湿潤度／水
和度を決定する。例えば、電流注入及び電圧感知電極の
アレイを含むセンサを、被検体の背中に配置して、肺の
湿潤度を決定することができる。組織の含水量を決定す
るためのシステム及び方法、肺の湿潤度を決定するため
のシステム及び方法、周波数に対する表面下抵抗率の相
対的変化を決定するためのセンサ、センサ内のどの電極
アレイを用いて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的
変化を求めるのかを決定するシステム及び方法が全て記
載されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを用いて被検体の組織の含水量を決
定する方法であって、
　複数の電流周波数において第一電極対の間に電流を印加して、第二電極対から電圧を検
出するステップと、
　印加された電流及び検出された電圧から、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変
化を決定するステップと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、前記センサの下の組織領域についての
含水量の表現を表すステップと、を備えた方法。
【請求項２】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、第一周波数
と第二周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定するステップ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、検出された
値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少
化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて、印加された電流
及び検出された電圧に基づき、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗率の空間
分布を推定するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の電流周波数において第一電極対の間に電流を印加して、第二電極対から電圧
を検出するステップが、高周波数及び低周波数において第一電極対の間に電流を印加して
、第二電極対から電圧を検出するステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記電流を印加することが、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数において複数の電流を
印加し、略１００ｋＨｚよりも高い高周波数において複数の電流を印加することを備える
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記電流を印加することが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数において複数の電流を印加し
、略２００ｋＨｚ以上の高周波数において複数の電流を印加することを備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗
率の相対的空間変化を表す画像を発生させるステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての含水量を表
す指標を表すステップを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　被検体の上に複数の電極を備えたセンサを配置するステップを更に備えた請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化が、複数の電極に結合されたプロセッサを用いて決
定される、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを用いて被検体の組織の含水量を決
定する方法であって、
　組織領域に対して被検体の皮膚の上に前記センサを配置するステップであって、前記セ
ンサが、前記センサの被検体に接触する表面に配置された複数の電流注入電極対の組み合
わせと、複数の電圧検出電極対とを備える、ステップと、
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　前記電流注入電極対の少なくとも一部の間に電流を独立的に印加する一方で前記電圧検
出電極対の少なくとも一部から電圧を検出するステップであって、電流が各電流注入電極
対に対して複数の電流周波数で印加される、ステップと、
　印加された電流及び検出された電圧から、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変
化を決定するステップと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、前記センサの下の組織領域についての
含水量の表現を表すステップと、を備えた、方法。
【請求項１２】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、第一周波数
と第二周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定するステップ
を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、検出された
値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少
化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて、印加された電流
及び検出された電圧に基づき、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗率の空間
分布を推定するステップを備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記電流注入電極対の少なくとも一部の間に電流を独立的に印加する一方で前記電圧検
出電極対の少なくとも一部から電圧を検出するステップが、高周波数及び低周波数におい
て第一電極対の間に電流を印加して、第二電極対から電圧を検出するステップを備える、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記電流を独立的に印加することが、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数において複数
の電流を印加し、略１００ｋＨｚよりも高い高周波数において複数の電流を印加すること
を備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記電流を独立的に印加することが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数において複数の電流
を印加し、略２００ｋＨｚ以上の高周波数において複数の電流を印加することを備える、
請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗
率の相対的空間変化を表す画像を発生させるステップを備える、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１８】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての含水量を表
す指標を表すステップを備える、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化が、複数の電極に結合されたプロセッサを用いて決
定される、請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを用いて被検体の組織の含水量を決
定する方法であって、
　組織領域に対して被検体の皮膚の上に前記センサを配置するステップであって、前記セ
ンサが、前記センサの被検体に接触する表面に配置された一対の電流注入電極対及び一対
の電圧検出電極対を備えた複数の四点電極アレイの組み合わせを備える、ステップと、
　前記四点電極アレイの少なくとも一部の電流注入電極対の間に電流を別々に印加する一
方で前記電圧検出電極対から電圧を検出するステップであって、電流が複数の電流周波数
において前記電流注入電極対に印加されるステップと、
　印加された電流及び検出された電圧から、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変
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化を決定するステップと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、前記センサの下の組織領域についての
含水量の表現を表すステップと、を備えた方法。
【請求項２１】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、第一周波数
と第二周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定するステップ
を備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、検出された
値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少
化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて、印加された電流
及び検出された電圧に基づき、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗率の空間
分布を推定するステップを備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記電流を別々に印加することが、高周波数及び低周波数において前記四点電極アレイ
の少なくとも一部の電流注入電極対の間に電流を印加することを備える、請求項２０に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記電流を別々に印加することが、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数において前記四
点電極アレイの少なくとも一部の電流注入電極対の間に電流を印加し、略１００ｋＨｚよ
りも高い高周波数において複数の電流を印加することを備える、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記電流を別々に印加することが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数において前記四点電極
アレイの少なくとも一部の電流注入電極対の間に電流を印加し、略２００ｋＨｚ以上の高
周波数において複数の電流を印加することを備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２６】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての表面下抵抗
率の相対的空間変化を表す画像を発生させるステップを備える、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記含水量の表現を表すステップが、前記センサの下の組織領域についての含水量を表
す指標を表すステップを備える、請求項２０に記載の方法。
【請求項２８】
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化が、複数の電極に結合されたプロセッサを用いて決
定される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２９】
　前記四点電極アレイが、前記センサ上の他の四点電極アレイと３個以下の電極を共有す
る、請求項２０に記載の方法。
【請求項３０】
　被検体の組織の水和度を決定するためのシステムであって、
　センサ上の電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御する
と共に、前記センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情報を受信するように構成
されたコントローラと、
　前記コントローラと通信する処理ユニットであって、印加された電流及び結果としての
電圧の刺激パラメータに基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定
するように構成された処理ユニットと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化から或るボリュームの被検体の組織についての含水
量の表現を出力するための出力部と、を備えたシステム。
【請求項３１】
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　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを更に備え、前記コン
トローラが、前記電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御
する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３２】
　一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた複数の四点電極アレイを備え
たセンサを更に備え、前記コントローラが、前記電流注入電極対の間における複数の異な
る周波数での電流の印加を制御する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３３】
　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを更に備え、前記複数
の電流注入電極対及び前記複数の電圧検出電極対が直線状に配置されていて、前記コント
ローラが、前記電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御す
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３４】
　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を有する接着性パッチセンサを更に備
え、前記コントローラが、前記電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流
の印加を制御する、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記コントローラが、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００ｋＨｚよりも高
い高周波数での前記電流注入電極対の間における電流の印加を制御するように構成されて
いる、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記コントローラが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周波数
での前記電流注入電極対の間における電流の印加を制御するように構成されている、請求
項３０に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記処理ユニットが、或るボリュームの被検体の組織に対する第一印加電流周波数と第
二印加電流周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定すること
によって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成されてい
る、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記処理ユニットが、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによっ
て生成された値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求め
る逆問題を用いて、印加された電流及び結果としての電圧に基づき、組織領域についての
表面下抵抗率の空間分布を推定することによって、前記周波数に対する表面下抵抗率の相
対的空間変化を決定するように構成されている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記出力部が、含水量の指標を備えた前記センサの下の組織領域についての含水量の表
現を表すように構成されている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記コントローラが、複数の異なる周波数での電流の印加が逐次的に行われるように、
前記センサ上の電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御す
るように構成されている、請求項３０に記載のシステム。
【請求項４１】
　被検体の組織の水和度を決定するためのシステムであって、
　センサであって、該センサの被検体に接触する表面に配置された複数の電極を備え、前
記複数の電極から複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対が選択可能である、セ
ンサと、
　複数の異なる電流周波数において電流注入電極対の間に電流を印加するように構成され
たエネルギー源と、
　前記センサ上の電流注入電極対に電流を印加するように前記エネルギー源を駆動すると
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共に、前記センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情報を受信するように構成さ
れたコントローラと、
　印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメータに基づいて、周波数に対する表
面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成された処理ユニットと、を備えたシス
テム。
【請求項４２】
　前記センサが、一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた複数の四点電
極アレイを備える、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記複数の電流注入電極対及び前記複数の電圧検出電極対が直線状に配置されている、
請求項４１に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記センサが接着性パッチセンサを備える、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記エネルギー源が、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００ｋＨｚよりも高
い高周波数において前記電流注入電極対の間に電流を印加するように構成されている、請
求項４１に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記エネルギー源が、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周波数
において前記電流注入電極対の間に電流を印加するように構成されている、請求項４１に
記載のシステム。
【請求項４７】
　前記処理ユニットが、第一印加電流周波数と第二印加電流周波数との間の抵抗率の相対
的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定することによって、前記周波数に対する表面下抵
抗率の相対的空間変化を決定するように構成されている、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記処理ユニットが、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによっ
て生成された値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求め
る逆問題を用いて、印加された電流及び検出された電圧に基づき、組織領域についての表
面下抵抗率の空間分布を推定することによって、前記周波数に対する表面下抵抗率の相対
的空間変化を決定するように構成されている、請求項４１に記載のシステム。
【請求項４９】
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて前記センサの下の組織領域についての含
水量の表現を表すように構成された出力部を更に備えた請求項４１に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記コントローラが、前記センサ上の電流注入電極対に逐次的に電流を印加するように
構成されている、請求項４１に記載のシステム。
【請求項５１】
　被検体の組織の水和度を決定するためのシステムであって、
　複数の四点電極アレイを備えたセンサであって、各四点電極アレイが一対の電流注入電
極及び一対の電圧検出電極を有し、前記四点電極アレイの電極が該センサの被検体に接触
する表面に固定された関係で配置されている、センサと、
　複数の異なる電流周波数において前記四点電極アレイの各々の電流注入電極対の間に電
流を印加するように構成されたエネルギー源と、
　少なくとも複数の前記四点電極アレイの電流注入電極対に逐次的に電流を印加するよう
に前記エネルギー源を制御すると共に、前記電圧検出電極から結果としての電圧情報を受
信するように構成されたコントローラと、
　前記コントローラと通信し、且つ、印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメ
ータに少なくとも部分的に基づいて周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定
するように構成された処理ユニットと、
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　前記表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、前記センサの下の組織領域についての
含水量の表現を表すように構成された出力部と、を備えたシステム。
【請求項５２】
　前記四点電極アレイが、前記センサ上の他の四点電極アレイと３個以下の電極を供給す
る、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記複数の電流注入電極対及び前記複数の電圧検出電極対が直線状に配置されている、
請求項５１に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記センサが接着性パッチセンサを備える、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記エネルギー源が、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００ｋＨｚよりも高
い高周波数において前記電流注入電極対の間に電流を印加するように構成されている、請
求項５１に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記エネルギー源が、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周波数
において前記電流注入電極対の間に電流を印加するように構成されている、請求項５１に
記載のシステム。
【請求項５７】
　前記コントローラが、異なる四点電極アレイの電流注入電極対を刺激するように構成さ
れている、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５８】
　前記処理ユニットが、第一印加電流周波数と第二印加電流周波数との間の抵抗率の相対
的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定することによって、前記周波数に対する表面下抵
抗率の相対的空間変化を決定するように構成されている、請求項５１に記載のシステム。
【請求項５９】
　前記処理ユニットが、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによっ
て生成された値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求め
る逆問題を用いて、印加された電流及び検出された電圧に基づき、組織領域についての表
面下抵抗率の空間分布を推定することによって、前記周波数に対する表面下抵抗率の相対
的空間変化を決定するように構成されている、請求項５１に記載のシステム。
【請求項６０】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　近位から遠位までの活性領域に配置された複数の電極を備えたセンサを、被検体の背中
に、前記センサの近位から遠位までの軸が前記被検体の背中に沿って頭側から尾側に延伸
するように、配置するステップであって、前記センサの活性領域が被検体の脊椎の横に配
置される、ステップと、
　印加された電流及び検出された電圧に基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的
空間変化を決定するように前記センサを用いるステップと、を備えた方法。
【請求項６１】
　前記センサを配置するステップが、前記被検体の背中の正中線から前記脊椎の横にずら
して前記センサの活性領域を配置するステップを備える、請求項６０に記載に方法。
【請求項６２】
　前記センサが、前記活性領域を形成するように平行に配置され且つ前記センサの近位か
ら遠位までの軸に対して横に向けられた複数の細長の電極を備える、請求項６０に記載の
方法。
【請求項６３】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化が、検出された値と、表面下抵抗率
の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少化することによって
、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて決定される、請求項６０に記載の方法
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。
【請求項６４】
　前記配置するステップが、前記センサの活性領域の近位部分を被検体の肩甲骨の頂部と
略直線状に配置するステップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項６５】
　前記配置するステップが、前記センサの中間部分を被検体の肺と略直線状に配置するス
テップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項６６】
　少なくとも一部の電極対の間に複数の電流を印加するステップを更に備え、電流が電極
対に印加される一方で、他の電極対に対して電圧が検出され、複数の電流周波数が印加さ
れる、請求項６０に記載の方法。
【請求項６７】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように前記センサを用い
るステップが、高周波数及び低周波数における見掛け抵抗率の相対的パーセント差の空間
分布を決定するステップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項６８】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、肺の湿潤度の表現を表
すステップを更に備えた請求項６０に記載の方法。
【請求項６９】
　前記センサを配置するステップが、前記被検体の背中の正中線から前記被検体の脊椎の
横に略１インチずらして前記センサの活性領域を配置するステップを備える、請求項６０
に記載の方法。
【請求項７０】
　前記センサを配置するステップが、前記被検体の背中に沿って、被検体の肩甲骨の頂部
と直線状の領域から略８インチ以上にわたって尾側に延伸するように前記センサの活性領
域を配置するステップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項７１】
　前記センサを配置するステップが、被検体の肺と直線状の領域から前記被検体の背中に
沿って、前記センサの活性領域の中心を配置するステップを備える、請求項６０に記載の
方法。
【請求項７２】
　前記センサを配置するステップが、前記被検体の背中の正中線から略１インチずらして
、前記センサの活性領域の側端を配置するステップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項７３】
　前記センサを配置するステップが、前記センサの活性領域が前記被検体の背中の正中線
から略１インチの箇所から前記被検体の背中の正中線から略３インチの箇所まで横に延伸
するように、前記センサを配置するステップを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項７４】
　前記活性領域の各電極が、前記被検体の背中の正中線から略１インチの箇所から前記被
検体の背中の正中線から略３インチの箇所まで横に延伸する、請求項６０に記載の方法。
【請求項７５】
　前記背中の長手方向に沿って延伸するように前記センサを前記被検体の皮膚に一致させ
るステップを更に備える請求項６０に記載の方法。
【請求項７６】
　前記被検体の体の表面領域から前記被検体の体の深部領域までの前記周波数に対する表
面下抵抗率の相対的空間変化の傾斜を決定し、前記傾斜に基づいて肺がドライであること
を示す出力を提供するステップを更に備えた請求項６０に記載の方法。
【請求項７７】
　前記傾斜が所定の閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示す出力を提供する
ステップを更に備えた請求項７６に記載の方法。
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【請求項７８】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、
　前記被検体の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空
間分布を決定するステップと、
　表面領域から深部領域までの前記被検体の背中の領域についての空間分布から、周波数
に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布の傾斜を決定するステップと、
　前記傾斜に基づいて、肺がドライであることを示すステップと、を備えた方法。
【請求項７９】
　前記示すステップが、前記傾斜が閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示す
ステップを備える、請求項７８に記載の方法。
【請求項８０】
　前記示すステップが、前記傾斜が正である場合に肺がドライであることを示すステップ
を備える、請求項７８に記載の方法。
【請求項８１】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定するステップが、
抵抗率の相対的パーセント差の空間分布を決定するステップを備える、請求項７８に記載
の方法。
【請求項８２】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定するステップが、
肩甲骨と脊椎との間の被検体の背中の領域から、高周波数での見掛け抵抗率と低周波数で
の見掛け抵抗率との間の相対的パーセント差の空間分布を決定するステップを備える、請
求項７８に記載の方法。
【請求項８３】
　電極を備えたセンサの活性領域が被検体の脊椎の横において前記被検体の背中に沿って
頭側から尾側に延伸するように、前記センサを前記被検体の背中の上に配置するステップ
を更に備えた請求項７８に記載の方法。
【請求項８４】
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化からの少なくとも一部の値の平均値
を閾値と比較して、前記傾斜に基づいて肺がドライであるか又はウェットであるかを示す
ステップを更に備えた請求項７８に記載の方法。
【請求項８５】
　前記平均値を比較することが、前記センサの下の中心表面下領域からの前記周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化からの平均値を閾値と比較することを備える、請求項
８４に記載の方法。
【請求項８６】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、
　前記被検体の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空
間分布を決定するステップと、
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化からの少なくとも一部の値の平均値
を閾値と比較して、比較に基づいて肺がドライであるか又はウェットであるかを示すステ
ップと、を備えた方法。
【請求項８７】
　前記平均値を比較することが、前記センサの下の中心表面下領域からの前記周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化からの値の平均値を閾値と比較することを備える、請
