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(57)【要約】
　本発明は血圧をリアルタイムでモニタリングするため
のシステムであって、本体と、前記本体の一面に配置さ
れ、前記本体が人体に着用される場合に人体と接触する
第１電極及び前記本体の前記一面と他の面に配置される
第２電極を含むセンサモジュールを含み、前記第１電極
及び前記第２電極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、
光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）の
うち少なくとも一つに関する信号を測定するシステムで
ある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血圧をリアルタイムでモニタリングするためのシステムであって、
　本体と、
　前記本体の一面に配置され前記本体が人体に着用される場合に人体と接触する第１電極
及び前記本体の前記一面と他の面に配置される第２電極を含むセンサモジュールを含み、
　前記第１電極及び前記第２電極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（Ｐ
ＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定するシステ
ム。
【請求項２】
　前記センサモジュールは、少なくとも一つの外部測定モジュールと連結可能な少なくと
も一つの接続端子を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの接続端子には光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２

）のうち少なくとも一つに関する信号を測定する測定モジュールが連結され、
　前記測定モジュールは、人体に照射される光を発生させる少なくとも一つの発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）を有する発光部及び前記発生して人体を透過した光を感知するフォトダイ
オード（ＰＤ）を有する受光部を含む請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記本体は、人体に照射される光を発生させる少なくとも一つの発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を有する発光部及び前記発生して前記人体から反射された光を感知するフォトダイオ
ード（ＰＤ）を有する受光部を含む測定モジュールを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記センサモジュールによって測定された信号に関する情報をＩＰｖ４またはＩＰｖ６
基盤のＴＣＰ／ＩＰ通信を利用して外部に伝送するゲートウェイモジュールをさらに含み
、
　前記ゲートウェイモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記測定された信号及び前記測定された信号に対する分析結果のうち少なくとも一つに
関する情報を表示するモニタリングモジュールをさらに含み、
　前記モニタリングモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２電極は前記モニタリングモジュールの表示画面上に配置され、
　前記表示画面と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽
和度（ＳｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定する請求項６に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記測定された信号を分析してリアルタイムで血圧を推定するプロセッサモジュールを
さらに含み、
　前記プロセッサモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は血圧をリアルタイムでモニタリングするためのシステムであって、本体と、本
体の一面に配置され、本体が人体に着用される場合に人体と接触する第１電極及び本体の
一面と他の面に配置される第２電極を含むセンサモジュールを含み、第１電極及び第２電
極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ

２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　最近、科学技術の飛躍的な発展につれ、人類全体の生活の質が向上しており、医療環境
においても多くの変化が発生した。過去には病院でＸ－ｒａｙ、ＣＴ、ｆＭＲＩなどの医
療映像を撮影した後、数時間または数日を待った後に映像の判読が可能であった。
【０００３】
