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(57)【要約】
　本発明は、歩行患者から、動作、姿勢、活動レベルと
ともにパルスオキシメトリおよび血圧を継続的に測定す
る身体装着型システムを提供する。このシステムは、患
者の親指基部に快適にクリップし、それにより病院内に
おける従来の活動（例えば読書および食事など）のため
に患者の指を解放するオキシメトリプローブを特徴とし
て備える。プローブは親指に固定され、６６０および９
０５ｎｍの付近で動作するＬＥＤに対応する時間依存性
の信号を測定する。これらの信号のアナログバージョン
は、低プロファイルケーブルを通って、処理ユニットが
封入された手首装着型トランシーバへと渡される。手首
装着型トランシーバ内には加速度計およびワイヤレスシ
ステムも存在する。このワイヤレスシステムはネットワ
ークを通して遠隔受信器（例えば、中央ナースステーシ
ョンに配置されたコンピュータなど）に情報を送る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の指に装着されるよう構成され且つ光プレチスモグラフ波形を示す光信号を判定す
るよう構成された光センサであって、
　前記患者の指の基部の周りに巻き付くよう構成されたハウジングであって、酸素化およ
び脱酸素化ヘモグロビンの吸収特性の監視を可能にし且つ脈波伝播時間から血圧の判定を
可能にするパルス圧力波を搬送する動脈の近位にある前記指の前記内側基部の上方に（ｉ
）光学的放射を放出する光源と、（ｉｉ）前記動脈による反射の後に前記光学的放射を検
出し前記光信号を生成するよう構成された光検出器と、を配置するよう構成されたハウジ
ング、
を含む光センサ。 
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記患者の親指の基部の周りに巻き付くよう構成され、母指主動脈
の近位にある前記親指の前記内側基部の上方に（ｉ）光学的放射を放出する前記光源と、
（ｉｉ）前記母指主動脈による反射の後に前記光学的放射を検出し、前記光信号を生成す
るよう構成された前記光検出器と、を配置するよう構成された、請求項１に記載の光セン
サ。
【請求項３】
　前記光信号を受け取り、前記光信号を光プレチスモグラフ波形に変換するよう構成され
た回路をさらに含む、請求項１に記載の光センサ。
【請求項４】
　前記光プレチスモグラフ波形はアナログ波形である、請求項３に記載の光センサ。
【請求項５】
　バンドは、前記患者の指の先端部が覆われない状態に保持されるように前記患者により
装着されるよう構成された、請求項１に記載の光センサ。
【請求項６】
　少なくとも２つの光源を含む、請求項１に記載の光センサ。
【請求項７】
　少なくとも１つの光源は４００～７００ｎｍの範囲で動作し、少なくとも１つの他の光
源は７００～１０００ｎｍの範囲で動作する、請求項６に記載の光センサ。
【請求項８】
　光破線ボックス波形を示す光信号を取得する方法であって、
　（ｉ）光学的放射を放出する光源と、（ｉｉ）前記光学的放射を検出するよう構成され
た光検出器と、を含むハウジングであって、母指主動脈の近位にある前記親指の前記内側
基部の上方に前記光源および前記光検出器が配置されたハウジングを、患者の指の基部の
周りに配置することと、 
　前記光源を作動させ、前記光学的放射で前記親指を照射することと、 
　前記光検出器を用いて前記母指主動脈により反射された後に前記光学的放射を検出し、
前記光検出器を用いて光信号を生成することと、
を含む方法。
【請求項９】
　前記光信号を光プレチスモグラフ波形に変換することをさらに含む、請求項８に記載の
方法。
【請求項１０】
　前記光プレチスモグラフ波形を用いて、前記患者に対する血中酸素飽和度レベル、脈拍
数、脈波伝播時間、および血圧のうちの１つまたは複数を判定することをさらに含む、請
求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　光プレチスモグラフ波形を示す光信号を取得する方法であって、
　患者の指の基部の周りにハウジングを配置し、それにより、酸素化および脱酸素化ヘモ
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グロビンの吸収特性の監視を可能にし且つ脈波伝播時間から血圧の判定を可能にするパル
ス圧力波を搬送する動脈の近位にある前記指の前記内側基部の上方に（ｉ）光学的放射を
放出する光源と、（ｉｉ）前記動脈による反射の後に前記光学的放射を検出し前記光信号
を生成するよう構成された光検出器と、を配置することと、 
　前記光源を作動させ、前記光学的放射で前記指を照射することと、 
　前記光検出器を用いて前記動脈により反射された後に前記光学的放射を検出し、前記光
検出器を用いて光信号を生成することと、
を含む方法。
【請求項１２】
　前記光信号を光プレチスモグラフ波形に変換することをさらに含む、請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記光プレチスモグラフ波形を用いて、前記患者に対する血中酸素飽和度レベル、脈拍
数、脈波伝播時間、および血圧のうちの１つまたは複数を判定することをさらに含む、請
求項１２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本願は、２０１１年１１月９日に出願された米国特許出願第１３／２９２，９２３号の
優先権を主張する。米国特許出願第１３／２９２，９２３号は、２００７年７月１１日に
出願された米国仮特許出願第６０／９４９，０５２号の優先権を主張する２００８年７月
１１日に出願された米国特許出願第１２／１７１，８８６号の一部継続出願である。また
米国特許出願第１３／２９２，９２３号は２００８年６月１２日に出願された米国特許出
願第１２／１３８，１９４号の一部継続出願でもあり、米国特許出願第１２／１３８，１
９４号は２００７年６月１２日に出願された米国仮特許出願第６０／９４３，４６４号お
よび２００７年１０月２８日に出願された米国仮特許出願第６０／９８３，１９８号の優
先権を主張する。また米国特許出願第１３／２９２，９２３号は、２００８年６月１８日
に出願された米国仮特許出願第６１／０７３，６８１号の優先権を主張する２００９年６
月１８日に出願された米国特許出願第１２／４８７，２８３号の一部継続出願でもある。
また米国特許出願第１３／２９２，９２３号は、２００９年１１月３０日に出願された米
国特許出願第１２／６５０，３７４号の一部継続出願でもあり、米国特許出願第１２／６
５０，３７４号は、２００８年６月１２日に出願された米国特許出願第１２／１３８，１
９４号の一部継続出願であり、米国特許出願第１２／１３８，１９４号は２００７年６月
１２日に出願された米国仮特許出願第６０／９４３，４６４号および２００７年１０月２
８日に出願された米国仮特許出願第６０／９８３，１９８号の優先権を主張する。また米
国特許出願第１３／２９２，９２３号は２００９年９月１４日に出願された米国特許出願
第１２／５５９，４１３号の一部継続出願でもあり、米国特許出願第１２／５５９，４１
３号は、２００９年６月１７日に出願された米国仮特許出願第６１／２１８，０５５号、
２００９年６月１７日に出願された米国仮特許出願第６１／２１８，０５７号、２００９
年６月１７日に出願された米国仮特許出願第６１／２１８，０５９号、２００９年６月１
７日に出願された米国仮特許出願第６１／２１８，０６０号、２００９年６月１７日に出
願された米国仮特許出願第６１／２１８，０６１号、および２００９年６月１７日に出願
された米国仮特許出願第６１／２１８，０６２号の優先権を主張する。表、図面、請求項
を含むこれらの特許出願のそれぞれの全体は参照することにより本明細書に援用される。
【０００２】
　本発明はバイタルサイン（例えば末梢酸素飽和度すなわちＳｐＯ２など）を監視するた
めの医療デバイスに関する。
【０００３】
　ＳｐＯ２は「第５のバイタルサイン」とも呼ばれ、患者の血中酸素飽和度を表す。医療