求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記比較することが、比較に基づいて、及び、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空
間変化のピーク値の深度に基づいて、肺がドライであるか又はウェットであるかを示すこ
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とを備える、請求項８６に記載の方法。
【請求項８９】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、
　前記被検体の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空
間分布を決定するステップと、
　表面領域から深部領域までの前記被検体の背中の領域についての空間分布から、前記周
波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布の傾斜を決定するステップと、
　前記傾斜が正である場合に肺がドライであることを示すステップと、
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化からの少なくとも一部の値の平均値
を閾値と比較して、比較に基づいて、及び、前記傾斜に基づいて、肺がドライであるか又
はウェットであるかを示すステップと、を備えた方法。
【請求項９０】
　前記平均値を比較することが、前記センサの下の中心表面下領域からの前記周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化からの値の平均値を閾値と比較することを備える、請
求項８９に記載の方法。
【請求項９１】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、
　前記被検体の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空
間分布を決定するステップと、
　前記センサの下の中心表面下領域からの前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間
変化の値の平均値を閾値と比較して、比較に基づいて、及び、周波数に対する表面下抵抗
率の相対的空間変化のピークの深度に基づいて、肺がドライであるか又はウェットである
かを示すステップと、を備えた方法。
【請求項９２】
　被検体の体内の肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　複数の電極を備えたセンサを配置するステップであって、前記複数の電極から電流注入
電極対及び電圧検出電極対が選択可能である、ステップと、
　複数の異なる周波数で前記電流注入電極対の少なくとも一部の間に電流を印加する一方
で、前記電圧検出電極対から電圧を検出するステップと、
　第一周波数及び第二周波数において印加された電流及び電圧を処理して、周波数に対す
る表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、を備えた方法。
【請求項９３】
　被検体の体内の肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であって、
　直線状に配置された複数の電極を備えたセンサを、被検体の背中に、前記複数の電極が
前記被検体の背中の正中線から前記被検体の脊椎の横にずれて前記被検体に背中に沿って
頭側から尾側に延伸するように、配置するステップであって、前記電極が、電流注入電極
対及び電圧検出電極対を各々備えた複数の四点電極アレイの組み合わせを形成するように
構成される、ステップと、
　異なる複数の四点電極アレイの電流注入電極対の間に第一周波数の電流を印加する一方
で、各アレイの電圧検出電極対から電圧を検出するステップと、
　異なる複数の四点電極アレイの電流注入電極対の間に第二周波数の電流を印加する一方
で、各アレイの電圧検出電極対から電圧を検出するステップと、
　前記第一周波数及び前記第二周波数で印加された電流及び電圧を処理して、周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳＲＡＦ）を決定するステップと、
　前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて肺の湿潤度の表現を表す
ステップと、を備えた方法。
【請求項９４】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定するためのシステムであって、
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　センサ上の電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御し、
前記センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情報を受信するように構成されたコ
ントローラと、
　前記コントローラと通信し、且つ、印加された電流及び結果としての電圧のパラメータ
に少なくとも部分的に基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定す
るように構成された処理ユニットと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化から、肺の湿潤度の表現を出力するための出力部と
、を備えたシステム。
【請求項９５】
　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを更に備えた請求項９
４に記載のシステム。
【請求項９６】
　一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた複数の四点電極アレイを備え
たセンサを更に備えた請求項９４に記載のシステム。
【請求項９７】
　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを更に備え、前記複数
の電流注入電極対及び前記複数の電圧検出電極対が前記センサの組織に接触する表面に沿
って直線状に配置されている、請求項９４に記載のシステム。
【請求項９８】
　複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を有する接着性パッチセンサを更に備
えた請求項９４に記載のシステム。
【請求項９９】
　前記コントローラが、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００ｋＨｚよりも高
い高周波数での前記電流注入電極対の間における電流の印加を制御するように構成されて
いる、請求項９４に記載のシステム。
【請求項１００】
　前記コントローラが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周波数
での前記電流注入電極対の間における電流の印加を制御するように構成されている、請求
項９４に記載のシステム。
【請求項１０１】
　前記処理ユニットが、或るボリュームの被検体の組織に対する第一印加電流周波数と第
二印加電流周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定すること
によって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成されてい
る、請求項９４に記載のシステム。
【請求項１０２】
　前記処理ユニットが、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによっ
て生成された値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求め
る逆問題を用いて、印加された電流及び結果としての電圧に基づき、組織領域についての
表面下抵抗率の空間分布を推定することによって、前記周波数に対する表面下抵抗率の相
対的空間変化を決定するように構成されている、請求項９４に記載のシステム。
【請求項１０３】
　前記処理ユニットが、前記周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化から、肺の湿
潤度の指標を決定するように構成されていて、前記出力部が、前記肺の湿潤度の表現とし
て前記肺の湿潤度の指標を出力するように構成されている、請求項９４に記載のシステム
。
【請求項１０４】
　肺の湿潤度を非侵襲的に決定するためのシステムであって、
　センサ上の電流注入電極対に対する複数の異なる周波数での電流の印加を制御すると共
に、前記センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情報を受信するように構成され
たコントローラと、
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　印加された電流及び結果としての電圧についての情報を処理して、異なる周波数におけ
る見掛け抵抗率を計算し、異なる周波数に対して決定された見掛け抵抗率の相対的パーセ
ント差を決定するように構成された処理ユニットと、
　前記異なる周波数に対して決定された見掛け抵抗率の相対的パーセント差に基づいて、
肺の湿潤度の表現を表すように構成された出力部と、を備えたシステム。
【請求項１０５】
　前記コントローラが、複数の異なる周波数における電流の逐次的印加を制御するように
構成されている、請求項１０４に記載のシステム。
【請求項１０６】
　センサを更に備え、前記センサが、平行に配置され且つ前記センサの近位から遠位まで
の軸に対して横に配置された複数の細長の電極を含み、前記電極が、複数の電圧検知電圧
検出電極及び複数の電流印加電流注入電極を備える、請求項１０４に記載のシステム。
【請求項１０７】
　前記出力部が、肺の湿潤度の指標を提供するように構成されている、請求項１０４に記
載のシステム。
【請求項１０８】
　前記出力部が、空間的抵抗率のマップ、電極アレイの下の被検体組織の領域を表す相対
的パーセント差のマップのいずれか又は両方を提供するように構成されている、請求項１
０４に記載のシステム。
【請求項１０９】
　前記処理ユニットが、前記見掛け抵抗率の相対的パーセント差の空間分布の傾斜を決定
するように構成されていて、前記出力部が、前記傾斜に基づいて肺がドライであることを
示すように構成されている、請求項１０４に記載のシステム。
【請求項１１０】
　前記傾斜が閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示すように構成されている
請求項１０９に記載のシステム。
【請求項１１１】
　前記傾斜が正である場合に肺がドライであることを示すように構成されている請求項１
０９に記載のシステム。
【請求項１１２】
　非侵襲性肺湿潤度センサであって、
　近位から遠位までの軸に沿って延伸する支持裏地と、
　略１．５インチから略２．５インチの間の長さと、略０．１インチから略０．５インチ
の間の幅とを各々有する複数の細長の電極と、を備え、前記電極が、前記電極の長手方向
を前記近位から遠位までの軸に対して垂直にして、前記支持裏地の被検体に接触する表面
に配置されていて、前記電極が、前記支持裏地の近位から遠位までの軸に平行に直線状に
延伸して、前記近位から遠位までの軸に沿って略６インチから略１４インチの間で延伸す
る活性領域を形成し、
　前記活性領域内の複数の電極が、複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を形
成するように構成されている、センサ。
【請求項１１３】
　前記支持裏地が、前記センサを操作した際に各電極間の間隔が比較的固定されたままで
あるように柔軟且つ比較的非弾性である、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１１４】
　接着性ヒドロゲルを更に備えた請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１１５】
　前記支持裏地の厚さが略５ミル未満である、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１１６】
　前記支持裏地がポリエステル材料を備える、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１１７】
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　前記支持裏地の幅が２．５インチ未満である、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１１８】
　前記支持裏地がポリエステル材料及び抗菌性酸化チタン材料を備える、請求項１１２に
記載のセンサ。
【請求項１１９】
　前記複数の電極が６個よりも多くの電極を備える、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２０】
　前記複数の電極が１０個よりも多くの電極を備える、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２１】
　前記複数の電極が２５個よりも多くの電極を備える、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２２】
　前記電極が、前記支持裏地上で矩形の形状を有する、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２３】
　前記支持裏地の一方の側からのみ延伸している複数のリードを更に備えた請求項１１２
に記載のセンサ。
【請求項１２４】
　前記活性領域の近位に延伸する近位グリップ領域と、前記活性領域の遠位に延伸する遠
位グリップ領域とを更に備えた請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２５】
　前記活性領域が、柔軟な支持裏地の全幅にわたって実質的に延伸している、請求項１１
２に記載のセンサ。
【請求項１２６】
　前記電極が銀／塩化銀電極を備える、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２７】
　略５ミル未満の厚さを有する請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１２８】
　前記電極が、前記活性領域の近位から遠位までの長手方向に沿って中心間で略０．２イ
ンチから略０．５インチの間の固定距離で離隔されている、請求項１１２に記載のセンサ
。
【請求項１２９】
　電流注入電極及び電圧検出電極が前記活性領域の近位から遠位までの長手方向に沿って
交互に配置されている、請求項１１２に記載のセンサ。
【請求項１３０】
　各電極が、電流注入電極及び電圧検出電極のいずれにもなる、請求項１１２に記載のセ
ンサ。
【請求項１３１】
　非侵襲性肺湿潤度センサであって、
　近位から遠位までの軸に沿って延伸する柔軟且つ非弾性の支持裏地と、
　略１．５インチから略２．５インチの間の長さと略０．１インチから略０．５インチの
間の幅とを各々有する６個以上の複数の細長の電極であって、前記電極が、前記電極の長
手方向を前記近位から遠位までの軸に対して垂直にして、前記支持裏地の被検体に接触す
る表面に配置されていて、前記電極が、前記支持裏地の近位から遠位までの軸に平行に直
線状に延伸して、前記近位から遠位までの軸に沿って略６インチから略１４インチの間で
延伸する活性領域を形成する、６個以上の複数の細長の電極と、
　被検体の背中にセンサを固定するように構成された、被検体に接触する表面上の接着性
且つ導電性のヒドロゲルと、を備えたセンサ。
【請求項１３２】
　前記ヒドロゲルが前記センサの被検体に接触する表面全体に広がっている、請求項１３
１に記載のセンサ。
【請求項１３３】
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　追加的な接着性ガスケットを含まない請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１３４】
　複数のリードを更に備え、各電極が前記支持裏地の第一の側から延伸するリードに接続
されている、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１３５】
　前記支持裏地が、前記センサを略２ポンド未満の力の張力下に置いた際に各電極間の間
隔が比較的固定されたままであるのに十分柔軟且つ非弾性である、請求項１３１に記載の
センサ。
【請求項１３６】
　前記支持裏地の厚さが略５ミル未満である、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１３７】
　前記支持裏地がポリエステル材料を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１３８】
　前記支持裏地の幅が２．５インチ未満である、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１３９】
　前記支持裏地が抗菌性酸化チタン材料を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４０】
　前記複数の電極が１０個よりも多くの電極を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４１】
　前記複数の電極が２５個よりも多くの電極を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４２】
　前記電極が前記支持裏地上で矩形の形状を有する、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４３】
　前記活性領域の近位に延伸する近位グリップ領域と、前記活性領域の遠位に延伸する遠
位グリップ領域とを更に備えた請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４４】
　前記活性領域が、柔軟な支持裏地の全幅にわたって実質的に延伸している、請求項１３
１に記載のセンサ。
【請求項１４５】
　前記電極が銀／塩化銀電極を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４６】
　略５ミル未満の厚さを有する請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４７】
　前記電極が、前記活性領域の近位から遠位までの長手方向に沿って中心間で略０．２イ
ンチから略０．５インチの間の固定距離で離隔されている、請求項１３１に記載のセンサ
。
【請求項１４８】
　前記電極が、前記活性領域の近位から遠位までの長手方向に沿って交互に配置された電
流注入電極及び電圧検出電極を備える、請求項１３１に記載のセンサ。
【請求項１４９】
　非侵襲性肺湿潤度センサであって、
　近位から遠位までの軸に沿って延伸する、厚さ略５ミル未満の柔軟且つ非弾性の支持裏
地と、
　略１．５インチから略２．５インチの間の長さと略０．１インチから略０．５インチの
間の幅とを各々有する６個以上の複数の細長の電極であって、前記電極が、前記電極の長
手方向を前記近位から遠位までの軸に対して垂直にして、前記支持裏地の被検体に接触す
る表面に配置されていて、前記電極が、前記支持裏地の近位から遠位までの軸に平行に直
線状に延伸して、前記近位から遠位までの軸に沿って略６インチから略１４インチの間で
延伸する活性領域を形成する、６個以上の複数の細長の電極と、
　被検体の背中にセンサを固定するように構成されていて、被検体に接触する表面上にお
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いて前記活性領域全体にわたって広がっている接着性且つ導電性のヒドロゲルと、
　前記支持裏地の少なくとも一部の上の抗菌性酸化チタンコーティングと、
　複数のリードと、を備え、各電極が、前記支持裏地の第一の側から延伸するリードに接
続されている、センサ。
【請求項１５０】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するために用いられる電気抵抗率
アレイのサブセットをセンサ内の複数の電極の中から決定する方法であって、
　前記センサを被検体の皮膚に固定するステップと、
　一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた複数の電気抵抗率アレイを点
数付けするステップと、
　点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を印加
して電圧を記録するステップと、を備えた方法。
【請求項１５１】
　前記点数付けするステップが、電気抵抗率アレイ内の電極に対する信号誤差を推定する
こと、及び、電気抵抗率アレイに対する調査深度を推定することによって、電気抵抗率ア
レイに対する点数を決定するステップを備える、請求項１５０に記載の方法。
【請求項１５２】
　前記点数付けするステップが、電気抵抗率アレイに対する信号深度及び調査深度のうち
の一つ以上を推定することによって、電気抵抗率アレイに対する点数を決定するステップ
を備える、請求項１５０に記載の方法。
【請求項１５３】
　前記点数付けするステップが、電気抵抗率アレイに対する配置誤差、電圧誤差、電流誤
差、及び調査深度のうちの一つ以上に対して点数を決定するステップを備える、請求項１
５０に記載の方法。
【請求項１５４】
　前記点数付けするステップが、二つ以上の推定値を組み合わせて、電気抵抗率アレイに
対する点数を形成するステップを備え、前記推定値が、電気抵抗率アレイに対する配置誤
差、電圧誤差、電流誤差、及び調査深度から成る群から選択される、請求項１５０に記載
の方法。
【請求項１５５】
　前記点数付けするステップが、前記二つ以上の推定値を組み合わせる前に、前記二つ以
上の推定値の各々を重み付けするステップを備える、請求項１５４に記載の方法。
【請求項１５６】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの間で点数を比較して、所定の値
の範囲内に点数がある電気抵抗率アレイのみを用いるステップを備える、請求項１５０に
記載の方法。
【請求項１５７】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最高の点数
を有する所定の数の電気抵抗率アレイを用いるステップを備える、請求項１５０に記載の
方法。
【請求項１５８】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最低の点数
を有する所定の数の電気抵抗率アレイを用いるステップを備える、請求項１５０に記載の
方法。
【請求項１５９】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するために用いられる電気抵抗率
アレイのサブセットをセンサ内の複数の電極の中から決定する方法であって、
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　一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた複数の電気抵抗率アレイを点
数付けするステップであって、点数が、電気抵抗率アレイ内の電極に対する信号誤差の推
定値と、電気抵抗率アレイに対する調査深度の推定値とを備える、ステップと、
　点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を印加
して電圧を記録するステップと、
　前記選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみからの印加された電極及び結果としての
電圧を用いて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、を
備えた方法。
【請求項１６０】
　前記点数付けするステップが、配置誤差、電圧誤差、及び電流誤差のうちの一つ以上か
ら電気抵抗率アレイ内の電極に対する信号誤差の推定値を決定するステップを備える、請
求項１５９に記載の方法。
【請求項１６１】
　前記点数付けするステップが、二つ以上の推定値を組み合わせて、電気抵抗率アレイに
対する点数を形成するステップを備え、前記推定値が、電気抵抗率アレイに対する配置誤
差、電圧誤差、電流誤差、及び調査深度から成る群から選択される、請求項１５９に記載
の方法。
【請求項１６２】
　前記点数付けするステップが、前記二つ以上の推定値を組み合わせる前に、前記二つ以
上の推定値の各々を重み付けするステップを備える、請求項１６１に記載の方法。
【請求項１６３】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの間で点数を比較して、所定の値
の範囲内に点数がある電気抵抗率アレイのみを用いるステップを備える、請求項１５９に
記載の方法。
【請求項１６４】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最高の点数
を有する所定の数の電気抵抗率アレイを用いるステップを備える、請求項１５９に記載の
方法。
【請求項１６５】
　前記点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最低の点数
を有する所定の数の電気抵抗率アレイを用いるステップを備える、請求項１５９に記載の
方法。
【請求項１６６】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するためのセンサ内の複数の電極
からの電気抵抗率アレイのサブセットを用いて被検体の組織の水和度を決定するためのシ
ステムであって、
　一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各々備えた電気抵抗率アレイを点数付け
するように構成された電気抵抗率アレイ選択器と、
　電流注入電極の対の間に複数の異なる周波数で電流を印加すると共に、点数に基づいて
選択基準に合致する電気抵抗率アレイの電圧検出電極の対から結果としての電圧情報を受
信するように構成されたコントローラと、
　前記コントローラと通信し、且つ、印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメ
ータに基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成さ
れた処理ユニットと、
　前記表面下抵抗率の相対的空間変化から、或るボリュームの被検体の組織についての含
水量の表現を出力するための出力部と、を備えたシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
［関連出願の相互参照］
　本願は、２０１１年１２月１４日に出願された“ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＲＥＳＩＳＴ
ＩＶＩＴＹ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ　ＯＦ　ＴＩＳＳＵＥ　ＷＥＴＮＥＳＳ”との名称の米
国仮出願第６１／５７０６５５号、２０１２年９月４日に出願された“Ａ　ＣＯＭＢＩＮ
ＥＤ　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ　ＲＥＳＩＳＴＩＶＩＴＹ　ＡＲＲＡＹ　ＵＳＥＤ　ＴＯ　
ＤＥＴＥＲＭＩＮＥ　ＴＨＥ　ＳＰＡＴＩＡＬ　ＲＥＬＡＴＩＯＮＳＨＩＰ　ＯＦ　ＴＨ
Ｅ　ＲＥＬＡＴＩＶＥ　ＰＥＲＣＥＮＴ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ　ＯＦ　ＲＥＳＩＳＴＩ
ＶＩＴＹ　ＢＥＴＷＥＥＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＦＲＥＱＵＥＮＣＩＥＳ　ＩＮ　ＳＯＦ
Ｔ　ＴＩＳＳＵＥ”との名称の米国仮出願第６１／６９６７０５号、及び、２０１２年１
０月２９日に出願された“ＤＥＶＩＣＥＳ，　ＳＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ
　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＲＭＩＮＩＮＧ　ＴＨＥ　ＲＥＬＡＴＩＶＥ　ＳＰＡＴＩＡＬ　ＣＨ
ＡＮＧＥ　ＩＮ　ＳＵＢＳＵＲＦＡＣＥ　ＲＥＳＩＳＴＩＶＩＴＩＥＳ　ＡＣＲＯＳＳ　
ＦＲＥＱＵＥＮＣＩＥＳ　ＩＮ　ＴＩＳＳＵＥ”との名称の米国仮出願第６１／７１９８
６３号の優先権を主張する。これらの出願はその全体が参照として本願に組み込まれる。
【０００２】
［参照による組み込み］
　本明細書において言及される特許及び特許出願を含む全ての文献は、それら各特許又は
特許出願が具体的且つ個別に参照として組み込まれていた場合と同程度において、その全
体が参照として本願に組み込まれる。
【０００３】
　本発明は、体の表面上に配置された電極アレイの下における組織領域について周波数に
対する表面下抵抗率の相対的空間変化を非侵襲的に決定するための方法、デバイス及びシ
ステムに関する。特に、高周波数及び低周波数において印加される電流から決定される周
波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の分布を決定することによって、組織の湿潤
度（ｗｅｔｎｅｓｓ）を決定するための方法、デバイス及びシステムが開示される。一例
では、本デバイス、方法及びシステムは、肺の湿潤度を決定するように構成され得て、こ
のようにして決定された肺の湿潤度は、対象としている治療、特に心不全を対象とした治
療のガイドとなり得る。
【背景技術】
【０００４】
　組織の含水量は、重要且つ有用な診断パラメータである。脱水症は、認知及び肉体労働
能力を低下させる一方、過水和症（腫れ、浮腫）は、心臓病、肝臓病、腎臓病、栄養失調
、及び他の多くの病気に対する共通の兆候である。浮腫は、筋肉の疼き及び痛みを生じさ
せ、脳に影響を与える可能性があり、頭痛及び刺激を生じさせる。浮腫は、深部静脈血栓
症に対する主な兆候である。これは、腎臓、膀胱、心臓、肝臓のアレルギー又はより深刻
な疾患、また、食物不耐性、貧しい食生活（多量の糖及び塩の摂取）、妊娠、下剤の乱用
、利尿剤、ドラッグ、避妊薬の使用、ホルモン補充療法、静脈炎等によって生じ得る。
【０００５】
　例えば、筋肉含水量（ＭＷＣ，ｍｕｓｃｌｅ　ｗａｔｅｒ　ｃｏｎｔｅｎｔ）は、臨床
的に有用な健康尺度である。筋肉含水量の監視は、トレーニング中の運動選手及び展開中
の兵士の体の水和状態の重要な指標として機能することができる。体の脱水状態は、深刻
な合併症、健康及び体調の問題を生じさせること、そして、体の水分重量の損失が上昇す
ると、問題が深刻になることがよく知られている。即ち、１％までの水分重量の損失で渇
きが生じ、２％で、漠然とした不快感及び憂鬱さが生じ得て、４％で、肉体労働に更なる
努力が必要となり得て、５％で、集中が困難となり得て、６％で、運動中の温度調節が不
完全になり、心拍数及び呼吸速度が上昇し得て、１０％で、筋肉の痙攣が生じ得て、１５
％で、死に至り得る。兵士は環境暴露及び過酷な肉体労働による高い割合の水分損失に起
因して、一般的に、体重の２％～５％の水分を失う。少量（２％）の水分損失が認知及び
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肉体労働能力を低下させる一方で、より多量の水分損失は、活動及び健康に対する深刻な
影響を有する。多数の病理学的兆候及び症状として、消化不良、高血圧、筋肉の収縮等が
挙げられる。他覚的な機器によるＭＷＣの監視は、危険性の閾値への到達を防止するのに
役立ち得る。渇き等の自覚的な指標は不正確であり得るので、この点は重要である。
【０００６】
　運動選手及び兵士のＭＷＣの制御は、長期間の耐久活動や暑い環境状況下での活動中に
おける体の全体的な水和を監視するのに役立ち得る。また、組織の湿潤度は、特に肺の湿
潤度を評価するのに際して有用となり得て、これは、鬱血性心不全等の心疾患を処置する
ための重要な測定基準となり得る。
【０００７】
　鬱血性心不全（ＣＨＦ，ｃｏｎｇｅｓｔｉｖｅ　ｈｅａｒｔ　ｆａｉｌｕｒｅ）は呼吸
を困難にする。何故ならば、肺の酸素交換が、肺鬱血によって妨げられるからである。Ｃ
ＨＦの入院の大部分は呼吸困難によるものである。更に、ＣＨＦの再入院の多く（一部の
研究によると３０日以内に略２４％）は、呼吸困難をもたらす肺鬱血の再発生又は不十分
な除去によるものである。現状では、肺鬱血を識別して、呼吸困難及び入院をより良く防
止する定量化方法及び測定基準は存在していない。この問題は深刻なっている。２０１０
年には、米国におけるＣＨＦの見積りは５８０００００件であり、毎年６７００００件以
上が新たに発生している
【０００８】
　ＣＨＦに苦しむ被検体は、健康診断、及び被検体の胸を撮像する多様な撮像方法を用い
て診断され得る。治療には典型的に、血管拡張剤（例えば、ＡＣＥＩ／ＡＲＢ）、βブロ
ッカー、利尿治療（例えばＬａｓｉｘ）が含まれる。治療の管理は困難でうまくいかない
ことが多い。特に、利尿治療は被検体及び医師が適切な管理することが難しいものである
。例えば、食事の変更は、利尿治療の頻繁な変更を必要とし得る。過度（過小）の利尿治
療は、臨床転帰に悪影響を与え得る。
【０００９】
　肺鬱血は、一般的に、血管外の“スポンジ状”間質肺組織内に体液を流す高肺血圧の結
果である。図１Ａは一対の肺を示し、肺胞を取り囲む間質肺空間が示されている。高肺血
圧は、心不全の結果として血管内充満圧の上昇した被検体に現れる。また、高肺血圧は、
血管外空間に流れ込む体液の量を上昇させ得る。血管外の間質肺組織内の鬱血は、最終的
にはガス交換を妨げて、入院を必要とする呼吸困難に繋がり得る。入院治療は典型的に、
利用治療で血管内液を除去することによって肺血圧を低下させることを目的としている。
被検体の症状は改善され得るが、かなりの血管外間質液が依然として存在し得る。被検体
は退院できる程に良くなったと感じるが、肺血圧の僅かな変化で、体液が直ぐに再蓄積し
て、再入院が必要となる。従って、被検体の症状は、病気の程度に対する適切な治療を反
映していない。そこで、血管外間質液（例えば、湿潤度）を検出及び監視して、瞬時に、
