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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モニターであって、
　ハウジング、
　前記ハウジングに具備されたディスプレイ、
　患者の生理学的状態の兆候（現れ）を取得するように構成された生理学的センサーと交
信し、その生理学的センサーによって取得された前記生理学的状態の兆候（現れ）に応じ
て生理学的パラメーター測定値を計算するように構成された計算機、
　前記計算機と交信し、前記モニターの計算、表示および警報のうちの１つ以上を制御す
るように構成され、このモニターの制御、表示および警報のうちの１つ以上に関連した選
択オプションを指定する構成プロフィールに応じる機器管理器、
　前記モニターの少なくとも一部へ施され、かつモニターユーザーにとって識別しやすく
、前記ディスプレイから離れた視覚表示器であって、この視覚表示機は、前記モニターに
よって使用中の前記構成プロフィールを表示する視覚表示器、
　入力／出力（Ｉ／Ｏ）ポート、
　前記構成プロフィールを保存するメモリー装置を備え、
　前記機器管理器は、前記Ｉ／Ｏポートによって前記構成プロフィールを取得し、
　前記メモリー装置は、前記構成プロフィールを前記機器管理器へ伝達するために、前記
Ｉ／Ｏポートへ取り外し可能に連結され、
　前記視覚表示器は、前記メモリー装置の少なくとも一部へ施され、前記構成プロフィー
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ルに対応している色を備え、かつ、前記メモリー装置およびその色は、前記構成プロフィ
ールをモニターユーザーが確認できるように、前記メモリー装置が前記Ｉ／Ｏポートへ連
結されているときには、そのモニターユーザーにとって識別しやすいものである、モニタ
ー。
【請求項２】
　前記機器管理器において実行される構成プロフィールルーチンをさらに備え、かつ、
　前記ルーチンは、前記メモリー装置に構成プロフィール設定値を書き込む、請求項１に
記載のモニター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願への相互参照＞
　この出願は、２００８年５月２日に提出されて“Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ”という発明の名称が付けられた米国仮特許出願第６１／１２６，２６８号、
および２００８年５月３日に提出されて“Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ”という発明の名称が付けられた米国仮特許出願第６１／０５０，２０５
号への米国特許法第１１９条（ｅ）による優先権を主張するものである。これらの引用仮
特許出願のすべての内容は参照によってこの明細書に組み入れられる。
【背景技術】
【０００２】
　循環血液の組成を測定するためのパルス・オキシメトリー・システムによって、外科病
棟、集中治療・新生児室、一般病棟、在宅医療、理学訓練、および事実上すべての種類の
監視用シナリオが含まれる広範囲の医療用途において、迅速な受け入れが達成された。パ
ルス・オキシメトリー・システムには、患者へ適用される光学センサー、センサー信号を
処理するとともにその結果を表示するためのモニター、および上記センサーと上記モニタ
ーとを電気的に相互接続する患者ケーブルが一般に含まれている。パルス・オキシメトリ
ー・センサーは通常、赤色波長を放射するものと、赤外線（ＩＲ）波長を放射するものと
を含む発光ダイオード（ＬＥＤ）と、フォトダイオード検知器とを備える。これらの発光
器および検知器は、指のような患者の組織部位へ取り付けられる。上記患者ケーブルは、
駆動信号を上記モニターからこれらの発光器へ送信し、また、上記発光器は、その駆動信
号に応じて、光を上記組織部位へ送る。上記検知器は、上記組織部位の内部における血流
を脈動させることで、減衰後の、発光された光に応じる信号を発生させる。患者ケーブル
は検知器信号を上記モニターへ送信し、上記モニターは、その信号を処理して、酸素飽和
度（ＳｐＯ２）および脈拍数のような生理学的パラメーターの数値読み出しをもたらす。
先進的な生理学的監視システムは、多数の波長センサーおよび多数のパラメーターモニタ
ーを利用して、例えば、カルボキシヘモグロビン（ＨｂＣＯ）、メトヘモグロビン（Ｈｂ
Ｍｅｔ）および全ヘモグロビン（Ｈｂｔ）の測定が含まれる高度化測定能をもたらす。
【０００３】
　運動誘発ノイズを通して読み取ることのできるパルスオキシメーターが、少なくとも米
国特許第６，７７０，０２８号、第６，６５８，２７６号、第６，６５０，９１７号、第
６，１５７，８５０号、第６，００２，９５２号、第５，７６９，７８５号および第５，
７５８，６４４号に開示されており、低ノイズのパルス・オキシメトリー・センサーが、
少なくとも米国特許第６，０８８，６０７号および第５，７８２，７５７号に開示されて
いるが、これらはすべて、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ州、ＩｒｖｉｎｅのＭａｓｉｍｏ　Ｃｏ
ｒｐｏｒａｔｉｏｎ（“Ｍａｓｉｍｏ”）へ譲渡されており、また、参照によってこの明
細書に組み入れられる。
【０００４】
　生理学的モニターおよび対応する多数の波長光学センサーが少なくとも、２００６年３
月１日に提出されて“Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ　Ｓｅｎｓｏｒ　Ｅｍｉ
ｔｔｅｒｓ”という発明の名称が付けられた米国特許出願第１１／３６７，０１３号、お
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よび２００６年３月１日に提出されて“Ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｐａｒａ
ｍｅｔｅｒ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ”という発明の名称が付けられた米国特許
出願第１１／３６６，２０８号に記載されているが、これらは両方とも、Ｃａｌｉｆｏｒ
ｎｉａ州、ＩｒｖｉｎｅのＭａｓｉｍｏ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ（“Ｍａｓｉｍｏ　
Ｌａｂｓ”）へ譲渡されており、また、参照によってこの明細書に組み入れられる。
【０００５】
　さらに、ＬＮＯＰ(R)　接着型あるいは再利用可能型センサー、ＳｏｆＴｏｕｃｈＴＭ

　センサー、Ｈｉ－Ｆｉ　ＴｒａｕｍａＴＭ　あるいはＢｌｕｅＴＭ　センサーのいずれ
か、およびＲａｄｉｃａｌ(R)、ＳａｔＳｈａｒｅＴＭ、Ｒａｄ－９ＴＭ、Ｒａｄ－５Ｔ

Ｍ、Ｒａｄ－５ｖＴＭ　あるいはＰＲＯ＋ＴＭ　Ｍａｓｉｍｏ　ＳＥＴ(R)　パルスオキ
シメーターのいずれかのような低ノイズの光学センサーおよびパルス・オキシメトリー・
モニターが含まれる生理学的監視システムはすべて、Ｍａｓｉｍｏから入手可能である。
ＲａｉｎｂｏｗＴＭ　接着型あるいは再利用可能型センサーと、ＳｐＯ２、脈拍数、潅流
指数、信号特性、ＨｂＣＯおよびＨｂＭｅｔ、その他のパラメーターを測定するためのＲ
ａｄ－５７ＴＭ、Ｒａｄ－８７ＴＭ　およびＲａｄｉｃａｌ－７ＴＭ　モニターとのよう
な、多数の波長センサーおよび対応する非侵襲性血液パラメーターモニターを含む生理学
的監視システムもまた、Ｍａｓｉｍｏから入手可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　先進的な非侵襲性生理学的パラメーターモニターによれば、いくつか例を挙げると、表
示すべきパラメーター、ディスプレイフォーマット、警報閾値、警報種類、感度および平
均時間を設定する機能を含む実質的な操作自由度が、医師にもたらされる。最適な設定は