(4) JP 2015-502197 A 2015.1.22

10

20

30

40

専門家は、患者のＳｐＯ２を監視することにより、低酸素血症すなわち酸素の欠乏を検出
することができる。約９５～１００％の範囲の値が正常と考えられる。係る範囲に満たな
い値は、低酸素血症を示し、病院の設定においては通常、アラームを作動させるであろう
。パルスオキシメトリと呼ばれる技術によりＳｐＯ２の測定が行われる。技術的に、この
パラメータは患者の動脈血酸素飽和度すなわちＳａＯ２から判定される。動脈血酸素飽和
度は、患者の血液中に存在する酸素化された動脈ヘモグロビンのパーセンテージである。
機能的なヘモグロビン分子は最大で４つの酸素分子と結合することができ、それにより「
酸素化」ヘモグロビン（ＨｂＯ２）がもたらされる。３つ以下の酸素分子と結合したヘモ
グロビン分子は「還元」ヘモグロビン（Ｈｂ）と分類される。従来のパルスオキシメータ
は、血液中にＨｂＯ２およびＨｂのみが存在すると仮定して、式（１）にしたがってヘモ
グロビン（酸素化ヘモグロビンおよび還元ヘモグロビンの両方）の総量に対する酸素化ヘ
モグロビンの比からＳｐＯ２を測定するアルゴリズムを特徴として備える。
【数１】

ＨｂＯ２およびＨｂは、可視領域および赤外線領域において異なる吸収スペクトルを有す
るため、光学的に測定することが可能である。したがって従来のパルスオキシメータは通
常、赤色スペクトル領域（６６０ｎｍ付近）および赤外線スペクトル領域（通常９００～
９５０ｎｍの範囲）において放射する光源（通常は発光ダイオードすなわちＬＥＤ）を特
徴として備える。光検出器は、患者の脈動する血液を透過するが吸収されない、それぞれ
の波長における放射の１部分を測定する。例えば６６０ｎｍでは、ＨｂはＨｂＯ２よりも
約１０倍の放射を吸収し、一方９０５ｎｍでは、ＨｂＯ２はＨｂよりも約２倍の放射を吸
収する。これらの波長における透過された放射を検出することにより２つの時間依存する
波形がもたらされる。これらの波形のそれぞれがプレチスモグラム（ＰＰＧ）と呼ばれ、
オキシメータがこれらのプレチスモグラムを分析することにより上記の式（１）により定
義されるＳｐＯ２が求められる。
【０００４】
　特に、オキシメータは赤色（ＲＥＤ（ＰＰＧ））および赤外線（ＩＲ（ＰＰＧ））波長
を用いて測定されたＰＰＧ波形を処理し、それにより時間依存性のＡＣ信号および時間非
依存性のＤＣ信号を判定する。本明細書で用いられる「ＡＣ」信号という用語は、時間に
対して比較的急速に変動するＰＰＧ波形の一部（例えば患者の血液の脈動に起因する信号
部分など）を指す。対比的に「ＤＣ」信号は、時間に対して比較的一様であるＰＰＧの部
分（例えば骨および皮膚などの構成要素からの散乱と、患者の血液の非脈動性成分と、に
起因する信号の部分など）である。
【０００５】
　さらに詳細には、ＡＣ信号は両方の波形に存在する拍動により引き起こされた脈波から
測定される。このパルスは振動により開始される圧力波を表する。この圧力波は患者の脈
管構造を通って伝搬し、それにより動脈および毛細管において時間依存性の体積増加が生
　じる。圧力パルスがオキシメータの光学系により照射された脈管構造に達すると、一時
的な体積増加の結果として、比較的大きい光吸収がランベルト・ベールの法則にしたがっ
て生じる。ＤＣ信号は、静的な成分（例えば骨および皮膚など）から散乱する放射と、動
脈血および静脈血の両方の比較的脈動しない成分と、に起因する。通常は光検出器により
測定された信号全体の約０．５～１％のみがＡＣ信号に起因し、残余部分はＤＣ信号に起
因する。ＡＣ信号とＤＣ信号との分離は通常、当該技術分野で周知のアナログおよびデジ
タルフィルタ処理により行われる。
【０００６】
　パルスオキシメトリを実行する間、正規化された「ｒ」値は通常、以下の式（２）を用
いてＡＣ信号およびＤＣ信号から計算される。
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【数２】

ｒは、場合によっては「比の比」（ＲｏＲ）とも呼ばれ、ＨｂＯ２に対するＨｂの比を表
す。ｒは、１～１００％Ｏ２の範囲にある実際のＳｐＯ２値を、非線形方程式に類似する
経験的関係に合致させる。約７０％Ｏ２を越えると、この方程式は通常、数パーセントの
精度で正確な値をもたらす。この値未満の測定値は、必ずしも正確ではないが、医学的処
置を必要とする低酸素症患者を依然として示す。
【０００７】
　ＳｐＯ２を測定するためのパルスオキシメータは当初、１９７２年に開発されたもので
あり、この３０年間にわたる開発の結果、ほぼ全部のバイタルサインを監視するために病
院内で常套的に使用されるようになった。通常のパルスオキシメータは、洗濯ばさみ形状
のハウジングに入れられたプローブを特徴として備える。なおこのハウジングは、赤色Ｌ
ＥＤおよび赤外線ＬＥＤの両方と、患者の身体の一部を通過した後のこれらのＬＥＤから
の放射を検出する光検出器と、を含む。プローブは通常、患者の人差し指にクリップされ
る。大部分のプローブは透過モードの光学的形状で動作し、ＬＥＤおよび光検出器により
測定されたアナログ波形を外部処理ユニットに伝える。処理ユニットは通常、ＳｐＯ２お
よび脈拍数（ＰＰＧ波形の一方のＡＣ信号から判定される）のみを測定するスタンドアロ
ン型モニタに、または収縮期（ＳＹＳ）、平均（ＭＡＰ）、拡張期（ＤＩＡ）の血圧、心
拍数（ＨＲ）、呼吸数（ＲＲ）、および体温（ＴＥＭＰ）とともにＳｐＯ２を監視する完
全バイタルサインモニタに、組み込まれる。いずれの場合にも、オキシメータプローブは
通常、ケーブルを通してモニタに接続する。ＳｐＯ２モニタの代替的な構成は、反射モー
ドの光学的幾何学形状で動作するものと、患者の指以外の外肢（例えば耳または前額部な
ど）にクリップするプローブと、患者の身体（例えば手首など）に直接装着される処理ユ
ニットと、を含む。いくつかの場合では、ＰＰＧ波形は、ＳｐＯ２ならびに脈拍数値とと
もに、オキシメータから遠隔ディスプレイに無線で送られる。
【０００８】
　パルスオキシメータは、光学的測定に基づくため、患者の動作に対して極度に影響され
やすい。歩行、指のタッピング、転倒、および痙攣などの活動により、オキシメータの光
学系を用いて測定された波形のＡＣ成分およびＤＣ成分の両方に歪みを起こさせるいくつ
かのアーチファクトを生じ得る。運動に関連する活動により、例えば、患者の指に対する
オキシメータプローブの相対運動が生じること、光検出器を照射する環境光の量が変化す
ること、光学系により測定される脈管構造における動脈血流および静脈血流の両方に乱れ
が生じること、が起こり得る。これらの事象のそれぞれによりアーチファクトが生成され
得る。なお係るアーチファクトは、いくつかの場合において、ＰＰＧ波形内におけるＡＣ
信号およびＤＣ信号に類似したものとなり得る。究極的にはこれによりパルスオキシメー
タが不正確な値を生成し虚偽アラームを発することもある。
【０００９】
　オキシメータは、測定が不正確となることの他にも、他の問題も起こり得る。患者の人
差し指を覆うプローブは、特に長期間にわたり装着される場合には、不快感および違和感
をもたらし得る。身体に装着する処理ユニットを有さないパルスオキシメータは、患者が
着座してベッドサイドモニタに接続されている場合にのみ測定値を提供することが可能で
あり、病院周辺を歩行する患者に対しては実用に適さず、正確な連続的監視を提供するこ
とは困難である。大部分の身体装着型のオキシメータは通常、患者からの全部のバイタル
サインおよび特に血圧を継続的に測定するためのシステムを有さない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本明細書に説明する本発明は、動作、姿勢、および活動レベルとともにパルスオキシメ
トリおよび他のバイタルサインを歩行患者から継続的に測定する身体装着型モニタを提供
する。このシステムは、患者の親指基部に快適にクリップし、それにより病院内における
従来の活動（例えば読書および食事など）のために患者の指を解放するオキシメトリプロ
ーブを特徴として備える。係るプローブは、例えば使いやすいベルクロストラップ、使い