また経時的に血管外間質液のレベルの指標又は尺度を与えることが必要とされている。
【００１０】
　水和状態の最も有望な指標として、体内の全水分を評価するための複数の方法が存在し
ていて、生体電気インピーダンス及びコンダクタンスに基づいた方法が挙げられる。例え
ば、Ｎｙｂｏｅｒの特許文献１には、体の電気インピーダンスの電気的測定を行って、体
の通常状態及び異常状態における体内の全水分の変化を決定する方法が開示されている。
Ｋｏｔｌｅｒの特許文献２には、インピーダンス分析を用いて体細胞量を予測する方法が
開示されている。Ｃｌａｒｋの特許文献３には、体のインピーダンスを測定することによ
って、被検体の体内の全水分量を測定する方法が開示されている。Ｔａｋｅｈａｒａ等の
特許文献４には、生体電気インピーダンスを測定することによって脱水状態を判定する装
置が開示されている。しかしながら、これらの方法及びシステムは、不確かで実施が難し
いことがわかっている。体の水溶性組織は、その分解電解質によって、電流の主な伝導体
となるが、体の脂肪及び骨は、比較的導電性が優れない。重大な技術的問題が、ｉｎ　ｖ
ｉｖｏでの体の組成分析用のこうした電気的方法の多くの妨げとなっている。インピーダ
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ンス分光法は、生体インピーダンス測定を改善することを目的としていて、広範な周波数
に対して抵抗及びリアクタンスを測定する。この手法に基づいた方法が、Ｓｉｃｏｎｏｌ
ｆｉの特許文献５に記載されていて、生体電気応答分光法に基づいて被検体の体液の体積
を決定するための方法及び装置について記載されている。
【００１１】
　電気エネルギーを用いた多様な方法が提案されて開発されているが、こうしたシステム
の多くは実施するのが複雑且つ困難で高価なものである。例えば、電気インピーダンス撮
像／トモグラフィ（ＥＩＩ／ＥＩＴ，ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ｉｍｐｅｄａｎｃｅ　ｉｍ
ａｇｉｎｇ／ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）及び加電圧トモグラフィ等のシステムについては至
る所で記載されている。例えば、Ｔｅｓｃｈｎｅｒ等の特許文献６のシステム（及びＤｒ
ａｅｇｅｒ社の他のシステム）等のシステムは、インピーダンス分布を再構築するための
電気インピーダンストモグラフィ（ＥＩＴ）法を用いる。こうしたシステムでは、その目
的のために、検査される体の導電性表面の上に複数の電極を配置して、制御ユニット（一
般的には、デジタル信号プロセッサ）が、一対の（好ましくは）隣接する電極にそれぞれ
連続的に交流が流されること（例えば５０ｋＨｚで５ｍＡ）を保証し、測定電極として機
能する残りの電極において電圧が検出されて、その電圧が、制御ユニットに送られる。典
型的には、１６個の電極がリング状に等距離に配置されて使用され、これらの電極を、例
えばベルトを用いて、被検体の体の周囲に配置することができる。交流は、二つの隣接す
る電極にそれぞれ供給され得て、電圧が、測定電極として機能する電流が流れていない残
りの電極対の間で測定されて、制御ユニットによって記録される。
【００１２】
　特許文献７、特許文献８、特許文献９等に記載されている他のＥＩＴシステムでは、測
定結果が、被検体の体型（例えば、体の形状）で変化しないことが証明されていない。
【００１３】
　残念ながら、電気インピーダンス法は、組織の湿潤度、特に肺の湿潤度を決定するため
の信頼できて正確な実施が困難であることがわかっている。多くの場合、許容可能な範囲
内に推定の誤差を減らすために、追加的な身体測定項（つまり、体重、年齢、性別、人種
、肩幅、胴回り、ウエスト・ヒップ比、ボディー・マス・インデックス（ＢＭＩ））を、
こうした以前の予測モデルに追加しなければならない。また、湿潤度の推定の信頼性及び
再現性は、電極の幾何学的形状及び配置に依存して変化し得る。従って、組織の生体イン
ピーダンスに基づいて含水量を評価するための現状の方法及びシステムは、精度が低く、
被検体の身体測定特徴及び電解質のバランスに試験結果が大きく依存し得る。
【００１４】
　従って、広範な現場状況において使用可能な組織の水和状態を監視するための単純で高
精度の方法及びデバイスが必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第４００８７１２号明細書
【特許文献２】米国特許第５６１５６８９号明細書
【特許文献３】米国特許第６２８０３９６号明細書
【特許文献４】米国特許第６４５９９３０号明細書
【特許文献５】米国特許第６１２５２９７号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００７／０２４６０４６号明細書
【特許文献７】米国特許第７６６０６１７号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２０１０／０２２８１４３号明細書
【特許文献９】国際公開第９１／０１９４５４号
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Ａ．Ｓｏｍｍｅｒｆｅｌｄ，　“Ｖｏｒｌｅｓｕｎｇｅｎｕｂｅｒ　Ｔ
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ｈｅｏｒｅｔｉｓｃｈｅ　Ｐｈｙｓｉｋ”，　Ｂａｎｄ　ＩＩＩ：　Ｅｌｅｋｔｒｏｄｙ
ｎａｍｉｋ．　Ａｋａｄｅｍｉｓｃｈｅ　Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ　Ｇ
ｅｅｓｔ　ａｎｄ　Ｐｏｒｔｉｇ，　Ｌｅｉｐｚｉｇ，　４ｔｈ　Ｅｄ．，　ｐｐ．４８
－４９，　（１９６７）
【非特許文献２】Ｊ．Ｉｇｅｌ，　“Ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｍａｌｌ－Ｓｃａｌｅ　Ｖａｒｉ
ａｂｉｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｓｏｉｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ａｎ
ｄ　Ｉｔｓ　Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｎ　Ｇｅｏｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔｓ”，　Ｐｈ．Ｄ．Ｔｈｅｓｉｓ，　Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，
　Ｇｅｒｍａｎｙ　（２００７）
【非特許文献３】Ｅ．Ｈａｎｓｅｎ，　“Ｏｎ　ｔｈｅ　ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｏｆ　ｓ
ｈａｐｅ　ａｎｄ　ｖａｒｉａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ　ｏｆ　ｔ
ｈｅ　ｓａｍｐｌｅ　ｏｎ　ｆｏｕｒ‐ｐｏｉｎｔ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ”，　Ａ
ｐｐｌｉｅｄ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，　Ｓｅｃｔｉｏｎ　Ｂ，　Ｖ
ｏｌ．８，　Ｎｏ．１，　ｐｇ．９３－１０４，　（１９６０）
【非特許文献４】Ｍ．Ｌｏｋｅ　ａｎｄ　Ｒ．Ｂａｒｋｅｒ，　“Ｌｅａｓｔ－Ｓｑｕａ
ｒｅｓ　Ｄｅｃｏｎｖｏｌｕｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｐｐａｒｅｎｔ　Ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔ
ｙ　Ｐｓｕｅｄｏｓｅｃｔｉｏｎｓ”，　Ｇｏｅｐｈｙｓｉｃｓ，　６０，　ｐｇ．１６
８２－１６９０，　（１９９５）
【非特許文献５】Ａ．Ｒｏｙ　ａｎｄ　Ａ．Ａｐｐａｒａｏ，　“Ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　Ｉ
ｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｄｉｒｅｃｔ　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄｓ”，
　Ｇｅｏｐｈｙｓｉｃｓ，　３６，　ｐｇ．９４３－９５９，　（１９７１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　組織の湿潤度の他覚的尺度を提供することができるデバイス及び方法が開示される。一
部の具体的なバリエーションでは、システム、デバイス及び方法は、被検体内部及び／又
は被検体外部の設定（家庭での使用を含む）において肺鬱血（例えば、血管外間質液）を
測定するように構成され得る。例えば、本願で開示されるシステムは、肺鬱血に対する非
侵襲性で正確で再厳格な測定を提供し得る。こうしたシステムは、肺液評価モニタと称さ
れ得る。本願に記載されるあらゆるシステムは、皮膚に適用される電極の特定の幾何学的
パターンにおいて電流を印加して電圧を測定することから導出される皮膚から組織までの
見掛け抵抗率の相対的なパーセントの差を用いて組織の湿潤度を検出する実行可能ロジッ
クを含み得る。従って、本願に記載されるシステムは、非侵襲性で高速であり、電離放射
線を用いない。
【００１８】
　本願に記載されるシステムの一部バリエーションは、肺液評価モニタと称され得て、皮
膚に適用される電極の特定の幾何学的パターンにおいて電流を印加して電圧を測定するこ
とから導出される皮膚から肺領域までの周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を
決定することを用いて、血管外間質肺液を検出するように構成された実行可能ロジックを
有し得る。また、上述のように、こうしたシステムは、血管外肺水分（ＥＶＬＷ，ｅｘｔ
ｒａｖａｓｃｕｌａｒ　ｌｕｎｇ　ｗａｔｅｒ）指標等の肺液状態の他覚的で絶対測定を
提供し得る。本願に記載されるシステム、デバイス及び方法は、上述の多くの問題を対象
とし得て、電極の下の組織領域の相対的パーセントの差の分布を決定して、被検体の体型
と独立した値又は複数の値の分布を導出することによって、組織の湿潤度を決定するため
の信頼できて効果的な方法を提供し得る。結果としての情報は、多数の周波数に対する体
内の抵抗率の空間分布の相対的パーセントの差を示すマップを提供し得る。また、組織の
湿潤度を決定する、特に組織の湿潤度の変化を監視するために相対的パーセントの差を解
釈する方法も本願に記載される。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
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　本願で開示されるのは、組織の湿潤度を決定するための非侵襲的なデバイス、システム
及び方法である。一般的に、本願で開示されるデバイス、方法及びシステムは、周波数に
対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定し、これは、幾何学的形状に依存せず、電流
注入電極及び電圧感知電極のアレイを有するセンサの下の組織領域について含水量及び／
又は組織の湿潤度を決定するのに用いられ得る。
【００２０】
　一般的に、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化とは、センサが配置される表
面の下の指定空間領域に対する一つ以上の周波数の間での抵抗率の相対的変化のことを称
する。本願で開示される実施形態では、これは、異なる周波数においてとられた一つ以上
の測定に対する相対的な（電極の）パッチの下の領域における抵抗率変化のことを称し得
る。
【００２１】
　一般的に、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（頭文字をとって、ＲＳＣＳ
ＲＡＦ（ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｓｐａｔｉａｌ　ｃｈａｎｇｅ　ｉｎ　ｓｕｂｓｕｒｆａｃ
ｅ　ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｉｅｓ　ａｃｒｏｓｓ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ）とも称され
得る）は、センサ（パッチ又は電極パッチとも称され得る）の下の領域（表面下領域）の
相対的空間変化のことを称する。従って、相対的空間変化とは、多様な深度（ｚ）及び長
さ（ｘ）においてセンサの下に位置する表面下領域に対する抵抗率の変化のことを称する
。表面下抵抗率は、表面下のメッシュ要素内における空間的な位置を有する（つまり、有
限差分分析又は有限要素分析において）。以下で詳細に説明するように、センサの下の領
域に対する表面下抵抗率は、順問題に含まれる一組の未知の抵抗率変数として求められ得
て、その順問題によって、システムの測定値と、順問題の対応する出力との間に誤差を最
少化することによる反復法を用いて、測定が行われる各周波数において各表面下抵抗率変
数を求めることができる。この方法は逆問題と呼ばれている。所定の周波数において決定
された各表面下抵抗率変数を、他の周波数において決定された変数値と比較することを、
一方の値を他方の値で割ることによって、行うことができる。相対的空間変化の値の例と
して、二つの値の比や、低周波数での値と高周波数での値という二つの値の相対的パーセ
ント差をとること、つまり、ρＨ／ρＬ、１００×ρＨ／ρＬ、１００×（ρＬ－ρＨ）
／ρＬ、１００（ρＬ－ρＨ）／ρＨ等が挙げられる。従って、周波数に対する表面下抵
抗率の相対的空間変化は、例えば低周波数及び高周波数での抵抗率の相対的パーセント差
（ＲＰＤ，ｒｅｌａｔｉｖｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）である。以下で
詳細に説明するように、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化は、組織の含水量
（例えば、水和度）を極めて良好に且つロバストに示すことができ、水和度を決定、追跡
、又は監視するのに使用され得る。一部バリエーションでは、水和度の指標を、周波数に
対する表面下抵抗率の相対的空間変化から決定し得る。
【００２２】
　例えば、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化は、高周波数及び低周波数にお
ける抵抗率の相対的パーセント差として推定され得る。一部バリエーションでは、低周波
数と高周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差は、表面下抵抗率分布内の抵抗率の相
対的パーセント差の空間画像を構築する数学的逆モデルを用いて、多数の印加された電流
及び測定された電圧によって、空間分布の各領域について決定され得る。一つの電極アレ
イは、典型的には四つの電極で構成され得て、二つの電極が電流を測定するのに用いられ
、二つの電極が差動電圧を測定するのに用いられる。被検体に適用されるセンサは、多数
の固定間隔電極を含み、それら電極の中から、数千の電極アレイを構成することができる
。センサをパッチと称することもある。
【００２３】
　本願で開示されるセンサは、センサの下の表面下領域に対するＲＳＣＳＲＡＦの確実な
検出を可能にするようなサイズにされ得て、またそのように構成され得る。例えば、シス
テムは、センサの下の３インチ程の深さ（例えば２インチから２．５インチ）のＲＳＣＳ
ＲＡＦの確実な検出を提供するように構成され得る。
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【００２４】
　本開示の第Ｉ部は、組織の湿潤度を決定するための方法、デバイス及びシステムを開示
する。一般的に、本願で開示されるデバイス、方法及びシステムを、体内の領域のＲＳＣ
ＳＲＡＦを決定するのに用い得る。一部バリエーションでは、体内の領域のＲＳＣＳＲＡ
Ｆのマップを生成し得るが、このマップは表示されることもあるし、内部的に用いられ表
示されないこともある。従って、一部バリエーションでは、ＲＳＣＳＲＡＦは、画像を表
示せずに用いられ得る。例えば、値は、その値のベクトル又は行列として記憶され得て、
肺の湿潤度等の病理学的パラメータを決定するのに用いられ得る。一バリエーションでは
、値は、本願で開示される非侵襲性技術を用いて、一つ以上の水和指標、格、出力を決定
するのに用いられ得る。
【００２５】
　一般的に、システムは、多数の電極で構成された適用センサを用い、多重周波数で駆動
（例えば、電流注入）電極の間に一組の電流を流し、選択された電極対の間で電圧を測定
するように構成され得る。ＲＳＣＳＲＡＦを医師が用いて、被検体（心不全の被検体等）
の医学的管理を改善し得て、特に、全世界で増えている鬱血性心不全の被検体の不必要な
入院を減らして病気の進行を遅らせる適切で適時な介在を可能にすることによって改善さ
れる。
【００２６】
　本願で開示されるシステム、デバイス及び方法はいずれも、周波数に対する表面下抵抗
率の相対的空間変化を決定するように構成され得て、その結果としての表面下抵抗率の相
対的変化の空間分布（調べられる異なる周波数に対して相対的）を用いて、調べられてい
る空間領域（センサの下の組織領域に対応する）内の組織の特性を決定し得る。例えば、
本願で開示されるシステム／デバイス及び方法はいずれも、組織の含水量を決定するよう
に用いられ得る。
【００２７】
　従って、本願で開示されるのは、被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを
用いて被検体の組織の含水量を決定する方法であって、複数の電流周波数においてセンサ
上の第一電極対の間に電流を印加して、センサ上の第二電極対から電圧を検出するステッ
プと、印加された電流及び検出された電圧から、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空
間変化を決定するステップと、表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、センサの下の
組織領域についての含水量の表現を表すステップと、を含む方法である。
【００２８】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップは、第一周波数と第
二周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定するステップを含
み得る。上述のように、抵抗率の相対的パーセント差は、周波数に対する表面下抵抗率の
相対的変化を表す一つの方法である（例えば、１００（ρＬ－ρＨ）／ρＨ）。
【００２９】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップが、検出された値と
、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少化す
ることによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて、印加された電流及び
検出された電圧に基づき、センサの下の組織領域についての表面下抵抗率の空間分布を推
定するステップを備え得る。
【００３０】
　複数の電流周波数において第一電極対の間に電流を印加して、第二電極対から電圧を検
出するステップは、適切な周波数（高周波数及び低周波数等）において第一電極対の間に
電流を印加して、第二電極対から電圧を検出するステップを含み得る。一部バリエーショ
ンでは、二つよりも多くの周波数で調べられ得る。他のバリエーションでは、二つの周波
数のみが用いられる。例えば、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００ｋＨｚよ
りも高い高周波数において電流が印加され得る。一部バリエーションでは、略５０ｋＨｚ
以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周波数において電流が印加され得る。
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【００３１】
　含水量の適切な表現が表され得る。適切な表現は、視覚的なもの、記述的なもの、聴覚
的なもの、図形的なもの、及び／又は、英数字的なものを含み得て、含水量を表す指標が
挙げられる。例えば、含水量の表現を表すステップは、センサの下の組織領域についての
表面下抵抗率の相対的空間変化を表す画像を発生させるステップを含み得る。含水量の表
現を表すステップは、センサの下の組織領域についての含水量を表す指標を表すステップ
を含み得る。
【００３２】
　一般的に、センサは、含水量が測定される被検体の上のいずれの箇所にも配置され得る
。従って、典型的には、センサを配置するステップは、被検体の上に複数の電極を配置す
るステップを備える。センサの例は本願に与えられている。一部バリエーションでは、セ
ンサは、センサが配置される体の領域とコンフォーマルに一致するように構成され得て、
センサが、被検体の皮膚に接触したままで電極の相対的位置を変化させないようになる。
【００３３】
　本願で開示されるステップはいずれも、プロセッサを含むコンピュータ又は機器によっ
て行われ得て、つまりは、一つ又は複数のプロセッサ（汎用又は特別仕様のプロセッサ等
）によって行われ得る。本方法は、これらのステップを実行するようにデバイス／コンピ
ュータを制御し且つ具体的に構成するロジック（ハードウェア、ソフトウェア又はファー
ムウェア）にエンコーディングされ得る。例えば、複数の電極に結合されたプロセッサユ
ニットを用いて、表面下抵抗率の相対的空間変化が決定され得る。
【００３４】
　本願で開示される他の例の被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを用いて
被検体の組織の含水量を決定する方法において、その方法は、組織領域に対して被検体の
皮膚の上にセンサを配置するステップであって、センサが、センサの被検体に接触する表
面に配置された複数の電流注入電極対の組み合わせと、複数の電圧検出電極対とを備える
、ステップと、電流注入電極対の少なくとも一部の間に電流を独立的に印加する一方で電
圧検出電極対の少なくとも一部から電圧を検出するステップであって、電流が各電流注入
電極対に対して複数の電流周波数で印加される、ステップと、印加された電流及び検出さ
れた電圧から、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、表
面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、センサの下の組織領域についての含水量の表現
を表すステップと、を含み得る。
【００３５】
　他の例の被検体の上に配置された複数の電極を備えたセンサを用いて被検体の組織の含
水量を決定する方法は、組織領域に対して被検体の皮膚の上にセンサを配置するステップ
であって、センサが、センサの被検体に接触する表面に配置された一対の電流注入電極対
及び一対の電圧検出電極対を備えた複数の四点電極アレイの組み合わせを備える、ステッ
プと、四点電極アレイの少なくとも一部の電流注入電極対の間に電流を別々に印加する一
方で電圧検出電極対から電圧を検出するステップであって、電流が複数の電流周波数にお
いて電流注入電極対に印加されるステップと、印加された電流及び検出された電圧から、
周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、表面下抵抗率の相
対的空間変化に基づいて、センサの下の組織領域についての含水量の表現を表すステップ
と、を含む。
【００３６】
　電流を別々に印加することは、高周波数及び低周波数において四点電極アレイの少なく
とも一部の電流注入電極対の間に電流を印加することを含み得る。例えば、電流を別々に
印加することは、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数において四点電極アレイの少なくと
も一部の電流注入電極対の間に電流を印加し、略１００ｋＨｚよりも高い高周波数におい
て複数の電流を印加することを含み得る。一部バリエーションでは、電流を別々に印加す
ることが、略５０ｋＨｚ以下の低周波数において四点電極アレイの少なくとも一部の電流
注入電極対の間に電流を印加し、略２００ｋＨｚ以上の高周波数において複数の電流を印
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加することを備える。
【００３７】
　四点電極アレイの任意の組み合わせが選択され得る。四点電極アレイの一部バリエーシ
ョンでは、電流注入電極対は、電圧検出電極と直線状である（つまり、四つ全ての電極が
直線をなす）。一部バリエーションでは、電流注入電極は、電圧検出電極を囲む。異なる
四点電極アレイは、センサ上の他の四点電極アレイと最大３個の電極を共有し得る。複数
の四点電極アレイを含むセンサの例が本願で開示される。
【００３８】
　被検体の組織の水和度を決定するためのシステムは、センサ上の電流注入電極対の間に
おける複数の異なる周波数での電流の印加を制御すると共に、センサ上の電圧検出電極対
から結果としての電圧情報を受信するように構成されたコントローラと、コントローラと
通信する処理ユニットであって、印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメータ
に基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成された
処理ユニットと、表面下抵抗率の相対的空間変化から或るボリュームの被検体の組織につ
いての含水量の表現を出力するための出力部と、を含み得る。
【００３９】
　本願で開示されるシステム（デバイス又は装置としても構成され得る）はいずれも、複
数の電流注入電極及び電圧感知電極を含むセンサで使用されるように構成される。一部バ
リエーションでは、複数の電極がシステム内に含まれるが、それらの電極が、多様な異な
る電極である必要はない。電極（センサ）は、コントローラ及びプロセッサとは別々に提
供され得る。商業的には、システムがセンサとは別々に販売され得る一方、以下で詳細に
説明するように、センサ素子は追加捨て可能又は再利用可能となり得る。一部バリエーシ
ョンでは、システムは一つのセンサを含む。例えば、システムは、複数の電流注入電極対
及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを含み得て、コントローラが、電流注入電極対
の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御する。一部バリエーションでは、
システムは、複数の四点電極アレイを備えたセンサを含み、各アレイが、一対の電流注入
電極及び一対の電圧検出電極を備え、コントローラは、電流注入電極対の間において複数
の異なる周波数での電流の印加を制御する。一部バリエーションでは、システムは、複数
の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを含み、複数の電流注入電極
対及び複数の電圧検出電極対が直線状に配置されていて、コントローラが、電流注入電極
対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御する。一部バリエーションでは
、システムは、複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を有する接着性パッチセ
ンサを含み、コントローラが、電流注入電極対の間における複数の異なる周波数での電流
の印加を制御する。
【００４０】
　コントローラは、一般的に、電極に対する電流の印加を制御し、感知された電圧の取得
を調整する。例えば、コントローラは、略１００ｋＨｚよりも低い低周波数及び略１００
ｋＨｚよりも高い高周波数、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及び略２００ｋＨｚ以上の高周
波数等の低周波数及び高周波数で電流注入電極対の間における電流の印加を制御するよう
に構成され得る。
【００４１】
　処理ユニットは、一般的に、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定する
ように構成される。例えば、処理ユニットは、或るボリュームの被検体の組織に対する第
一印加電流周波数と第二印加電流周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）
の分布を（例えば、処理ロジックを適用することによって）決定するように構成され得る
。処理ユニットは、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生
成された値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆
問題を用いて、印加された電流及び結果としての電圧に基づき、組織領域についての表面
下抵抗率の空間分布を推定することによって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間
変化を決定するように構成され得る。
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【００４２】
　システムは、任意の適切な出力部を提供するように構成され得る。例えば、出力部は、
視覚的出力部（モニタ、スクリーン、プリンタ、ディスプレイ、ＬＥＤ等）、聴覚的出力
部（スピーカ、アラーム等）、電子出力部（無線、有線等）、又はこうした出力の組み合
わせであり得る。一般的に、出力部は、水和度の指標（例えば、含水量の指標）を備えた
センサの下の組織領域に対する水和度（及び／又は含水量）の表現を表すように構成され
得る。
【００４３】
　システムは、逐次的（例えば、異なる周波数において、及び／又は、電流注入電極及び
電圧感知電極の異なる電極組み合わせにおいて）に、又は、同時に、又はこれら二つの組
み合わせで、電流を印加して電圧をとるように構成され得る。例えば、コントローラは、
複数の異なる周波数での電流の印加が逐次的に行われるように、センサ上の電流注入電極
対の間における複数の異なる周波数での電流の印加を制御するように構成され得る。
【００４４】
　また、本願で開示されるのは、被検体の組織の水和度を決定するためのシステムであり
、そのシステムは、センサであって、該センサの被検体に接触する表面に配置された複数
の電極を備え、複数の電極から複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対が選択可
能である、センサと、複数の異なる電流周波数において電流注入電極対の間に電流を印加
するように構成されたエネルギー源と、センサ上の電流注入電極対に電流を印加するよう
にエネルギー源を駆動すると共に、センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情報
を受信するように構成されたコントローラと、印加された電流及び結果としての電圧の刺
激パラメータに基づいて、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するよう
に構成された処理ユニットと、を含み得る。
【００４５】
　上述のように、本館で開示されるシステムはいずれも、複数の四点電極アレイを有する
センサを含み得て（又は共に使用されるように構成され得て）、各アレイは、一対の電流
注入電極及び一対の電圧検出電極を備える。複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電
極対は一直線に沿って配置され得る。本願で開示されるセンサはいずれも接着性パッチセ
ンサとして構成され得る。例えば、接着剤は、皮膚と電極との間に配置される導電性材料
（例えば、導電性ゲル）であり得る。
【００４６】
　本願で開示されるシステムはいずれも、第一印加電流周波数と第二印加電流周波数との
間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定することによって、周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成され得る。例えば、処理ユニッ
トが、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値と
の間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて
、印加された電流及び検出された電圧に基づき、組織領域についての表面下抵抗率の空間
分布を推定することによって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定する
ように構成され得る。
【００４７】
　他の例の被検体の組織の水和度を決定するためのシステムは、複数の四点電極アレイを
備えたセンサであって、各四点電極アレイが一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極
を有し、四点電極アレイの電極が該センサの被検体に接触する表面に固定された関係で配
置されている、センサと、複数の異なる電流周波数において四点電極アレイの各々の電流
注入電極対の間に電流を印加するように構成されたエネルギー源と、少なくとも複数の四
点電極アレイの電流注入電極対に逐次的に電流を印加するようにエネルギー源を制御する
と共に、電圧検出電極から結果としての電圧情報を受信するように構成されたコントロー
ラと、コントローラと通信し、且つ、印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメ
ータに少なくとも部分的に基づいて周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定
するように構成された処理ユニットと、表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、セン