　しかし、最近１０年前からは医療映像を撮影した後、映像医学科の専門医のモニタ画面
に映像が伝送され、直ちに判読できる映像保存及び伝送システム（ＰＡＣＳ、Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ　Ａｒｃｈｉｖｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）が導入された。ま
た、病院に行かなくても自分の血糖と血圧をいつどこででも確認できるユビキタス（ｕｂ
ｉｑｕｉｔｏｕｓ）ヘルスケア関連の医療機器が多く普及され、血糖患者や高血圧患者は
自身の家や事務室でこれを使用している。
【０００４】
　特に、各種疾患の主要な発病の原因であり、有病率が増加している高血圧の場合には、
血圧を持続的に測定してリアルタイムで知らせるシステムが必要であり、これに関連する
多様な類型の研究が試みられている。
【０００５】
　従来技術の一例としては、慢性心臓疾患患者の肺動脈（ｐｕｌｍｏｎａｒｙ　ａｒｔｅ
ｒｙ）に血圧測定センサを挿入してリアルタイムで血圧を測定した後、これを無線通信を
利用して主治医に伝送すると、主治医は遠隔地で患者の肺動脈の血圧変化の様相をモニタ
リングして患者に処方を伝達するユビキタスヘルスケア（ｕ＿Ｈｅａｌｔｈ、ｕｂｉｑｕ
ｉｔｏｕｓ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ）が紹介されており、この従来技術は患者が病院を来
院する回数を画期的に減少させる長所を有している。しかし、このような従来技術は持続
的かつ正確に血圧を測定することはできるが、侵襲的な血圧測定方法を伴うため、手術上
の困難さと動脈損傷、感染などの危険性があるという短所を有している。
【０００６】
　したがって、動脈血管に血圧測定用センサを挿入せず、非侵襲的な方法で血圧をリアル
タイムで測定できるシステムに関する研究が継続的に行われた。また、ユビキタス環境で
血圧をモニタリングした後、測定された血圧をユーザにバイオフィードバック（ｂｉｏｆ
ｅｅｄｂａｃｋ）してユーザが血圧を調節できるようにする研究も行われた。
【０００７】
　一方、カフス（ｃｕｆｆ）を腕に付着して血圧を測定する方式を適用した従来技術も紹
介されたが、カフスを利用する場合、業務を行ったり休息を取るとき、誰かに血圧を測定
してもらったり、ユーザ自ら血圧測定器を作動させなければ血圧を測定することが難しい
ため、持続的に血圧を測定することが難しいという問題点がある。
【０００８】
　特に、早めに高血圧の危険を知らせて患者が短時間内に応急治療を受けるようにするた
めには、血圧を持続的に測定することはもちろん血圧測定結果をリアルタイムで知らせる
ことによって患者自らが高血圧を予防して管理できるようにする技術の導入が必要である
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は前述した問題点をすべて解決することをその目的とする。
【００１０】
　また、本発明は血圧をリアルタイムでモニタリングするためのシステムであって、本体
、本体の一面に配置され、本体が人体に着用される場合、人体と接触する第１電極と、本
体の一面と他の面に配置される第２電極を含むセンサモジュールを含み、第１電極及び第
２電極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（Ｓ
ｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定するシステムを提供することを他の目
的とする。
【００１１】
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　また、本発明は人体に着用可能な形態の本体に測定モジュール及びモニタリングモジュ
ールを含めることによってユビキタス環境で非侵襲的な方法を適用して持続的に血圧をモ
ニタリングできるようにすることをまた他の目的とする。
【００１２】
　また、本発明はセンサモジュールを介して測定された生体信号をＩＰｖ４またはＩＰｖ
６基盤のＴＣＰ／ＩＰ通信を利用してインターネットに伝送することをまた他の目的とす
る。
【００１３】
　また、本発明は生体信号を測定して無線伝送するセンサモジュールだけでなく、信号分
析のための信号分析プロセッサモジュール、画面出力及びアラームのためのモニタリング
モジュールまですべて本体に内蔵されている着用型のリアルタイムで血圧モニタリングシ
ステムを提供することをまた他の目的とする。
【００１４】
　また、ユビキタスヘルス及びモバイルヘルスケア環境で携帯が可能であり、かつ使用し
やすい血圧管理システムを具現することをまた他の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　前記目的を達成するための本発明の代表的な構成は次の通りである。
【００１６】
　本発明の一形態によれば、血圧をリアルタイムでモニタリングするためのシステムであ