捨てテープ、または同様のクロージャを用いて、親指に対して可逆的に固定される。係る
プローブは、６６０ｎｍおよび９０５ｎｍ付近で通常は動作するＬＥＤに対応する時間依
存性の波形（ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ））を測定する。これらの波形のアナログバージョン
は、低プロファイルケーブルを通って、処理ユニットが封入された手首装着型トランシー
バへと渡される。手首装着型トランシーバ内にはワイヤレスシステム（通常は、８０２．
１１および８０２．１５．４などのワイヤレスプロトコルに基づく）も存在し、このワイ
ヤレスシステムは、ネットワークを通して遠隔受信器（例えば、中央ナースステーション
に配置されたコンピュータなど）に情報を送る。
【００１１】
　臨床的に正確なパルスオキシメトリ測定値を患者の親指基部において得るためには、ｒ
（式（２）から求められる）をＳｐＯ２に関連付ける一連の係数が必要となる。なお係る
一連の係数は通常、一連の経験的実験（例えば以下で説明する「ブリーズダウン」研究な
ど）を用いて判定される。親指基部における脈管構造と人差し指先端部における脈管構造
との間に差異が存在するため、これらの係数は従来のオキシメトリ測定値において用いら
れるものとは異なる。通常、親指基部は比較的少ない毛細管床を特徴として備え、したが
ってこれらの係数は好適にはそれにしたがって調節される。
【００１２】
　３つの動作検出センサ（例えば加速度計など）が身体装着型監視システムの一部を形成
する。これらの動作検出センサは通常、患者の胴体（例えば胸部など）、上腕（例えば二
頭筋など）、前腕（例えば手首など）に固定され、時間依存性の動作信号（ＡＣＣ波形）
を測定する。手首装着型トランシーバはこれらの動作信号を受け取って処理し、患者の動
作の程度、姿勢、および活動レベルを判定する。各センサは通常、３つの軸（ｘ、ｙ、お
よびｚ）に沿ってユニークなＡＣＣ波形を測定し、最終的に情報を生成する。この情報を
処理することにより、患者の動作の別個の成分を判定することができる。例えば、前腕上
に装着されたセンサ（手首装着型トランシーバ内に存在し得る）は患者の手および指の動
作を監視する。係る動作は通常、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形に混乱を生じさせる。した
がって、係る動作を処理および使用すると、ノイズで劣化した特定のアーチファクトをＳ
ｐＯ２計算値から除去することができる。上腕および前腕に取り付けられたセンサのそれ
ぞれが信号を測定し、係る信号を一括して分析することにより、患者の腕の高さが推定さ
れる。この推定値を用いると、連続的な血圧測定値（ｃＮＩＢＰ）の精度が、以下で説明
するように、改善され得る。患者の胸部に取り付けられたセンサは信号を測定し、その測
定値を分析すると、患者の姿勢および活動レベルを判定することができる。患者の姿勢お
よび活動レベルは、ＳｐＯ２、ｃＮＩＢＰ、および他のバイタルサインの測定に影響を及
ぼし得る。加速度計からの情報を係る目的のために処理するためのアルゴリズムは、以下
の特許出願、すなわち「ＢＯＤＹ－ＷＯＲＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＦＥＡＴＵＲＩＮＧ　Ａ
ＬＡＲＭ　ＳＹＳＴＥＭ　ＴＨＡＴ　ＰＲＯＣＥＳＳＥＳ　Ａ　ＰＡＴＩＥＮＴ’Ｓ　Ｍ
ＯＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ」（２００９年５月２０日に出願された米
国特許出願整理番号第１２／４６９，１８２号）および「ＢＯＤＹ－ＷＯＲＮ　ＶＩＴＡ
Ｌ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＮＧ
　ＡＮＤ　ＡＮＡＬＹＺＩＮＧ　ＭＯＴＩＯＮ」（２００９年５月２０日に出願された米
国特許出願整理番号第１２／４６９，０９４号）において詳細に説明され、これらの特許
出願の内容は参照することにより本明細書に援用される。上記の特許出願に説明されるよ
うに、患者の動作、活動レベル、および姿勢を知ることにより、身体装着型モニタにより
生成されるアラーム／アラートの精度が大いに向上する。例えば、歩行する患者は通常、
ノイズを含むＰＰＧ波形を生み出すが、その活動状態のために低酸素症を有する可能性は
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低い。本発明によれば、この状態の患者は、測定されたＳｐＯ２の値の如何に関わらず、
通常はアラーム／アラートを生成しない。同様に、痙攣または転倒する患者は通常、ノイ
ズを含むＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を生み出し、係るＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形から
ＳｐＯ２値を抽出することは困難である。しかしこれらの活動状態は、患者のＳｐＯ２値
の如何に関わらず、患者が医療的支援を必要とすることを示すものであるため、アラーム
／アラートをトリガし得る。
【００１３】
　身体装着型モニタは、病院環境において、および患者が最終的に病院から家庭に移送さ
れる間において、患者を継続的に監視するためのシステムを特徴として備える。ＳｐＯ２
およびｃＮＩＢＰの両方は、動く患者および静止する患者からの心電図波形（ＥＣＧ）と
ともに、ＰＰＧおよびＡＣＣ波形の正確な測定に依存する。ｃＮＩＢＰは通常「複合技術
」を用いて測定される。なお複合技術に関しては、「Ｖｉｔａｌ　Ｓｉｇｎ　ＭＯＮＩＴ
ＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＢＬＯＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＵＳＩＮＧ　ＯＰ
ＴＩＣＡＬ，　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ，　ＡＮＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＷＡＶＥＦＯＲＭ
Ｓ」を発明の名称とする同時継続出願（２００８年６月１２日に出願された米国特許出願
整理番号第１２／１３８，１９４号）において詳述されている。なお同特許出願の全体は
参照することにより本明細書に援用される。
【００１４】
　これらの特許出願に説明されるように、複合技術（本明細書では代替的に「混成技術」
とも称される）では通常、ＥＣＧ波形とともに、ＳｐＯ２測定値からの単一のＰＰＧ波形
（通常はＩＲ（ＰＰＧ）波形。ＩＲ（ＰＰＧ）波形がＲＥＤ（ＰＰＧ）波形よりも良好な
信号対雑音比を有するためである）を使用して、「脈波伝播時間」（ＰＴＴ）と呼称され
るパラメータが計算される。なお脈波伝播時間は血圧との強力な相関性が認められる。特
に、ＥＣＧ波形は鋭角的なピークを有するＱＲＳ群を特徴として備える。係るＱＲＳ群は
、心臓の左心室の脱分極を示し、心拍動の時間依存性標識を非公式に提供する。ＰＴＴは
、ＱＲＳ群のピークとＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の始点すなわち「最下部」とを隔てる
時間であり、通常は数百ミリ秒である。ＱＲＳ群は、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）における各
脈波の最下部とともに、以下で詳細に説明する数学的技術を用いてＡＣ信号をより正確に
抽出するために用いられ得る。他の実施形態では、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の両方を
一括して処理し、それによりｃＮＩＢＰ測定値の精度を向上させる。
【００１５】
　ＳｐＯ２を測定するための電気システムは、手首装着型トランシーバ内にフィットする
回路基板上に取り付けられた回路板小規模な低電圧回路を特徴として備える。このトラン