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サの下の組織領域についての含水量の表現を表すように構成された出力部と、を含む。
【００４８】
　本願で開示されるデバイス、方法及びシステムはいずれも、肺の湿潤度を検出及び／又
は監視するように構成され得る。例えば、本願で開示されるシステムは、肺の湿潤度を決
定、検出、監視、追跡、及び／又は処置するためのセンサを含む。特に、本願で開示され
るのは、肺の湿潤度に関する応用に具体的に構成されたシステム及びセンサである。
【００４９】
　例えば、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であり、その方
法は、
　近位から遠位までの活性領域に配置された複数の電極を備えたセンサを、被検体の背中
に、センサの近位から遠位までの軸が被検体の背中に沿って頭側から尾側に延伸するよう
に、配置するステップであって、センサの活性領域が被検体の脊椎の横に配置される、ス
テップと、印加された電流及び検出された電圧に基づいて、周波数に対する表面下抵抗率
の相対的空間変化を決定するようにセンサを用いるステップと、を含む。
【００５０】
　これらの方法はいずれも、センサが背中の長手方向に沿って延伸するように、被検体の
背中にセンサをコンフォーマルに一致させることを含み得る。センサを配置するステップ
は、被検体の背中の正中線から脊椎の横にずらしてセンサの活性領域を配置するステップ
を含み得る。例えば、センサを配置するステップは、被検体の背中の正中線から被検体の
脊椎の横に略１インチずらしてセンサの活性領域を配置するステップを備え得る。一部バ
リエーションでは、配置するステップは、被検体の背中に沿って、被検体の肩甲骨の頂部
と一直線状の領域から略８インチ以上にわたって尾側に延伸するようにセンサの活性領域
を配置するステップを含む。一部バリエーションでは、配置するステップは、被検体の肺
と一直線状の領域から被検体の背中に沿って、センサの活性領域の中心を配置するステッ
プを備える。追加的に（又は代替的に）、配置するステップは、被検体の背中の正中線か
ら略１インチずらして、センサの活性領域の側端を配置するステップを含み得る。例えば
、配置するステップは、センサの活性領域が被検体の背中の正中線から略１インチの箇所
から被検体の背中の正中線から略３インチの箇所まで横に延伸するように、センサを配置
するステップを含み得る。一部バリエーションでは、活性領域の各電極は、被検体の背中
の正中線から略１インチの箇所から被検体の背中の正中線から略３インチの箇所まで横に
延伸する。
【００５１】
　任意の適切なセンサを使用し得る。適切なセンサとして、電極の相対的位置を維持し、
被検体の背中との優れた皮膚接触を維持しながら、被検体の背中に沿って配置可能なもの
が挙げられる。例えば、センサは、活性領域を形成するように平行に配置され且つセンサ
の近位から遠位までの軸に対して横に向けられた複数の細長の電極を含み得る。配置する
ステップは、被検体の肩甲骨の頂部を略直線状にセンサの活性領域の近位部分を配置する
ステップを含み得る。一部バリエーションでは、配置するステップは、被検体の肺と略直
線状にセンサの中心部分を配置するステップを備える。
【００５２】
　一般的に、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化は、検出された値と、表面下
抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成された値との間の誤差を最少化することに
よって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題を用いて決定され得る。
【００５３】
　印加するステップは、少なくとも一部の電極対の間に複数の電流を印加するステップを
含み得て、電流が電極対に印加される一方で、他の電極対に対して電圧が検出され、複数
の電流周波数が印加される。
【００５４】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するようにセンサを用いるステッ
プは、高周波数及び低周波数における見掛け抵抗率の相対的パーセント差の空間分布を決
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定するステップを含み得る。
【００５５】
　これらの方法はいずれも、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて、
肺の湿潤度の表現を表すステップを含み得る。
【００５６】
　一部バリエーションでは、本方法は、肺の湿潤度の指標、又は他の肺の湿潤度を示すも
のを決定するステップを含み得る。例えば、本方法は、被検体の体の表面領域から被検体
の体の深部領域までの周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の傾斜を決定し、傾
斜に基づいて肺がドライであることを示す出力を提供するステップを含み得る。一般的に
、本方法は、傾斜が所定の閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示す出力を提
供するステップを含み得る。
【００５７】
　また、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であり、その方法
は、被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、被検体
の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定
するステップと、表面領域から深部領域までの被検体の背中の領域についての空間分布か
ら、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布の傾斜を決定するステップ
と、傾斜に基づいて、肺がドライであることを示すステップと、を備える。
【００５８】
　一般的に、示すステップは、傾斜が閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示
すステップを含み得る。例えば、示すステップは、傾斜が正である場合に肺がドライであ
ることを示すステップを備え得る。本方法は、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間
変化からの少なくとも一部の値の平均値を閾値と比較して、傾斜に基づいて肺がドライで
あるか又はウェットであるかを示すステップを含み得る。平均値を比較することは、セン
サの下の中心表面下領域からの周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳ
ＲＡＦ）からの平均値を閾値と比較することを含み得る。
【００５９】
　周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定するステップは、抵抗
率の相対的パーセント差の空間分布を決定するステップを備え得る。例えば、周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定するステップは、肩甲骨と脊椎との
間の被検体の背中の領域から、高周波数での見掛け抵抗率と低周波数での見掛け抵抗率と
の間の相対的パーセント差の空間分布を決定するステップを含み得る。
【００６０】
　上述のように、これらの方法はいずれも、電極を備えたセンサの活性領域が被検体の脊
椎の横において被検体の背中に沿って頭側から尾側に延伸するように、センサを被検体の
背中の上に配置するステップを含み得る。
【００６１】
　また、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であり、その方法
は、被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、被検体
の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定
するステップと、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化からの少なくとも一部の
値の平均値を閾値と比較して、比較に基づいて肺がドライであるか又はウェットであるか
を示すステップと、を備える。平均値を比較することは、センサの下の中心表面下領域か
らの周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳＲＡＦ）からの値の平均値
を閾値と比較することを備え得る。一部バリエーションでは、比較することは、その比較
に基づいて、及び、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化のピーク値の深度に基
づいて、肺がドライであるか又はウェットであるかを示すことを備える。
【００６２】
　また、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であり、その方法
は、被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、被検体
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の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定
するステップと、表面領域から深部領域までの被検体の背中の領域についての空間分布か
ら、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布の傾斜を決定するステップ
と、傾斜が正である場合に肺がドライであることを示すステップと、周波数に対する表面
下抵抗率の相対的空間変化からの少なくとも一部の値の平均値を閾値と比較して、比較に
基づいて、及び、傾斜に基づいて、肺がドライであるか又はウェットであるかを示すステ
ップと、を含む。例えば、平均値を比較することは、センサの下の中心表面下領域からの
周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳＲＡＦ）からの値の平均値を閾
値と比較することを備え得る。
【００６３】
　また、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法であり、その方法
は、被検体の背中の領域にセンサから複数の周波数で電流を印加するステップと、被検体
の背中の領域についての周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間分布を決定
するステップと、センサの下の中心表面下領域からの周波数に対する表面下抵抗率の相対
的空間変化の値の平均値を閾値と比較して、比較に基づいて、及び、周波数に対する表面
下抵抗率の相対的空間変化のピークの深度に基づいて、肺がドライであるか又はウェット
であるかを示すステップと、を備える。
【００６４】
　本願で説明される方法として、被検体の体内の肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法で
あって、複数の電極を備えたセンサを配置するステップであって、複数の電極から電流注
入電極対及び電圧検出電極対が選択可能である、ステップと、複数の異なる周波数で電流
注入電極対の少なくとも一部の間に電流を印加する一方で、電圧検出電極対から電圧を検
出するステップと、第一周波数及び第二周波数において印加された電流及び電圧を処理し
て、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、を備えた方法
が挙げられる。
【００６５】
　他の被検体の体内の肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法は、一直線状に配置された複
数の電極を備えたセンサを、被検体の背中に、複数の電極が被検体の背中の正中線から被
検体の脊椎の横にずれて被検体に背中に沿って頭側から尾側に延伸するように、配置する
ステップであって、電極が、電流注入電極対及び電圧検出電極対を各々備えた複数の四点
電極アレイの組み合わせを形成するように構成される、ステップと、異なる複数の四点電
極アレイの電流注入電極対の間に第一周波数の電流を印加する一方で、各アレイの電圧検
出電極対から電圧を検出するステップと、異なる複数の四点電極アレイの電流注入電極対
の間に第二周波数の電流を印加する一方で、各アレイの電圧検出電極対から電圧を検出す
るステップと、第一周波数及び第二周波数で印加された電流及び電圧を処理して、周波数
に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳＲＡＦ）を決定するステップと、周波
数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化に基づいて肺の湿潤度の表現を表すステップと
、を含む。
【００６６】
　本願で開示されるシステム、デバイス及び装置はいずれも、肺の湿潤度を決定するよう
にも構成され得る。例えば、本願で開示されるのは、肺の湿潤度を非侵襲的に決定するた
めのシステムであり、そのシステムは、センサ上の電流注入電極対の間における複数の異
なる周波数での電流の印加を制御し、センサ上の電圧検出電極対から結果としての電圧情
報を受信するように構成されたコントローラと、コントローラと通信し、且つ、印加され
た電流及び結果としての電圧のパラメータに少なくとも部分的に基づいて、周波数に対す
る表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成された処理ユニットと、表面下抵
抗率の相対的空間変化から、肺の湿潤度の表現を出力するための出力部と、を含む。
【００６７】
　本願で開示されるシステム及びデバイスについてはいずれも、そのシステムがセンサを
含んでもよく、又は、センサを含まないが、センサと共に動作するように構成されてもよ
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い。例えば、システムは、複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセン
サを含み得る。一部バリエーションでは、センサは、一対の電流注入電極及び一対の電圧
検出電極を各々備えた複数の四点電極アレイを備えたセンサを含み得る。システムは、複
数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対を備えたセンサを含み得て、それら複数の
電流注入電極対及び複数の電圧検出電極対がセンサの組織に接触する表面に沿って一直線
状に配置される。上述のように、センサは、複数の電流注入電極対及び複数の電圧検出電
極対を有する接着性パッチセンサとして構成され得る。
【００６８】
　これらシステム／デバイスはいずれも、コントローラが、被検体の組織に対する電流の
印加及び電圧の受信を制御し得る。例えば、コントローラは、例えば略１００ｋＨｚより
も低い低周波数及び略１００ｋＨｚよりも高い高周波数、略５０ｋＨｚ以下の低周波数及
び略２００ｋＨｚ以上の高周波数等の低周波数及び高周波数での電流注入電極対の間にお
ける電流の印加を制御するように構成され得る。
【００６９】
　処理ユニットは、或るボリュームの被検体の組織に対する第一印加電流周波数と第二印
加電流周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差（ＲＰＤ）の分布を決定することによ
って、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成され得る。処
理ユニットは、検出された値と、表面下抵抗率の変化を計算する順モデルによって生成さ
れた値との間の誤差を最少化することによって、表面下抵抗率の空間分布を求める逆問題
を用いて、印加された電流及び結果としての電圧に基づき、組織領域についての表面下抵
抗率の空間分布を推定することによって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化
を決定するように構成され得る。一部バリエーションでは、処理ユニットは、周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化から、肺の湿潤度の指標を決定するように構成され、
出力部は、肺の湿潤度の表現として肺の湿潤度の指標を出力するように構成される。
【００７０】
　他の例の肺の湿潤度を非侵襲的に決定するためのシステムは、センサ上の電流注入電極
対に対する複数の異なる周波数での電流の印加を制御すると共に、センサ上の電圧検出電
極対から結果としての電圧情報を受信するように構成されたコントローラと、印加された
電流及び結果としての電圧についての情報を処理して、異なる周波数における見掛け抵抗
率を計算し、異なる周波数に対して決定された見掛け抵抗率の相対的パーセント差を決定
するように構成された処理ユニットと、異なる周波数に対して決定された見掛け抵抗率の
相対的パーセント差に基づいて、肺の湿潤度の表現を表すように構成された出力部と、を
含み得る。上述のように、コントローラは、複数の異なる周波数における電流の逐次的印
加を制御するように構成され得る。
【００７１】
　本願において、“見掛け抵抗率（見掛け比抵抗）”は、組織の表面においてとられた又
は推定された抵抗率を含み得る。表面下抵抗率は、典型的に、組織内部の領域に対して推
定された抵抗率である。一般的に、本願において、抵抗率とは、特に断らない限りは、表
面下抵抗率のことを称する。
【００７２】
　センサを含むバリエーションでは、そのセンサは、平行に配置され且つセンサの近位か
ら遠位までの軸に対して横に配置された複数の細長の電極を含み得て、それら電極は、複
数の電圧検知電圧検出電極及び複数の電流印加電流注入電極を備える。
【００７３】
　出力部を含むバリエーションでは、そのシステムの出力部は、肺の湿潤度の指標を提供
するように構成され得る。一部バリエーションでは、出力部は、空間的抵抗率のマップ、
電極アレイの下の被検体組織の領域を表す相対的パーセント差のマップのいずれか又は両
方を提供するように構成される。
【００７４】
　処理ユニットは、見掛け抵抗率の相対的パーセント差の空間分布の傾斜を決定するよう
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に構成され得て、出力部は、傾斜に基づいて肺がドライであることを示すように構成され
る。システムは、傾斜が閾値よりも大きい場合に肺がドライであることを示すように構成
され得る。システムは、傾斜が正である場合に肺がドライであることを示すように構成さ
れ得る。
【００７５】
　上述のように、組織の水和度／湿潤度を決定するためのセンサも開示される。特に、肺
の湿潤度を決定するためのセンサが開示される。本センサは、本願において明示的に開示
されるもの以外のシステムと共にも使用可能であるが、本願で開示されるシステム／デバ
イス及び方法に対して特に有用である。
【００７６】
　センサの構成は、一般的に、適切な寸法（例えば、サイズ）刺激／検出電極を十分な数
で且つ所定の配置で含み得る。一部バリエーションでは、センサ（特に、本願で一般的に
開示されるセンサのうちの肺の湿潤度センサのバリエーション）は、全領域に沿った良好
な接触を維持しながら、被検体の背中の正中線からずれた領域に沿って頭側から尾側に延
伸するように構成される。例えば、センサは、近位から遠位までの軸に沿って延伸する柔
軟な支持裏地と、活性領域を形成するように平行に配置され且つ支持裏地の近位から遠位
までの軸に沿って横に配置された複数の細長の電極を含み得て、活性領域は、近位から遠
位までの軸に沿って略８インチから略１４インチの間で延伸し、各電極は、長さが略１．
５インチから略２．５インチの間であり、幅が略０．１インチから略０．５インチのもの
である。この構成は、肺の湿潤度を決定するための最適なバリエーションであり得る。
【００７７】
　数十の電極で構成されるセンサから、数千の四極アレイ（各アレイは二つの電流電極及
び二つの電圧測定電極で構成される）が可能となる。デバイスがセンサに接続されると、
デバイスは、そのセンサの中から、肺の湿潤度を決定するのに有利な四極アレイを選択す
ることができる。デバイスは、センサに接続されたプログラム可能ロジックを用い得て、
そのロジックから、デバイスが四極アレイの構成及び測定周波数を選択することができる
。四極アレイは、軟組織のＲＳＣＳＲＡＦを決定するのにデバイスが使用し得る。本願で
開示されるシステム、デバイス及び方法の多くは、センサが、背中の正中線からちょうど
ずれた背中の領域に適用され、これが肺の湿潤度を決定するのに特に有用となり得る。一
部バリエーションでは、センサ（又はセンサのバリエーション）は、体の他の領域に適用
され得る。例えば、一部バリエーションでは、センサは、腋窩中線に沿って配置され得る
（例えば、前腋窩線と後腋窩線との間の胴の冠状線、被検体の腋窩から尾側に延伸し得る
線に沿って）。センサを適用する際、センサは、良好な電気的接触を維持しながら、セン
サの先端が被検体の腋窩から可能な限り離れるように適用され得る。電極は、体の側部に
沿って下方に延伸し得る。一部バリエーションでは、背中の正中線からずれた領域を下っ
て用いるために本願で説明したものと同じ電極構成を、腋窩中線の配置においても用いる
ことができる。一部バリエーションでは、センサの修正バージョン（例えば、より少ない
数の電極、及び／又は、異なる寸法の電極を有する）を使用し得る。電極間隔は、等間隔
でもあり得るし、等間隔ではないこともある。腋窩中線に配置すること以外に関して、シ
ステム及び方法は、ＲＳＣＳＲＡＦの分布の決定等について同じものであり得る。
【００７８】
　センサは、接触を失わずに（例えば、皺が寄ること、曲がること、座屈、他の接触を失
うことなしで）、被検体の背中を下って延伸するように構成され得る。センサの全部又は
一部（特に、電極を含む活性領域）に対する接触の消失は、測定の不正確性をもたらし得
て、これは、回路及び分析ロジック等のシステムの他の側面によって補償可能であるが、
分析に必要な時間を増やし得て、又は制度を低下させ得る。従って、一般的に、センサは
、柔軟で薄くて、妥当な測定を行うには十分大きいものであるが全体的には小さな面積を
有し得る。このため、センサは、２．５インチ未満の幅を有し得る。一部バリエーション
では、活性領域が、柔軟な支持裏地全体にわたって実質的に広がり、座屈や幅の損失に繋
がり得る過度の支持裏地領域（特に活性領域の幅から横の領域）を制限する。支持裏地は
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、ポリエステル材料及び抗菌性酸化チタン材料（例えば、コーティング等）を備え得る。
更に、一部バリエーションでは、センサは、被検体の背中の輪郭にコンフォーマルに一致
可能であり、略５ミル未満の厚さを有する。
【００７９】
　一般的に、センサの活性領域は、略２０個以上の電極、略２５個以上の電極、略３１個
以上の電極等を含み得る。電流注入電極は各々、電流放出電極として構成され得て、電流
の印加専用の電流注入リードに接続され得る。感知電極は、電圧を感知するように構成さ
れ得て、その各々が、電圧を感知すること専用の感知リードに接続され得る。リードは、
典型的には、電流を印加する及び／又は電圧を感知する電極の表面と、システムの残りの
部分（プロセッサ等）との間の絶縁された接続部である。一部バリエーションでは、感知
電極及び電流注入電極は、センサ内の一番目の電極及び最後の電極（それぞれ近位端、遠
位端にある）を備えて、交互に配置される。一部バリエーションでは、任意の電極は、電
流駆動電極若しくは電圧感知電極のいずれかであり得て、又は、電流駆動電極及び電圧感
知電極の両方となり得る。
【００８０】
　一部バリエーションでは、センサは、活性領域の近位に延伸する近位グリップ領域と、
活性領域の遠位に延伸する遠位グリップ領域とを更に備える。グリップ領域は、特に電極
がセンサの幅全体にわたって横方向（近位／遠位軸に対して横）に広がる場合に有用とな
り得る。
【００８１】
　一部バリエーションでは、センサは、どのように解剖学的ランドマークに対して整列さ
せるのかを示し得る図面印刷層を備える。
【００８２】
　任意の適切な導電性材料をモチチエ、電極を形成することができ、銀／塩化銀が挙げら
れる。一部バリエーションでは、センサは、電極上に導電性ゲルを含む（又は、導電性ゲ
ルと相性がよい）。一部バリエーションでは、導電性ゲルは接着剤を含み得る。例えば、
一部バリエーションでは、ゲルがセンサを被検体に接着させる。
【００８３】
　本願で開示されるセンサはいずれも、使い捨て（一回だけの使用を含む）又は再利用可
能である。センサは、予め適用された導電性ゲルで密封され得る。センサ設計の他のバリ
エーションについては、以下で説明し例示する。
【００８４】
　例えば、本願で開示されるのは、非侵襲性肺湿潤度センサであって、近位から遠位まで
の軸に沿って延伸する支持裏地と、略１．５インチから略２．５インチの間の長さと、略
０．１インチから略０．５インチの間の幅とを各々有する複数の細長の電極と、を備え、
電極が、電極の長手方向を近位から遠位までの軸に対して垂直にして、支持裏地の被検体
に接触する表面に配置されていて、電極が、支持裏地の近位から遠位までの軸に平行に一
直線状に延伸して、近位から遠位までの軸に沿って略６インチから略１４インチの間で延
伸する活性領域を形成し、活性領域内の複数の電極が、複数の電流注入電極対及び複数の
電圧検出電極対を形成するように構成されている、センサである。
【００８５】
　支持裏地は、センサを操作した際に各電極の間の間隔が比較的固定されたままであるよ
うに、柔軟で比較的非弾性であり得る。一部バリエーションでは、支持裏地の厚さは略５
ミル未満である。例えば、支持裏地はポリエステル材料を備え得る。支持裏地の幅は略２
．５インチ未満であり得る。支持裏地は、ポリエステル材料及び抗菌性酸化チタン材料を
備え得る。
【００８６】
　一部バリエーションでは、センサは導電性ヒドロゲルを含む。ヒドロゲルには、接着剤
（導電性であり得る）が含まれ得る。
【００８７】
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　任意の適切な数（例えば、＞５）の電極を使用し得る。例えば、センサを形成する複数
の電極は、６個よりも多くの電極、１０個よりも多くの電極、２５個よりも多くの電極を
備え得る。
【００８８】
　一部バリエーションでは、電極は、支持裏地上で矩形の形状を有する。また、センサは
、センサは、支持裏地の一方の側からのみ延伸する複数のリードを含み得る。近位グリッ
プは、活性領域の近位に延伸し得て、遠位グリップはセンサの活性領域の遠位に延伸し得
る。活性領域は、柔軟な支持裏地の幅全体にわたって実質的に延伸し得る。一部バリエー
ションでは、電極は銀／塩化銀電極を備える。一部バリエーションでは、センサは略５ミ
ル未満の厚さを有する。電極は、活性領域の近位から遠位までの長手方向を下って中心状
に略０．２から０．５インチの間の固定距離で離隔され得る。電流注入電極及び電圧検出
電極は、活性領域の近位から遠位までの長手方向に沿って交互に配置され得る。一部バリ
エーションでは、いずれの電極も、電流注入電極及び電圧検出電極の両方となり得る。
【００８９】
　他の例の非侵襲性肺湿潤度センサは、近位から遠位までの軸に沿って延伸する柔軟且つ
非弾性の支持裏地と、略１．５インチから略２．５インチの間の長さと略０．１インチか
ら略０．５インチの間の幅とを各々有する６個以上の複数の細長の電極であって、電極が
、電極の長手方向を近位から遠位までの軸に対して垂直にして、支持裏地の被検体に接触
する表面に配置されていて、電極が、支持裏地の近位から遠位までの軸に平行に一直線状
に延伸して、近位から遠位までの軸に沿って略６インチから略１４インチの間で延伸する
活性領域を形成する、６個以上の複数の細長の電極と、被検体の背中にセンサを固定する
ように構成された、被検体に接触する表面上の接着性且つ導電性のヒドロゲルと、を含む
。ヒドロゲルは、センサの被検体に接触する表面全体に広がり得て、従って、一部実施形
態では、センサは、追加的な接着性ガスケットを含まない。
【００９０】
　上述のように、支持裏地は、センサを略２ポンド未満の力の張力下に置いた際に各電極
間の間隔が比較的固定されたままであるのに十分柔軟且つ非弾性であり得る。支持裏地の
厚さが略５ミル未満であり得る。支持裏地がポリエステル材料を備え得る。支持裏地の幅
が２．５インチ未満であり得る。支持裏地が抗菌性酸化チタン材料を備え得る。
【００９１】
　他のバリエーションの非侵襲性肺湿潤度センサは、近位から遠位までの軸に沿って延伸
する、厚さ略５ミル未満の柔軟且つ非弾性の支持裏地と、略１．５インチから略２．５イ
ンチの間の長さと略０．１インチから略０．５インチの間の幅とを各々有する６個以上の
複数の細長の電極であって、電極が、電極の長手方向を近位から遠位までの軸に対して垂
直にして、支持裏地の被検体に接触する表面に配置されていて、電極が、支持裏地の近位
から遠位までの軸に平行に一直線状に延伸して、近位から遠位までの軸に沿って略６イン
チから略１４インチの間で延伸する活性領域を形成する、６個以上の複数の細長の電極と
、被検体の背中にセンサを固定するように構成されていて、被検体に接触する表面上にお
いて活性領域全体にわたって広がっている接着性且つ導電性のヒドロゲルと、支持裏地の
少なくとも一部の上の抗菌性酸化チタンコーティングと、複数のリードと、を含み、各電
極が、支持裏地の第一の側から延伸するリードに接続される。
【００９２】
　また、本願で開示されるのは、被検体の背中に沿って頭側から尾側までの正中線からず
れた軸に沿った最適なセンサ配置を含む最適な四極アレイ及びデバイスを使用するための
方法及びシステムである。
【００９３】
　例えば、一般的には、電圧感知電極／電流注入電極を備えたセンサが、被検体の体の特
定の領域に適用され、上述のパッチ構成がこの体の領域での使用のために最適化され得る
。また、センサは、例えば、被検体の体の上におけるセンサの適切な配置を指示する、示
す、又は確かめるための指示、図形、又は他の指標も含み得る。被検体の体の上における
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適切な配置としては、典型的に、被検体の体の正中線からちょうどずれて（例えば、被検
体の脊椎の右又は左に）、被検体の背中の頭側から尾側までの軸を下る配置が挙げられる
。この構成は、脊椎と肩甲骨の間の被検体の肺の領域に十分到達する深度に至るまで電気
信号が体内に侵入することを可能にし得る。
【００９４】
　例えば、本願で開示されるのは、被検体の体内で決定することによって肺の湿潤度を非
侵襲的に決定するようにセンサを適用する方法である。一般的に、センサは、本願で開示
されるいずれかの複数の電極であり得て、活性領域を形成するように平行に配置され且つ
近位から遠位までの軸に対して横に配置された細長の電極を備える。この方法は、センサ
の近位から遠位までの軸が被検体の背中に沿って頭側から尾側まで延伸するように、セン
サを被検体の背中に配置するステップを含み得て、センサの活性領域は、被検体の脊椎に
対して横に被検体の背中の正中線からずれて配置され、センサの中心部が肺と略一直線状
であり、また、複数の周波数で少なくとも一部の電極から複数の電流を印加して、アレイ
中の少なくとも一部の電極から電圧を検出するステップと、印加された電流、検出された
電圧、順モデル化、及び逆問題を解くことに基づいて、ＲＳＣＳＲＡＦを計算するステッ
プも含み得る。
【００９５】
　また、本願で開示されるのは、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣ
ＳＲＡＦ）の収集されたデータの分析を、ＲＳＣＳＲＡＦの正確で確実な解釈を可能にす
る正規化を行う相対的方法を適用することによって行うことであり、上述の肺の湿潤度を
決定するための多様な方法についての方法及びシステムが含まれる。
【００９６】
　また、本願で開示されるのは、一以上の被検体の肺の湿潤度を正確に診断、監視、処置
、追跡、又は識別するためにＲＳＣＳＲＡＦを解釈するための多様な方法の使用である。
特に、本願で開示される方法（及び、その方法を実施するように具体的に構成された、又
はその実施を可能にするように構成されたシステム）は、他の臨床症状が無い場合であっ
ても、被検体が肺の湿潤状態にあるのかどうかを決定する方法を含む。
【００９７】
　一般的に、本願で開示されるシステム及び方法は、正規化されたＲＳＣＳＲＡＦから肺
の湿潤度を決定するたまえに一つ又は複数のプロセス又は試験を実施し得る。一部バリエ
ーションでは、その方法及びシステムは、肺の湿潤度を決定するために逐次的なプロセス
又は試験を適用し得る。
【００９８】
　例えば、本願で開示されるのは、被検体の体内のＲＳＣＳＲＡＦの分布を決定すること
によって、肺の湿潤度を非侵襲的に決定する方法である。一部バリエーションでは、その
方法は、高周波数及び低周波数における抵抗率の相対的パーセント差の空間分布を決定す
るステップと、体の表面領域から体の深部領域まで延伸する空間分布から相対的パーセン
ト差の傾斜を決定するステップと、傾斜が正である場合に肺がドライであることを示す出
力を提供するステップと、を含む。
【００９９】
　一般的に、ＲＳＣＳＲＡＦを決定するステップは、肩甲骨と脊椎の間の被検体の背中の
領域から高周波数及び低周波数における空間的表面下抵抗率を決定するステップを備え得
る。例えば、本方法は、パッチの活性領域に配置された複数の電極を備えたセンサを、被
検体の背中に、その活性領域が被検体の背中の正中線から被検体の脊椎の横にずれて被検
体の背中に沿って頭側から尾側まで延伸するように、配置するステップを含み得る。また
、本方法は、一般的に、高周波数及び低周波数において複数の電極から複数の電流を印加
するステップ、高周波数及び低周波数についてアレイ内の電極の少なくとも一部から電圧
を検出するステップも含み得る。これらの電圧を用いて、センサの下の被検体の領域（例
えば、背中から肺まで）に対して低周波数及び高周波数でＲＳＣＳＲＡＦを決定し得る。
従って、本方法は、高周波数及び低周波数についての印加された電流及び検出された電圧