って、本体と、前記本体の一面に配置され、前記本体が人体に着用される場合、人体と接
触する第１電極及び前記本体の前記一面と他の面に配置される第２電極を含むセンサモジ
ュールを含み、前記第１電極及び前記第２電極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電
容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測
定するシステムが提供される。
【００１７】
　この他にも、本発明を具現するための他のシステムがさらに提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、別途の電極を構成することなく、着用型本体の前後面に一体型で備え
られる測定電極を利用することによって、ユビキタス環境で非侵襲的な方法を適用して持
続的に血圧を測定できる効果が達成される。
【００１９】
　また、本発明によれば、人体で発生する多様な生体信号のうち心電図（ＥＣＧ）、光電
容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）に関する信号を同時に測定できる効果が
達成される。
【００２０】
　また、本発明によれば、電力供給が安定的に維持され、無線通信を利用して測定された
生体信号が送信または受信され得るため、携帯及び使用上の便利性を高める効果が達成さ
れる。
【００２１】
　また、本発明によれば、高血圧患者の血圧を持続的にモニタリングして危険が迫る前に
管理することができ、正常人に対する日常的な高血圧の予防も可能になる効果が達成され
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による全体システムの構成を概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００の内部構成を例示的に
示す図である。
【図３】本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００の内部構成を例示的に
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示す図である。
【図４】本発明による一実施例により血圧モニタリングシステムに含まれる着用型本体２
０３の構成を例示的に示す図である。
【図５】本発明による一実施例により血圧モニタリングシステムに含まれる着用型本体２
０３の構成を例示的に示す図である。
【図６】本発明による一実施例により血圧モニタリングシステムに含まれる着用型本体２
０３の構成を例示的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　後述する本発明についての詳細な説明は、本発明が実施できる特定の実施例を例示とし
て示する添付図面を参照する。これら実施例は当業者が本発明を十分に実施することがで
きるように十分に詳しくに説明される。本発明の多様な実施例は互いに異なるが、相互排
他的である必要はない。例えば、ここに記載されている特定の形状、構造及び特性は一実
施例に関連して本発明の精神及び範囲を超えず、その他の実施例で具現されることができ
る。また、それぞれの開示された実施例内の個別の構成要素の位置または配置は、本発明
の精神及び範囲を逸脱することなく変更され得る。したがって、後述する詳細な説明は限
定的な意味として解釈されるものではなく、本発明の範囲は、適切に説明されのであれば
、その請求項が主張することと均等なすべての範囲と共に添付された請求項によってのみ
限定される。図面で類似する参照符号は様々な側面において同一または類似の機能を示す
。
【００２４】
　以下では、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を容易に実
施することができるように、本発明の好ましい実施例について添付された図面を参照して
詳細に説明する。
【００２５】
　全体システムの構成
　以下、本発明による着用型の血圧モニタリングシステムの好ましい実施例について次の
とおり詳細に説明する。
【００２６】
　図１は本発明による全体システムの構成を概略的に示す図である。
【００２７】
　図１に示すように、本発明の一実施例による全体システムは、ネットワーク１００、血
圧モニタリングシステム２００、遠隔のユーザ端末装置３００及び遠隔のサーバ４００で
構成され得る。
【００２８】
　先ず、本発明の一実施例によるネットワーク１００は有線通信や無線通信のように通信
形態を問わず構成され得、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、都市圏ネットワーク（ＭＡＮ、Ｍｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ、Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）などの多様なネットワークで構成され得る。好ましくは、本明細書でいうネットワー