シーバは、例えば以下の特許出願、すなわち「ＢＯＤＹ－ＷＯＲＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　Ｆ
ＥＡＴＵＲＩＮＧ　ＡＬＡＲＭ　ＳＹＳＴＥＭ　ＴＨＡＴ　ＰＲＯＣＥＳＳＥＳ　Ａ　Ｐ
ＡＴＩＥＮＴ’Ｓ　ＭＯＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ」（２００９年５月
２０日に出願された米国特許出願整理番号第１２／４６９，１８２号）および「ＢＯＤＹ
－ＷＯＲＮ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ
　ＤＥＴＥＣＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＮＡＬＹＺＩＮＧ　ＭＯＴＩＯＮ」（２００９年５月
２０日に出願された米国特許出願整理番号第１２／４６９，０９４号）で説明されるタッ
チパネルディスプレイ、バーコードリーダ、および補助的用途のためのワイヤレスシステ
ムをさらに含み得る。なお同特許出願の全体は、上記において、参照することにより援用
されている。
【００１６】
　１つの態様においては、本発明は患者の血液の生理学的特性（例えばＳｐＯ２値など）
を監視するためのシステムおよび方法を提供する。本発明は、第１波長および第２波長の
光学的放射を放出する２つの放射源を有する第１センサと、患者の１部分を通過した後の
光学的放射を検出するよう構成された光検出器と、を特徴として備える。放射源および光
検出器を収容するフィンガーリングハウジングは、患者の親指基部にフィットまたは巻き
付くリング形状の取付部分を特徴として備える。患者の手首に装着されフィンガーリング
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センサに動作可能に接続される処理ユニットは、光検出器から信号を受け取り、動作セン
サおよびプロセッサの両方を含む。プロセッサは、ｉ）第１信号および第２信号を処理し
、それによりＡＣ信号を判定することと、ｉｉ）ＡＣ信号および動作信号のうちの少なく
とも１つを処理し、それにより選択されたＡＣ信号を判定することと、ｉｉｉ）選択され
たＡＣ信号または係るＡＣ信号から導き出された信号を処理し、それにより患者の血液の
生理学的特性を判定することと、を実行するよう構成される。
【００１７】
　特定の実施形態において、取付部分は湾曲したリング形状部分を含む。このリング形状
部分は、先端部をカバーすることなく患者の親指基部を部分的に包囲する。リング形状部
分は例えばナイロンまたは織地から作られた可撓性ストラップに接続し得る。通常、第１
放射源および第２放射源は、互いに対して近接し（同一の電子パッケージ内に含まれるこ
とが多々ある）、７５～１１０度の範囲の角度で光検出器から隔てられる。これらの実施
形態および他の実施形態において、処理ユニットは、電気信号（例えばデジタル化された
ＥＣＧ信号など）を受け取るよう構成された入力ポート（例えば制御エリアネットワーク
またはＣＡＮプロトコルなどのシリアルプロトコルで動作するシリアルポートなど）を含
む。ＥＣＧ信号は例えば、差動増幅器回路に接続された一連の身体装着型電極により生成
される。ＥＣＧ信号を提供するケーブルはこの回路を含み、シリアル入力ポートに直接挿
入され得る。ＥＣＧ信号は時間依存性標識（例えばＱＲＳ群など）を含む。なお係る時間
依存性標識は、各拍動により生成された第１ＰＰＧ波形および第２ＰＰＧ波形に、事前決
定された時間的期間（例えば５００ｍｓ）未満だけ、先行する。これを処理すると心拍数
を判定することができる。さらに処理すると、ＰＰＧ波形内のＡＣ信号およびＤＣ信号を
、それらの信号に乱れを生じさせ得る動作とともに、検出することができる。動作が検出
されると、このシステムは、ＡＣ成分およびＤＣ成分を単に無視するよう命令され得る。
このことは通常、特に、許容可能レベルを越えてこれらの信号を破損することが知られて
いる事前決定されたレベルを動作が越える場合に、行われる。代替的に、動作が存在する
が事前決定されたレベル未満である場合には、ＡＣ成分およびＤＣ成分に対するその影響
は、周波数領域フィルタ処理、逆折り畳み、または同様の技術を用いて除去が可能である
。
【００１８】
　他の実施形態では、ｃＮＩＢＰおよびＳｐＯ２の両方がＰＰＧ信号およびＥＣＧ信号の
両方から同時に検出される。ｃＮＩＢＰは例えば、ＥＣＧ信号におけるＱＲＳ群のピーク
とＡＣ信号のうちの１つにおける始点との間の時間差から判定される。この時間差は例え
ばＰＴＴであり、ｃＮＩＢＰは複合技術にしたがって判定される。この場合、ｃＮＩＢＰ
は、フィンガーリングセンサが患者の親指基部上に装着される場合、もっとも正確に判定
される。この構成に対して、ＡＣ信号およびＤＣ信号とＳｐＯ２との比に関するパラメー
タは、例えば従来のブリーズダウン研究を用いて、予め決定されていることが必要である
。
【００１９】
　他の態様では、本発明は、患者からＳｐＯ２と、動作関連事象（例えば患者の姿勢、活
動レベル、および動作の程度）と、の両方を同時に測定するための方法を提供する。通常
、姿勢は、患者の胴体に取り付けられた単一のセンサ（例えばアナログまたはデジタルの
３軸加速度計など）を用いて測定され得る。加速度計は、ＥＣＧケーブルの終端部分にお
けるＥＣＧ回路の傍らに取り付けられ得る。この実施形態において、姿勢は通常、患者の
胴体の方向に対応するベクトルから判定される。特に、そのベクトルと事前決定された座
標系とを隔てる角度から、最終的に、以下で詳述するように、姿勢が与えられる。活動レ
ベル（例えば移動、歩行、転倒、痙攣などに対応する）は、この実施形態において判定さ
れる他の動作関連事象である。それは動作信号の時間依存性変動を数学的に変換すること
から計算され得る。それにより、周波数領域のスペクトルが生成される。スペクトルの部
分（例えば特定の周波数成分のパワー）を事前決定された周波数依存性のパラメータと比
較すると、活動レベルが判定される。他の演算（例えば時間依存性の動作信号の微分など
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）または決定木アルゴリズムに基づく一連の決定ルールもまた、活動レベルを与え得る。
【００２０】
　他の態様において、本発明は、ＳｐＯ２、ｃＮＩＢＰ、およびオシロメトリック血圧（
ＳＹＳ、ＤＩＡ、およびＭＡＰ）などの患者のバイタルサイン全部を測定するための完全
身体装着型バイタルサインモニタを提供する。通常、この実施形態において、身体装着型
モニタは手首装着型処理ユニットを特徴として備える。この手首装着型処理ユニットは例
えば、バイタルサインのうちのいくつかを測定するためのスタンドアロン型システムに動
作可能に接続する（例えばＥＣＧおよびオシロメトリック血圧を測定するためのシステム
と接続されたケーブルを受け取るために）複数の入力ポートを備える。追加的なポートが
、例えばグルコースレベル、呼吸数、および呼吸終期ＣＯ２を測定する外部センサから信
号を収集するために用いられ得る。データ収集の簡略化のために、各ポートは通常、共通
の通信プロトコル（例えばＣＡＮプロトコル）上で動作する。通常、ＥＣＧおよびオシロ
メトリック血圧に対応する入力ポートは、通常は患者の手から離れる方向に面する処理ユ
ニットの共通側部上に配置される。この実施形態では、入力ポートに接続する任意のケー
ブルは患者の動作の特徴を記述するための加速度計を含み得る。
【００２１】
　特定の実施形態において、処理ユニットは、酸素飽和度を記述する情報を表示する第１
ユーザインターフェースと、血圧を記述する情報を表示する第２ユーザインターフェース
と、ＥＣＧ信号を記述する情報を表示する第３ユーザインターフェースと、を描画するタ
ッチパネルディスプレイを特徴として備える。処理ユニットは、医療専門家のバーコード
（例えば医療専門家のバッジに配置される）をスキャンするバーコードスキャナも含み得
る。それに応答して、手首装着型トランシーバは医療専門家に対応するユーザインターフ