(34) JP 2015-512658 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

に基づいて、ＲＳＣＳＲＡＦを計算するステップを含み得る。
【０１００】
　また、本方法は、ＲＳＣＳＲＡＦの領域からの平均値を閾値と比較するステップも含み
得て、傾斜が負であることが、肺がドライ又はウェットであることを示す出力を提供する
。本願で開示されるいずれのバリエーションにおいても、ＲＳＣＳＲＡＦの和を、平均値
の代わりに用いることができる。
【０１０１】
　また、本方法は、ＲＳＣＳＲＡＦの領域からの平均値を閾値と比較するステップも含み
得る。本願で開示されるいずれのバリエーションにおいても、ＲＳＣＳＲＡＦの和を、平
均値の代わりに用いることができる。
【０１０２】
　一般的に、これらの方法によって実施されるステップは、肺の湿潤度を決定するための
システムのプロセッサによって行われ得る。本願で開示されるプロセッサは、本願で開示
されるステップ、方法、及び計算のいずれかを行うためのロジック（ソフトウェア、ハー
ドウェア、ファームウェア等）を含み得る。例えば、本願で開示されるシステムはいずれ
も、センサ（例えば、適用電極）から電気的情報（例えば、電圧、電流等）を受信して、
ＲＳＣＳＲＡＦの分布を決定するように構成されたプロセッサを含み得る。また、そのプ
ロセッサ（又は他のプロセッサ）は、ＲＳＣＳＲＡＦから幾何学的形状に関わらず導出さ
れた値（例えば、相対的パーセント差、位相角度等）の分布を決定するようにロジックを
適用するようにも構成され得る。また、システムは、導出された値に基づいて、組織（例
えば肺）の湿潤度を決定するように構成されたロジック（例えば、モジュール、プログラ
ム等）も含み得る。
【０１０３】
　被検体の体内のＲＳＣＳＲＡＦの分布を決定することによって肺の湿潤度を非侵襲的に
決定する方法の他のバリエーションでは、その方法は、高周波数及び低周波数におけるＲ
ＳＣＳＲＡＦの空間分布を決定するステップと、その空間分布の或る領域からＲＳＣＳＲ
ＡＦの平均値を決定するステップと、平均値を閾値と比較するステップと、平均ＲＳＣＳ
ＲＡＦと閾値の間の比較に基づいて、肺がドライであるかウェットであるかを示す出力を
提供するステップとを含む。平均値を決定するステップは、ＲＳＣＳＲＡＦの空間分布の
中心領域から平均値を決定するステップを含み得る。平均値を閾値と比較するステップは
、平均値を経験的に決定された閾値を比較するステップを含み得て、一部バリエーション
では、その閾値は略１５である。
【０１０４】
　また、本方法は、体の浅い部分（例えば、皮膚、筋肉等）から体の深部領域（例えば、
肺）まで延伸する領域に対する空間分布からＲＳＣＳＲＡＦの傾斜を決定するステップと
、その傾斜が正である場合に肺がドライであることを示す出力を提供するステップも含み
得る。
【０１０５】
　上述のように、空間分布を決定するステップは、肩甲骨と脊椎との間の被検体の背中の
領域から、高周波数及び低周波数の間の表面下抵抗率の相対的空間変化の分布を決定する
ステップを備え得る。例えば、本方法は、センサの活性領域に配置された電極アレイを備
えたセンサを、被検体の背中に、その活性領域が被検体の背中の正中線から被検体の脊椎
の横にずれて被検体の背中に沿って頭側から尾側に延伸するように、配置するステップを
含み得る。また、本方法は、高周波数及び低周波数において複数の電極から複数の電流を
印加して、センサ上の少なくとも一部の電極から電圧を検出するステップも含み得る。抵
抗率は、高周波数及び低周波数について印加された電流及び検出された電圧に基づいて、
計算され得る。
【０１０６】
　また、本願で開示されるのは、被検体の体内のＲＳＣＳＲＡＦの分布を決定することに
よって、肺の湿潤度を非侵襲的に決定するためのシステムである。一部バリエーションで
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は、そのシステムは、活性領域を形成するように平行に配置され且つセンサの近位から遠
位までの軸に対して横に配置された複数の細長の電極を備えたセンサであって、複数の電
圧感知電極及び複数の電流印加駆動電極を備えたセンサと、複数の周波数においてセンサ
上の少なくとも一部の駆動電極から複数の電流を印加するように構成されたコントローラ
と、多数の電極から電圧情報を受信して、印加された電流に基づいて見掛け抵抗率を計算
するように構成されたプロセッサと、を備え、そのコントローラは、高周波数及び低周波
数でＲＳＣＳＲＡＦを決定するように更に構成される。一部バリエーションでは、本シス
テムは、ＲＳＣＳＲＡＦから抽出された肺の湿潤度の指標を提供するように構成された出
力部も含む。例えば、本システムは、空間的ＲＳＣＳＲＡＦのマップ、及び／又は、セン
サの下の被検体の組織の領域を表す相対的パーセント差を提供するように構成された出力
部を含み得る。
【０１０７】
　また、本願で開示されるのは、組織の湿潤度／水和度（肺の湿潤度を含む）を決定する
のにセンサ内のどの四極アレイを使用するのかを選択するための方法、デバイス及びシス
テムである。四極アレイを見掛け抵抗率を測定するのに用いる場合、それは、電気抵抗率
アレイと称される。異なる複数の電気抵抗率アレイが、組織の湿潤度を決定するためのよ
り良い信号を提供し得て、全ての可能なアレイのサブセットを用いることによって、組織
の湿潤度に対する推定の質及び感度が増強され得る。また、組織の湿潤度を決定するのに
、全ての可能な電気抵抗率アレイを使用しなければならない訳ではない。
【０１０８】
　例えば、本願で開示されるのは、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定
するために用いられる電気抵抗率アレイのサブセットをセンサ内の複数の電極の中から決
定する方法である。本方法は、少なくとも一部の電極が被検体の皮膚に接触するように、
センサを被検体に配置するステップと、一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電極を各
々備えた複数の電気抵抗率アレイを点数付け（例えば、格付け、等級付け等）するステッ
プと、点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を
印加して電圧を記録するステップと、を含み得る。
【０１０９】
　一般的に、点数付けするステップは、電気抵抗率アレイ内の電極に対する信号誤差を推
定すること、及び、電気抵抗率アレイに対する調査深度を推定することによって、電気抵
抗率アレイに対する点数を決定するステップを備え得る。例えば、点数付けするステップ
は、電気抵抗率アレイに対する信号深度及び調査深度のうちの一つ以上を推定することに
よって、電気抵抗率アレイに対する点数を決定するステップを備え得る。点数付けするス
テップは、電気抵抗率アレイに対する配置誤差、電圧誤差、電流誤差、及び調査深度のう
ちの一つ以上に対して点数を決定するステップを備え得る。一部バリエーションでは、点
数付けするステップは、二つ以上の推定値を組み合わせて、電気抵抗率アレイに対する点
数を形成するステップを備え、推定値が、電気抵抗率アレイに対する配置誤差、電圧誤差
、電流誤差、及び調査深度から成る群から選択される。一部バリエーションでは、点数付
けするステップは、二つ以上の推定値を組み合わせる前に、二つ以上の推定値の各々を重
み付けするステップを備える。
【０１１０】
　点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を印加
して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの間で点数を比較して、所定の値の範
囲内に点数がある電気抵抗率アレイのみを用いるステップを含み得る。一部バリエーショ
ンでは、点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流
を印加して電圧を記録するステップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最高の点
数を有する所定の数の電気抵抗率アレイを用いるステップを備える。点数に基づいて選択
基準に合致する電気抵抗率アレイのみを用いて被検体に電流を印加して電圧を記録するス
テップが、電気抵抗率アレイの点数を格付けして、最低の点数を有する所定の数の電気抵
抗率アレイを用いるステップを備え得る。
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【０１１１】
　他のバリエーションでは、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するた
めに用いられる電気抵抗率アレイのサブセットをセンサ内の複数の電極の中から決定する
方法は、被検体に電極を配置するステップと、一対の電流注入電極及び一対の電圧検出電
極を各々備えた複数の電気抵抗率アレイを点数付けするステップであって、点数が、電気
抵抗率アレイ内の電極に対する信号誤差の推定値と、電気抵抗率アレイに対する調査深度
の推定値とを備える、ステップと、点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイ
のみを用いて被検体に電流を印加して電圧を記録するステップと、選択基準に合致する電
気抵抗率アレイのみからの印加された電極及び結果としての電圧を用いて、周波数に対す
る表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するステップと、を含み得る。
【０１１２】
　また、開示されるのは、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するため
のセンサ内の複数の電極からの電気抵抗率アレイのサブセットを用いて被検体の組織の水
和状態を決定するためのシステムであり、そのようなシステムは、一対の電流注入電極及
び一対の電圧検出電極を各々備えた電気抵抗率アレイを点数付けするように構成された電
気抵抗率アレイ選択器と、電流注入電極の対の間に複数の異なる周波数で電流を印加する
と共に、点数に基づいて選択基準に合致する電気抵抗率アレイの電圧検出電極の対から結
果としての電圧情報を受信するように構成されたコントローラと、コントローラと通信し
、且つ、印加された電流及び結果としての電圧の刺激パラメータに基づいて、周波数に対
する表面下抵抗率の相対的空間変化を決定するように構成された処理ユニットと、表面下
抵抗率の相対的空間変化から、或るボリュームの被検体の組織についての含水量の表現を
出力するための出力部と、を含み得る。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１Ａ】一対の肺を示し、一部内部構造と肺の周囲の構造が示されている。
【図１Ｂ】使用可能な電気抵抗率アレイの四つのバリエーションを示す。
【図１Ｃ】点電極を用いた３６個のウェンナー・シュランベルジェ型電気抵抗率アレイを
矩形電極を用いた測定値と比較するグラフである。
【図１Ｄ】線電荷電極モデルを用いた３６個のウェンナー・シュランベルジェ型電気抵抗
率アレイを矩形電極を用いた測定値と比較するグラフである（図１Ｃと対照的である）。
【図１Ｅ】本願で開示される多数のデバイス、システム及び方法を試験するのに使用可能
な生理食塩水タンクモデルの図である。
【図１Ｆ】予備データからモデル化されたウェンナー電極アレイに対する表であり、値が
妥当な測定誤差以内で予測可能であることを示している。
【図２Ａ】被検体の背中の上の電極又はセンサの位置について考えられる配置を示す。
【図２Ｂ】肩甲骨と肺との間の関係を示す。
【図２Ｃ】本願で開示される肺の湿潤度を測定するためのシステムの一例である。
【図３Ａ】本願で開示される電極アレイの一例を示す。
【図３Ｂ】本願で開示される電極アレイの他のバリエーションの概略図である。
【図３Ｃ】試験対象（例えば、ジャガイモ）の抵抗率の周波数応答を示す。
【図３Ｄ】生理食塩水のタンク内の左の位置の試験対象（ジャガイモ）のＲＳＣＳＲＡＦ
のヒートマップを示す。
【図３Ｅ】生理食塩水のタンク内の中央の位置の試験対象（ジャガイモ）のＲＳＣＳＲＡ
Ｆのヒートマップを示す。
【図３Ｆ】生理食塩水のタンク内の右の位置の試験対象（ジャガイモ）のＲＳＣＳＲＡＦ
のヒートマップを示す。
【図３Ｇ】他の生体モデル（ジャガイモ及びプラスチックで形成された“肋骨”）のＲＳ
ＣＳＲＡＦを示す他の例示的なヒートマップを示す。
【図４】本願で開示されるシステムの一バリエーションの概略図である。
【図５】ＲＳＣＳＲＡＦを用いて電極アレイの下の体の領域の抵抗率の空間的関係を決定
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する方法の一例である。
【図６Ａ】生理食塩水のタンクを用いた対照用の抵抗率の空間マップを示す。
【図６Ｂ】生理食塩水のタンクを用いた対照用のＲＰＤの空間マップを示す。
【図７Ａ】生理食塩水タンク内に保持された試験対象を用いた試験の場合の抵抗率の空間
マップを示す。
【図７Ｂ】生理食塩水タンク内に保持された試験対象を用いた試験の場合のＲＰＤの空間
マップを示す。
【図８Ａ】図８Ａ及び図８Ｂは、試験対象を含む試験タンクを用いた電極アレイの下の擬
似セクションの計算された見掛け抵抗率（図８Ａ）を例示する。このデータは、順問題及
び逆問題を解いて、図８Ｃに示されるような抵抗率の空間マップ及び図８Ｂに示される見
掛け抵抗率のグラフを発生させるために生成されて用いられる。抵抗率マップ（図８Ｃ）
は、異なる周波数における第二マップと組み合わせられて、ＲＰＤマップを生成し得る。
【図８Ｂ】図８Ａ及び図８Ｂは、試験対象を含む試験タンクを用いた電極アレイの下の擬
似セクションの計算された見掛け抵抗率（図８Ａ）を例示する。このデータは、順問題及
び逆問題を解いて、図８Ｃに示されるような抵抗率の空間マップ及び図８Ｂに示される見
掛け抵抗率のグラフを発生させるために生成されて用いられる。抵抗率マップ（図８Ｃ）
は、異なる周波数における第二マップと組み合わせられて、ＲＰＤマップを生成し得る。
【図８Ｃ】図８Ａ及び図８Ｂは、試験対象を含む試験タンクを用いた電極アレイの下の擬
似セクションの計算された見掛け抵抗率（図８Ａ）を例示する。このデータは、順問題及
び逆問題を解いて、図８Ｃに示されるような抵抗率の空間マップ及び図８Ｂに示される見
掛け抵抗率のグラフを発生させるために生成されて用いられる。抵抗率マップ（図８Ｃ）
は、異なる周波数における第二マップと組み合わせられて、ＲＰＤマップを生成し得る。
【図９Ａ】図９Ａ及ぶ図９Ｂは、電極の下の擬似セクションにおける他の計算された見掛
け抵抗率（図９Ａ）及びＲＰＤを示す。試験対象は、図８Ａ～図８Ｂと同じ試験対象を含
むが、第二（有機）試験物質によって電極アレイから離隔されている。図９Ｂは、見掛け
抵抗率の空間マップを示す。図９Ｃは、図８Ｃに示されるマップと同様の抵抗率マップを
示す。
【図９Ｂ】図９Ａ及ぶ図９Ｂは、電極の下の擬似セクションにおける他の計算された見掛
け抵抗率（図９Ａ）及びＲＰＤを示す。試験対象は、図８Ａ～図８Ｂと同じ試験対象を含
むが、第二（有機）試験物質によって電極アレイから離隔されている。図９Ｂは、見掛け
抵抗率の空間マップを示す。図９Ｃは、図８Ｃに示されるマップと同様の抵抗率マップを
示す。
【図９Ｃ】図９Ａ及ぶ図９Ｂは、電極の下の擬似セクションにおける他の計算された見掛
け抵抗率（図９Ａ）及びＲＰＤを示す。試験対象は、図８Ａ～図８Ｂと同じ試験対象を含
むが、第二（有機）試験物質によって電極アレイから離隔されている。図９Ｂは、見掛け
抵抗率の空間マップを示す。図９Ｃは、図８Ｃに示されるマップと同様の抵抗率マップを
示す。
【図１０】低周波数から高周波数までの印加電流での水の周波数応答（上線）を生体物質
（下線）と比較して示す。
【図１１】深度と共に抵抗率が変化している表面上の例示的なパッチ電極に対する等電位
線及び電流経路の分布を示す理論モデルを例示する。測定を行うのに用いられる電流量は
、被検体／患者に対して微弱である。
【図１２】異なる深度で抵抗率を検出するために駆動電流及び検出（感知）電圧を印加す
るための方法の一バリエーションを概略的に示す。この例では、略１００の電流駆動対（
電流注入）及び略２５０の電圧感知測定が存在している。浅部感度測定及び深部感度測定
を組み合わせることによって、対象の深度を推測することができる。電圧が電流駆動対の
近くで測定される場合に、浅部感度を得ることができる。電圧が電流駆動対の遠くで測定
される場合に、深部感度を得ることができる。。略１００の電流注入対及び２５０の電圧
感知測定がこの例では用いられている。浅部感度測定及び深部感度測定を組み合わせるこ
とによって、対象の深度を推測することができる。
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【図１３】電極アレイの下の表面下領域に対する抵抗率の空間分布の決定（“表面下の撮
像”）を概略的に示す。表面下の抵抗率を知ることで、表面に対する電圧の計算が可能に
なる。表面での電圧測定に一致するように表面下の抵抗率を最適化することによって、画
像を生成することができる。センサの下のボリュームを、多様な表面下層（ボリューム）
で分割して、センサの電極の下のメッシュ要素（グリッド）で表すことができる。
【図１４】相対的パーセント差を決定することによって図１３に示されるような抵抗率を
正規化する一方法を示す。
【図１４Ｃｏｎｔ１】相対的パーセント差を決定することによって図１３に示されるよう
な抵抗率を正規化する一方法を示す。
【図１４Ｃｏｎｔ２】相対的パーセント差を決定することによって図１３に示されるよう
な抵抗率を正規化する一方法を示す。
【図１５】生理食塩水環境内の試験生体物質の相対的パーセント差を決定する例示的なシ
ステムの概略図及び結果としての空間分布である。生理食塩水は、二つの周波数の間での
抵抗率の小さな相対的パーセント差を有する（１５０１）。細胞構造が含まれると、二つ
の周波数の間での抵抗率の相対的パーセント差が高くなる（１５０５）。
【図１６Ａ】パッチ電極アレイの下の健常な被検体の領域に対する低周波数（例えば、２
０ｋＨｚ）及び高周波数（例えば、２００ｋＨｚ）の間での抵抗率の相対的パーセント差
の空間分布の一例を示す。
【図１６Ｂ】浮腫性被検体に対してのみとられた図１６Ａに示されるものと同様の相対的
パーセント差の空間分布の一例を示す。
【図１７Ａ】図１６Ａ及び図１６Ｂに示されるような相対的パーセント差の空間分布（周
波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化のサブセット）を用いて、肺がウェットであ
るかドライであるかを決定する多様な方法を示す。
【図１７Ｂ】図１６Ａ及び図１６Ｂに示されるような相対的パーセント差の空間分布（周
波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化のサブセット）を用いて、肺がウェットであ
るかドライであるかを決定する多様な方法を示す。
【図１８Ａ】ウェットな肺を有さない被検体からの相対的パーセント差の空間分布の他の
例を示す（相対的表面下抵抗率の空間分布から情報を抽出する中心領域勾配法を示す）。
【図１８Ｂ】図１８Ａに示される例示的なデータを用いて肺がウェットであるかドライで
あるかを決定するための試験を示す。
【図１９】各被検体に対する相対的パーセント差の空間分布の中心領域の平均値を用いて
、ドライな肺を有するスクリーニングされた健常な被検体（丸）と、ウェットな肺を有す
る浮腫性被検体（四角）とに適用された、肺がウェットであるかドライであるかを決定す
るための方法の例を与える二つの尺度を示す。
【図２０】各被検体に対する相対的パーセント差の空間分布の中心領域の平均値を用いて
本願で開示されるように監視される四被検体に対する臨床的進行の測定を示す。
【図２１】単一のポール・ポールアレイを示す。
【図２２Ａ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ａ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｂ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｂ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｃ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
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子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｃ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｄ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｄ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｅ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｅ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｆ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｆ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｇ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｇ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｈ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｈ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｉ１】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｉ２】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因
子が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示
す。
【図２２Ｊ】（１）相対的％深度の変動が３％未満であること、及び（２）線電荷Ｋ因子
が、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく変化しないことを満たすＤＣＩを示す表２を示す
。
【図２３】調査深度の偏差の閾値よりも上（Δｍ／ｍ＜２０％）及び電圧降下の閾値より
も上（ΔＶ＞５ｍＶ）のサブアレイについて、サブアレイの数・対・調査深度（ＤＯＩ）
の分布を示すグラフを例示する。
【図２４】センサからどの電極アレイを使用するのか決定する方法の一バリエーションを
示す。
【発明を実施するための形態】



(40) JP 2015-512658 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

【０１１４】
　本願に記載されるデバイス、システム及び方法は、体型（例えば、被検体の骨格、胸部
形状）にほとんど左右されない軟組織の水和度（ハイドレーション，ｈｙｄｒａｔｉｏｎ
）の一つ以上の尺度を非侵襲的に決定することができる。本方法、システム及びデバイス
は、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化（ＲＳＣＳＲＡＦ，ｒｅｌａｔｉｖｅ
　ｓｐａｔｉａｌ　ｃｈａｎｇｅ　ｉｎ　ｓｕｂｓｕｒｆａｃｅ　ｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔ
ｉｅｓ　ａｃｒｏｓｓ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ）を用いる。ＲＳＣＳＲＡＦは、被検体
の胴の外形が示す絶縁境界条件を無効にするように、被検体の内部において取られ得る。
軟組織の水和度の複数の測定基準が、ＲＳＣＳＲＡＦによって決定され得る。
【０１１５】
　多様な体型（例えば、骨格、胸部形状）の被検体に対して軟組織の水和の尺度を提供す
るため、本システム、デバイス及び方法は、見掛け抵抗率に対する解剖学的形状の変化を
補償する。被検体の胴の外形及び非導電性組織が、一般的に、絶縁境界条件を表す。骨等
の組織構造は、筋肉と比較すると絶縁体であるとみなされる。絶縁境界条件が電流線の方
向、従って電場に影響を与えることは良く知られている。その境界は、電極が境界に近づ
くと、電流線及び電場により大きな影響を有する。
【０１１６】
　胴に対して取られる見掛け測定率測定について、下方の組織に対する感度を提供するよ
うに選択された間隔で電極アレイ（センサ）を用いると、胴の有限の境界条件を考慮しな
ければならない。有限の境界条件が考慮されない又は正確でないと、電気抵抗率トモグラ
フィによって導出された空間的抵抗率の値は不正確となる（電気インピーダンストモグラ
フィについても知られている）。
【０１１７】
　人間の胴の形状は人によって大きく異なるので、胴の境界の形状を電気抵抗率トモグラ
フィの計算に組み込もうとすると問題が生じる。境界を電気抵抗率の問題に組み込むため
に、人間の胴のモデルを構築する。境界モデルは、人間の胴のものと同様の基本的寸法を
備えた楕円であり得て、又は、他の撮像モダリティからモデルが取り込まれ得る。しかし
ながら、こうした方法は、誤差を生じ易く、外部ツールを必要とし、測定に時間がかかる
。そのモデルがどのようなものであれ、実際の被検体に対するモデルの不完全なフィッテ
ィングが、順問題の境界に対する誤差を生じさせて、逆問題法を用いて見つけられる空間
的抵抗率に誤差を伝える。
【０１１８】
　以下で詳細に説明するように、電極アレイは、典型的に四つの電極で構成され得て、二
つの電極が、電流を測定するのに用いられ、二つの電極が差動電圧を測定するのに用いら
れる。被検体に適用されるセンサは、多数の固定間隔の電極を含み、これから、数千の電
極アレイとして構成可能である。四極アレイを用いて、見掛け抵抗率を測定する場合、そ
れを、電気抵抗率アレイと称する。複数の異なる電気抵抗率アレイが、組織の湿潤度を決
定するためのより良い信号を提供し得て、全ての利用可能なアレイのサブセットを用いる
ことによって、組織の湿潤度に対する推定の質及び感度が増強され得る。電極は、印加用
／電流の感知用／組織の湿潤度を推定するための電圧用の電極のサブセットを構成する電
気抵抗率アレイに分けられる。適切なセンサの構造及び機能（及び電気抵抗率アレイの構
成）を理解するため、電流及び作動電圧を測定するために使用可能な四つの電極からなる
電気抵抗率アレイを備えた例示的なセンサについて検討する。一般的に、電気抵抗率アレ
イのタイプとして、ウェンナー・シュランベルジェ（Ｗｅｎｎｅｒ　－　Ｓｃｈｌｕｍｂ
ｅｒｇｅｒ）型、ダイポール・ダイポール（Ｄｉｐｏｌｅ‐Ｄｉｐｏｌｅ）型、勾配（Ｇ
ｒａｄｉｅｎｔ）型が挙げられる。電極アレイは、大規模（例えば、地球物理学における
地下水の貯水調査）及び小規模（例えば、半導体製造におけるウェーハ製造応用）の両方
に対して電気抵抗率を測定するのに広く使用されている。図１Ｂは、これら一般的なサブ
アレイのタイプを示し、電流はＣ１とＣ２との間に流され、電圧降下は、Ｐ１及びＰ２間
に対して測定される。



(41) JP 2015-512658 A 2015.4.30

10

20

30

40

【０１１９】
　地球物理学の多くの応用において、電極を理想的な点であるとみなすことができる。何
故ならば、電極の寸法は、アレイ内の電極間隔よりも顕著に小さくて、また、電極の寸法
及び電極間隔は両方とも、地球のサイズよりも顕著に小さいからである。このような場合
、（ΔＶ／ｌ）が、幾何学的因子ｋを用いて、見掛け抵抗率に変換される：
　　　ρ＝ｋ（ΔＶ／ｌ）
【０１２０】
【数１】

【０１２１】
　上記式は、地球物理学応用等において、電気抵抗率アレイを点としてモデル化すること
が適切である場合に、幾何学的因子が電極間隔に依存することを示している。
【０１２２】
　しかしながら、実際には、電極を単純な点とみなすことはできず、電極に関連した或る
寸法が必ず存在し、その面積は、体内に電流を流すのに十分な大きさを有しなければなら
ない。被検体の体内における測定について、電極を、電極を点と見なすことができるほど
離すことはできない。例えば、本願で開示される一部バリエーションでは、センサは、３
１個の矩形電極を組み合わせた電気抵抗率アレイであり、各電極は、長さ略２インチで、
幅略０．１５インチであり、近くて０．３６インチ、遠くて１０インチで間隔が空けられ
ている。この場合、電極間隔に対して相対的な電極のサイズに起因して、電極を理想的な
点としてモデル化することは不適当である。代わりに、各矩形の電極を、楕円電極によっ
て近似することができる。この電極形状は、単純な線電荷によって形成可能であり、有限
の面積を有する電極を備えた電気抵抗率アレイに対する電圧降下をモデル化するコンパク
トな数学表面を与える。
【０１２３】
　例えば、点源から離れた或る距離ｒにおける電位は以下のように減衰し得る：

【数２】

【０１２４】
　ここで、ｘ、ｙ、ｚは、ユークリッド三次元空間における正準座標であり、長さ２ｅの
線電荷は以下の電圧を生じさせる：

【数３】

【０１２５】
　この線電荷モデルは、焦点±ｅで且つ半短軸が等しい楕円電極の表面に対する一定電圧
源を生じさせる（非特許文献１）。同様に、電位は、以下のように与えられる：
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【数４】

【０１２６】
　ここで、ｌは電極の長さであり、ｄは電極の直径である（非特許文献２）。電極が幾何
学的形状を有するので、電圧分布を、電極の長さｌに沿って積分する必要がある：
【数５】

【０１２７】
　同様に、電気抵抗率アレイに関連した幾何学的因子を、四つの電極からの寄与を足し合
わせることによって計算することができる：
【数６】

【０１２８】
　楕円モデルが、物理的電極を用いた電圧測定をより良く記述していることを確かめるた
め、底面積２３．７５インチ×１１．７５インチのタンクを、高さ８．５インチまで生理
食塩水（抵抗率５．４４Ωｍ）で満たし、ステンレス鋼型のセンサをその水位面上に配置
した。１５０対の個別の電極対を用いてタンク内に電流を流し、これは、数千の一意的な
電気抵抗率アレイを生じさせて、その各々が、一つの見掛け抵抗率を報告する。これら電
気抵抗率アレイの小サブセット（ウェンナー・シュランベルジェ型であり、電極は互いに
近い）が、図１Ｃ及び図１Ｄに示されている。第一のプロット（図１Ｃ）は、矩形電極を
用いて設備によって測定されたＰ１及びＰ２間の電圧降下（実線）と、点電極モデルによ
って予測された電圧降下（点線）とを比較する。図１Ｃから明らかなように、電極が互い
近いと、点電極モデルは、Ｐ１～Ｐ２間の電圧降下を正確に予測することができない。
【０１２９】
　図１Ｄに見て取れるように、第二の楕円電極モデルは、実験値と良く一致している。こ
の場合、隣同士に配置された電極（つまり、Ｃ１＝２、Ｃ２＝６、Ｐ１＝３、Ｐ２＝５）
は、測定データと比較して、点電極モデルを用いると１３０％以上ずれていたが、線電極
モデルを用いると１％未満の誤差で整合している。この実験データとの良好な一致は、線
電極モデルが、電圧降下の大きさを正確に捉え、測定デバイスの精度によって与えられる
所定の電圧閾値に対して正確に電圧降下を確定することができる電気抵抗率アレイを特定
するのに用いることができるということを意味している。
【０１３０】
　本願で開示されるシステム、デバイス、方法においては、人間の胴のサイズに対する相
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対的な電極間隔のため、地球物理学モデルのように、人間の胴を無限半球としてモデル化
することができない。センサの近接した電極間隔において、胴の外形は、胴内部の電流線
及び電場に実質的な影響を与える。有限境界モデルに対して四極見掛け抵抗率測定を記述
する解析モデルは、導出が難しいことが多い。しかしながら、単純な幾何学的形状に対す
るいくつかの解析モデルは文献に与えられている。点の場合は、ハンセン（非特許文献３
）によって与えられた棒状半導体の平坦な表面に対する四極見掛け抵抗率測定の解析モデ
ルとなり、電極が点としてモデル化されている。ハンセンは、点電極から彼のモデルを導
出しており、電極の幾何学的形状は考慮されていない。しかしながら、電極間の距離が十
分に長い場合、矩形電極の電圧は、点電極の電圧に収束する。箱モデルに対するハンセン
の式の拡張は以下のように示される：
【数７】

【０１３１】
　センサから利用可能な数千の電気抵抗率アレイのうちの一つの順問題を数学的にモデル
化するため、以下の式で、サマーフェルド（Ｓｕｍｍｅｒｆｅｌｄ）及びハンセンの変換
定数を組み合わせることができる：
　　ΔＶｃｏｍｐｌｅｔｅ＝（ＦαραＩ）／ｋｅｌｌｉｐｓｏｉｄ

【０１３２】
　補正因子Ｆαを評価するため、Ｐ１及びＰ２間の電圧を、一様な生理食塩水タンクモデ
ルに対するセンサからのウェンナー・アルファ（Ｗｅｎｎｅｒ‐Ａｌｐｈａ）の電気抵抗
率アレイに対して予測した。図１Ｅがタンクモデルを示す。この例では、ステンレス鋼電
極の寸法は０．０５０８ｍ×０．００３８１ｍであり、タンクの寸法は、Ｌ＝０．３０１
ｍ、ａ＝０．２９８ｍであり、電極間隔はｓ＝０．０８５ｍである。
【０１３３】
　図１Ｆの表に示されるように、ウェンナー抵抗率アレイに対して、或る電流を仮定する
と、生理食塩水の抵抗率、ハンセンの境界補正係数、サマーフェルドの線電荷係数、Ｐ１
～Ｐ２間の電圧降下を、或る程度の測定誤差で予測することができる。例えば、妥当な誤
差は５％未満の誤差となり得る。
【０１３４】
　上記式において、Ｆα、ｋｐｏｉｎｔ、ｋｅｌｌｉｐｓｅ、ρは実数である。しかしな
がら、Ｆα、ｋｐｏｉｎｔ、ｋｅｌｌｉｐｓｅ、ρが実数である一方で、容量性生体物質
について、ρは周波数に依存した複素数である：
【数８】
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ここで、以下の表の関係性がある。
【表１】

【０１３５】
　十分大きな箱に対する矩形電極について、見掛け抵抗数は以下の通りである：
　　　ρα＝ｋｅｌｌｉｐｓｏｉｄΔＶｃｏｍｐｌｅｔｅ／（ＦαＩ）
【０１３６】
　抵抗率が複素数の値であり周波数に依存するので、二つの周波数における空間的抵抗率
の計算が、低周波数及び高周波数に対する空間的抵抗率を与える：ρα

ｌｏｗ、ρα
ｈｉ

ｇｈ。ρα
ｌｏｗとρα

ｈｉｇｈとの間の相対的パーセント差（ＲＰＤ，ｒｅｌａｔｉｖ
ｅ　ｐｅｒｃｅｎｔ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ）（ＲＳＣＳＲＡＦの特別な場合）を考える
と、境界因子及び幾何学的因子が消えて、
　　　ＲＰＤ＝１００（ρα