ク１００は、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）、ワイファイダイレクト（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅ
ｃｔ）、ＬＴＥダイレクト（ＬＴＥ　Ｄｉｒｅｃｔ）、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標））のような公知の近距離無線ネットワークを含み得る。しかし、ネット
ワーク１００は、これに限定される必要はなく、公知の有無線データネットワーク、公知
の電話網または公知の有無線テレビネットワークをその少なくとも一部において含み得る
。
【００２９】
　次に、本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００は、本体と、本体の一
面に配置され、本体が人体に着用される場合、人体と接触する第１電極及び本体の一面と
他の面に配置される第２電極を含むセンサモジュールを含み、第１電極及び第２電極と接
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触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）の
うち少なくとも一つに関する信号を測定する機能を遂行する。
【００３０】
　具体的には、本発明による一実施例によれば、血圧モニタリングシステム２００は、着
用型本体の前後面に測定電極を備え、人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）
及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）に関する信号を測定してこれをデジタルに変換して無線で伝
送するセンサモジュールを含み得、また、センサモジュールから無線伝送された生体信号
データを受信した後、ＩＰｖ４またはＩＰｖ６基盤のＴＣＰ／ＩＰ通信を利用してインタ
ーネットに伝送するゲートウェイモジュールを含み得る。
【００３１】
　また、本発明による一実施例によれば、血圧モニタリングシステム２００は信号分析の
ための信号分析プロセッサモジュール、画面出力及びアラームのためのモニタリングモジ
ュール及びＩＰｖ４／ＩＰｖ６デュアルスタックを有するＴＣＰ／ＩＰドライバモジュー
ルをさらに含み得る。
【００３２】
　一方、本発明による一実施例によれば、血圧モニタリングシステム２００は信頼度の高
いＴＣＰ／ＩＰ基盤のＩＰｖ６の支援が可能であり、インターネットへの接続が簡単でか
つセキュリティ上弱点も少ないＷＢＳＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｂｏｄｙ　Ｓｅｎｓｏｒ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ）技術を具現することができる。
【００３３】
　血圧モニタリングシステムの構成
　図２及び図３は本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００の内部の構成
を例示的に示す図である。
【００３４】
　従来には、ＷＢＳＮ基盤で動作する大部分の生体信号測定ユーティリティがローカル（
ｌｏｃａｌ）端末装置で動作するアプリケーションを基盤として具現されるのが一般的で
あったが、測定される生体信号に関するデータが膨大であるため、ウェブ基盤の環境でリ
アルタイムで複数のユーザが同時に使用できる形態でシステムを具現することが難しかっ
た。このような従来技術とは異なって、本発明によれば、ウェブ基盤の環境で動作し、大
容量のデータ分析に適用できるように血圧モニタリングシステムが提供される。
【００３５】
　図２を参照すると、本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００、生体信
号を測定するセンサモジュール２１０及び生体信号を伝送するゲートウェイモジュール２
２０を含むハードウェアブロック２０１と信号分析のための信号分析プロセッサモジュー
ル２３０、画面出力及びアラームのためのモニタリングモジュール２３０及びＩＰｖ４／
ＩＰｖ６デュアルスタックを有するＴＣＰ／ＩＰドライバモジュール２５０を含むソフト
ウェアブロック２０２で構成され得る。
【００３６】
　引き続き、図２を参照すると、本発明による一実施例によれば、前後面に測定電極を備
える着用型本体２０３はセンサモジュール２１０とゲートウェイモジュール２２０を内蔵
し得る。また、図３を参照すると、前後面に測定電極を備える着用型本体２０３は、生体
信号を測定するセンサモジュール２１０、信号分析のための信号分析プロセッサモジュー
ル２３０及び画面出力及びアラームのためのモニタリングモジュール２４０を内蔵し得る
。
【００３７】