ェースを描画し得る。これは、患者による、例えば不必要なアラームを生じさせ得る医療
情報の閲覧を防ぐ。
【００２２】
　他の実施形態において、処理ユニットは、音声通信を行うために、または患者に向けら
れた可聴音声メッセージを生成するために、スピーカを含む。処理ユニットは例えば病院
ネットワークを通して通信するワイヤレス送信器も含み得る。
【００２３】
　他の態様において、本発明は、フィルタを用いてＥＣＧ、ＰＰＧ、および動作信号を処
理することによりＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰを測定するための方法を提供する。係るフィ
ルタは、数学的フィルタを用いてＰＰＧ波形のＰＴＴ信号およびＡＣ信号の両方を分析す
る。このフィルタは例えば以下で詳述する「整合フィルタ」であり得る。通常、動作が比
較的小さいときに生成される信号のみがこの実施形態では考慮される。例えば、動作が許
容可能レベルよりも大きいことが動作センサにより示される場合には、信号は通常、さら
なる処理を加えられない。ＰＴＴ値をフィルタ処理することは例えば、事前決定された範
囲外に存在する値を統計的フィルタ（例えば簡単な平均および標準偏差など）を用いて判
定することを含む。時間依存性の動作信号に対応する周波数領域スペクトルからパワー値
を計算することなどのより洗練された技術を実行し、次にこれを事前決定された値と比較
することは、ＰＴＴ値またはＰＰＧ信号のいずれが動作による影響を受けているかどうか
を推定するために用いられ得る。ＳｐＯ２値は通常、赤色および赤外線の光学スペクトル
領域において動作する光学系を用いて個々の脈波から測定されたＡＣ信号およびＤＣ信号
を説明する比率から計算される。１つまたは複数の比が脈波に対して計算され得る。
【００２４】
　他の態様において、本発明は、患者の姿勢および活動状態を処理することによりＳｐＯ
２値に基づいてアラーム／アラートを抑制するための方法を提供する。例えば患者が直立
（例えば起立）する場合には、係る姿勢を有する患者は通常は医療的支援を即時必要とす
る状態にはないため、アラームは抑制され得る。同様に患者の姿勢が仰臥状態から着座ま
たは起立状態に変化する（または代替的に着座もしくは直立状態から仰臥状態へと変化す
る）場合にも、アラームは抑制され得る。この場合、姿勢における変化（胸部に装着され
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た加速度計を用いて判定が可能である）は、係るアラーム抑制がない場合であればアラー
ム／アラートが誤って生成されるであろう程度まで、ＰＰＧ波形に混乱を生じさせ得る。
【００２５】
　さらに他の実施形態は、本発明の以下の詳細な説明において、および請求項において、
見出される。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】患者の親指基部の周りに装着されるフィンガーリングセンサとして構成されたパ
ルスオキシメータプローブの概略図である。
【図２】二重波長ＬＥＤおよび光検出器がフィンガーリングセンサから離間された状態に
ある、図１のパルスオキシメータプローブの拡大概略図である。
【図３Ａ】図２のパルスオキシメータプローブが装着された状態にある、患者の親指の概
略図である。
【図３Ｂ】図３Ａのパルスオキシメータプローブを用いて測定された患者の親指の断面概
略図である。
【図４】医学教科書における理論的モデルから得られた測定、患者の人差し指の先端部か
ら得られた測定、および患者の親指の基部から得られた測定に対する、ＳｐＯ２と「比の
比」（ＲｏＲ）との関係を示すグラフである。
【図５】図１の親指装着型パルスオキシメータプローブを用いて得られた２０名の重複し
ない患者からの測定値と、市販のオキシメータプローブを用いて人差し指先端部において
得られた測定値と、を比較するグラフである。
【図６】図１のパルスオキシメータプローブ内における加速度計（ＡＣＣ）と、ＥＣＧシ
ステム（ＥＣＧ）と、６６０および９０５ｎｍＬＥＤ（それぞれ、ＲＥＤ（ＰＰＧ）およ
びＩＲ（ＰＰＧ））と、を用いて測定された時間依存性の波形を示すグラフである。
【図７】図１のパルスオキシメータプローブを用いてＳｐＯ２および患者の動作を測定す
るためのアルゴリズムを説明するフローチャートである。
【図８】図２に示すパルスオキシメータプローブを用いて測定されたＳｐＯ２と、血液ガ
ス分析器を用いて測定されたＳｐＯ２（この場合、「ゴールドスタンダード」を表す）と
、の間の相関関係を示すブリーズダウン研究の間に収集されたデータを示すグラフである
。
【図９Ａ】それぞれ患者が動作を示さない場合に測定された、時間依存性のＩＲ（ＰＰＧ
）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図９Ｂ】それぞれ患者が動作を示さない場合に測定された、時間依存性のＩＲ（ＰＰＧ
）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図１０Ａ】それぞれ患者が軽微な指の動作を経験する場合に測定された、時間依存性の
ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図１０Ｂ】それぞれ患者が軽微な指の動作を経験する場合に測定された、時間依存性の
ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図１１Ａ】それぞれ患者が大きい指の動作を経験する場合に測定された、時間依存性の
ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図１１Ｂ】それぞれ患者が大きい指の動作を経験する場合に測定された、時間依存性の
ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフである。
【図１２Ａ】動作および無動作の期間の間に測定された図９Ａ、Ｂ～図１１Ａ、Ｂに示す
図と同様の時間依存性のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形のグラフで
ある。
【図１２Ｂ】複数のＲｏＲがどのようにして波形から計算されるかを示すグラフ表示とと
もに、それぞれ動作および無動作の期間に測定された図１２ＡのＩＲ（ＰＰＧ）波形のグ
ラフである。
【図１２Ｄ】複数のＲｏＲがどのようにして波形から計算されるかを示すグラフ表示とと
もに、それぞれ動作および無動作の期間に測定された図１２ＡのＩＲ（ＰＰＧ）波形のグ
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ラフである。
【図１２Ｃ】図１２Ｂに示す波形の最下部とピークとの間の無動作の期間の間に周期的間
隔で測定されたＲＥＤ（ＰＰＧ）およびＩＲ（ＰＰＧ）の波形の成分の間のＲｏＲを表す
データ点のグラフである。
【図１２Ｅ】図１２Ｄに示す波形の最下部とピークとの間の動作および無動作の期間の間
に周期的間隔で測定されたＲＥＤ（ＰＰＧ）およびＩＲ（ＰＰＧ）の波形の成分の間のＲ
ｏＲを表すデータ点のグラフである。
【図１２Ｆ】図１２Ｄに示す波形の最下部とピークとの間の動作および無動作の期間の間
に周期的間隔で測定されたＲＥＤ（ＰＰＧ）およびＩＲ（ＰＰＧ）の波形の成分の間のＲ
ｏＲを表すデータ点のグラフである。
【図１３Ａ】処理することによりＰＰＴを決定する（図１３Ｄのステップ１０５および１
０６に対応する）ための、時間依存性のＥＣＧおよびＩＲ（ＰＰＧ）波形のグラフである
。
【図１３Ｂ】それぞれ図１３Ａに示すＰＴＴを計算するために用いられたＩＲ（ＰＰＧ）
波形に対して整合フィルタを適用する前（図１３Ｄのステップ１０７および１０８に対応
する）および後（図１３Ｄにおけるステップ１１０に対応する）におけるＰＴＴと拍動と
のグラフである。
【図１３Ｃ】それぞれ図１３Ａに示すＰＴＴを計算するために用いられたＩＲ（ＰＰＧ）
波形に対して整合フィルタを適用する前（図１３Ｄのステップ１０７および１０８に対応
する）および後（図１３Ｄにおけるステップ１１０に対応する）におけるＰＴＴと拍動と