監視用途で異なる。病院環境における監視は、救急診療所あるいは外来患者診療所の監視
とは異なっている。また、相異なる医療的ケアが必要な相異なる患者を診察する相異なる
病棟では、相異なるモニター設定が必要になることが多い。例えば、救急処置室の監視要
件は、外科病棟のそれとは異なることが多いであろう。新生児患者の監視は老人患者の監
視とは異なることが多いであろう。従って、これらのモニターの操作自由度は、さまざま
な施設での医療スタッフおよび管理者にとっての課題であり、とりわけ、モニターが多様
な目的と患者種類とのために使用されるとき、あるいは、モニターが大きい施設の内部に
おける指定区域間でしばしば移動されるときには、課題である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　モニター構成システムが、さまざまな観点でこの課題に対処している。ある実施形態で
は、モニター構成システムによって、現在の初期設定値について容易に認識することので
きる表示が都合よくもたらされる。この表示は、例えば特定の病棟あるいは患者群と関連
付けることができる。加えて、モニターは、それぞれが独自の構成表示に関連付けられる
多様なユーザー規定の初期設定値のいずれかでプログラムすることができる。ある実施形
態では、モニター制御パネルおよびディスプレイによって、技術的支援スタッフが構成プ
ロフィールを医療スタッフによる偶発的な構成変更のおそれなく現在のモニター用法に最
も適したものに迅速に変更することのできる隠されたメニューがもたらされる。また、技
術スタッフは、１つ以上の初期設定値を都合よく入力するかあるいは修正するために手作
業あるいはプログラム作成支援を利用することができる。
【０００８】
　都合のよいことに、モニター構成システムの１つの観点では、ユーザーがフロントパネ
ルキーあるいは外部構成アプリケーションを使用する初期設定値への変更が可能になる。
このユーザー規定の「構成プロフィール」は、工場初期設定値に優先し、また、電源入れ
直しの後に維持される。ユーザーはまた、色および／または表示メッセージをそのプロフ
ィールに、どの構成プロフィールが初期値であるかをユーザーが一目で確認することので
きる「構成表示器」として関連付けることもできる。ある実施形態では、フロントパネル
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の着色光部が構成表示器である。構成プロフィールの特徴が有効にされた後に装置の設定
値への変更が行われると、そのフロントパネルの光が消えて、保存されたプロフィール設
定値からの変更が表示される。他の実施形態では、色の付いた差し込み式のメモリー、ド
ングル（ｄｏｎｇｌｅ）あるいは類似の装置が、モニター設定値をプログラム作成すると
ともにプロフィール表示器として作用する。
【０００９】
　モニター構成システムの１つの観点のものは、生理学的センサーと交信するとともに、
例えばディジタル式信号プロセッサー（ＤＳＰ）および機器管理器プロセッサーのような
プロセッサーを含んでいる。この生理学的センサーには、光学的放射線を組織部位の中へ
送る発光器と、その組織部位の内部における血流を脈動させることで減衰後にその光学的
放射線を受ける少なくとも１つの検知器とがあってもよい。上記ＤＳＰは、上記センサー
と交信するとともに、そのセンサーに応じる生理学的パラメーターを計算する。機器管理
器は、上記ＤＳＰから計算ずみ生理学的パラメーターを受けて、その生理学的パラメータ
ーをディスプレイへ送信し、また、その生理学的パラメーターに基づいて警報を管理する
。この機器管理器は、ＤＳＰの計算、生理学的パラメーターの表示および警報を特定する
構成プロフィールに応じるものである。上記構成表示器はその構成プロフィールを認識す
る。さまざまな実施形態では、この構成表示器はパネル光部からなっている。機器管理器
は、工場初期値の構成プロフィールとユーザー指定構成プロフィールとのうちのどちらか
を選択する。上記パネル光部は、工場初期設定値が選択されると第１色を表示し、ユーザ
ー指定設定値が選択されると第２色を表示する。ユーザー指定設定値は手動で規定される
。この構成表示器には上面搭載型の英数字ディスプレイが備わっている。
【００１０】
　モニター構成システムの別の観点では、光学的放射線を組織部位の中へ送る発光器と、
その組織部位の内部における血流を脈動させることで減衰後にその光学的放射線を受ける
少なくとも１つの検知器とを有するセンサーが備わっている。計算機が、このセンサーと
交信するとともに、そのセンサーに応じて生理学的パラメーターを計算する。機器管理器
が、上記計算機から計算ずみ生理学的パラメーターを受け、その生理学的パラメーターを
ディスプレイへ送信するとともに、その生理学的パラメーターに基づいて警報を管理する
。機器管理器は、計算機の計算値、生理学的パラメーターの表示および警報に関して構成
プロフィールに応じるものである。さまざまな実施形態では、上記機器管理器が、Ｉ／Ｏ
ポートを介して構成プロフィールを読み出す。メモリー装置が、上記構成プロフィールを
保存するとともに、その構成プロフィールを機器管理器へ送信するために、Ｉ／Ｏポート
へ取り外し可能に取り付けられている。このメモリー装置の少なくとも一部には色が付け
られている。この色は構成プロフィールに対応している。メモリー装置とその色とは、そ
の構成プロフィールをユーザーに対して指定するためにそのメモリー装置がＩ／Ｏポート
へ取り外し可能に取り付けられているときに、モニターのユーザーが容易に見ることので
きるものである。構成プロフィールルーチンが、上記機器管理器で実行されるとともに、
上記メモリー装置に構成プロフィール設定値を書き込む。
【００１１】
　モニター構成システムのさらに別の観点のものには、生理学的モニターのために規定さ
れたユーザー指定設定値の構成プロフィールが備わっている。この構成プロフィールは、
対応する工場指定設定値に優先するように選択される。ある色がこの構成プロフィールに
関連付けられる。選択された構成プロフィールは、関連付けられた色を表示することによ
って表示される。上記のユーザー指定設定値および工場指定設定値はそれぞれ、生理学的
パラメーターを計算すること、その生理学的パラメーターを表示することおよびその生理
学的パラメーターに基づいて警報を出すことの少なくとも１つに関連している。さまざま
な実施形態では、構成プロフィールは、その構成プロフィールを生理学的モニターの中へ
読み込むことによって規定される。選択されたプロフィールは、生理学的モニターの一部
分を上記の色で照射することによって、表示される。この読み込みには、その構成プロフ
ィールを入力／出力（Ｉ／Ｏ）ポートからダウンロードすることが含まれる。上記の照射
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には、上記モニターにおいて着色パネル光部を作用させることが含まれる。上記選択には
、上記構成プロフィールに対応しているコードをワイアレス装置から受けることと、上記
コードによってその構成プロフィールを起動させることとが含まれる。
【００１２】
　モニター構成システムの付加的観点のものには、生理学的モニターのパラメーター測定
値、表示特性および警報特性を設定するためのプロフィール規定手段、規定プロフィール
を起動させるためのプロフィール選択手段、およびモニターユーザーに選択プロフィール
に関する合図をするプロフィール指示手段が備わっている。さまざまな実施形態では、上
記プロフィール規定手段は、プロフィール設定値を手動で入力するためのメニュー手段を
備える。上記プロフィール選択手段は、規定プロフィールをモニター初期設定値として指
定するための保存手段を備える。上記プロフィール表示手段は、ある色を保存プロフィー
ルに関連付けるための色選択手段と、その色を表示するための照射手段とを備える。上記
プロフィール規定手段は、プロフィール設定値をＩ／Ｏポートおよびドッキングポートの