　一方、図２を参照すると、血圧モニタリングシステム２００のセンサモジュール２１０
はユビキタス環境で非侵襲的な方法を適用して人体で発生する多様な生体信号、すなわち
、心電図（ＥＣＧ、Ｅｌｅｃｔｒｏｃａｒｄｉｏｇｒａｍ）、光電容積脈波（ＰＰＧ、Ｐ
ｈｏｔｏｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｙ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２、Ｓａｔｕｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｏｘｙｇｅｎ）に関する信号を持続的に測定し得
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る。
【００３８】
　先に、本発明による一実施例によれば、心電図（ＥＣＧ）は心臓の特殊興奮伝導システ
ム（ｓｐｅｃｉａｌ　ｅｘｃｉｔａｔｏｒｙ　＆　ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　ｓｙｓｔｅｍ
）により発生する活動電位（ａｃｔｉｏｎ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ）をベクトルの和で構成
された波形である。すなわち、心臓の各構成要素である洞房結節（ＳＡ　ｎｏｄｅ、ｓｉ
ｎｏａｔｒｉａｌ　ｎｏｄｅ）、房室結節（ＡＶ　ｎｏｄｅ、ａｔｒｉｏｖｅｎｔｒｉｃ
ｕｌａｒ　ｎｏｄｅ）、ヒス束（Ｈｉｓ　ｂｕｎｄｌｅ）、ヒス束枝（ｂｕｎｄｌｅ　ｂ
ｒａｎｃｈ）、プルキンエ線維（ｆｕｒｋｉｎｊｅ　ｆｉｂｅｒｓ）などから発生する活
動電位のベクトル和信号を体外に付着した電極から測定した信号である。本発明による一
実施例によれば、ＥＣＧ信号は標準四肢誘導法（ｓｔａｎｄａｒｄ　ｌｉｍｂ　ｌｅａｄ
　ｍｅｔｈｏｄ）を利用して得られる。
【００３９】
　次に、本発明による一実施例によれば、光電容積脈波（ＰＰＧ）は心室収縮期あいだ拍
出（ｅｊｅｃｔｉｏｎ）された血液が末梢血管まで伝達されるとき、末梢血管で測定され
る脈波信号を意味する。本発明による一実施例によれば、ＰＰＧ信号を測定するために生
体組織の光学的特性を利用することができるが、すなわち、手先と足先の末梢血管が分布
されている位置に脈波信号を測定できるＰＰＧセンサを付着した後、末梢血管の容積変化
である血流量の変化様相を光量変化に変換させて測定することができる。
【００４０】
　一方、ＰＰＧ信号のみを使用するのではなく、ＰＰＧとＥＣＧ信号の相関関係を分析す
ることによって脈波伝達時間（ＰＴＴ、Ｐｕｌｓｅ　Ｔｒａｎｓｉｔ　Ｔｉｍｅ）または
脈波伝達速度（ＰＷＶ、Ｐｕｌｓｅ　Ｗａｖｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ）を抽出して心血管疾
患の診断に活用できるが、本発明による一実施例によれば、ＰＰＧ信号を２次微分を行い
、特徴点を求めた後、ＥＣＧ信号の頂点（Ｒ派）との時間間隔を測定することができ、こ
のような方式で抽出したＰＴＴ及びＰＷＶ信号が血管の状態、動脈硬化、末梢循環障害の
診断などに活用されるようにすることができる。
【００４１】
　次に、本発明による一実施例によれば、血中酸素飽和度（ＳｐＯ２）は血液を構成して
いる様々な成分のうちヘモグロビン内に存在する酸素の含有量を示す生体信号である。
【００４２】
　図４ないし図６は本発明による一実施例により血圧モニタリングシステムに含まれる着
用型本体２０３の構成を例示的に示す図である。
【００４３】
　先ず、図４を参照すると、本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００に
含まれる着用型本体２０３は着用型本体２０３の後面（すなわち、手首に着用時に手首に
接触する内側面）に生体信号測定のため第１電極Ｂを含み、着用型本体２０３の前面（手
首に着用時、手首に接触しない外側面）に生体信号を測定するため第２電極Ｃを含み得る
。本発明による一実施例によれば、ユーザが着用型本体２０３を自身の手首に着用して第
１電極Ｂがユーザの手首に接触した状態でユーザが自身の指など身体一部を第２電極Ｃに
接触させる場合に、第１電極Ｂ及び第２電極Ｃを介して該当ユーザの人体の心電図（ＥＣ
Ｇ）に関する信号が測定され得る。
【００４４】
　引き続き、図４を参照すると、本発明の一実施例による第２電極Ｃはモニタリングモジ
ュールの表示画面Ａ上に配置されるが、このような場合、ユーザが第２電極Ｃが配置され
た表示画面Ａをタッチすることにより第１電極Ｂ及び第２電極Ｃを介して人体の心電図（
ＥＣＧ）に関する信号が測定され得る。一方、この場合には表示画面Ａがタッチスクリー
ンとして構成され得る。
【００４５】
　次に、図５を参照すると、本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００に