のグラフである。
【図１３Ｄ】動作関連ノイズが波形に存在する場合にＰＴＴを分析し整合フィルタをＩＲ
（ＰＰＧ）波形に定期要するためのアルゴリズムを示すフローチャートである。
【図１４】それぞれ図１のＥＣＧシステム、光学系、および加速度計システムにより静止
患者から生成された時間依存性の波形（ＥＣＧ、ＰＰＧ、およびＡＣＣ）のグラフである
。
【図１５】それぞれ図１のＥＣＧシステム、光学系、および加速度計システムによる、歩
行中の患者から生成された時間依存性の波形（ＥＣＧ、ＰＰＧ、およびＡＣＣ）のグラフ
である。
【図１６】それぞれ図１のＥＣＧシステム、光学系、および加速度計システムによる、痙
攣中の患者から生成された時間依存性の波形（ＥＣＧ、ＰＰＧ、およびＡＣＣ）のグラフ
である。
【図１７】それぞれ図１のＥＣＧシステム、光学系、および加速度計システムによる、転
倒中の患者から生成された時間依存性の波形（ＥＣＧ、ＰＰＧ、およびＡＣＣ）のグラフ
である。
【図１８】３つの加速度計およびパルスオキシメータプローブを装着する患者に割り当て
られた座標系の概略図である。
【図１９Ａ】異なる姿勢状態に対応し、患者の胸部に配置された加速度計を用いて測定さ
れた、時間依存性のＡＣＣ波形を示すグラフである。
【図１９Ｂ】図１９Ａの時間依存性のＡＣＣ波形と患者の姿勢を判定するための数学的モ
デルを用いて計算された姿勢状態を示すグラフである。
【図２０】６６０ｎｍおよび９０５ｎｍのＬＥＤが図１に説明するパルスオキシメータプ
ローブにおいてどのように駆動されるかを示す電気的タイミング図である。
【図２１】図２０に示すタイミング図にしたがって６６０ｎｍおよび９０５ｎｍのＬＥＤ
を駆動するために用いられる回路の電気回路図である。
【図２２】ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を増幅およびフィルタ処理し、それによりＳｐＯ
２を計算するために用いられるＲＥＤ／ＩＲ（ＡＣ）およびＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ）成分を
生成するために用いられる回路の電気回路図である。
【図２３Ａ】それぞれｃＮＩＢＰ測定値を較正するために用いられる加圧帯ベースの空気
圧システムを有する、または係る空気圧システムを有さない、患者に取り付けられた図１
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の身体装着型モニタを示す図である。
【図２３Ｂ】それぞれｃＮＩＢＰ測定値を較正するために用いられる加圧帯ベースの空気
圧システムを有する、または係る空気圧システムを有さない、患者に取り付けられた図１
の身体装着型モニタを示す図である。
【図２４】図２３Ａおよび図２３Ｂの身体装着型モニタにおいて特徴として備えられる手
首装着型トランシーバの画像である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　図１および図２は、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰを測定するために患者の親指３の基部の
まわりに巻き付くフィンガーリングとして形づくられたパルスオキシメータプローブ１を
示す。プローブ１は、例えば病院内で一般的に行われる読書および食事などの活動のため
に患者の親指および手を解放する一方で、長期（例えば数日）にわたり快適な装着が可能
となるよう設計されている。これらの活動および他の活動に対応する動作はＳｐＯ２測定
に影響を及ぼし得る。係る動作は患者の身体上に装着された加速度計のネットワークを用
いて検出される。プローブ１は、それぞれ６６０および９０５ｎｍで動作する１対の埋め
込まれたＬＥＤ９およびＬＥＤ１０と、ＬＥＤ９およびＬＥＤ１０の下方に存在する脈管
構造および他の組織を透過した後のこれらの波長を検出する単一の光検出器１２と、を用
いて、親指３の内側部分に沿って透過モードの光学測定を実行する。特に、ＬＥＤ９およ
びＬＥＤ１０の両方と光検出器１２とは、母指主動脈（親指における主要な動脈であり、
橈骨動脈から分岐する）の部分における血液の脈波を測定するために配置される。以下で
詳述するように、この動脈中に流れる血液を測定することによりｃＮＩＢＰ測定値の精度
向上を図ることができる。小さい回路基板１１は光検出器１２を支持し、加えて、例えば
光検出器１２からの光電流を増幅し増幅された光電流を対応する電圧へと変換するための
トランスインピーダンス増幅器を含み得る。回路基板１２はＬＥＤ９およびＬＥＤ１０に
より放出された特定の波長を識別する抵抗１９も含む。次にこれらの波長は、以下で説明
するようにＲｏＲとＳｐＯ２とを関連付ける相関係数の値に影響を及ぼす。これらの回路
要素のうちのいくつかは以下で図２１および図２２を参照してより詳細に説明される。
【００２８】
　円筒形の曲率半径に形成されたリング形状の可撓性プラスチックハウジング６は、ＬＥ
Ｄ９およびＬＥＤ１０と回路基板１１とを支持する矩形開口部１８および２２を特徴とし
て備える。ハウジング６は３つの切り欠き部分２３Ａ～２３Ｃまたは「リビングヒンジ」
を特徴として備える。このリビングヒンジにより折り曲げが容易となり、異なる寸法の親
指の収容が可能となる。ハウジング６は、ハウジングの遠位端上に配置された２つのＤリ
ング開口部１３Ａおよび１３Ｂに通された可撓性ナイロンストラップ２を用いて親指基部
のまわりの定位置に保持される。ストラップ２の部分４は、ベルクロのパッチ１７（例え
ばフックを含む）を特徴として備える。パッチ１７は、ストラップの主要部分上の噛み合
うパッチ１６（例えばループを含む）に付着する。パッチ１６および１７は、ハウジング
６が患者の親指３上に装着されると、一時的に互いに対して付着し、取り外しが可能とな
るよう容易に引き離される。ストラップ２および４により、プローブ１の確実な固定が可
能となる。係る確実な固定により、測定部位に対する動作が最小化される。可撓性ケーブ
ル５は、図２４に図示するものと同様の手首装着型トランシーバにオキシメータプローブ
１を接続する。ケーブル５は、図２２に示すように、図２０のタイミング図にしたがって
ＬＥＤを駆動する手首装着型トランシーバからＩ／Ｏ信号を搬送し、トランシーバ内の増
幅／フィルタ処理回路へ光検出器により測定されたアナログ信号を搬送する。増幅／フィ
ルタ処理回路においてアナログ信号は以下で詳述するようにＳｐＯ２へと増幅、フィルタ
処理、デジタル化、および処理される。
【００２９】
　図３Ａおよび図３Ｂに示すように、パルスオキシメトリ測定の実行中、ＬＥＤ９および
ＬＥＤ１０は間欠的に、図２０のタイミング図にしたがって６６０ｎｍおよび９０５ｎｍ
で、およそ５００Ｈｚで、放射ビーム２８および２９を放出する。放出後、ビーム２８お
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よび２９は直ちに親指３の基部を透過し、迅速に分散して、皮膚２４、骨２５、親指の外
側表面付近の毛細管２６などの組織から、および母指主動脈２７の１部分から、散乱した
後、光検出器１２に到達する。動脈２７および毛細管２６を透過する放射の量を増加させ
るために、それにより信号品質を最適化するために、ＬＥＤ９およびＬＥＤ１０とフォト
ダイオード１２とは、約３５～５５度だけ分離される。この角度で分離された光学構成要
素は、動脈２７から発せられた信号の相対的寄与を増大化させる傾向を有する。これは最
終的にｃＮＩＢＰ測定値の精度を改善する。なぜなら動脈成分から測定されたＰＴＴ値は
、毛細管成分から測定されたＰＴＴ値よりも、血圧に対してより良好な相関性を示すため
である。毛細管２６および母指主動脈２７の両方が血液を搬送する。この血液は各拍動と
ともに脈動し、ＬＥＤ９およびＬＥＤ１０により放出された放射を吸収する。これにより
、６６０ｎｍおよび９０５ｎｍの放射により生成される、図６に示す別個の時間依存性の
光学的波形（すなわちＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ））が生じることとなる。両方の波形が、時