うちの少なくとも一方を介してモニターへ転送するためのダウンロード手段を備える。上
記プロフィール選択手段は、規定プロフィールをモニター初期設定値として指定するため
のワイアレス手段を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　図１～図５Ｅは、さまざまなモニター構成システムの実施形態を利用する生理学的モニ
ターの斜視図である。
【００１４】
【図１】図１は、フロントパネル着色光部と、構成表示器としての上面搭載型ディスプレ
イとを有する独立型生理学的モニターの図である。
【００１５】
【図２】図２は、色分けされた差し込み式構成表示器がある独立型生理学的モニターの図
である。
【００１６】
【図３】図３は、フロントパネル着色光部がある取り外し可能なハンドヘルドモニターと
、上面搭載型ディスプレイ構成表示器がある対応ドッキングステーションとを示している
図である。
【００１７】
【図４】図４は、生理学的監視システムと、着色パネル光部および構成表示器としてのカ
ラーモニターディスプレイがある対応差し込み式モジュールとの図である。
【００１８】
【図５Ａ】図５Ａは、それぞれに構成表示器を有する、取り外し可能なサテライトモジュ
ール、ドッキング用ハンドヘルドモニター、および差し込み口を含んでいる生理学的監視
システムの図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、それぞれに構成表示器を有する、取り外し可能なサテライトモジュ
ール、ドッキング用ハンドヘルドモニター、および差し込み口を含んでいる生理学的監視
システムの図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、それぞれに構成表示器を有する、取り外し可能なサテライトモジュ
ール、ドッキング用ハンドヘルドモニター、および差し込み口を含んでいる生理学的監視
システムの図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、それぞれに構成表示器を有する、取り外し可能なサテライトモジュ
ール、ドッキング用ハンドヘルドモニター、および差し込み口を含んでいる生理学的監視
システムの図である。
【図５Ｅ】図５Ｅは、それぞれに構成表示器を有する、取り外し可能なサテライトモジュ
ール、ドッキング用ハンドヘルドモニター、および差し込み口を含んでいる生理学的監視
システムの図である。
【００１９】
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【図６】図６は、構成プロフィールの選択のための壁掛け型あるいはタグ搭載型の短距離
ワイアレス装置に応じる生理学的監視システムの斜視図である。
【００２０】
【図７】図７は、モニター構成システムの階層的ブロック図である。
【００２１】
【図８】図８は、モニター構成システムを利用する生理学的測定システムの詳細ブロック
図である。
【００２２】
【図９】図９は、構成プロフィールを規定するためのＩ／Ｏポートダウンロード実施形態
の斜視図である。
【００２３】
【図１０】図１０は、構成プロフィールを規定するための差し込み式プログラム作成実施
形態の斜視図である。
【００２４】
【図１１】図１１は、構成プロフィールの選択のための短距離ワイアレス装置に応じる生
理学的監視システムの詳細ブロック図である。
【００２５】
【図１２Ａ】図１２Ａは、水平状モニター実施形態の正面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、水平状モニター実施形態の上面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、水平状モニター実施形態の背面図である。
【図１２Ｄ】図１２Ｄは、構成表示器を有する垂直状モニター実施形態の正面図である。
【００２６】
【図１３】図１３は、図１４～図１６にさらに示された３段階構成ユーザーインターフェ
ィスを示している一般的ブロック図である。
【００２７】
【図１４】図１４は、段階１の典型的フローダイアグラムである。
【００２８】
【図１５】図１５は、段階２の典型的フローダイアグラムである。
【００２９】
【図１６Ａ】図１６Ａは、段階３の典型的フローダイアグラムである。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、段階３の典型的フローダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、構成表示器を利用する生理学的測定システム１０を示している。この生理学的
測定システム１０には、モニター１００と多波長光学センサー２０とがある。センサー２
０によって、さまざまな血液成分および関連パラメーターの測定が可能になる。このセン
サー２０は、患者ケーブル３０を介してモニターセンサーポート１１０と交信するように
構成されている。センサー２０は、典型的には指のような組織部位へ取り付けられる。患
者ケーブル３０は、モニター１００からの駆動信号をセンサー２０へ送信し、また、結果
として得られるセンサー２０からの検知器信号をモニター１００へ送信する。モニター１
００は、上記検知器信号を処理して、いくつか例を挙げると、酸素飽和度（ＳｐＯ２）、
脈拍数（ＰＲ）、カルボキシヘモグロビン（ＨｂＣＯ）、メトヘモグロビン（ＨｂＭｅｔ
）および全ヘモグロビン（Ｈｂｔ）のような測定ずみ血液パラメーターの数値読み出しを
もたらす。ディスプレイ１２０によって、測定されたパラメーターの読み出し値、棒グラ
フあるいは他の視覚的提示がもたらされる。スピーカー１３０あるいは他の音声変換器が
、測定されたパラメーターのビープ音、警報、あるいは他の音声提示を生じさせる。モニ
ターキー（ボタン）１４０によって、２～３の例を挙げると、操作モードおよび警報に対
する制御がもたらされる。システム状況光部１６０が、警報状況、伝達状況およびモニタ
ーモードを表示する。
【００３１】
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　以下で詳しく説明されるように、ユーザーは、さまざまな工場初期設定値を変更するこ
とによって、モニター１００の操作特性を決定することができる。構成プロフィールとし
てこの明細書の中に記載された特定の特化設定値群によって、いくつか例を挙げると、測
定される生理学的パラメーター、それら測定値に関するさまざまなオプション、上記生理
学的パラメーターの表示方法、生物学的パラメーター及び警報の種類に対する警報閾値、
などが決定される。あるモニターについて、多くの構成プロフィールが可能であり、また
、いくつかのプロフィールが、他のものよりも、特定の医療用途のためにより適している
。構成表示器によれば、都合のよいことに、ユーザーは、特定の構成プロフィールがその
モニターについての現在の初期設定値であるということを容易に認識することができる。
【００３２】
　図１に示されたように、パネル光部１５０は、表１に示されたようなさまざまな色のう
ちから選択された１つを表示する。都合のよいことに、パネル光部１５０のそれぞれの色
は唯一の構成プロフィールに関連付けることができる。従って、このモニターを使用する
医療スタッフは、照射色を観察することによって、モニターの設定値を容易に認識しかつ
見分けることができる。１つの例として、ピンク色は標準化された救急処置室設定値に関
連付けることができ、緑青色は外科病棟設定値に、また、青色は一般病棟設定値に関連付
けることができる。
【００３３】
　パネル光部１５０は、電源オン時におけるユーザー規定プロフィールに関連付けられた
色で照射される。１つの実施形態では、一時的変化がユーザー規定プロフィールに起きた
ときに、あるいは初期値が制御ボタン１４０によって起動されたときに、パネル光部１５
０は、光るとともに、明るい状態から暗い状態までゆっくりと循環する。パネル光部１５
０は、設定値がユーザー規定プロフィールへ戻ると、ソリッドステートへ戻る。ある実施