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含まれる着用型本体２０３は光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）に関す
る信号を測定できる測定モジュールと連結され得る接続端子Ｅ１を含み得る。ここで、本
発明による一実施例によれば、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）に関
する信号を測定できる測定モジュールＥ２は赤色光源を利用して手先や足先に赤色光を照
射して人体から透過又は反射される光を光センサを利用して測定することによって手先や
足先にある末梢血管に流れる血流量を測定することができる。
【００４６】
　引き続き、図５を参照すると、着用型本体２０３の接続端子Ｅ１は指先に挟んで光電容
積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）に関する信号を測定できる透過型測定モジ
ュールＥ２と連結され得る。具体的には、本発明による一実施例によれば、透過型測定モ
ジュールＥ２は約６６０ｎｍの波長の光を発生させる赤色ＬＥＤと約９４０ｎｍ波長の光
を発生させる赤外線ＬＥＤで構成される発光部（図示せず）を含み、フォトダイオード（
ｐｈｏｔｏ　ｄｉｏｄｅ）及びフォトトランジスタ（ｐｈｏｔｏ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ
）を付着した光モジュール（ｏｐｔｉｃ　ｍｏｄｕｌｅ）で構成される受光部（図示せず
）を含み得る。
【００４７】
　引き続き、図５を参照すると、着用型本体２０３は光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽
和度（ＳｐＯ２）に関する信号を測定できる反射型測定モジュールＥ２を含み得る。具体
的には、本発明による一実施例によれば、着用型本体２０３に含まれる反射型測定モジュ
ールＥ２は約６６０ｎｍの赤色光を発生させるＬＥＤ（Ｄ１）と約９４０ｎｍの赤外線を
発生させるＬＥＤ（Ｄ２）を含み、フォトダイオード（ｐｈｏｔｏ　ｄｉｏｄｅ）または
フォトトランジスタ（ｐｈｏｔｏ　ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）で構成される光センサＤ３を
含み得る。
【００４８】
　次に図６を参照すると、本発明の一実施例による血圧モニタリングシステム２００に含
まれる着用型本体２０３に備えられるモニタリングモジュール２４０の表示画面上には収
縮期血圧Ｆ１、弛緩期血圧Ｆ２、脈拍Ｆ３等の多様な情報が表示され得る。また、本発明
による一実施例によれば、モニタリングモジュール２４０の表示画面上にはＥＣＧ信号Ｇ
１及びＰＰＧ信号Ｇ２に関する変化グラフが表示され得、その表示内容や表示スタイルは
ディスプレイモード選択ボタンＨ１または表示内容選択ボタンＨ２により変更され得る。
【００４９】
　一方、本発明による一実施例によれば、以上で説明された血圧モニタリングシステム２
００の着用型本体２０３によって測定された生体信号及びその分析結果に関するデータは
着用型本体２０３に備えられたワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）またはブルートゥースモジュー
ルのような無線通信モジュールを介して外部のユーザ端末装置３００またはサーバ４００
に伝送され得る。また、本発明による一実施例によれば、以上で説明された血圧モニタリ
ングシステム２００の着用型本体２０３によって測定された生体信号に基づいてリアルタ
イムで正確な血圧が推定され得る。生体信号に関するデータを伝送する構成や生体信号に
基づいて血圧を推定する構成に関する詳しい内容については、本出願人が出願した韓国特
許出願第２０１３－１１６１５８号及び韓国特許出願第２０１３－１１６１６５号の明細
書を参照することができ、上記の２件の韓国特許出願の明細書が全体的に本明細書に併合
されたものと理解しなければならない。
【００５０】
　以上、本発明は具体的な構成要素などのような特定の事項、限定された実施例及び図面
によって説明されたが、これは本発明の全般的な理解をより深めるために提供されるもの
に過ぎず、本発明が上記実施例に限定されるものではなく、本発明が属する技術分野にお
ける通常的な知識を有する者は、このような記載から多様に修正及び変形を図ることがで
きる。
【００５１】
　したがって、本発明の思想は前記説明された実施例に限定されるものではなく、後述す
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る特許請求の範囲のみならず、この特許請求の範囲と均等なまたは等価的に変形された全
てのものは、本発明の思想の範疇に属するものと言える。
【符号の説明】
【００５２】
　　１００　　ネットワーク
　　２００　　血圧モニタリングシステム
　　２０１　　ハードウェアブロック
　　２０２　　ソフトウェアブロック