間依存性の脈動する血液に対応するＡＣ信号と、皮膚２４および骨２５からの時間非依存
性の散乱および毛細管２６ならびに動脈２７の非脈動性成分に対応するＤＣ信号と、を特
徴として備える。フィルタ処理の実施以前において、ＡＣ成分は通常、信号全体の約０．
５～１％を表す。
【００３０】
　ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形のＡＣ信号およびＤＣ信号の両方を一括して処理すること
によりＳｐＯ２値が求められる。身体装着型モニタは、ＰＴＴベースのｃＮＩＢＰを判定
するために追加的に重要であるいくつかの信号処理方法体系を用いてこれらの成分を計算
する。最終的にＡＣ成分およびＤＣ成分からＲｏＲが求められ、次に一連の経験的に判定
された係数を用いてＲｏＲがＳｐＯ２に関連付けられる。１つの実施形態において、例え
ば、ＲｏＲは、まずＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を測定し、次にこれらの波形を２０Ｈｚ
のカットオフにより特徴付けられたローパスフィルタに通すことにより、判定される。各
波形の平均されたベースライン成分がサンプリングされ、メモリに格納され、ＲＥＤ／Ｉ
Ｒ（ＤＣ）を表す。次に両方の波形が０．１Ｈｚのカットオフ周波数を有するハイパスフ
ィルタにより追加的にフィルタ処理される。係るハイパスフィルタは通常、有限インパル
ス応答関数により実現され、最終的に可変利得増幅器により増幅される。これらのステッ
プは、アナログ電子フィルタまたはデジタルソフトウェアフィルタのいずれかを用いて実
行され得る。このフィルタを通過する成分は、以下で図６および図７を参照して説明する
ように分離され、それによりＲＥＤ／ＩＲ（ＡＣ）が与えられる。判定されると、ＡＣ信
号およびＤＣ信号は処理され、それにより、式（３）において次のように説明されるＲｏ
Ｒ値が与えられ、ＲｏＲ値はＳｐＯ２に関連付けられる。
【数３】

【００３１】
　図４は、図１および図２に示すオキシメータプローブを用いて親指基部においてなされ
た測定に対するＲｏＲとＳｐＯ２との間の経験的な関係（実線）と、市販のオキシメータ
プローブを用いて人差し指先端部においてなされた測定に対する同様の関係（小さい点線
）と、人差し指先端部から作られた測定値に対する理論的曲線（より大きい点線）と、を
示す。人差し指および親指から作られた測定値に対応する曲線は同様の条件下で測定され
た患者群から経験的に決定される。図４から明らかであるように、ＲｏＲとＳｐＯ２との
間の関係は同様であるが、測定部位に差異が存在するためにわずかにずれている。いかな
る理論にも拘束されるものではないが、これらの差異は、毛細管床の密度が、人差し指先
端部におけるよりも親指基部付近において比較的より低いことによるものであり得る。図
４における全部の曲線に対する関係は、特に約７０～１００％の範囲のＳｐＯ２値に対し
て、非線形である。７０％未満の値は、異なる非線形モデルを用いて（例えば２次多項式
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に基づいて）説明され得る。このモデルに対する係数ａ、ｂ、およびｃは、経験的データ
を対応する数学的関数（例えば以下に示す２次多項式など）に当てはめることにより決定
される。 
【数４】

親指基部においてなされた測定に対応するａ、ｂ、およびｃの係数に対する最適値を以下
の表１に示す。

【表１】

【００３２】
　表１に示すパラメータの正確な値は、パルスオキシメータプローブにおいて用いられる
ＬＥＤの特定波長に依存するであろう。これは、ＳｐＯ２測定値が赤色スペクトル領域お
よび赤外線スペクトル領域におけるＨｂおよびＨｂＯ２の相対的光吸収により基本的に決
定され、次に吸収がＬＥＤにより放出される波長に依存するためである。ＨｂおよびＨｂ
Ｏ２の吸収スペクトルのそれぞれは、赤外線スペクトル領域においては比較的平坦である
が、赤色スペクトル領域においては大きく異なる。したがって表１に示す係数は赤色ＬＥ
Ｄの正確な波長に比較的影響されやすい。この理由のため、製造の以前に、赤色発光波長
付近の異なる波長（例えば６００～６１０ｎｍ）のＬＥＤを特徴として備えるパルスオキ
シメータプローブを用いる一連の経験的研究が実施される必要がある。係る研究について
、例えば図８を参照して説明する。係る研究は、医学的な監視の下で一連の患者のＳｐＯ
２値を低下（通常は約１０～１５）することを含むため、通常「ブリーズダウン」研究と
して分類される。ＳｐＯ２は通常、患者が専用の人工呼吸器マスクを通して吸い込む酸素
量を減少させることにより低下される。なお係る研究は低温ルームで実行される場合が多
い。患者からの血液が動脈ラインから採取された後、血液ガス分析器を用いて分析され、
その酸素含有量が判定される。同時に、既知のＬＥＤ波長を有するパルスオキシメータプ
ローブが各患者に装着（この場合では、親指基部に）され、式（３）に示されたＲｏＲを
測定するために用いられる。血液ガス分析器を用いて測定されるこの実験に対するＳｐＯ
２値は通常、７０～１００％の範囲にある。同時実験は通常、異なる赤色発光スペクトル
を有するＬＥＤを有するパルスオキシメータプローブを用いて実行される。研究が完了す
ると、ＲｏＲの波長依存性の値が、血液ガス分析器により決定されたＳｐＯ２に関連付け
られ、それにより表１に示す係数ａ、ｂ、ｃが計算される。全般的に、異なる組の係数が
異なるＬＥＤ波長から生じることとなるであろう。これらの係数、および係る係数が対応
する光学的波長が、以下で説明する抵抗値とともに、手首装着型トランシーバ上のメモリ
内のデータベースに格納される。
【００３３】
　パルスオキシメータプローブ（例えば図１に示すプローブなど）を製造する前に、ＬＥ
Ｄの波長は通常、発光分光光度計を用いて約１ｎｍの解像度で決定される。次にＬＥＤは
波長によりソートされ、上記のデータベース内格納された値を有する抵抗器に関連付けら
れる。製造中、抵抗器は図１に示すパルスオキシメータプローブ内の回路基板にはんだ付
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けされ（、所望により抵抗値が明確に定められるようレーザを用いて不要部分が削り取ら
れ）る。実際の測定中、手首装着型トランシーバは、手首装着型トランシーバをパルスオ
キシメータプローブに接続するケーブルを通して電圧を提供する。係る電圧は抵抗器を通
過した後、その値は低下する。この電圧低下は、アナログ／デジタル変換器およびプロセ
ッサを用いてトランシーバにより検出され、次に抵抗値を計算するために用いられる。抵
抗値はデータベースに対して比較され、最終的に、上述の適切なａ、ｂ、およびｃの係数
を選択するために用いられる。最終的に、これにより、ＳｐＯ２計算の精度が最大化され
る。
【００３４】
　親指基部においてなされた測定は、正確なＳｐＯ２値を提供し、患者の快適性を向上さ
せる。加えて、当該部位において測定されたＩＲ（ＰＰＧ）は、ＥＣＧ波形と組み合わせ
て処理された場合ＰＴＴ値をもたらす。複合技術を用いてこのＰＴＴ値を処理すると、正
確なｃＮＩＢＰ測定値がもたらされる。上述のように、主に母指主動脈から測定されたＩ
Ｒ（ＰＰＧ）波形はｃＮＩＢＰ測定値の精度を増加させる。初期圧力ベースの較正（例え
ば図２３Ａに示す空気圧システム２８５により実行される）を実行すると、ＳＹＳおよび
ＤＩＡは、上述の特許出願に説明されるアルゴリズムを用いて、各拍動に対して明確に判
定され得る。なお係る特許出願は参照することによりすでに本明細書に援用されている。
通常、ＰＴＴ値は、精度を改善するために統計フィルタ処理を用いて、２０～４０秒の時
間的期間にわたり処理される（多くの場合、「移動平均」そして具体化される）。ＰＰＧ
波形の始点をより良好に定めるため、したがってＳＹＳおよびＤＩＡが判定される精度を
改善するために、ＲＥＤ（最下部）およびＩＲ（最下部）に対応する時間は通常、平均さ