形態では、工場初期値プロフィールが、Ｒ７５、Ｇ４０およびＢ５５のＲＧＢ値を有する
紫色に関連付けられる。ある実施形態では、ユーザー規定プロフィールについての随意の
プロフィール色は、以下の表１に記載されたＲＧＢコードによって表される。
【表１】

【００３４】
　図１にさらに示されたように、ＬＣＤミニスクリーンのような上面搭載型ディスプレイ
１７０には、無線通信状況、システム状況、および、ある実施形態では、パネル光部１５
０に対応している現在のプロフィールのテキスト形式記載が表示される。これによって、
医療スタッフは、特定のパネル光部の色に関連付けられたプロフィールを確認することが
できる。例えば、ディスプレイ１７０には、それらの病棟について選択されたプロフィー
ルに対応して、「救急」、「外科」あるいは「一般」が表示されることがある。図１に示
されたモニターは、以下で、図１２Ａ～図１２Ｄに関してさらに詳しく説明される。
【００３５】
　図２は、差し込み式構成表示器を利用する生理学的測定システム２００を示している。
具体的には、色分けされたメモリー装置２５０が構成ポート２５２の中へ取り外し可能に
差し込まれている。このメモリー２５０は、特定の構成プロフィールがあらかじめ導入さ
れたものであり、また、モニター２００は、対応する設定値をそのモニターの中へ転送す
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るために、メモリー２５０を読み出す。異なって色分けされたメモリーは、相異なる構成
プロフィール、すなわち、ユーザー規定モニター設定値を保存することができる。都合の
よいことに、ユーザーは、特定の医療用途あるいは医療環境についてモニター２１０を迅
速に特化するために、メモリーを色によって選択するとともに、メモリー２５０を構成ポ
ート２５２の中へ差し込むことができる。例えば、赤色は救急処置室（ＥＲ）を表し、黄
色は外科病棟を表し、緑色は一般病棟を表すことができる。従って、赤、黄および緑に色
分けされたメモリーが、ＥＲ、外科病棟および一般病棟にそれぞれ適したモニター設定値
で導入される。モニター２１０を使用する医療提供者は次いで、そのモニターがそれらの
目的のために適切に構成されているかどうかを迅速に見分けることができる。このように
、メモリー２５０は、構成規定装置として、また、構成表示器として、作用する。他の実
施形態では、それぞれがメモリー、標準コネクター、および対応する標準インターフェイ
スを有している色分けドングルを、ＵＳＢあるいはＲＳ－２３２のような標準化モニター
ポートの中へ差し込むことができる。ある実施形態では、上で検討されたメモリーあるい
はドングルに代えて、あるいはそれらに加えて、色分けされたボタンが設けられている。
これらの色分けされたボタンによれば、ユーザーは所望の構成を迅速に選択することがで
きる。ある実施形態では、色統合された光部あるいは色統合されていない光部が、それぞ
れのボタン、メモリーあるいはドングルの上または近傍に設けられている。選択されたプ
ロフィールに対応する光部が点灯される。
【００３６】
　図３は生理学的測定システム３００を示しており、それには取り外し可能なハンドヘル
ドモニター３１０と対応するドッキングステーション３２０とが備わっている。ドッキン
グステーション３２０は、その複雑さを変えることができ、簡単な充電ステーションとし
て使用しても、またドッキングさせて上記ハンドヘルドモニターの特性を向上させる独立
型生理学的測定システムとして使用してもよい。例えば、ドッキングステーションの実施
形態としては、２００３年６月２４日にＭａｓｉｍｏへ付与された“Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
／Ｕｐｇｒａｄｉｎｇ　Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ”という発明の名称の米国特許第
６，５８４，３３６号に記載され、かつ、参照によってこの明細書に組み入れられるよう
な、他のモニターの機能を向上させるものがある。ハンドヘルドモニター３１０における
パネル光部３５０は、図１に関して上で説明されたようなハンドヘルド構成プロフィール
に関連付けられた選択色を表示する。このドッキングステーションにおける上面搭載型デ
ィスプレイ３６０によって、現在のプロフィールのテキスト形式記載もまたもたらされる
。ある実施形態では、ディスプレイ３６０によって、ドッキングされたときに、上記ハン
ドヘルド構成プロフィールのテキスト形式記載が簡潔にもたらされる。ある実施形態では
、ディスプレイ３６０は、ドッキングされたときに、それに応じて、上記ハンドヘルドモ
ニターにより採択された事前設定ドッキングステーションプロフィールを表示する。ある
実施形態では、そのドッキングステーションプロフィールは、ドッキングされたときに、
ハンドヘルドプロフィールと組み合わされ、それに応じて、パネル光部３５０およびディ
スプレイ３６０の両方を調整する。ある実施形態では、そのドッキングステーションプロ
フィールは、ドッキングされたときに、ハンドヘルドパネル光部３５０によって確認され
るように、ハンドヘルドモニター３１０へダウンロードされる。このようにして、ドッキ
ングステーション３２０は、ハンドヘルドモニター３１０のためのプロフィール規定用装
置として機能する。
【００３７】
　図４は生理学的監視システム４００を示しており、それには、多パラメーター生理学的
監視システム（ＭＰＭＳ）４１０と、対応する差し込み式モジュール４４０とが備わって
いる。ＭＰＭＳ４１０は、さまざまな差し込み式モジュールによって、いくつかの例を挙
げると、パルスオキシメトリー、血圧、ＥＣＧおよびカプノグラフィーのような広範囲の
生理学的パラメーターを測定することができるであろう。一例として、差し込み式モジュ
ールの備わっているＭＰＭＳが、２００４年８月３日にＭａｓｉｍｏへ付与された“Ｄｕ
ａｌ　Ｍｏｄｅ　Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ　Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｅｒ”とい
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う発明の名称の米国特許第６，７７０，０２８号に記載され、かつ、参照によってこの明
細書に組み入れられる。差し込み式モジュール４４０におけるパネル光部４５０は、図１
に関して上で説明されたような差し込み式プロフィールに関連付けられた選択色を表示す
る。モニターディスプレイ４２０によってもまた、色プロフィール表示器４６０と、現在
のプロフィールの対応するテキスト形式記載とがもたらされる。ある実施形態では、ディ
スプレイプロフィール表示器４６０は、上記差し込み式モジュールの構成プロフィールを
簡潔に反映する。ある実施形態では、ディスプレイプロフィール表示器４６０は、ＭＰＭ
Ｓの中へ差し込まれたときに、差し込み式モジュール４４０により採択された事前設定Ｍ
ＰＭＳプロフィールを表示し、それに応じてパネル光部４５０を調整する。ある実施形態
では、ＭＰＭＳプロフィールは、ドッキングされたときに、差し込み式プロフィールと組
み合わされ、それに応じて、パネル光部４５０とディスプレイ表示器４６０との両方を調
整する。ある実施形態では、ＭＰＭＳ構成プロフィールが、差し込み式プロフィール表示
器４５０によって確認されるように、上記差し込み式モジュールへダウンロードされる。
このようにして、ＭＰＭＳ４１０は、差し込み式モジュール４４０のためのプロフィール
規定用装置として機能する。
【００３８】
　図５Ａ～図５Ｅは多モジュール式モニター５００についてのものであり、それには、表
示・ドッキングステーション５１０、取り外し可能なシャトル５２０、ハンドヘルドモニ
ター５３０および差し込み口５４０が含まれており、これらにはすべて、対応するプロフ
ィール構成表示器５２２、５３２、５４２がある。ドッキングステーション５１０には、