ｌｏｗ、－ρα
ｈｉｇｈ）／ρα

ｈｉｇｈ

となり、次のように単純化され：
　　　ＲＰＤ＝１００（（Ｖｌｏｗ／Ｖｈｉｇｈ）・（Ｉｈｉｇｈ／Ｉｌｏｗ）－１）
センサ又は境界の幾何学情報を必要とせずに表面下の抵抗率の変化が捉えられる。
【０１３７】
　従って、上述のように、ＲＳＣＳＡＳＲＡＦが、電気抵抗率アレイの幾何学的情報や境
界を必要とせずに表面下の抵抗率の変化を捉えるという点に基づき、また、その概念を空
間的抵抗率、センサの表面下の抵抗率へと拡張するように、システムを構築し得る。
【０１３８】
　本願で開示されるシステムは、組み合わせの電気抵抗率アレイ（センサと称され得る）
を使用し得て、これは、センサの表面下の軟組織のＲＳＣＳＡＲＡＦ医療デバイス装置又
はシステムの被検体に適用される部分として機能する。センサは、数十の固定間隔の電極
を含み得て、これから、数千の四点抵抗率アレイを構成することができる。センサの下方
において水平及び垂直に延伸し、数学的に決定され、二次元又は三次元で、多重セルの断
面グリッドの各セルのＲＳＣＳＡＲＡＦの空間的関係を、医療デバイス装置が決定するこ
とができる。グリッドは、センサのものと等しい最大水平距離にまで広がり得て、特定の
調査深度（ＤＯＩ，ｄｅｐｔｈ　ｏｆ　ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ）までの垂直寸法の
サイズとされ得る。その寸法は、電気抵抗率アレイ調査において一般的な方法で電流を流
して電圧を測定し、グリッド内部の寸法の空間画像を構築する数学的反転法を用いること
によって、グリッド内の各セルに対して決定され得る。センサ及び医療デバイスは、軟組
織の水和度を決定する性能を有する。
【０１３９】
　一般的に、本願で開示されるデバイス及びシステムは、まず被検体にセンサ（例えば、
所定のパターンで配置された電極を含む電極アレイ）を配置することによって、用いられ
る。配置箇所は、システムの感度及び結果を最適化するように選択され得る。その後、シ
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ステムは、センサを用いて、被検体から一つ以上の電気的特性（例えば、電圧、複素イン
ピーダンス、複素導電率等）を測定し得る。そして、システム又はデバイスは、アレイ内
の電極の既知の配置、既知の印加電流、センサ内の複数の電極において感知された電気特
性を用い、逆問題を解いて、抵抗率（又は導出値）の空間的関係を決定する。一般的に、
表面下空間的抵抗率は、この情報を用いるために解かれる。しかしながら、見掛け抵抗率
は、境界条件及び電極配置に依存する幾何学的因子に対して敏感なため、本願で開示され
るシステムは、幾何学的因子ｋの影響を最少化又は排除するように構成される。そこで、
一部バリエーションでは、本システムは、幾何学的因子ｋを排除するため、低周波数及び
高周波数において決定された抵抗率の空間的範囲の間の相対的パーセント差を計算する。
以下で詳細に説明するように、この相対的パーセント差の計算は、肺の湿潤度を反映して
いる抵抗率の変化をより正確に反映する正規化パーセント差を与え得る。
［センサ／電極配置］
【０１４０】
　一般的に、電極アレイ（例えば、電極のストリップアレイ）によって形成されるセンサ
を、被検体の背中に、肺の湿潤度の検出を可能にする特定の配置で配置し得る。例えば、
図２Ａは、被検体の背中の領域（被検体の背中の正中線の右側又は左側、脊椎の横）に配
置されたセンサ（電極のストリップとして構成されている）の一例を示す。センサ２０１
（電極アレイ）は、被検体の背中の一つの領域のみに局所的に適用され得る。図２Ａにお
いて、被検体の背中の正中線に特に近く配置された電極を、肺（右肺又は左肺のいずれか
）の真上に配置し得る。これは、図示されるように、センサの頂部電極を、被検体の肩甲
骨の頂部と一直線状に配置し、残りの電極を、背中を下って（頭側から尾側に）センサの
活性領域に延伸させることによって達成可能である。
【０１４１】
　ここで与えられる例では、電極は、電極アレイの直下（例えば、皮膚、筋肉、肺組織）
における抵抗率の分布を決定するために、被検体の胸部（例えば、体の前方及び後方領域
）に配置されるように構成される。本願で開示されるシステムは、皮膚及び筋肉と比較す
ると体の奥深くにある肺の液量を決定するのに役立つ情報を提供し得る。図２Ａにおいて
、センサ（電極アレイ）は、右肺の後方領域を測定することができるように配置されてい
る。この例では、図２Ａに示されるように、電極アレイ（以下でその一例を示す）は、脊
椎の横略１インチに配置されている。この位置は、調査深度が右肺の前方領域に到達する
ことを可能にし得る。
【０１４２】
　本願で開示されるセンサの多くのバリエーションにおいて、電極は、ストリップ、パッ
チ、又は、被検体の皮膚の上に配置可能な他の固定配置で配置される。例えば、電極のス
トリップは、被検体の片側（例えば、被検体の背中の片側）に配置可能な接着性ストリッ
プとなり得る。この構成は、電極アレイの下の深度を感知して、電極の下の抵抗率の配列
を決定することを可能にする。この配置では、電極のストラップ又はバンドとは対照的に
、電極の配置が、互いに固定され得て、電極間の幾何学的形状が固定されて既知となる。
このような局所的な電極配置は多数の利点を有し得る。
【０１４３】
　電気抵抗率アレイ内部の駆動電極及び感知電極の配置（間隔を含む）は、深部（例えば
、組織の奥深く）及び表面領域（電極の直下）の両方において感知を可能にするように構
成され得る。以下の第ＩＩ部では、組織の湿潤度を決定するためのセンサ（組み合わせの
電気抵抗アレイ）の設計、また、どの電気抵抗率アレイを用いるのかを選択するための方
法を説明する。本願で開示される測定は、特定の姿勢で座る又は横たわるように指示され
た被検体に対して行われ得る。例えば、肺の湿潤度測定を行う場合、被検体は、測定時に
俯せ、仰向け、又は或る角度（例えば４５°）で倒れて座るように指示され得る。一部バ
リエーションでは、被検体は、複数回で測定を行う際に、同じ姿勢を取るように指示され
得る。典型的には、心不全では、肺が湿気を帯びて、肺の中の液体の重さが分布を変え得
る。例えば、肺において、液体の重さで、肺の下部領域が部分的に圧縮又は潰れ得る。姿
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勢に関しては、被検体を仰臥位又はほぼ仰臥位に横たえることが望ましいものとなり得て
、これは、特に被検体の背中に電極を配置する場合に、肺の湿潤度を測定し易くする。
【０１４４】
　一般的に、センサは、複数の電極、典型的には駆動電極及び感知電極の両種を含み得る
。駆動電極及び感知電極は同一であり得て、又は、異なる幾何学的形状を有し得る。一部
バリエーションでは、同じ電極が、駆動及び感知の両方（異なる時間に又は同時に）に使
用され得る。一般的に、電極は、有線又は無線接続（図２Ａ及び図２Ｃに示さず）を介し
てシステムの残りの部分に電気的に接続され得る。
【０１４５】
　図２Ｃは、肺の湿潤度を測定するためのシステムの一例を示す。この例では、システム
は、再利用可能な監視／処理ステーションに接続された使い捨てセンサを含む。監視／処
理ステーションは、駆動電極の印加を規制して、感知電極殻の感知を調整し、受信した信
号を処理するためのコントローラを含む。また、システムは、異なる複数の印加電流周波
数においてセンサの下の抵抗率の空間的表現を決定するための一つ又は複数のプロセッサ
も含み得る。それと同じ又は別のプロセッサが、二つ以上の周波数（例えば高周波数及び
低周波数）に対して表面下抵抗率の相対的空間変化の空間マッピングを決定して、ＲＳＣ
ＳＲＡＦに基づいて肺の湿潤度を決定し得る。
【０１４６】
　図３Ａは、使用可能なストリップアレイ（センサ）の一バリエーションを示す。例えば
、図３Ａでは、電極アレイ３０５は、駆動電極３０３及び感知電極３０７を交互に含む。
この例では、全部で３１個の電極がアレイに含まれ、電極がアレイの長さ方向に沿って配
置されている。この例の各電極は矩形である。この例のアレイは、被検体（例えば、被検
体の背中）の直接適用可能なヒドロゲルを含むセンサとして構成されている。一部バリエ
ーションでは、電極の側端がセンサの端（又はほぼ端）まで延伸している。従って、図３
Ａに示されるような一部バリエーションでは、センサは、センサを適用するのに握るため
の近位グリップ又は保持領域３２３及び遠位グリップ又は保持領域３２３’を含む。一部
バリエーションでは、パッチ又はセンサアレイは、配置及び／配向に役立つ目印及び／又
は図形を含み得る。例えば、パッチ又はセンサは、そのパッチ又はセンサの中心を示す図
形を含み得る。
【０１４７】
　一バリエーションでは、パッチは、ポリエステル裏地（抗菌用のチタン粉末を含む）に
取り付けられた複数の電極を含むように形成される。パッチは、底部にＵＶ硬化される医
療グレードの誘電体で形成され得る。電極は、絶縁ビア（例えば、コネクタ、図示せず）
によって接続され得る。一部バリエーションでは、パッチの電極配置は、予め決められて
いて、システムのプロセッサに合わせられている。例えば、パッチは、システムによって
使用される“標準”配置を有し得て、又は、使用される実際のパッチ配置に一致するよう
にシステムが選択することができる多様なパッチ電極構成が存在し得る。従って、システ
ム又はデバイスは、特定のタイプのパッチにおける電極の配置／構成を記述し且つそれに
対応した情報を含み得て、パッチ自体が、システムの残りの部分にこの配置／構成を提供
し得て、プロセッサに送信されて、後述のようにＲＳＣＳＲＡＦの分布を決定するのにシ
ステムによって使用可能となる。例えば、センサは、この情報をシステムの残りの部分と
比較するチップ又は他の識別子を含み得る。
【０１４８】
　図３Ｂは、複数の駆動電極及び感知電極を含むパッチ設計の他の例を示す。この例では
、パッチは、リード３３５が電極３３９から延伸している四つの領域を示す。リードは、
典型的には、絶縁されていて、システムの残りの部分に接続するように構成される。この
例は、パッチから横方向に延伸する四束のリードを示しているが、一部バリエーションで
は、これよりも少ない又は多い束のバンドル（例えば、１、２、３束等）を使用し得る。
リードの束は、製造プロセスの一部（例えば、フォトリソグラフィ、スクリーン印刷等）
で製造され得る。
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【０１４９】
　上述のように、肺の湿潤度を決定するため、センサ（例えばパッチ）を、脊椎（例えば
、背中の正中線）から略１インチだけ横にずれた位置において使用者の背中に適用し得て
、電極の側端が正中線から１インチ離れるようにする。図２Ａ及び図２Ｃに示されるよう
に、パッチの頂部電極は、肩甲骨の頂部と一直線状にされて、残りの電極は、正中線に対
して横に、背中を平行に下っている。この例では、パッチの活性領域は、略１１インチ（
例えば１０．８インチ）にわたって延伸し、電極がこの距離にわたって、背中の頭側から
尾側の軸を下って広がる。図３Ｂに示される例において、電極間隔は、中心間で略０．３
６インチであり、電極は矩形で、略０．１５インチの幅を有し、略２インチの長手方向の
長さを有する。他の幾何学的形状も使用可能であるが、この幾何学的形状がパッチにとっ
て最適である。何故ならば、これは、電極に対して比較的大きな表面積を与える一方で、
湾曲した又は不規則な形状であることの多い被検体の背中と一致して完全に接触するから
である。従って、パッチの活性領域を、長さが略８インチから１２インチ（例えば１０イ
ンチ）の間で、幅が略１．５インチから略２．５インチ（例えば２インチ）の間にするこ
とが有用となり得る。活性領域の両側の支持裏地の横方向の量は最少化され得る。横方向
の材料の量を最少化することは、適用／消耗に際して、パッチが曲がったり、しわくちゃ
になったり、皺が寄ったりすることを防止し得る。比較的狭い幅のパッチは、パッチが皮
膚の輪郭に一致するのに役立ち得る。パッチ全体が柔軟であり、図３Ａ及び図３Ｂに示さ
れる例では、略３ミル未満の厚さを有し、これもパッチが体の輪郭に一致するのに役立ち
得る。
【０１５０】
　一部バリエーションでは、電極のサイズ及び形状は、システムの感知性能を最適化する
ように選択され得る。例えば、センサの各電極の面積は、十分な電流を伝えることを可能
にして、行われる測定に対する信号対ノイズ比を向上させるように選択され得る。電極は
、電極間の近い間隔が十分な分解能を提供するように長くて細くなり得る一方で、その長
さは、電流密度が十分に低くなるように十分に長いものとなり得る。電極の幅は、脊椎と
肩甲骨の間における電極の下方の組織の検出を可能にするように制限され得て、電極が、
体のこの狭い領域の上に配置されて、“窓”が肺を検出することができるようにする。間
隔は、被検体の体内に十分な侵入／感知深度を与えるためにも重要となり得る。例えば、
図３Ａに示される配置は、略２から２．５インチの調査深度を与えるように構成されてい
る。導電性部材（電極）は互いに接触せず、隣同士間隔が空けられているが、電流注入又
は駆動電極によって印加される電流による電圧を電極が測定することを可能にしながら、
電気結合を防止するに十分なだけ離されている。
【０１５１】
　実際には、システムは、肺を検診するように構成され得て、脊椎と肩甲骨の間において
、脊椎の横に略１インチで被検体の背中にシステムを固定することによって、図２Ａに示
されるように配置され得る。線電極アレイは、脊椎に平行に被検体に対して上下（例えば
、頭側から尾側、頭から足）に配置される。電極のストリップは、可能な限り高く（例え
ば、腋窩の下のレベルに）配置され得る。電極ストリップは、皮膚との電気接続に役立つ
導電性ゲル（例えば、ヒドロゲル）と共に使用され得て、又はこれを含み得る。ストリッ
プは、脊椎の左側又は右側に配置され得る。
【０１５２】
　上述のように、アレイの構造は予め決められる。従って、パッチは、電極間隔を制御す
る。この例では、電極パッチは、幅略２インチ（例えば幅１５０ｍｍ）である。図３Ａの
例は、交互の駆動電極及び感知電極を示す。この例では、３１個の電極が存在し、そのう
ちの１６個が電圧感知（聴診）電極であり、１５個が電流駆動電極である。
【０１５３】
　パッチの表面下の生体構造を検出するようにＲＳＣＳＲＡＦの概念を試験するため、ジ
ャガイモを生理食塩水タンクの三箇所に、１０Ωｍのバックグラウンド生理食塩水抵抗率
で配置した。ジャガイモを、タンクの左、中心、右の三箇所に配置した。ジャガイモの抵
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抗率の周波数応答が図３Ｃに示されている。
【０１５４】
　図３Ｄ、図３Ｅ、図３Ｆは、ジャガイモサンプルの三箇所（左、中心、右）のそれぞれ
に対するＲＳＣＳＲＡＦのヒートマップを示し、システムが二つの周波数の間における空
間的抵抗率の低いパーセント差を有するものとして生理食塩水を撮像することが明確に示
されていて、また、パッチの下の生体構造の動きを追跡する性能を示している。
【０１５５】
　原理の証明として、肋骨によって隔てられた生体構造の下の生理食塩水をシステムが検
出することができるかどうかを決定する実験を行った。生体組織を、切ったジャガイモで
模倣し、肋骨をプラスチックグリッドで模倣した。ジャガイモ及び肋骨の厚さは略１イン
チであった。図３Ｇの画像は、二つの周波数の間における抵抗率の空間的な相対的パーセ
ント差のヒートマップを示し、生理食塩水、つまり抵抗率のパーセント差の低い物質を、
肋骨を含む生体構造の下で検出することができることが明確に示されている。
【０１５６】
　動作時には、肺の湿潤度を決定する場合、電極アレイがまず被検体の胴に配置されて、
電極が処理ユニットに接続される。システム（例えば、コントローラ）は、一つの電流対
として二つの電極を一度に選択する。小さな電流が各電極対に流される。駆動対の間に配
置された電極によって電圧を記録することできるが、駆動対の外側の電極を使用すること
もできる。一部バリエーションでは、電流及び電圧データを二次的な処理ユニットに転送
し得る。従って、システムは、受信した電圧を調整及び／又は増強するように構成された
回路（例えば、第一処理ユニット）を含み得る。一部バリエーションでは、電極の調整／
電流／電圧信号の駆動及び分析の機能を統合した単一の処理ユニットのみが含まれる。
【０１５７】
　例えば、図４は、電極アレイ４０１含むシステム４００の一バリエーションを示す。電
極アレイは、上述のような、パッチ又は固定位置システムの一部であり得て、駆動電極及
び感知電極の両方を含む。このバリエーションでは、電極は、電流注入信号／検出信号を
調整及び処理する活性回路を含む一つ以上の第一プロセッサ４０３’、４０３’’、４０
３’’’に接続される。第一プロセッサは、コントローラ及び／プロセッサ４０５に接続
し得る。コントローラは、追加のプロセッサと一体であり得て、又は個別素子４０７であ
り得る。
【０１５８】
　既知の幾何学的形状（例えば、相対的な電極の間隔、サイズ、構成）の電極アレイを適
用した後に、システムは、駆動電極から電流を印加して、駆動電極の間の感知電極を用い
て電圧を検出し得る。印加及び感知される電圧及び電流を、既知の電極間隔と共に用いて
、電極の下の組織内の抵抗率分布を求めることができる。
【０１５９】
　例えば、図３Ａに示されるような電極アレイを用いて、駆動電極の多様な組み合わせか
ら電流が印加されると、電圧を感知することができる。一部バリエーションでは、以下で
詳細に説明するように、多数の駆動電流周波数に対してこのプロセスを繰り返すことが有
用となり得る。
【０１６０】
　上述のように、本願で開示されるデバイス及びシステムを用いて、電極アレイを未知の
幾何学的形状の人体に適用した際に、幾何学的形状の誤差の影響が最小になるような方法
で、電極アレイの表面下の抵抗率の空間的関係及び抵抗率の特性を決定し得る。幾何学的
形状とは、人体のサイズ及び形状、骨格や他の内部構造等の電気的内部境界のことを称す
る。一部バリエーションでは、本発明は、皮膚層から、電気アレイの下略２インチ～２．
５インチ（肺等の関心領域を見つけることができる）までにおける浮腫の可能性を決定す
るように適用可能である。
【０１６１】
　本願で開示されるデバイス、システム及び方法の一例では、電極アレイが体の関心領域



(49) JP 2015-512658 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

に適用される。電極アレイの目的は、所定の電極間隔で体に対する電気機械的接続を提供
することである。上述のように、電極アレイは、裏地材料、印刷電極アレイ、コネクタか
ら電極までの印刷金属トレース、電極上に配置された導電性ヒドロゲル、印刷トレースを
保護して電気的に絶縁するための誘電体で形成され得る。一例では、裏地材料は、窒化チ
タンを備えたポリエステル製であり、電極は、略２インチ×１５０インチのサイズＡｇ／
ＡｇＣｌパッド製であり得て、電極アレイ間隔は、各アレイにおいて、略３０個の電極（
例えば３１個の電極）に対して例えば０．３６インチであり得る。
【０１６２】
　システムは、以下のことを行うためのロジックを含むハードウェア、ファームウェア及
び／又はソフトウェアを含み得る：電極のあらゆる組み合わせに電流を流すこと（電流駆
動ロジック）；複素駆動電流を測定すること（電流測定ロジック）；電極のあらゆる組み
合わせの間の複素差動電圧を測定すること（電圧測定ロジック）。上述のように、システ
ムは、見掛け抵抗率及び／又は導出値（ＲＳＣＳＲＡＦ値等）の分布を決定するためのロ
ジック（ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等）も含み得る。
【０１６３】
　本願で開示されるシステムは、（印加電流及び測定電圧から）多様なデータタイプを決
定し得て、そうしたデータタイプとして、電極アレイの下の組織のボリューム内の抵抗率
の具体的な空間推定、及び／又は、異なる周波数（例えば高周波数及び低周波数の間）に
おける空間的抵抗率の相対的パーセント差が挙げられる。
［抵抗率］
【０１６４】
　本願で開示されるシステムは、見掛け抵抗率と、見掛け抵抗率の対数のいずれか又は両
方を使用し得る。見掛け抵抗率は以下の数学的表現で与えられる：
　　　ρα＝ｋ（ΔＶ）／Ｉ
【０１６５】
　ここで、ｋは、境界条件及び電極配置に依存する幾何学的因子であり、ΔＶは対象とし
ている差動電圧であり、Ｉは、電流駆動電極のあらゆる対の間において体の領域を流れる
電流である。システムは、電極駆動対の多数の組み合わせに対して多数の複素数の見掛け
抵抗率を提供し得る。
［相対的パーセント差］
【０１６６】
　相対的パーセント差は、ＲＳＣＳＲＡＦの一タイプであり、二つの別々の周波数の間の
空間的抵抗率の大きさの相対的パーセントの違いとして定義される：
　　　ＰＦＥ＝１００×（ρα（ωＬ）－ρα（ωＨ））／ρα（ωＨ）
【０１６７】
　ＲＰＤを用いることによって、幾何学的因子ｋが消えることに留意されたい。
［見掛け抵抗率の位相］
【０１６８】
　また、本願で開示されるシステムは、複素形式でΔＶ及びＩを測定し得て、見掛け抵抗
率が以下の形式となる：
　　　ρα＝ｋ（ｒｅａｌ＋ｉｍａｇ）
【０１６９】
　見掛け抵抗率の位相角度は以下のように与えられる：
　　　θ＝ａｒｃｔａｎ（ｋ（ｉｍａｇ）／ｋ（ｒｅａｌ））
【０１７０】
　この場合も、見掛け抵抗率の位相角度を記述する際に、幾何学的因子ｋが消える。
［センサ構成及び電気抵抗率アレイの選択］
【０１７１】
　組み合わせの電気抵抗率アレイ（センサ）は、組織の湿潤度の指標となるセンサの表面
下の軟組織における周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化の空間的関係性を決定
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するためのデバイス又は装置の被検体に適用される部分として動作する。上述のように、
センサは一般的に、組織の湿潤度を決定する駆動電極及び感知電極の多様なサブセットに
おいて使用され得る。一般的に、センサ内の電極の数（ｍｃｏｕｎｔ）が多くなるほど、
より多くの組み合わせが可能となる。
【０１７２】
　一例では、センサは、数十の固定間隔電極を含み得て、それから、数千の四点電気抵抗
率アレイを構成することができる。電気抵抗率アレイは、二つの駆動電極及び二つの感知
電極を含む。上述のように、一般的に、センサの下に水平及び垂直に延伸し、数学的に決
定され、二次元で、多重セルの断面グリッドにおける抵抗率の相対的空間変化の空間的関
係を、システム又はデバイスが決定する。グリッドは、センサのものと等しい水平距離に
広がるようなサイズとされ得て、特定の調査深度（組み合わせの電気抵抗率アレイによっ
て定められる）までの垂直寸法とされ得る。上述のように、電流を流して電圧を測定し、
グリッド内の抵抗率の相対的パーセント差の空間画像を構築する数学的反転法を用いるこ
とによって、周波数に対する表面下抵抗率の相対的空間変化がグリッド内の各セルに対し
て決定され得る。
【０１７３】
　ｍｃｏｕｎｔ個の電極のアレイにおいて、数千の四点電気抵抗率アレイが得られる。電
気抵抗率アレイの可能な総数に対して、組織の湿潤度を決定するためのシステム、デバイ
ス及び方法は、一般的に、センサ内の電気抵抗率アレイのサブセットを用いる。多数の可
能な電極（つまり、大きなｍｃｏｕｎｔ）を含み、パッチに対して利用可能な電極プール
を形成することが望ましくなることが多く、その電極プールから、駆動電極／感知電極の
電気抵抗率アレイを選択することができる。しかしながら、全ての電気抵抗率アレイが、
組織の湿潤度を決定するための等価に高感度／正確な信号を提供するわけではない。組織
の湿潤度の決定の質及び感度は、組織の湿潤度を決定するための最も有用な信号を提供す
るセンサの利用可能な組み合わせからのみ電気抵抗率電極アレイを選択することによって
改善又は最適化され得る。本願では、電極アレイからどの電極抵抗率アレイのサブセット
を使用するのかを選択することによって、組織の湿潤度を決定するためのシステム、デバ
イス及び方法が説明される。一部バリエーションでは、これは、電気抵抗率アレイを格付
け、等級分け、及び／又は点数付けして、高品質信号情報を提供することを十分に示す格
／等級／点数のものだけを使用することによって達成され得る。格／等級／点数（簡単の
ため、点数の場合について言及する）を、閾値（例えば品質閾値）又は許容可能な値の範
囲と比較し得る。一部バリエーションでは、点数は、多次元のものであり、多数の値を含
み得る。例えば、特定の電気抵抗率アレイの点数として、信号誤差の値（例えば、配置に
よる誤差、電圧誤差、電流誤差、組み合わせ誤差等）、調査深度（ＤＯＩ）の値、電気抵
抗率アレイの位置の値が挙げられる。一部バリエーションでは、この点数は、これらの値
を一つ以上含む組み合わせの（及び／又は重み付けされた）値であり得る。以下で詳細に
説明するように、特定の電気抵抗率アレイに対する信号誤差は、一つよりも多くの値（配
置誤差、電圧誤差、電流誤差について）を有し得て、又は、組み合わせの（及び／又は重
み付けされた）単一の値であり得る。
【０１７４】
　所望の閾値範囲内（及び／又は、閾値の上、場合によっては閾値未満）の点数は、選択
すべき電気抵抗率アレイを示す。逆に、点数を、使うべきではない電気抵抗率アレイを示
す拒絶閾値／閾値範囲と比較することができる。本願で開示されるデバイス及びシステム
は、個々の電気抵抗率電極アレイを格付け／等級付け／点数付けして、組織の湿潤度の決
定用の品質閾値よりも高い点数の電気抵抗率アレイのみを使用し得る。
【０１７５】
　上述のように、電気抵抗率電極アレイは、電極の全プールのうちのサブセットであり、
典型的には、一対の駆動電極と、一対の感知電極を含む。電気抵抗率アレイを形成する任
意の電極サイズ及び構成を選択し得る。例えば、電気抵抗率アレイは、一対の駆動電極の
間に一対の感知電極を含み得る。二つよりも多くの感知電極及び／又は駆動電極を使用し
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得る。
【０１７６】
　例えば、肺の湿潤度を決定するのに使用するためのセンサは、センサを脊椎と肩甲骨と
の間で被検体の背中に、又は、腋窩中線に沿って被検体の腋窩に適用した際に、人体の肺
領域に到達するのに必要な中央値調査深度を多数有する多数の四点電気抵抗率アレイの組
み合わせをサポートし得る。
【０１７７】
　動作時には、システム又はデバイスは、センサから可能な電気抵抗率アレイの全て又は
多数を格付けして、どの電気抵抗率アレイを使用するのかを選択し得る。一部バリエーシ
ョンでは、センサを被検体に配置した後に、アレイから、電気抵抗率アレイのサブセット
を選択する。組織の湿潤度を決定するための電流の印加／電圧の感知の前に、電気抵抗率
アレイを選択し得る。一部バリエーションでは、最高品質の信号を提供し得る電気抵抗率
アレイが選択されるように、点数を格付けし得る。代わりに、一部バリエーションでは、
電気抵抗率アレイはオンザフライで選択され得て、電気抵抗率アレイの点数が、その使用
の直前に決定されるようになり、許容可能範囲内にあると（例えば品質閾値の上／下）、
次の電気抵抗率アレイを試験する前に、一回の測定（又は複数の測定）が行われる。点数
は、後の分析又は検討のために、電気抵抗率アレイからの結果と共に記憶され得る。
【０１７８】
　従って、一般的に、センサに対して考えられる全ての電気抵抗率アレイの中から、アレ
イサイズｍｃｏｕｎｔの所定のセンサについて、本願で開示されるシステム及びデバイス
は、誤差、位置、及び／又は調査深度（ＤＯＩ）に基づいて、電気抵抗率アレイを選択し
得る。一般的には、これら三つの基準の全てを使用し得るが（誤差、位置、ＤＯＩ）、一
部バリエーションでは、これらの基準の一つ又は二つのみを選択用に用い得る。
【０１７９】
　一般的に、誤差の原因は、以下の式の右側の三つの値、つまり、ｋ、ΔＶ、Ｉに起因し
得る。各誤差の原因は、選択しようとする場合に超えてはいけない閾値を有する。各電気
抵抗率アレイは、一つの見掛け抵抗率を測定する。例えば、ΔＶがＰ１及びＰ２間で測定
された電圧である場合、Ｉは、Ｃ１又はＣ２で測定された電流であり、ｋは“幾何学的因
子”であって、電極の幾何学的形状、体の境界、電極間の空間的関係によって導出される
値である。上述のように、次のようになる：
　　　ρα＝ｋ（ΔＶ）／Ｉ
【０１８０】
　誤差は、ｋ、ΔＶ、Ｉに対して生じ得る。
【０１８１】
　例えば、ｋに対する誤差は、電極を“誤った場所に置くこと”によって生じ得る。何故
ならば、ｋは、互いとの関係における四つの電極の間隔から導出されるからである。これ
は、パッチ上の電極間には固定距離が存在しているが、パッチが体（例えば、背中）の曲
がった部分に存在していたり、被検体の皮膚にわずかに皺が寄っていたりして、電極間隔
が、被検体に適用した際に予想されたものではなくなり得ることを意味している。これは
あらゆる被検体についてある程度生じ得ることであるので、システム、デバイス及び方法
は、ｋが電気抵抗率アレイ内における電極間隔の小さな変化に対して十分ロバストである
かどうかを判定するための基準を含み得る。どの電気抵抗率がロバストなｋを有するのか
を見つけ出すため、計算において、互いとの関係における四つの電極の間隔を１／２の電
極間隔だけ変化させることによって、“ウィグル（微小移動）”試験を数学的に行い得る
。ｋの計算値が、値の小さな範囲内に入っていれば、ロバストである考えられ、そうでな
ければ、電気抵抗率アレイが、移動に対する変化について不安定又は移動に対して変化し
易いとして拒絶され得る。電気抵抗率アレイのロバスト性は、電気抵抗率アレイを点数付
けるのに使用可能な数値を用いて提供され得る。
【０１８２】
　ｋの範囲は、｜δｋ／ｋ｜として定義され得る。ウィグル試験の一例を以下説明する。
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【０１８３】
　所定の電気抵抗率アレイについて、誤差は、電圧測定においても存在し得て、例えば、
一般的な電圧測定は、１％から４％の誤差を有し得る。更に、本願で開示されるシステム
及びデバイスの一部バリエーションでは、電圧測定についての“ノイズフロア”は、略３
ｍＶ未満の電圧である。従って、電気抵抗率アレイは、予測された電圧がこのフロア（例
えば、３ｍＶ）よりも高くなるように選択され得る。以下の式において、電圧の誤差を、
｜δＵ／Ｕ｜と表す。
【０１８４】
　誤差は、電流測定にも存在し得る。以下の式において電流誤差の項は｜δＩ／Ｉ｜であ
る。
【０１８５】
　誤差の符号は正にも負にもなり得るので、総許容可能誤差を絶対値で表す：
　｜δρα／ρα｜≦｜｜δｋ／ｋ｜＋｜δＵ／Ｕ｜＋｜δＩ／Ｉ｜
【０１８６】
　閾値範囲は、この誤差計算に基づいて与えられ得る。閾値は、各成分について決定され
るか（例えば、各タイプの誤差は、閾値の値（例えば、各々に対して５％の絶対値）未満
に制限され得る）、又は、総誤差を使用し得る。例えば、三種類の誤差の原因が総計で１
５％よりも大きいと、電気抵抗率アレイが拒絶され得る。特定の電気抵抗率アレイに対す
る格、点数又は等級を決定するために適用される誤差基準は、これら三つの種類の誤差の
各々、又はそれらのうちの一つ又は二つのみを含み得る。上述のように、これら誤差の原
因の閾値又は重み付けを各電気抵抗率アレイに適用し得る。
【０１８７】
　誤差に加えて、センサ上における電気抵抗率アレイの位置と、中央値調査深度（ＤＯＩ
）も、特定の電気抵抗率アレイが使用可能であるかどうかを決定するのに検討され得る。
【０１８８】
　ＤＯＩの決定については以下で説明するが、一般的に、位置及びＤＯＩが互いに近い電
気抵抗率アレイは除外され得る。何故ならば、隣接する電気抵抗率アレイを使用すると、
近過ぎる情報を提供することによって逆問題の解が混同され得るからである。従って、浅
い及び中程度の電気抵抗率アレイの間隔を空けるが、一般的には互いにそれほど近くない
深い電気抵抗率アレイが全て含まれるようにすることが望ましくなり得る。
【０１８９】
　一例として、２５２個のウェンナー・シュランベルジェ（Ｗ‐Ｓ）電気抵抗率アレイを
試験し、以下の表２（図２２）に列挙する。この表は、電気抵抗率アレイを示し、電気抵
抗率アレイのタイプ、並びに、Ｃ１、Ｃ２、Ｐ１、Ｐ２に対応する電極を示す数を列挙し
ている。右欄は、中央値調査深度（ＤＯＩ）の計算値を示す。この表の全ての電気抵抗率
アレイは、３％未満の相対的パーセント深度変化と、点電荷Ｋ因子から３％よりも大きく
変化しない線電荷Ｋ因子を有する。
［中央値調査深度（ＤＯＩ）］
【０１９０】
　電気抵抗率アレイは、電流及び差動電圧を測定するのに用いられる（典型的に）４つの
電極で構成され得る。一般的な電気抵抗率アレイのタイプとして、ウェンナー・シュラン
ベルジェ型、ダイポール・ダイポール型、勾配型が挙げられる。これらのタイプについて
は図１Ｂを参照されたい。電極電気抵抗率アレイは、本願で開示される組織の湿潤度応用
以外に、図１Ｂに示されるような電気抵抗率アレイを用いて、例えば地球物理学における
地下水の貯水調査や、半導体製造におけるウェーハ製造応用等の長距離及び短距離の両方
に対して抵抗率を測定するために用いられてきた。図１Ｂでは、電流はＣ１とＣ２との間
に流され、電圧降下がＰ１及びＰ２間で測定される。
【０１９１】
　一部実施形態では、センサは、２８個から３２個の電極（ｍｃｏｕｎｔ＝２８～３２）
を含み、四点電気抵抗率アレイの数千の組み合わせを提供する。各電気抵抗率アレイは、
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が感知電極（Ｐ１及びＰ２）間で測定される電圧に影響を与える程度を記述するものであ
る。センサ内の多数の電気抵抗率アレイの累積感度が、表面下に対する累積空間感度を生
じさせる。
【０１９２】
　センサを、組織の湿潤度を検出するための装置又はシステムの被検体に適用される部分
として用いる場合、水和度について試験される組織の深度まで侵入することができ且つロ
バストな応答を提供する中央値調査深度（ＤＯＩ）を有する電気抵抗率アレイの数を最大
化するように、センサが設計され得る。例えば、肺の湿潤度について、センサは、略２イ
ンチのＤＯＩを有するように構成され、一方で、ＤＯＩが電極間隔の小さな変化に対して
安定であり、測定信号が顕著に高い信号対ノイズ比（例えば、ノイズは信号の５％未満）
を有することがセンサに要求される。従って、センサは、関心領域周辺の組織の優れた収
束性を提供するのに十分“浅い”（例えば、密な間隔の）電気抵抗率アレイが存在するよ
うに構成されるべきである。
【０１９３】
　ＤＯＩを、図２１に示されるような単一のポール・ポール型アレイをまず検討すること
によって四点電気抵抗率アレイに対して決定することができる。（ｘ，ｙ，ｚ）に位置す
る表面の下の小さなボリューム内の抵抗率の変化δρによって生じＰ１で測定される電位
φの変化が、以下の数学的関係（非特許文献４）によって決定される：
【数９】