　　２０３　　着用型本体
　　２１０　　センサモジュール
　　２２０　　ゲートウェイモジュール
　　２３０　　プロセッサモジュール
　　２４０　　モニタリングモジュール
　　２５０　　ドライバモジュール
　　３００　　ユーザ端末装置
　　４００　　サーバ

【図１】

【図４】

【図５】

【図６】

【図２】
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【図３】

【手続補正書】
【提出日】平成28年3月30日(2016.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血圧をリアルタイムでモニタリングするためのシステムであって、
　本体と、
　前記本体の一面に配置され前記本体が人体に着用される場合に人体と接触する第１電極
及び前記本体の前記一面と他の面に配置される第２電極を含むセンサモジュールを含み、
　前記第１電極及び前記第２電極と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（Ｐ
ＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定するシステ
ム。
【請求項２】
　前記センサモジュールは、少なくとも一つの外部測定モジュールと連結可能な少なくと
も一つの接続端子を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの接続端子には光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ２

）のうち少なくとも一つに関する信号を測定する測定モジュールが連結され、
　前記測定モジュールは、人体に照射される光を発生させる少なくとも一つの発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）を有する発光部及び前記発生して人体を透過した光を感知するフォトダイ
オード（ＰＤ）を有する受光部を含む請求項２に記載のシステム。
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【請求項４】
　前記本体は、人体に照射される光を発生させる少なくとも一つの発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）を有する発光部及び前記発生して前記人体から反射された光を感知するフォトダイオ
ード（ＰＤ）を有する受光部を含む測定モジュールを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記センサモジュールによって測定された信号に関する情報をＩＰｖ４またはＩＰｖ６
基盤のＴＣＰ／ＩＰ通信を利用して外部に伝送するゲートウェイモジュールをさらに含み
、
　前記ゲートウェイモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記測定された信号及び前記測定された信号に対する分析結果のうち少なくとも一つに
関する情報を表示するモニタリングモジュールをさらに含み、
　前記モニタリングモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２電極は前記モニタリングモジュールの表示画面上に配置され、
　前記表示画面と接触する人体の心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽
和度（ＳｐＯ２）のうち少なくとも一つに関する信号を測定する請求項６に記載のシステ
ム。
【請求項８】
　前記測定された信号を分析してリアルタイムで血圧を推定するプロセッサモジュールを
さらに含み、
　前記プロセッサモジュールは前記本体に内蔵される請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　血圧をリアルタイムでモニタリングするための装置であって、
　ｉ）本体の第１面に配置され、人体に接触する第１電極、前記本体の第２面に配置され
る第２電極を含み、心電図（ＥＣＧ）、光電容積脈波（ＰＰＧ）及び酸素飽和度（ＳｐＯ

２）のうち少なくとも一つを含む信号を測定するセンサモジュールと、ｉｉ）少なくとも
一つの発光ダイオード（ＬＥＤ）を有する発光部と、ｉｉｉ）フォトダイオード（ＰＤ）
を有する受光部と、ｉｖ）前記センサモジュールによって測定された信号に関する情報を
ＩＰｖ４またはＩＰｖ６基盤のＴＣＰ／ＩＰ通信を利用して外部に伝送するゲートウェイ
モジュールと、ｖ）前記測定された信号及び前記測定された信号に対する分析結果のうち
少なくとも一つに関する情報を表示するモニタリングモジュールと、ｖｉ）前記測定され
た信号を分析してリアルタイムで血圧を推定するプロセッサモジュールを含む本体を備え
る、装置。
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