シャトル５２０をドッキングすることのできるシャトルポートがある。シャトル５２０に
は、ハンドヘルドモニター５３０をドッキングすることのできるハンドヘルドポートがあ
る。従って、モジュール式患者モニター５００には、ハンドヘルド５３０、シャトル５２
０の中へハンドヘルド／シャトルとしてドッキングされたハンドヘルド５３０、およびド
ッキングステーション５１０の中へドッキングされたハンドヘルド／シャトルからなるス
リーインワンの機能がある。ドッキングされると、ハンドヘルド５３０、シャトル５２０
およびドッキングステーション５１０からなる３つのモジュールは単一ユニットとして機
能する。差し込み式モジュール５４０はパラメーター機能を拡張する。ある実施形態では
、ハンドヘルドモニター５３０には、ＨｂＣＯ、ＨｂＭｅｔ、ＳｐＯ２およびＨｂｔが含
まれる血液パラメーターの測定技術が組み込まれており、また、シャトルステーション５
２０には、２～３の例を挙げると、知的カフ膨張度（ＩＣＩ）、終末呼気ＣＯ２（ＥｔＣ
Ｏ２）、音響呼吸速度（ＡＲＲ）、グルコース、患者体温（Ｔｅｍｐ）およびＥＣＧのよ
うな非血液パラメーターが組み込まれている。多モジュール式モニターが、２００７年９
月２４日に提出されて“Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｐａｔｉｅｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ”という発明
の名称が付けられた米国特許出願公開第２００８／０１０８８８４　Ａ１号に記載されて
おり、その内容は参照によってこの明細書に組み入れられる。
【００３９】
図５Ａ～図５Ｅに示されたように、モニター５００は、差し込み式モジュール５４０、取
り外し可能なシャトル５２０、取り外し可能なハンドヘルドモニター５３０およびドッキ
ングステーション５１０の組み合わせによって、広範囲の生理学的パラメーターを測定す
ることができる。ドッキングステーション５１０は、色プロフィール表示器５６０と、対
応する現在のプロフィールのテキスト形式記載とを表示することができる。シャトル５２
０には色プロフィール表示器５２２がある。ハンドヘルドモニター５３０には色プロフィ
ール表示器５３２がある。また、差し込み式モジュール５４０にはそれぞれ、個別の色プ
ロフィール表示器５４２がある。ある実施形態では、ドッキングステーション５１０およ
びシャトル５２０は、何がドッキングされているかという構成プロフィールを簡潔に反映
する。ある実施形態では、事前設定されたドッキングステーションプロフィールが、ドッ
キングされた構成要素のそれぞれの層によって少なくとも一部に採用され、それに応じて
、個別のプロフィール表示器５２２、５３２、５４２を調整する。ある実施形態では、ド
ッキングステーション５１０のプロフィールは、ドッキングされると、ドッキングされた
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構成要素５２０、５３０、５４０のそれぞれのプロフィールのうちの１つ以上と組み合わ
されて、それに応じて、ドッキングステーション構成プロフィール表示器５６０を調整す
る。ある実施形態では、ドッキングされた構成要素プロフィール表示器５２２、５３２、
５４２によって確認されるように、ドッキングされた構成要素５２０、５３０、５４０の
１つ以上へダウンロードされる。このようにして、ドッキングステーション５１０は、構
成プロフィール規定／プログラム作成装置として機能する。
【００４０】
　図６は、構成プロフィール選択のためのワイアレス装置に応じる生理学的モニター１０
０を示している。具体的には、以下で図７～図１６に関して詳細に説明されるように、多
構成プロフィールが、モニター１００のために事前規定される。都合のよいことに、固定
型ワイアレス装置６１０あるいは可動型ワイアレス装置６２０が、上記の事前規定された
プロフィールの特定の１つを選択するために、モニター１００と交信する。このモニター
１００は次いで、そのプロフィールを起動して、すなわち、モニター初期設定値としての
プロフィール設定値を利用して、パネル光部１５０を、上記のように作用プロフィールを
指定する色に照射する。この作用プロフィールは、ディスプレイ１７０によって表示する
ことができる。上記ワイアレス装置は、ＲＦＩＤ（無線周波数認証）あるいはＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ(R)（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ）、またはＷｉ－Ｆｉのようなさまざまな中
距離無線技術のいずれかを利用することができる。
【００４１】
　ある実施形態では、壁掛け型のトランスミッターあるいはトランシーバー６１０のよう
な１つ以上の固定型ワイアレス装置が、そのワイアレス装置の適用範囲および到達範囲に
従って、医療施設の内部における特定部門を規定する。特定部門の内部におけるワイアレ
ス装置６１０は、特有のＩＤあるいはコードをその部門の内部に配置された任意のモニタ
ーへ送信する。モニター１００は、そのコードに応じて、その部門に関連付けられた事前
規定構成プロフィールを起動させる。例えば、１つ以上の壁掛け型ワイアレス装置６１０
は、２～３の例を挙げると、ＥＲ、ＩＣＵあるいは外科病棟のそれぞれに配置することが
できる。ＥＲのような特定部門の内部へ移動されあるいは配置されたモニター１００は、
ＥＲ構成プロフィールを自動的に起動するとともに、ＥＲ構成を表示している色、例えば
赤色でパネル光部１５０を照射する。次いで、同じモニター１００がＩＣＵへ移動される
と、それは、そのＩＣＵの中に配置された固定型ワイアレス装置からＩＣＵコードを受け
るであろうし、また、ＩＣＵ構成プロフィールを自動的に起動するとともに、ＩＣＵ構成
を表示している色、例えば黄色でパネル光部１５０を照射するであろう。
【００４２】
　別の実施形態では、個人ＩＤのバッジあるいはタグ６２０の内部に組み込まれたような
可動型ワイアレス装置が、特定の医療提供者あるいは医療提供者群に関連付けられ、また
は技術的支援者に関連付けられた特有のＩＤあるいはコードを送信する。このようにして
、モニター１００の近傍における代表的な外科医あるいは医療専門家のような特定の医療
提供者の出現によって、同モニターが作動して、その人が同モニターの近傍にとどまる限
り、その人の要望に適合した特定の構成プロフィールが一時的に起動する。この代わりに
、技術的支援者がそのタグ６２０を利用して、ある特定のモニターの構成プロフィールを
迅速に変化させることもできる。ＩＤバッジあるいはタグ６２０には、必要があれば、特
定の構成プロフィールを選択的に起動させるボタンあるいはスイッチがあってもよい。構
成プロフィールの無線起動は、以下で図１１に関してさらに詳しく説明される。
【００４３】
　図７はモニター構成システム７００を示しており、それは、装置７０１、コード７０２
、構成７０３および入力／出力（Ｉ／Ｏ）７０４の各レベルに基づいている。装置レベル
７０１では、センサー７１０およびモニター７２０に、上で図１に関して説明された機能
的特性がある。コードレベル７０２では、あるモニターに、例えば、上記モニター７２０
の内部で１つ以上のプロセッサーについて実行されるコードで実施されるパラメーター測
定関数７３０と構成管理関数７４０とがある。パラメーター測定７３０には、センサー信
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号の受信、測定対象であるさまざまな生理学的パラメーターを導き出すための処理、及び
その結果の表示が含まれている。構成管理７４０には、上記モニター特性を決定する初期
設定値をモニターユーザーが容易に見分けることができるように、１つ以上の構成プロフ
ィール７５０を規定し、規定されたプロフィール７６０の１つを選択し、選択されたプロ