【０１９４】
　簡単のため、この単一のポール・ポール型アレイを用いると、一様な半空間に対してＣ
１における大きさＩの電流源によって生じる電位φは以下のようになる：
【数１０】

そして、同様に、或る距離ａにおける電流源としてＰ１を扱うことによって、対応する電
位が以下のようになる：
【数１１】

【０１９５】
　φとφ’との勾配をとると、三次元での感度関数が以下のように明示的に見出される：
【数１２】

【０１９６】
　積分内の項は、フレシェ（Ｆｒｅｃｈｅｔ）微分として知られていて：
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これは、ポール・ポール型アレイ（つまり、単一の駆動電極Ｃ１、聴診電極Ｐ１からの距
離ａ）に対する感度を定義する。両方の電極が、ｘｙ平面に配置され、Ｃ１は原点にあり
、Ｐ１は、ｘ方向に沿った距離ａに配置され、表面下の深度はｚ座標の項で与えられる。
【０１９７】
　フレシェ微分は、三次元の感度の尺度を提供するが、ｚ方向に制限された調査深度を推
定するため、Ｆ３Ｄを、ｘ方向及びｙ方向について積分する。積分結果は単純な解析的形
式を有する（非特許文献５）：
【数１４】

【０１９８】
　上記式をゼロから無限大まで積分すると、ｚ方向に沿ったポール・ポール型アレイの総
感度値が得られる：
【数１５】

【０１９９】
　四点（四極）電気抵抗率アレイについての感度を得るため、四つの電極からの寄与を、
四つのポール・ポール型アレイの和として表すことができる：

【数１６】

ここで、ａＣ１Ｐ１は、電極Ｃ１と電極Ｐ１との間の距離であり、ａＣ１Ｐ２、ａＣ２Ｐ

１、ａＣ２Ｐ２についても同様である。しかしながら、総感度の広がりは無限であり、電
気抵抗率アレイが導電率の変化を感知することができる有限の深度（つまり、電気抵抗率
アレイの調査深度）を見つける必要がある。
【０２００】
　調査深度のロバストな測定は、電気抵抗率アレイがその中央値の感度値（つまり、感度
の半分がその深度の上及び下にある）によって与えられる（Ｌ．Ｓ．Ｅｄｗａｒｄｓ、１
９７７年）。これは、中央値調査深度ｍを、以下の式を満たす上限のｍを見つけることに
よってあらゆる四極測定について識別することができるというものである：
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【数１７】

そして、これは、以下の代数方程式でｍを見つけるように単純化される：
【数１８】

【０２０１】
　一般的な四極電気抵抗率アレイについて調査深度が分かれば、所望の深度にまで侵入す
ることができる中央値調査深度を有する電気抵抗率アレイの数を最大にするようにセンサ
を設計することができる。
【０２０２】
　例えば、電極座標がＣ１＝１６、Ｃ２＝１８、Ｐ１＝１９、Ｐ２＝２１であり、ａＣ１

Ｐ１＝３、ａＣ１Ｐ２＝５、ａＣ２Ｐ１＝１、ａＣ２Ｐ２＝３であるダイポール・ダイポ
ール型アレイについて考える。電極空間で測定される調査深度はｍ≒０．５０７であり、
インチ単位のＤＯＩを計算するため、電極間の距離（０．３６インチ）にｍを掛けて、略
０．１８インチとなる。同じ手順を、Ｃ１＝２、Ｃ２＝４、Ｐ１＝２９、Ｐ２＝３１の座
標のダイポール・ダイポール型アレイに行うと、そのＤＯＩは２．４２インチとなる。
【０２０３】
　中央値調査深度は、電極間隔の小さな変化に対して安定でなければならず、つまり、ａ

Ｃ１Ｐ１、ａＣ１Ｐ２、ａＣ２Ｐ１＝１、ａＣ２Ｐ２を摂動させた際に、ｍの値が顕著に
変化してはいけない。この安定性の探索を、所定の変位（例えば、１／２の電極間隔）で
各項ａＣｉＰｊに対する分布を決めて、結果としての偏差Δｍを求めることによって行う
ことができる。ｍの値と比較して小さな偏差を有するアレイを安定であると考える（例え
ば、Δｍ／ｍ＜５％）。特定の偏差許容範囲を超えたアレイは使用しない。
【０２０４】
　配置のロバスト性を試験するため（ｋの誤差に対する“ウィグル”試験）、一番目がｍ

１≒０．５０７で、二番目がｍ２≒６．７３６の二つのダイポール・ダイポール型アレイ
について上記で計算した調査深度について考える。簡単のため、電流駆動電極は静止して
いて、聴診電極が互いに±１／２の電極間隔だけ移動する場合（つまり、一番目がＣ１＝
１６、Ｃ２＝１８、Ｐ１＝１９±１／２、Ｐ２＝２１±１／２であり、二番目についても
同様である）を考える。結果としてのＤＯＩ変化は、Δｍ１≒［０．３０５，０．６７７
］、Δｍ２≒［６．６１１，６．８６２］であり、相対的変化は、Δｍ１／ｍ１≒７３％
、Δｍ２／ｍ２≒４％である。この結果は、一番目のダイポール・ダイポール型アレイが
１／２電極偏差の影響を受け易いことを示している。
【０２０５】
　この具体的な例では、電極は、一番目のダイポール・ダイポール型アレイにおいて互い
に近くて、１／２電極偏差が、二番目のダイポール・ダイポール型アレイの同じ偏差と比
較して大きい。しかしながら、偏差の大きさは、必ずしも電極間隔に比例しない。例えば
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、Ｃ１＝２、Ｃ２＝１２、Ｐ１＝７、Ｐ２＝２５で、ｍ≒６．４３５で、その偏差がΔｍ
≒［０．７３３，３．１７７］というアレイについて考えてみる。このアレイのＤＯＩは
、二番目の安定なダイポール・ダイポール型アレイと深度が同様であるが、その電極は互
いに近くなく、最小の調査深度測定と最大の調査深度測定で略９倍の増加がある。この例
は、当該分野でありがちな電極位置の小さな変化に対するＤＯＩ測定のロバスト性を識別
することの重要性を示す。
【０２０６】
　上記例では、電気抵抗率アレイを、調査深度と、電極位置の小さな変化に対するロバス
ト性とに基づいて選択していた。しかしながら、調査深度が大きくなるにつれて、Ｐ１と
Ｐ２との間で測定される電圧降下が小さくなり、電気抵抗率アレイを選択する前に、結果
としての電圧降下を正確に測定できることを識別する必要がある。従って、信号対ノイズ
比（ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｎｏｉｓｅ　ｒａｔｉｏ，ＳＮＲ）閾値を追加的に用い得る。
ＳＮＲ閾値は、使用する又は使用しない電気抵抗率アレイを識別するための選択基準とし
ても用いられ得る。このＳＮＲ閾値は、Ｐ１及びＰ２間の電圧降下の大きさについて二つ
の数学的モデルを検討することによって、求められ得る。第一のモデルは、点電流源に基
づいていて、第二のモデルは、線電荷モデルに基づいていて、両方について、電流が、一
様な半空間に流されるものとする。電圧の値φは、抵抗率ρの一様な半空間において、大
きさＩの点源からの距離ｒにおいて、以下のように減衰する（非特許文献２、ｐ．３３－
３４）。
　　　φ＝Ｉρ／（２π４）
四極アレイについて、Ｐ１での電圧は、Ｃ１の距離ｒＣ１Ｐ１での電流受けと、Ｃ２の距
離ｒＣ２Ｐ１での電流源との両方の寄与を有する。ＩＣ１＝－ＩＣ２と仮定すると、Ｐ１
での電圧が以下のようになる：
【数１９】

【０２０７】
　同様の表現が、Ｃ１及びＣ２それぞれからのＰ２の距離ｒＣ１Ｐ２、ｒＣ２Ｐ２での電
圧φＰ２を与える。Ｐ１及びＰ２間の電圧降下は以下のように与えられる：
【数２０】

【０２０８】
　この表現は、四極点電極の配置（つまり、Ｃ１、Ｃ２、Ｐ１、Ｐ２）と、一様媒体の抵
抗率ρ及び電流Ｉの積を前提として、信号の大きさΔφＰ１Ｐ２を表す。更に、以下の総
感度
【数２１】

と、電圧降下ΔφＰ１Ｐ２との間の接続性に留意されたい。ここで、ｒＣｉＰｊがａＣｉ

Ｐｊの役割を果たす。これは、中央値調査深度が分かると、総感度を用いて、電流と、抵
抗率と、総感度との積によって信号の大きさが与えられることを意味している（総感度の
逆数は、幾何学的因子としても知られている）。
【０２０９】
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　上記と同じ二つのダイポール・ダイポール型アレイ（つまり、Ｃ１＝１６、Ｃ２＝１８
、Ｐ１＝１９、Ｐ２＝２１と、Ｃ１＝２、Ｃ２＝４、Ｐ１＝２９、Ｐ２＝３１）を用い、
四極抵抗率測定を点電極で行うと仮定すると、電圧降下さの大きさは４Ｉ１ρ／（１５ε
π）≒０．９２８及び４Ｉ２ρ／（１９５７５επ）≒０．７ｍＶとなる（１０ｍＡの電
流、１０Ωｍの抵抗率、０．００９１ｍの電極間隔とする）。従って、電圧降下は、二番
目のダイポール・ダイポール型アレイについて略１／１３００になり、閾値を用いて、電
圧信号が、システムによって十分正確に測定されるだけ大きいことを保証しなければなら
ない。しかしながら、その閾値を求める前に、ΔφＰ１Ｐ２をもたらす点電極モデルを、
楕円電極に拡張して、互いに相対的に近い電気抵抗率アレイに対する電極の幾何学的形状
の影響を予測する。
【０２１０】
　上述のように、電極は正確には点となり得ず、電極に関連した或る程度の寸法が存在し
、その面積は体内に電流を流すのに適切な大きさを有さなければならない。上述の図１Ｃ
に戻り、矩形電極を用いた実施によって測定されるようなＰ１及びＰ２間の電圧降下（実
線）を、点電極モデルによって予測された電圧降下（破線）と比較する。図１Ｃから明ら
かなように、電圧が互いに近いと、点電極モデルは、Ｐ１～Ｐ２間の電圧降下を正確に予
測することができない。第二の楕円モデルについては図１Ｄを参照して試験されていて、
第二の楕円電極モデルが、実験値と良く一致していることが示されている。
【０２１１】
　例えば、測定デバイスが、２ｍＶの分解能を有し、固定駆動電極及び聴診電極の間のギ
ャップが増大していくダイポール・ダイポール型アレイについて考える（以下の表（表３
とも呼ぶ）を参照）。電極が非常に近いと（つまり、Ｃ１＝２、Ｃ２＝４、Ｐ１＝５、Ｐ
２＝７）、以下の表に示されるように、電圧降下は比較的大きく３２２ｍＶであるが（１
０ｍＡの電流、１０Ωｍの抵抗率、０．００９１ｍの電極間隔）、聴診電極が電極２３を
超えると、結果としての電圧降下は、２ｍＶ分解能デバイスでは正確に測定できない程に
小さくなる。



(58) JP 2015-512658 A 2015.4.30

10

20

30

40

50

【表２】

【０２１２】
　線電荷の電圧降下の大きさを点電極のものと比較すると、駆動電極と聴診電極との間の
間隔が十分大きい場合に、二つのモデルによる電圧の大きさが一致する。点モデルは、０
．７ｍＶ（Ｃ１＝２、Ｃ２＝４、Ｐ１＝２９、Ｐ２＝３１について）という線電荷モデル
と等価な電圧降下を与える。しかしながら、電極が互いに近いと、点電極は、電圧降下を
ほぼ三倍で過大評価する（点モデルは、Ｃ１＝１６、Ｃ２＝１８、Ｐ１＝１９、Ｐ２＝２
１の場合（これは、Ｃ１＝２、Ｃ２＝４、Ｐ１＝５、Ｐ２＝７を並進移動させたバージョ
ンである）に９２８ｍＶを与えることを思い出されたい）。
［電気抵抗率アレイの選択］
【０２１３】
　電気抵抗率アレイを選択するための多様な方法が存在し、例えば、上記三節では、調査
深度ｍ、その相対的偏差Δｍ／ｍ、それに関連した電圧の大きさΔＶを用いてアレイを選
択してきた。３１電極（偶数の電極が電流を流し、奇数の電極が電圧降下を測定する）の
センサを用いる場合、