フィール７５０を表示することが含まれている。患者モニターのための構成可能設定値が
、上で引用された“Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ”という発明の名称
が付けられた米国仮特許出願第６１／１２６，２６８号に記載されており、その内容は参
照によってこの明細書に組み入れられる。
【００４４】
　具体的には、構成プロフィールは、２～３の例を挙げれば、モニター特定用パラメータ
ーの測定、表示特性および警報特性のためのユーザー指定初期設定値が集まったものであ
る。具体的には、構成プロフィールは、電源投入時における工場初期値に優先する。構成
表示器７７０は、上記モニターが選択されたプロフィール７６０あるいは工場初期値によ
って作動されているということを医療スタッフが確認するための、容易に見ることのでき
る合図である。さまざまな実施形態では、構成表示器７７０は、色あるいは英数字または
これらの両方であってもよい。上記のように、色表示器７７０は、特定のプロフィール７
６０を表すユーザー指定色で照射される着色光部であってもよい。色表示器７７０は、モ
ニタープログラム作成用ポート７８７の中へ差し込まれたメモリー、ドングルあるいはボ
タンのような色付き装置であってもよい。また、上記のように、英数字表示器７７０は、
選択されたプロフィール７６０に関連付けられた記述的コードかあるいは認識可能なコー
ドかのいずれかである単語あるいは数字の表示であってもよい。
【００４５】
　モニターのプロフィール規定７５０は、フロントパネルキー（ボタン）７８２に手で入
力され、ＲＦＩＤあるいは無線パーソナル・エリア・ネットワーク（ＰＡＮ）７８４のよ
うな短距離無線技術によって転送され、ＰＣにおいて規定され、通信ポート７８５を経て
ダウンロードされ、メモリー装置の中へプログラム作成されるとともに特定のプログラム
作成ポート７８７を経てモニターへ転送され、有線接続されたあるいは無線のローカル・
エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）あるいはワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）７８
４によってモニターへ転送されるか、あるいはドッキングされた装置からドッキングポー
ト７８０を経てダウンロードされる。ＰＣにおいて実行される構成アプリケーションが、
ユーザーに構成プロフィールを規定するように相互作用的に促すが、このプロフィールは
次いで、上記の方法のいずれかによって、あるいは以下の図９～図１０に関して１つ以上
のモニターへダウンロードされる。
【００４６】
　図８は患者監視システム８００を示しており、それには、センサー８１０と構成管理機
能が備わった生理学的モニター８１５とが含まれている。センサー８１０は、指１０のよ
うな組織部位へ取り付けられる。センサー８１０には、組織部位１０を多波長の光で照射
する複数の発光器８１２と、組織１０による減衰の後にその光を検知することのできる１
つ以上の検知器とが含まれている。センサー８１０は、パルスオキシメーターに利用され
る赤色波長および赤外波長ではない波長あるいはそれらを含む波長で光学的放射線を送信
する。モニター８１５は、対応するセンサー信号を入力するものであり、また、ＨｂＯ２

とＨｂ以外の、またはこれらに加えて、いくつかの例を挙げると、ＨｂＣＯ、ＨｂＭｅｔ
、酸素飽和分率、Ｈｂｔおよび血液グルコースなどの血液成分の相対濃度を判定するよう
に構成されている。
【００４７】
　モニター８１５には、プロセッサーボード８２０とホスト機器８３０とがある。プロセ
ッサーボード８２０は、センサー８１０と交信して、１つ以上の生理学的パラメーターを
表す１つ以上の強度信号を受信する。ホスト機器８３０は、プロセッサーボード８２０と
交信して、プロセッサーボード８２０によって計算された生理学的パラメーターデーター
を受信するとともに、そのデーターを表示するか、さもなければ出力する。ホスト機器８
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３０はまた、この明細書で構成プロフィールとして説明された所定の設定値をプロセッサ
ーボード８２０へ伝達する。構成プロフィールは、どのパラメーターが表示されるか、ま
た、それらのパラメーターがどのように計算されるかを、部分的に決定する。
【００４８】
　図８に示されたように、プロセッサーボード８２０には、ドライバー８２１、フロント
エンド８２２、センサーポート８２４、ディジタル信号プロセッサー（“ＤＳＰ”）８２
６、およびパラメーター測定ファームウェア８２８が備わっている。一般に、ドライバー
８２１は、ディジタル制御信号をセンサー発光器８１２の駆動が可能なアナログ駆動信号
へ変換する。フロントエンド８２２は、感光式検知器８１４からの合成アナログ強度信号
をＤＳＰ８２６へ入力されるディジタルデータ８２３に変換する。ドライバー８２１およ
びフロントエンド８２２は、センサー８１０へ接続することのできるセンサーポート８２
４を介して交信するように構成されている。ある実施形態では、ＤＳＰ８２６は、センサ
ー８１０に配置された１つ以上の情報素子８１６と、センサー８１０を生理学的モニター
８１５へ接続する１つ以上のケーブルとで、センサーポート８２４を介して交信するよう
に構成されている。プロセッサーボード８２０にはまた、ＤＳＰ８２６の活動を監視する
とともに計算されたパラメーターをホスト機器８３０へ伝達するために、ＤＳＰ８２６と
交信する１つ以上のマイクロコントローラーが含まれていてもよい。ある実施形態では、
プロセッサーボード８２０には、モニター８１５の中へインストールすることができるか
、あるいは広範囲の患者情報を監視する広範囲のホスト機器のための１つ以上のＯＥＭ構
成要素のうちのいくつかあるいはすべてとして分布させることができる１つ以上のプリン
ト回路基板に配置された処理回路系が備わっている。
【００４９】
　ホスト機器８３０には、機器管理器８４０、ユーザーインターフェイス８５０、Ｉ／Ｏ
ポート８６０、およびいくつかの実施形態ではドッキングポート８７０が含まれている。
ホスト機器８３０は、脈拍数、プレチスモグラフデーター、潅流指数、信号特性、および
、例えば、ＳｐＯ２、カルボキシヘモグロビン（ＨｂＣＯ）、メトヘモグロビン（ＨｂＭ
ｅｔ）、全ヘモグロビン（Ｈｂｔ）、酸素飽和分率、血液グルコース、ビリルビンなどが
含まれる身体組織の中の血液成分の値のうちの１つ以上を表示する。ホスト機器８３０は
、１つ以上の測定値あるいは同測定値の組み合わせに関連した履歴データーあるいは傾向
データーを保存するかあるいは表示することもできるであろう。
【００５０】
　機器管理器８４０は、プロセッサーボード８２０、ユーザーインターフェイス８５０、
Ｉ／Ｏポート８６０およびドッキングポート８７０と交信する１つ以上のマイクロコント
ローラーであってもよい。具体的には、機器管理器８４０は、プロセッサーボード８２０
からの、計算されたパラメーターと警報状態とを入力し、パラメーター値をディスプレイ
８５１へ出力し、ユーザーインターフェイス８５０へトリガーの警報を出す。さらに、機
器管理器８４０は、ユーザー作動式キー８５３に応じるとともに、さまざまなＩ／Ｏポー
ト８６０を介して外部装置と交信する。機器管理器８４０はまた、構成管理８４２のファ
ームウェアを実行する。構成管理は、図７に関して上で説明されたように、ＤＳＰ８２６
へ操作設定値を提供するとともに、他の関数のうち、ユーザーインターフェイス特性を規
定する、１つ以上の構成プロフィールを規定し、かつ、管理する。
【００５１】
　都合のよいことに、機器管理器８４０は、ユーザーインターフェイス８５０、Ｉ／Ｏポ
ート８６０あるいはドッキングポート８７０のうちの１つ以上と交信して、構成プロフィ
ールデーターを受信し、いくつかの実施形態では、初期設定値の表示を送信する。Ｉ／Ｏ
ポート８６０には、通信ポート８６１、プログラム作成ポート８６２およびネットワーク
ポート８６３のうちの１つ以上が含まれていてもよい。さらに、機器管理器８４０は、ド
ッキングポート８７０へ取り外し可能に取り付けられた外部装置と交信することができる
。１つの実施形態では、プロフィールは、手作動式キー８５３によって規定されるととも
に、機器管理器８４０へ伝達される。別の実施形態では、プロフィールは、ＰＣのような
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外部装置の中に規定されていて、ＵＳＢあるいはＲＳ－２３２インターフェイスのような
通信ポート８６１によって機器管理器８４０へ伝達される。さらに別の実施形態では、プ
ロフィールは、メモリーの中に保存されたモニター設定値がある特徴化素子の中に規定さ
れている。この特徴化素子は、規定されたプロフィールをプログラム作成用Ｉ／Ｏポート
８６２によって機器管理器８４０へ伝達する。他の関数のうちで、機器管理器８４０は、
１つ以上のユーザー指定構成プロフィールをダウンロードするかさもなければ決定するた
めの、また、対応する初期設定値を指示するための構成管理指示８４２を実行する。
【００５２】
　図９はプロフィールプログラム作成の実施形態９００を示しており、それには、構成ア
プリケーションプログラム（ＡＰ）を実行するＰＣ９２０、ノートブック、ＰＤＡあるい
は同様の装置と交信するモニター９１０が備わっている。例えば、構成ＡＰは、モニター
初期設定オプションのメニューを通してユーザーに指示する。完全なオプションのセット
が選択されると、ＰＣ９２０は、そのデーターをユーザー指定プロフィールとして符号化
するとともに、そのプロフィールを初期設定値としてモニター９１０へダウンロードする
。代わりに、所定構成プロフィールのセットをＣＤ－ＲＯＭ９３０あるいは同様の記憶媒
体に提供することもできる。その後、ユーザーは、所望のプロフィールをＰＣ９２０によ
って簡単に選択し、そのプロフィールをモニター９１０へダウンロードする。
【００５３】
　他の実施形態では、モニター９１０には、フロントパネルキー９４０を使用して構成コ
ード、メニューあるいは同様のカタログ機能によって選択されたさまざまな構成プロフィ
ールを、工場出荷時の値にすることができる。選択されたプロフィールは、適切なモニタ
ー初期値がモニター電源投入時に作用しているということを医療スタッフが迅速に判断す
ることができるように、独自に色が付けられたパネル光部９５０および／またはミニスク
リーン９６０における確認用英数字に関連付けられる。
【００５４】
　図１０は別のプロフィールプログラム作成の実施形態１０００を示しており、それには
、プログラム作成用ポート１０５０によって特徴化素子１０６０と交信するモニター１０
１０が備わっている。この実施形態では、ユーザー指定構成プロフィールが、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＥＰＲＯＭ、ＰＲＯＭあるいは同様の不揮発性メモリー装置のような色付き特徴化素
子１０６０の中に保存されている。モニター１０１０には、メモリー装置１０６０を電気
的かつ機械的に受け入れるとともにメモリー装置１０６０と交信する専用のプログラム作
成／構成ポート１０５０がある。モニター１０１０は、特徴化素子１０６０を読み出して
、電源投入時にその初期設定値を決定する。特徴化素子１０６０は、その内部に保存され
た初期設定値の容易に見ることのできる表示をもたらすために、特定の色が付けられてい
る。ユーザー指定の初期プロフィールは、ポート１０５０から１つの特徴化素子１０６０
を取り外して、それを、あらかじめ導入された一組のメモリー装置から選択された異なっ
た色の付けられた特徴化素子１０６０で置き換えることで、容易に変更することができる
。
【００５５】
図１０に示されたように、プロフィールプログラム作成装置１０７０には、特徴化素子１
０６０の中への大量プログラム作成用プロフィールのための多数のプログラム作成用スロ
ット１０７２がある。具体的には、プロフィールは、モニター１０１０の中で直接規定さ
れるか、あるいはＰＣ１０２０のような外部装置から伝達される。プロフィールは、ＰＣ
１０２０の中で直接プログラム作成することができ、あるいはＣＤ－ＲＯＭ１０３０から
導入することができる。ＰＣ１０２０は、すべてが同一のプロフィールを有しているかあ
るいはそれぞれがプログラム作成用スロット１０７２ごとに相異なるプロフィールを有し
ている大量生産の特徴化素子と、プログラム作成装置１０７０を用いて交信する。ある実
施形態では、単一の特徴化素子１０６０は、ポート１０５０の中へ挿入されたまま、モニ
ター１０１０によってプログラム作成することができる。プログラム作成されたプロフィ
ールは、ＰＣ１０２０からモニター１０１０へダウンロードすることができ、あるいは、
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フロントパネルキー９４０によってモニター１０１０の中へ直接、導入することができる
。
【００５６】
図１１は生理学的モニター１００を示しており、同モニターは、図６に関して上で説明さ
れたように、構成プロフィール選択のためのワイアレス装置５０に応答するものである。
モニター１００には機器管理器１１１０が備わっているが、それは、図８に関して上で説
明されたように、計算された生理学的パラメーター１１１２をディジタル信号プロセッサ
ー（ＤＳＰ）から受信するとともに、初期設定値１１１４をそのＤＳＰへ提供する。モニ
ター１００には、プロフィールルックアップ表１１２０、無線トランシーバー１１３０あ
るいはレシーバー、所定プロフィール１１４０、およびプロフィール表示器１１５０が備
わっている。ワイアレス装置５０は、このワイアレス装置５０がモニター１００の近傍に
あるときには、無線トランシーバー１１３０と交信状態にある。ワイアレス装置５０は、
図６に関して上で説明されたように、建物あるいは施設の内部におけるある区域を指定す
る壁掛け型のトランシーバーあるいはトランスミッターのような固定型装置であってもよ
い。代わりに、このワイアレス装置は、ＲＦＩＤあるいはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(R)のよう
な短距離無線トランシーバー／トランスミッター技術を利用するタグあるいはカードであ
ってもよい。
【００５７】
図１１に示されたように、ワイアレス装置５０は、所定プロフィール１１４０の１つに対
応するコード１１３２をトランシーバー１１３０へ送信する。トランシーバー１１３０は
、プロフィールコード１１３２を機器管理器１１１０へ伝達する。機器管理器１１１０は
、コード１１２４に対応する特定のプロフィールを決定するために、ルックアップ表１１
２０にアクセスする。機器管理器１１１０は、上記モニター初期設定値として選択された
プロフィールをロードするとともに、これらの設定値１１１４の少なくともいくつかをＤ
ＳＰに伝達する。
【００５８】
図１２Ａ～図１２Ｄは、図１に関して上で説明されたモニター１００のさらに別の細部を
示している。図１２Ａに示されたように、モニターのフロントパネル１０１には、センサ
ーポート１１０、パラメーターディスプレイ１２０、スピーカー１３０、制御ボタン１４
０、パネル光部１５０および状況光部１６０がある。センサーポート１１０は、センサー
２０（図１）と交信するために、患者ケーブル３０（図１）のコネクターを受け入れる。
パラメーターディスプレイ１２０は、酸素飽和度（ＳｐＯ２）、脈拍数（ＢＰＭ）および
全ヘモグロビンのような測定ずみ血液パラメーターの数値読み出しをもたらす。スピーカ
ー１３０は、例えば、警報の音声表示をもたらす。制御ボタン１４０は、電源のオン／オ
フ１４１、感度１４２、明るさ１４３、ディスプレイ１４５、警報無音１４７および警報
限界値１４８が含まれるモニター特徴的構成のユーザー制御および選択をもたらすととも
に、スクロールボタン１４９の上行および下行のスクロールと、エンターボタン１４４と