【数２２】

通りの組み合わせが考えられる。両方の聴診電極が駆動電極の外側にある組み合わせを除
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外して、ガンマ型アレイを無視すると、５４６０個のアレイとなる。電圧降下が５ｍＶよ
りも大きく、調査深度の相対的偏差Δｍ／ｍが２０％未満であるとすると、２５００個程
度のアレイが利用可能である（図２３を参照）。
【０２１４】
　しかしながら、一部バリエーションでは、ガンマ型アレイを選択において残すことが対
象となり得て、代わりに、点電圧降下とその線電荷のカウンターパートとの間の相対的偏
差に基づいた閾値で、ＤＯＩの偏差を３％未満に制限する。この場合、７７７個のアレイ
が選択されて、図２２Ａ～図２２Ｊの表（表２と呼ぶ）に明示的に列挙されている。選択
基準は、電気抵抗率アレイのタイプにも依存し得て、電気抵抗率アレイのＤＯＩと聴診電
極の位置とを考慮することによって領域に対する一様なカバレージを与えるように選択さ
れる。従って、ＤＯＩ、その偏差、関連した電圧降下が分かると、電気抵抗率アレイを適
切に選択することができる。
【０２１５】
［感度及びシステムノイズを用いて電気抵抗率アレイを取捨選択する方法の一例］
【０２１６】
　中央値調査深度（ＤＯＩ）は、感度量の尺度として機能し得て、特定の四極電気抵抗率
アレイは、或る深度における表面下抵抗率の変化についての分解能を有さなければならな
い。これは、抵抗率アレイが無限に広がる表面上に存在していると仮定し、駆動電極対及
び聴診電極対がどちらも表面下に電流を流しているかのようにして発生する電気力線の変
化を計算することによって、計算され得る。フレシュ微分によって測定されるような電気
力線の変化は、三次元で変化するものである。四極アレイの感度の深度成分のみを記述す
るようにこの尺度を制限するため、フレシュ微分を表面にわたって積分して、深度と共に
変化する成分のみを残す。この調査深度（ＤＯＩ）は、各四極アレイに対する感度数に関
係していて、これを用いて、感度について電気抵抗率アレイを格付けすることができる。
“良好な”センサとは、表面下をマッピングするのに十分な異なる感度を備えた抵抗率ア
レイを有するものであるとされる。
【０２１７】
　駆動対を格付けするのに関連する感度の精度を、試験して及び／又は確かめ得る。例え
ば、感度格付けを評価する第一の方法は、調査深度を試験して、電極の僅かな誤配置（セ
ンサに皺が寄ったり曲がったりすることに因るものであり得る）に対するロバスト性（例
えば、大きく変化しないこと）を確かめることを含む。これは、電極の誤整列に起因した
調査深度の変化を、この感度尺度の大きさ（信号対ノイズ比に類似している）と比較する
ことによって行われ得る。深度値に対する深度変化が、抵抗率アレイに対する所定の許容
範囲よりも大きい場合、不安定であると考えられるので、アレイを低く格付けし得て、及
び／又は、表面下を再構築するのに使用しない。第二の格付け方法は、電子ノイズの影響
を受け易い信号を作り出すものであるので、電圧感知電極対が電流駆動対から遠く離れて
いる場合に導出可能なものである。これは、測定を繰り返して、システムに対する測定の
ノイズフロアを見つけ出し、アレイの見掛け閾値を計算する際にこのノイズフロアを検討
可能な最小電圧測定に対する閾値として用いることによって決定され得る。こうした方法
によって、アレイを格付けし得て、これらの方法のうちの一つ又は複数が適用され得る。
この格付けは、多数のパラメータ（例えば、閾値）を含み得て、そうしたパラメータの一
つ又は複数が、測定においてアレイを許容又は拒絶するための閾値となり得る。例えば、
ノイズフロア未満の電圧を報告するアレイ、及び／又は、電極の誤配置に対して顕著に変
化する調査深度を有するアレイ（例えば、ｘを２％、５％、１０％、１５％、２０％等と
して、ｘよりも大きいもの）を、不安定として排除し得る。
【０２１８】
　従って、ノイズフロアｎが与えられると、電圧測定値がこのノイズフロアよりも大きい
場合（例えば、ΔＶ＞ｎ）に、電気抵抗率アレイが安定であるとされ、代替的に又は追加
的に、その調査深度ｍが、ある閾値未満（例えば、Δｍ／ｍ＜５％）でずれている場合に
（Δｍは、電極の誤配置（例えば、各方向において略１／２電極幅）の関数としての深度
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変化である）、アレイが安定であるとされる。残っている抵抗率アレイは、安定であると
考えられて、調査深度によって格付けされて、上述のように、対象としている表面下測定
を見つけ出すために逆ソフトウェアにおいて使用可能である。
【０２１９】
　図２４は、複数の四極アレイを有するセンサからどのアレイを使用するのかを決定する
ための方法又はシステムの一バリエーションを示す。例えば、一部バリエーションでは、
システムは、まずノイズレベルを適用して、そのノイズレベルの上か下かで（又はそのノ
イズレベルにあるかで）アレイを分類するように構成され得る。例えば、システムは、ま
ず一様タンク測定を繰り返して、システムのノイズレベルを見つけ得る（２４０１）。こ
のノイズレベルに基づいて、システムは、その電圧測定値がこのノイズレベル未満である
抵抗率アレイを除外し得る（２４０３）。追加的に（２４０４）又は代替的に（２４０５
）、システムは、電流駆動電極及び電圧感知電極の位置を用いて、アレイに対して（又は
、ノイズレベルのカットオフを適用した後に残ったアレイに対してのみ）中央値調査深度
を計算し得る（２４０７）。そして、システムは、電極の変位位置を仮定すること（各方
向において１／２電極間隔以下でランダムに）によって、ランダムな変位において各アレ
イの調査深度を計算し得る（２４０９）。そして、システムは、そのランダムな変位全て
に対する各アレイの偏差を計算して、偏差前に報告されたアレイの調査深度によってこの
偏差を正規化することができる（２４１１）。そして、深度測定に対する偏差が或る許容
範囲（例えば５％）を超えているアレイを除外する（２４１３）。一部バリエーションで
は、残っているアレイを、調査深度に関して分類し得る（２４１５）。最後に、残ってい
るアレイを用いて、本願で開示されるように表面下を解像し得る（２４２７）。
【０２２０】
　本願で開示されるあらゆるシステムは、プロセッサを有するコンピュータにおいて実施
され得る。例えば、システムは、四極アレイを格付け及び／又は除外するように構成され
たプロセッサを含み得る。
【０２２１】
　一般的に、センサの材料及び寸法は、組み合わせのアレイ（つまりセンサ）の各電極が
被検体の皮膚に確実に機械的及び電気的に接触するように設計され得て、その皮膚の曲率
は、被検体毎に異なり、また、被検体の位置及び移動に対して変化するものである。
【０２２２】
　多くの試作品の製造及び人間を被検体とした試験を通して、本発明者は、細くて薄いパ
ッチ（センサ）が、被検体の多様な運動にわたって人間の被検体に対して最も確実に機械
的及び電気的に接触することを見出した。薄くて細いパッチは、座屈の影響を受け難く、
より良い電気的接触を提供することがわかった。パッチにおける過度の座屈は、電極間隔
を顕著に減少させて、調査深度を変化させ得る。また、薄くて細いパッチは、被検体の曲
率によりコンフォーマルに一致して、ヒドロゲルに対して応力、歪み、張力を減少させ、
電気インピーダンスの変動を減少させることもわかった。パッチ開発における重要な発見
は、ヒドロゲル接着剤の適切な選択によって、パッチ及びそれに付随するワイヤの重さを
、追加の接着剤を必要とせずに被検体の背中で保持可能であるという点である。
【０２２３】
　上述のように、支持裏地は、ポリエステル材料及び抗菌酸化チタン材料（例えば、コー
ティング）を含む適切な材料を備え得る。更に、一部バリエーションでは、パッチは、被
検体の背中にコンフォーマルに一致可能であり、略５ミル未満の厚さを有する。
【０２２４】
　パッチの長さは、パッチの中心が最も深い調査深度を有し且つ典型的には関心領域に整
列しているという条件で、電気抵抗率アレイの目的を満たすように設計され得る。肺が関
心領域である実施形態では、パッチの中心は肺と整列され得て、パッチの頭側は肩の下ま
で延伸していて、パッチの尾側は腰の上まで延伸している。
【０２２５】
　電極の表面寸法は、作動定電圧源又は作動定電流源からパッチ上の二つの電極間におい
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て体内に適切な電流を流すように設計される。適切な電流とは、人体について予想される
導電率に対して、装置において測定される電流測定及び電圧想定の両方に所望の信号対ノ
イズ比を得るのに必要な電流であり得る。従って、例示的な電極寸法は、０．１５インチ
×２．００インチであり得る。
【０２２６】
　パッチは、操作者が簡単に取り扱って被検体に配置することができるように構成され得
る。図形層をパッチに印刷して、操作者にパッチの適切な配向を視覚的に指示し得る。視
覚的マーキングとして、上述のように、“頭の方に向ける”、“足の方に向ける”、“中
心”が挙げられる。ヒドロゲルは、電極とプラスチックのリリース裏張りとの間に挟まれ
得る。リリース裏張りは、保管時にヒドロゲルを保護し、病院で適用する前にヒドロゲル
の被検体側を露出するように簡単に剥がされるものである。露出されたヒドロゲルに煩わ
されずに、パッチを取り扱い及び位置決めするために、タブがパッチに配置され得る。ヒ
ドロゲルを含む全てのパッチ材料は生体適合性がある。
【０２２７】
　例における使用等で本願（明細書及び特許請求の範囲）において使用されるように、ま
た、特に断らない限り、全ての数は、明示的に記載されていないとしても、“約”や“略
”という用語が前に付くものとして読まれるものである。“約”又は“略”という用語は
、説明される値及び／又は位置がその値及び／又は位置の予測される妥当な範囲内にある
ことを示すために、大きさ及び／位置を示す際に用いられ得る。例えば、或る数値は、記
載されている値（又は数値範囲）の±０．１％の値、記載されている値（又は数値範囲）
の±１％の値、記載されている値（又は数値範囲）の±２％の値、記載されている値（又
は数値範囲）の±５％の値、記載されている値（又は数値範囲）の±１０％の値等である
。本願に記載される数値範囲は、そこの含まれる全ての部分的範囲を含むものである。
【０２２８】
　多様な例及び例示が本願において与えられているが、これらの例は、限定的なものでは
ない。本願において説明される電気抵抗率アレイ、個々の電極、更にはシステムのタイプ
、形状及びサイズのバリエーション等の他のバリエーションも想定されている。更に、上
述の多くの例は、肺の湿潤度を決定するためのデバイス、システム及び方法の使用を説明
しているが、これらのデバイス、システム及び方法を、肺に限らず他の体の部位の湿潤度
を決定するのに使用し、またそのように構成し得る。従って、これらの方法、デバイス及
びシステムは、肺の湿潤度に関連したもの以外の疾患（例えば、鬱血性心不全）を処置す
るのに使用可能である。例えば、方法、デバイス及びシステムを、リンパ浮腫を検出及び
監視するように、人工関節置換手術中に、又は、筋区画症候群を監視、検出、処置するよ
うに使用又は構成し得る。添付の特許請求の範囲は、本願で開示される発明の範囲を表明
するものである。
［順問題及び逆問題］
【０２２９】
　図５は、センサを未知の幾何学的形状の人体に適用した際にセンサの表面下の抵抗率の
分布を決定する一方法を例示する。図５において、プロセッサは、まず、所定の構成のセ
ンサから印加電流及び感知電圧（複素数）を受信した後、各電気抵抗率アレイについて見
掛け抵抗率を計算する。見掛け抵抗率は、表面下の数学的モデルを用いて（例えば、順問
題を解くことによって）各対象周波数について決定され得る（５０５）。
【０２３０】
　有限差分法又は有限要素法を用いて、表面下をモデル化して、表面下の抵抗率の空間的
関係及び抵抗率の特性を、測定された見掛け抵抗率、及びシステムからの測定値からの見
掛け抵抗率の特性に結び付けることができる。深度の定量的近似を、フレシュ微分又は感
度関数を用いて各モデルについて導出し、モデル内のブロックのサイズを調整するのに使
用する。“中央値調査深度（ＤＯＩ）”を深度に対するロバストな近似として使用し得る
。中央値調査深度は、感度関数から、ＤＯＩの上の深度がＤＯＩの下の深度と同じ影響を
測定電位に対して有するという深度である。
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【０２３１】
　順問題がまず“解かれる”と（５０７、５０９）、逆問題に関連して最適化され得る（
５１１）。一部バリエーションでは、本願で開示される方法及びシステムは、二つの最適
化問題を共に（連続的に又は逐次的に）扱い、未知の幾何学的形状を有する人体に対して
、センサの表面下の抵抗率の空間的関係及び抵抗率の特性を決定する。この最適化問題に
おいて、初期モデル（順問題の結果）を、平滑条件反復法で修正して、モデル応答（順問
題）と観測データ値（システムからの測定値）との間の差を許容可能限界内に減少させる
。
【０２３２】
　この逆問題を、本願で開示されるシステム及び方法の一バリエーションに適用した一例
について説明する。例えば、所定の電流注入位置に対する体の表面についての電圧測定の
サンプルについて、逆問題は、体の構成を推測し得る。逆問題に対して与えられるデータ
セットははるかに限られているので、少数の表面測定から表面下電気特性を計算すること
は、データセットを式に代入することによって直接計算することができるものではない。
従って、順問題を用いて、体の内部特性の一組の“推定”を行い、結果としての電圧の各
々を、被検体の体に対する電圧測定と比較し得る（最適化プロセスは、推定がどれだけ変
化するかを選択する）。結果としての電圧が測定電圧に最も近い順モデルを、被検体の内
部特性を最も良く表しているものとして選択する。
【０２３３】
　第一最適化において、一つの周波数においてセンサに対して行われた多数の見掛け抵抗
率は、観測又は測定されたデータとして機能する。参照幾何学的形状を用いて、各見掛け
抵抗率測定値を計算するための幾何学的因子を決定し得る。参照幾何学的形状は、人間の
胸部の矩形ボリューム近似であり得る。既知の抵抗率を有する生理食塩水の水位線の直下
にセンサを配置した際のアレイの各見掛け抵抗率の位置、及び、人間の胴のものと同様の
ボリューム割合に対して各ΔＶ／Ｉを測定することによって、幾何学的因子を、本システ
ムを用いて、経験的に決定することができる。各幾何学的因子は以下の式によって求めら
れる：
　　　ｋ＝Ｉ×ρｓａｌｉｎｅ／ΔＶ
【０２３４】
　第一最適化を、平滑条件を用いて、一組の順問題に対して行い、測定値に対するモデル
応答の誤差が許容可能な限界以内になるようにしてモデルの空間的抵抗率を決定する。こ
れは、一つの周波数に対する空間的抵抗率マップを与えるが、生理食塩水タンクに対する
人間の幾何学的形状の不整合によって誤差が導入されていて、これを、以下で説明する方
法によって補正する。
【０２３５】
　第一最適化問題は、第二最適化問題と共に（又は別々に）実行され、ＲＰＤ又は位相に
関して第二最適化モデルに対する解を探す。従って、一部バリエーションでは、相対的パ
ーセント差５２１が、図５のブロック５０１に記載されるプロセス内で最適化され得る。
その一方又は両方が有用となり得る。第二最適化問題を設定するのには二つの選択肢があ
り、センサの下で二つの周波数の間の抵抗率の空間的変化を決定すること、又は、センサ
の下で抵抗率の位相関係を決定することである。各選択肢は、幾何学的因子の影響を消す
ことによって、人間の幾何学的形状の影響を低下させ得る。
【０２３６】
　一部バリエーションでは、二つの画像が生成され、相対的強度値を示す“ヒートマップ
”として描かれ得る。第一ヒートマップ画像は、第一最適化問題によって生成され得て、
参照幾何学的形状に関する単一の周波数における空間的抵抗率マッピングを示す。参照幾
何学的形状と人間の幾何学的形状との間の不整合は、解に誤差を伝える。それでも、参照
幾何学的形状は人間の一般的スケールのものであるので、この画像は或る程度の有用な情
報を含み得る。この一例を、以下で説明する図６Ａ及び図７Ａに見て取れる。第二画像は
、第二最適化問題からの解によって生成される。第二最適化問題は第一最適化問題と数学
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的に関係しているので、一部バリエーションでは、それ自体の計算は行われないこともあ
り得る。第二画像の例が図６Ｂ及び図７Ｂに示されている。
【０２３７】
　第二画像の値は、生成されるヒートマップが人間の幾何学的形状からの影響が少ない表
面下の抵抗率のＲＰＤであるという点に基づくものである。一つの応用（例えば、肺の湿
潤度の検出）では、第二最適化についてどちらの方法を選択したとしても、関心領域の低
いＲＰＤ値又は低い位相角度として、浮腫が第二画像に存在しているものと予想する。二
種類の第二画像を発生させることが望ましいものとなり得て、一方がＲＰＤ型であり、他
方が位相型である。これら二種類の画像が共に表面下についてより多くの情報を提供し得
る。
【０２３８】
　従って、例えば、一実施形態では、１５個の駆動電極を４つの周波数の各々で駆動する
と、総計で２５２×４（つまり１００８）個の測定値が記憶されて、上述のように処理さ
れ得る。測定値は、領域間隔によって分類された三角形状のプロファイルをもたらす擬似
深度によって分類され得る。全ての領域及びサブ領域が略同じ見掛け抵抗率を有する（例
えば、生理食塩水試験漕において）一様な場合について解くと、この配置についてのｋ因
子を簡単に計算することができる。これは、図６Ａ及び図６Ｂに示されていて、これらの
図は、センサを接触させて配置した生理食塩水タンクを示している。例えば、図６Ａは、
生理食塩水で満たされたタンクから再構築された擬似セクションを用いて逆モデル抵抗率
を表す画像を示す。図６Ａの画像は、５０ｋＨｚで発生させた抵抗率画像である。完璧な
系において、画像は完全に一様であるが（例えば、１０Ω・ｍの抵抗率を有する）、図６
Ａに示される実験結果では、値は略９．７７～１０．３１で変化している。
【０２３９】
　図６Ｂは、図６Ａと同じ擬似セクション領域のヒートマップを示し、５０ｋＨｚと２２
０ｋＨｚとの間の周波数応答のＲＰＤ画像を示す。上述のように、理想的な系では、値は
全てゼロとなるが、図示では、値は、１．２２から１０．５０の間で変化し、多くの領域
において略１．２２で始まっている。
【０２４０】
　上記方法の原理の証明のため、生体物質を含む対象をセンサの下に配置した際について
、システムが抵抗率の分布を提供し得る。例えば、図６Ａ及び図６Ｂで用いた生理食塩水
タンクの設定を、タンク内の多様な物質を追加することによって、原理の証明のために用
い得る。図７Ａ及び図７Ｂは、センサを用いて、生理食塩水タンクに追加された試験物質
（ヤムイモ（ｙａｍ））の抵抗率の配置を決定する一バリエーションを示す。この例では
、図７Ａ及び図７Ｂの画像に見て取れるように、ヤムイモがセンサの下でタンクの右上に
追加されている。図６Ａ及び図６Ｂと同様に、上図（図７Ａ）は、５０ｋＨｚでとられた
データからの抵抗率画像である。右上の象限に、ヤムイモをはっきりと認識することがで
きる。下図（図７Ｂ）は、５０ｋＨｚから２００ｋＨｚの間における周波数の関数として
、ＲＰＤ、つまり抵抗率の変化を示す。生理食塩水は、画像において略１．７９以下の低
い値を有する。ヤムイモの値は４０代である。
【０２４１】
　例えば、多数の周波数をとることで、抵抗率を高コントラスト差で決定することができ
る。図６Ａ～図７Ｂに示されるような実験データは、システムが導電性領域と絶縁性領域
との間の差を高コントラストで解釈することができることを示している。これは、図８Ａ
～図９Ｂにも示されている。
【０２４２】
　アレイについての電極間隔（結果としてのヒートマップの感度に影響を与える可能性が
ある）を決定するに際し、その間隔は、感度関数（例えば、フレシュ微分）に基づいたも
のであり得る。また、システムは、セル（ボクセル）のサイズ及び／又は形状も変更し得
る。本願で示される図面では、サイズ／形状は、正方形であるとしているが、他のサイズ
及び形状も使用可能である。
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【０２４３】
　図８Ａは、見掛け抵抗率を示す。この例では、試験対象はガラスビーカーである。デー
タを発生させて、それを用いて、順問題及び逆問題を解き、図８Ｃに示されるような抵抗
率の空間マップを発生させる。
【０２４４】
　肺の組織を撮像するため、同じ設定を用いて、被検体の体（例えば、皮膚、筋肉、骨）
に見出される組織と同様の組織を撮像することができる。図９Ａ及び図９Ｂは、空間的抵
抗率の計算結果の他の例を示す。試験対象は、図８Ａ～図８Ｃで用いたのと同じビーカー
であるが、電極表面付近に第二の（有機）試験物質も含まれている。この例では、（生の
）豚組織に対応する筋肉及び骨（肋骨）である。図９Ｃに示されるように、システムは、
異なる領域の抵抗率に基づいて、筋肉及び骨の層の下のフラスコ（絶縁体）を区別するこ
とができた。ＲＰＤを用いて槽を試験する場合、ビーカーは周波数応答を有さないので、
画像において見えない。
【０２４５】
　システムは、被検体の皮膚に多重周波数電流を印加して（例えば、駆動電極から）、複
数の周波数において被検体の皮膚上で電圧を感知する（感知電極から）ように構成され得
る。例えば、システムは、後述のように、ＤＡＣから多重周波数電流信号を受信し、そし
て、リレー回路が閉じている際に、センサを介して被検体の被覆に多重周波数電流を印加
することができる。電流信号は、複数の異なる周波数において被検体に同時に印加され得
て、又は、一度に一つの周波数で（逐次的に）印加され得る。リレー回路が開くと、電極
界面が、複数の周波数において被検体の皮膚にわたって電流を感知又は測定することがで
きる。多重周波数において電圧を同時に感知することは、システムに複数の相関器を含ま
せることによって達成可能であり、ここで、各相関器が異なる測定周波数に対応している
。各相関器は、ナローバンドフィルタとして機能することができ、システムが特定の測定
周波数における複素電圧を抽出することができるようにする。例えば、一実施形態は、シ
ステム内に２０個の相関器を含み、２０の異なる測定周波数に対応している。システム内
の各相関器は、特定の周波数測定に対する同相成分及び直角成分を有する複素電圧を出力
として提供する。当該分野において知られているように、相関器は多様な方法で実施可能
である。実際には、システムは一つのみの相関器、又は一つよりも多くの相関器を含み得
る。
【０２４６】
　一部バリエーションでは、センサは、電極界面のキャパシタンスを除去又は低減する活
性回路成分を含み得る。例えば、多重周波数電流を電極表面に印加する際、入力キャパシ
タンスが電極表面に生じ得る。このキャパシタンスを中性化するため、キャパシタンス中
性化回路を実施し得る。キャパシタンス中性化回路は、電極界面の入力部に入力キャパシ
タンスをフィードバックして、入力キャパシタンスを界面から効果的に除去することがで
きる。上述のように、リレー回路の動作も、電極界面にキャパシタンスを加え得る。リレ
ー回路の容量効果は、リレー回路周辺に静電シールドを加えて、リレー回路を閉じた際に
静電シールドを駆動することによって中性化可能である。
【０２４７】
　また、一部バリエーションでは、センサは、データの収集及び処理を向上させる活性回
路を含み得る。他のバリエーションでは、収集及び／又は印加された信号の処理は、セン
サの上流のコントローラによって行われ得る。電極表面付近に活性回路を配置することに
よって、システムは、被検体に多重周波数信号を印加して、被検体上の電圧を感知して、
測定された周波数の各々において複素電圧を抽出するように電圧を処理して、更なる処理
及び分析用の信号を出力することができる。電流の印加、電圧の感知、データ処理の全て
を、センサ上の活性回路によって行うことも想定される。電極表面付近に活性回路を配置
することは、電極表面におけるキャパシタンスを低減して、印加及び測定される信号に加
えられる追加的なノイズ量を最少化することもできる。従って、本発明のシステムは、過
度のキャパシタンス及びノイズを除去して、電極界面自体及びノイズの影響を測定するこ
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となく、被検体の生物学的パラメータを正確に測定することを可能にする。
【０２４８】
　水は、組織等の大半の生体物質とは逆に、ほぼ純抵抗として電気的にモデル化すること
ができ、図１０の上に示されるように、比較的平坦な周波数応答を有する。対照的に、生
体組織は動的な周波数応答を有し、図１０の下に示されるように、ＲＣ回路としてモデル
化され得る。図１０では一般的に以下のことが当てはまる。即ち、周波数が低いもの（例
えば＜１００Ｈｚ）から高いもの（例えば、＞１００Ｈｚ）に増大すると、生体組織の周
波数応答が増大する一方で、水の周波数応答は一定のままである。従って、肺の湿潤度を
調べる場合、サンプル領域の周波数応答が水と同じ様に振る舞うほど（例えば、比較的平
坦な周波数応答を有する）、その領域がより湿潤であるということが予想される。これは
非常に単純なモデルであるが、相対的パーセント差の使用は、低周波数対高周波数におけ
る見掛け抵抗率を比較することによってこの単純な関係を活用することができる。ウェッ
トな組織は、平坦な周波数応答を有すると予想され、これを、低試験周波数対高試験周波
数における見掛け抵抗率の相対的パーセント差を調べることによって、見て取ることがで
きる。
【０２４９】
　本願で開示される例では、印加される低周波数の範囲は、略８０ｋＨｚ以下（例えば、
５０ｋＨｚ以下、３０ｋＨｚ以下、２０ｋＨｚ以下、１０ｋＨｚ以下等）である。例えば
、以下で説明する図１６Ａ及び図１６Ｂに示される例では、２０ｋＨｚを用いている。高
周波数範囲は一般的に略１００ｋＨｚ以上（例えば、２００ｋＨｚ以上等）である。
【０２５０】
　図１１は、異なる組織領域を示す見掛け抵抗率を試験するために組織の上に配置された
電気抵抗率アレイの一例を示す。図１１では、体の表面は、電流が外側電流間で流れ、電
圧が内側電極対で測定されるように配置された電極アレイを含む。駆動電極間の電流経路
は、抵抗率が体の深部領域において低くなると、実線の電流経路から破線の電流経路へと
変化する。同様に、抵抗率が深部領域において低くなると、感知電極対の間の直交等電位
線は更に離れていく（より大きなΔＶ）。従って、多様な深度における組織の下の抵抗率
変化は、多様な感知電極対において測定される電圧変化として検出され得る。これに基づ
き、既知のアレイ構成、既知の印加電流及び測定電圧を前提として、電極の下の多様な深
度の抵抗率を求めるようにシステムが最適化され得る。検出可能な深度は、図１２に示さ
れるように、表面上の電極の配置に依存し得る。
【０２５１】
　本願で開示されるような肺の湿潤度を決定するためのシステム及び方法については、印
加電流及び検出電圧が肺に達するのに十分な深度での感知を可能にすることに特に関心が
ある。従って、駆動電流及び感知電圧が印加及び受信される方法に関して、適切な位置で
の電極の適用が重要である。例えば、図１２では、３１個の電極（交互の駆動電極及び感
知電極）を有する例示的なデバイスを用いて、駆動対及び感知対の配置に依存して達成可
能な深度感度を例示する。従って、浅い測定及び深い測定両方の組み合わせが、抵抗率の
空間的配置分布の再構築を可能にし得る。本願で与えられる例では、電圧が駆動電極間で
測定されて、駆動電極及び感知電極の組み合わせを、図面（例えば、図１６Ａ及び図１６
Ｂ）に示される空間的配置を達成するように変更し得る。簡単のため、電極と一列になっ
ている（例えば、電極を通る）領域について電流を測定し得る。複素電流が測定され得る
。
【０２５２】
　図１３は、多数の電気抵抗率アレイに基づいた抵抗率分布の構築の他の例を示す。上述
のように、内部抵抗率がわかると、表面電圧を求めることができ、また、（この場合のよ
うに）逆の関係を用いて、表面電圧が与えられると、内部抵抗率が求められる。従って、
駆動電流及び既知のアレイの幾何学的形状を前提とすると、感知電圧をフィッティングす
るように最適化することによって、抵抗率分布を表すヒートマップを生成することができ
る。一般的に、表面電圧から内部抵抗率を求めることは、順問題及び逆問題の組み合わせ
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を解くことによって行われ得る。感知電圧と印加電流と内部抵抗率との間の関係を、ポア
ソン方程式で表し得る。組織表面下の幾何学的形状は初め未知であるが、異なる周波数に
おける測定電圧及び既知の電流を用いて、許容可能な誤差範囲内に最適化して、表面下の
抵抗率を決定し得る。この逆問題は、反復的に解かれて、その結果を、順問題にフィード
バックして、表面上の測定抵抗率値と計算測定率値の間の不整合誤差を最少化し得る。
【０２５３】
　図１４は、肺の湿潤度を決定するために相対的パーセント差の分布を決定する一方法を
示す。例えば、図１４では、ステップ１において、第一の（例えば、最低）周波数におけ
る抵抗率分布を得る。ステップ２では、同じボリュームに対して（例えば、最高）周波数
における抵抗率分布を得る。最後に、ステップ３において、二つの周波数の間の相対的パ
ーセント差を計算する（ステップ１及びステップ２での情報を用いて）。
【０２５４】
　原理の証明として行われる本方法の一例を図１５に示す。この例では、浸漬した生体組
織（ヤムイモ）を有する生理食塩水タンクを、そのタンクの頂部付近の電極アレイと共に
用いて、水と生体組織との間の抵抗率変化が可視化されることを確かめる。図１６の下に
示される分布は、生理食塩水中のヤムイモに対する高周波数（２００ｋＨｚ）と低周波数
（２０ｋＨｚ）との間の相対的パーセント差を示す。画像は、擬似的に着色されていて、
ヤモイモと水との境界が容易に区別できることが示されており、予測されるように、生体
組織（ヤムイモ）が、水（上述のように平坦である）よりも大きな相対的パーセント差を
有する。
【０２５５】
　図１６Ａ及び図１６Ｂは、肺の湿潤度を検出するために本願で開示される方法及びシス
テムの応用の一例を示す。図１６Ａは、健常な被検体（“ドライな”肺）について高周波
数と低周波数との間の抵抗率の相対的パーセント差の分布を示す。比較として、図１６Ｂ
は、ウェットな（浮腫性）被検体について高周波数と低周波数との間の抵抗率の相対的パ
ーセント差の分布を示す。画像を分析して、肺の湿潤度を分析する方法を示す。
【０２５６】
　多様な試験を用いて、抵抗率の分布、特に、抵抗率の相対的パーセント差の分布を解釈
して、被検体の肺の湿潤度を表示又は追跡し得る。例えば、一部バリエーションでは、相
対的パーセント差の分布の一組の試験又は分析を行って、肺がウェットであるかドライで
あるかを決定し得る。
【０２５７】
　例えば、一バリエーションでは、組織内への深度が増えていく（例えば、外皮表面から
筋肉を通り、肺に至る）分布における相対的パーセント差の変化を調べて、肺の湿潤度を
決定し得る。この分析試験では、深度が肺に向けて増大するにつれて、相対的パーセント
差が増大していく場合（例えば、肺の湿潤度の傾斜が正である場合）、被検体はドライで
あると（例えば“ドライな”肺を有する）考えられる。これが図１８Ａ及び図１８Ｂに示
されている。図１８Ａでは、分布の中心領域（４×１５ボックスの中心の長方形で示され
る）を調べている。各層（組織内への侵入深度にほぼ対応している）について、相対的パ
ーセント差の平均値（その層について示される四つの値の平均値）をとり、この平均値が
、図１８Ｂに示されるように、プロットされている。結果としてのグラフは正の傾斜を有
する。
【０２５８】
　図１９は、適用可能な他の試験を示し、相対的パーセント差の分布から、全平均値が抽
出されている。この例では、中心領域（例えば、図１８Ａに示されるボックスの領域）の
平均値をとり、閾値と比較している。平均値が閾値よりも大きい場合、肺はドライである
とされ、値が閾値よりも低いと、肺はウェットであり得る（追加試験も適用可能である）
。図１９では、分布の中心領域からとられた高周波数と低周波数との間の抵抗率の平均パ
ーセント差が、健常（ドライ）な被検体と、浮腫性（ウェットな）被検体の両方について
プロットされている。図１９に示される例では、ウェットな被検体は全て、１６未満とい
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う閾値の下にあり、一方、健常な（ドライな）被検体は全て、（中心領域からの相対的パ
ーセント差の変化について）正ではない（例えば、負、平坦な）傾斜を有し、この閾値の
上にある。ここの示される閾値は単に例示的なものであることを理解されたい。適切な閾
値は、平均値を決定する方法、アレイの構成、ＲＰＤを発生させるのに用いられる高周波
数及び低周波数等の多様な要因に依存して変化し得るが、閾値の一般的原理はそのままで
ある。従って、閾値の実際の数値は、多様なドライな被検体及びウェットな被検体に対し
て同様のパラメータを用いて、経験的に決定され得る。一部バリエーションでは、閾値は
、厳密なカットオフでははく、数値範囲を含み得て、ＲＰＤの平均値（又は一部バリエー
ションでは、和）がこの範囲内にある場合、肺はウェットであるか、不定であり得る。
【０２５９】
　上述のように、異なる複数の試験の組み合わせを用いて、肺の湿潤度を決定し得る。例
えば、一部バリエーションでは、個々の試験単独では決定的なものにはならないが、異な
る複数の試験を逐次的又は並列に行って、肺の湿潤度のより高い信頼度を提供し得る。例
えば、図１７Ａ及び図１７Ｂは、上述の個々の試験を用いて肺の湿潤度を決定するための
試験方法のバリエーションを示す。例えば、図１７Ａでは、高周波数と低周波数との間の
相対的パーセント差の分布を順次調べて、肺の湿潤度を決定し得る。この例で行われる第
一の試験は、分布の中心（“最も深い”領域を含む）からの平均ＲＰＤの比較である。平
均ＲＰＤ値が閾値の上である場合（例えば、＞略１６）、被検体の肺が“ドライ”である
と考えられ、一方、平均ＲＰＤ値が閾値の下である場合（例えば、＜略１６）、第二の試
験（図１８Ａ及び図１８Ｂに示されるような傾斜を調べる）を行う。一部バリエーション
では、これら試験の順番は、図１７Ｂに示されるように、切り替えられ得る。
【０２６０】
　本願で開示される方法及びシステムのいずれかを用いて、肺の湿潤度の臨床的進行を調
べることもでき、肺に湿潤度に対する処置（例えば、利尿治療等）を監視することが含ま
れる。この一例が図２０に示されている。この例では、四被検体の肺の湿潤度を処置にお
いて監視した。肺の湿潤度は、本願で開示される方法（ＲＰＤの分布の発生を含む）によ
って評価され、気道内の過度の流体に関連した水泡音や特徴的な“有響音”を聴診するこ
とを含む古典的な診断方法によって構築する。四被検体全ては、閾値の下にある分布の平
均領域からの平均ＲＰＤを最初有しており、肺の湿潤度を示していた。図２０の右側の“
経過観察”欄に示されるように、処置の間に、この平均値は全被検体において上昇したが
、閾値の下のままであった。興味深いことに、被検体は、肺の湿潤度の改善を示し、場合
によっては、呼吸中の水泡音等の肺の湿潤度の古典的な特徴を最早示さなかった。被検体
をある程度の改善を示したが、全体的な肺の湿潤度の他の尺度（足首の腫れ等）は残って
いた。これは、従来の方法と比較して、特に、肺の湿潤度の処置を追跡することにおける
、本システム及び方法の相対的な感度を示している。
【０２６１】
　例における使用等で本願（明細書及び特許請求の範囲）において使用されるように、ま
た、特に断らない限り、全ての数は、明示的に記載されていないとしても、“約”や“略
”という用語が前に付くものとして読まれるものである。“約”又は“略”という用語は
、説明される値及び／又は位置がその値及び／又は位置の予測される妥当な範囲内にある
ことを示すために、大きさ及び／位置を示す際に用いられ得る。例えば、或る数値は、記
載されている値（又は数値範囲）の±０．１％の値、記載されている値（又は数値範囲）
の±１％の値、記載されている値（又は数値範囲）の±２％の値、記載されている値（又
は数値範囲）の±５％の値、記載されている値（又は数値範囲）の±１０％の値等である
。本願に記載される数値範囲は、そこの含まれる全ての部分的範囲を含むものである。
【０２６２】
　本願で開示される発明の特徴及び部分的な組み合わせを単独で又は本願で明記されてい
ない組み合わせで用いることができることは理解されたい。更に、本願で開示される発明
は、他の特徴及び部分的な組み合わせを参照せずに採用可能である。範囲から逸脱せずに
、多様な実施形態が考えられ、添付図面で説明され又は示された本願の主題の全ては、例
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