によって、構成プロフィールの入力を可能にする。警報状況光部１３５が最優先警報を表
示する。図１２Ｂに示されたように、モニターの上面パネル１０２には、ＬＣＤディスプ
レイ１７０がある。図１２Ｃに示されたように、モニターの後面パネル１０３によって、
電源投入モジュール１８１、シリアルの出力コネクター１８２、ナースコールコネクター
１８３および接地コネクター１８４がもたらされている。図１２Ｄは、図１および図１２
Ａ～図１２Ｃに関して上で説明されたモニター１００の垂直状モニター１０９の実施形態
を示している。
【００５９】
　図１３は、上記メニュー選択をナビゲートするためにフロントパネルボタン（キー）を
利用する３段階型のモニターユーザーインターフェイスを示している。都合がよいことに
、患者監視（段階１）のために最もしばしば典型的に調整されるモニター設定値は、ほと
んどあまり典型的に調整されない（段階２）設定値から分離されている。段階１および段
階２の設定値は、入力するために時限的にボタン押圧を組み合わせることが必要である先
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進的設定値（段階３）からさらに分離されている。具体的には、このユーザーインターフ
ェイスによって、ユーザーは上記のような構成プロフィールを手動で入力するとともにそ
のプロフィールを上記パネル光部によって表示された色に関連付けることができる。
【００６０】
図１３に示されたように、セットアップ段階１の１３２０には、警報限界値１３６０、表
示明るさ１３７０、および感度設定値１３８０が含まれる最もしばしば調整された上記の
パラメーターおよび測定設定値が含まれている。セットアップ段階２の１３３０には、警
報音量、警報無音、警報遅延、明瞭傾向およびボタン容量のパラメーターが含まれる段階
１ほど頻繁に変更されない上記のパラメーターおよび測定設定値が含まれている。セット
アップ段階３の１３４０には、先進的パラメーターおよび測定設定値が含まれている。あ
るメニュー段階がアクセスされると、フロントパネルボタン（段階１だけ）あるいはエン
ターボタン（段階２および段階３）を使用して、１つのオプションから次のオプションへ
移動し、上記オプションを循環して繰り返すことができる。上行および下行のボタンはそ
れぞれのオプションの内部の値を調整するために使用される。上記エンターボタンは上記
の値を設定するために押される。
【００６１】
図１４は、警報限界値を設定するための段階１の例を示している。警報限界値ボタンは警
報限界値メニューへアクセスするために押される。この警報限界値ボタンは、警報限界値
オプションにアクセスするためと、％ＳｐＯ２　ＬＯ　１４１０、％ＳｐＯ２　ＨＩ　１
４２０、脈拍数（ＢＰＭ）ＬＯ　１４３０、脈拍数（ＢＰＭ）ＨＩ　１４４０、ＰＶＩ　
ＬＯ　１４５０およびＰＶＩ　ＨＩ　１４６０のオプション間で動くために、使用される
。上行および下行のボタンは、上記の値を所望の設定値へ調整するために使用される。上
記警報限界値ボタンは、上記設定値を受け入れるためと、次のオプションへ動くために、
押される。最後のオプションにアクセスされると、上記警報限界値ボタンの付加的押圧に
よって、この装置は初めのスクリーンへ戻る。ディスプレイボタンは、任意の時点で終了
するためと、初めのスクリーンへ戻るために、押される。
【００６２】
図１５は、ボタン容量を設定するための段階２の例を示している。ボタン容量のために、
上記入力ボタンが押される。この設定値オプションには、初期値の段階２の１５１０、段
階１の１５２０、オフ１５４０および段階３の１５３０が含まれる。上行および下行のボ
タンが、設定値どうしの間で動くために使用され、また、エンターボタン１５４０が、上
記設定値を受け入れて次のメニュースクリーンへ動くために使用される。ディスプレイボ
タンは、新しい設定値を記憶することなく終了するためと、初めのディスプレイスクリー
ンへ戻るために、押される。
【００６３】
　図１６Ａ～図１６Ｂは、工場設定値を変えるための段階３の例を示している。段階３の
パラメーター／測定値にアクセスするためには、上記エンターボタンは５秒間、押下され
る。段階３に入った後に、上記エンターボタンは、新しい設定値を記憶するためと次のメ
ニューまで動くために、使用される。ユーザーは、上記エンターボタンを押し続けること
によって、そのメニューオプションを循環させることができる。そのディスプレイボタン
を押すことで、そのメニューは終了して、ディスプレイは初めのディスプレイスクリーン
へ戻る。設定値オプションは、変更なし（工場初期設定値を調整しない）１６１０、ユー
ザー初期値（ユーザー設定値へ設定された）１６２５、および工場初期値（工場初期設定
値を復元する）１６２０である。上行あるいは下行のボタンが、これらの設定値の間で動
くために使用され、また、上記エンターボタンは、設定値を受け入れて次のメニューへ動
くために押される。上記ディスプレイボタンは、新しい設定値を保存することなく終了す
るために、また、ホームディスプレイスクリーンへ戻るために押される。上記工場初期値
は、ある装置プロフィールを構成するとともに装置プロフィールＬＥＤのための色を選択
するときに、この設定値に設定される。
【００６４】
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このモニターは、装置プロフィールとしての装置設定値への変更を保存するように構成す
ることができる。ボタンメニューあるいは外部構成アプリケーションを使用して、ユーザ
ーは、モニター設定値とパラメーター／測定警報限界値とを調整することができる。設定
値の変更後に、ユーザーはこれらの設定値を装置プロフィールとして保存することができ
る。この装置プロフィールは新しい初期設定値になり、その保存された（装置プロフィー
ル）設定値は電源循環（電源サイクル）の後に維持されるであろう。ユーザーは、保存さ
れたプロフィールに関連付けるために、装置プロフィールＬＥＤについての色を選択する
ことができる。この装置プロフィールＬＥＤは選択された上記の色で照射されて、ユーザ
ーはある装置プロフィールが設定されたことを一目で確認することができるであろう。仮
に装置プロフィールの特徴的構成が可能にされた後に上記装置設定値に変更が行われると
、その装置プロフィールＬＥＤは消えて、その装置プロフィール設定値からの変更が表示
されるであろう。上向き矢印を１回押すと、ディスプレイは、初期値「工場初期値－設定
」から「ユーザー初期値－設定」（ＬＣＤディスプレイを参照）１６１０へ変化するであ
ろう。ユーザーは、その設定値を保存するために、上記エンターボタンを再び押すことが
でき、また、上記モニターは、そのユーザーに、（装置プロフィールＬＥＤのための）色
を選択して保存されたプロフィールと関連付けるように指示するであろう。初期色は薄い
青色である。このＬＣＤディスプレイには、メッセージによって、ユーザーに薄い青色が
選択されたこと、すなわち「ユーザー初期値－薄い青色」との警報が出される。上向きあ
るいは下向きの矢印を使用することによって、ユーザーは色のリスト１６１０－１６９０
から選択することができる。ユーザーは、エンターボタンを押すことによって、１つの色
を選択して保存する。上記フロントパネルにおける装置プロフィールの光は、選択された
その色を照射するであろう。ユーザー構成の初期設定値が作動すると、その初期設定値へ
の変更によって、装置プロフィールＬＥＤは、その装置がユーザー構成の初期設定値へ戻
るかあるいは電源がオフになるまで、消える。
【００６５】
モニター構成システムがさまざまな実施形態に関して詳しく開示されてきた。これらの実
施形態は、例示としてだけ開示されたものであり、また、それが従う特許請求の範囲の適
用範囲を限定するものではない。当業者は、多くの変形例および実施形態を正しく理解す
るであろう。
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