れる。大腿動脈ラインを使用する臨床症状下で測定されたＳＹＳ値およびＤＩＡ値と比較
すると、この特定場所でなされたｃＮＩＢＰ測定は、精度に対するＦＤＡ規格（±５ｍｍ
Ｈｇ）および標準偏差（８ｍｍＨｇ）内に良好に収まった。この理由および他の理由のた
めに、親指基部は、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの両方の測定のために一意的に良好な場所
であると見受けられる。
【００３５】
　図５は、２０人の別個の患者群から得られた、親指基部および人差し指先端部から測定
されたＳｐＯ２間の直接的比較を示す。各患者は、市販のオキシメータプローブを用いて
３０秒間にわたり測定された後、図１および図２に示すオキシメータプローブと実質的に
同様のオキシメータプローブを用いて親指基部から同等の期間にわたり測定された。測定
中、ＳｐＯ２に対する平均値が各場所から検出された。これらの患者に対して、図４に示
すＲｏＲとＳｐＯ２との間の関係が、両方の組の測定値に対して用いられた。データから
明らかであるように、これらの測定値に対する相関性は、２０名の患者全員に対して実験
誤差の範囲内（各測定値に対してＳｐＯ２の１％であると推定される）である。２つの測
定値間の差異（親指ＳｐＯ２－人差し指ＳｐＯ２）の平均は、－Ｏ．６％Ｏ２であり、係
る差異の標準偏差は１．３９％Ｏ２である。測定は、９３～１００％Ｏ２の範囲にわたり
実行された。
【００３６】
　上述のパルスオキシメータシステムは、図２３Ａおよび図２３Ｂに示す完全な身体装着
型監視システムに組み込まれる。係る身体装着型監視システムは、ＥＣＧ、ＡＣＣ、ＲＥ
Ｄ（ＰＰＧ）、およびＩＲ（ＰＰＧ）波形を測定および分析し、それにより患者のバイタ
ルサイン、動作の程度、活動レベル、および姿勢が特徴付けられる。図６は例えば、係る
システムを用いて３秒間にわたり並列的に測定された様々な時間依存性の波形を示す。Ａ
ＣＣ波形は、身体装着型モニタに組こまれまた３つの加速度計のうちの１つにより測定さ
れた単一軸に沿った測定値を表す。通常、これは手首装着型トランシーバに含まれる加速
度計である。なぜなら、この部位がＳｐＯ２のための測定部位にもっとも近接しているた
めである。ＳｐＯ２値は、色づけられた三角により示され且つ以下でより詳細に説明する
ピーク値および最下部値との間の赤色および赤外線波形を測定することにより決定される
。通常、これらのピーク値は、上述のように各波形をフィルタ処理し、次に１次導関数を
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求めて、波形の傾きが正の値から負の値に変化する点を示す零交差点を推定するにより決
定される。これらのパラメータに対する値は、いくつかの脈波にわたって平均し、統計技
術を用いて処理する（例えば±１標準偏差の外部にある値を除外した後平均する）ことに
より、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形内の個別の脈波に対するＲＥＤ／ＩＲ（ピーク）値が
もたらされる。各脈波に対するＲＥＤ／ＩＲ（最下部）値はＰＴＴベースのｃＮＩＢＰ測
定値のために用いられ、通常、上述のように統計技術を用いて処理される。各波形の最下
部は、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の２次導関数からピークを測定することによりもっと
もよく計算される。ＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ）値（図示せず）は通常、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ
）波形のアナログバージョンを上述のローパスフィルタに通した後にこれらの波形をサン
プリングすることにより決定される。
【００３７】
　患者の胸部に付着され且つ身体装着型モニタにおけるＥＣＧ回路に接続された電極は、
３つのリード線のＥＣＧを測定する。なお図６はリード線ＩＩから取られた時間依存性の
波形を示す。ＥＣＧ波形は黒色三角により示された一連のＱＲＳ群を特徴として備える。
なお各ＱＲＳ群は単一の拍動に対応する。ＱＲＳ群は通常、約１００～２００ミリ秒間で
ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）における各脈波を進行し、シャープで明確に画定された特徴によ
り、検出は容易である。さらに以下で図９Ａ、図９Ｂ～図１１Ａ、図１１Ｂを参照してよ
り詳細に説明するように、ＥＣＧ波形およびその関連するＱＲＳ群は、ＲＥＤ／ＩＲ（Ｐ
ＰＧ）の両方とは対比的に、動作からの影響は比較的小さい。これは、各ＱＲＳ群が、２
つのＰＰＧにおけるＡＣ信号を検出するための標識または「基準マーク」として機能し得
ることを意味する。特に測定中、手首装着型トランシーバ上で動作するアルゴリズムはＱ
ＲＳ群（例えばＥＣＧ　ＱＲＳ－Ｎ）を検出し、次に、この特徴の５００ｍｓ内で時々Ｒ
ＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の両方を分析する。ＲＥＤ／ＩＲ（最下部）およびＲＥＤ／Ｉ
Ｒ（ピーク）が、上述の１次導関数および２次導関数の試験を用いてこの時間間隔の間に
決定されない場合（おそらくはＰＰＧ中にノイズが存在するため）、このアルゴリズムは
、これらが測定不能であると判定し、次の拍動に対応する同様の値を探し始める。動作の
程度が高いことがＡＣＣ波形により示される場合、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を以下で
説明するように処理すると、最下部およびピークのパラメータがＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）
波形から抽出可能であるかどうかが判定される。そうでない場合、波形は測定不能である
と判定され１次導関数および２次導関数の試験は実行されず、Ｎ＋１拍動に対応するＥＣ
ＧおよびＰＰＧ波形が調査される。このプロセスが通常、できるかぎり多数の拍動に対し
て５～１０秒の範囲の合計時間の間、反復される。
【００３８】
　ＡＣＣ波形により示されるように許容可能レベルのみの動作が存在する場合、ＲＥＤ／
ＩＲ（最下部）およびＲＥＤ／ＩＲ（ピーク）に対する値を処理すると、各拍動に対する
ＲｏＲが決定され得る。次にこの値を上述の統計技術を用いて分析すると、アーチファク
トが制限され、最大限可能な精度を有するＳｐＯ２値が最終的に生成される。１つの実施
形態において、ＲＥＤ／ＩＲ（ピーク）およびＲＥＤ／ＩＲ（最下部）の値をＲｏＲ計算
に用いられるＡＣ値に変換するために、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形における各脈波の振
幅は以下の式（５）および式（６）に示すように計算される。
【数５】

次にＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形に対するＤＣ値は、第１に、アナログ／デジタル変換器
の差動入力に供給されるＤＣオフセット値（ＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ））を計算することによ
り決定される。これらの入力は例えば、図２２におけるＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ）ラベルによ
り示される。デジタル化されると、次にこれらの値は、赤色および赤外線波長の両方に対
する「効果的」なＤＣ値、ＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ＊）を以下の式（７）および式（８）に示
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すように計算するために用いられ得る。ＡＭＢＩＥＮＴ（ＤＣ）として定義される環境光
は、赤色または赤外線ＬＥＤのいずれもが点灯されていない（これは例えば、図２０に示
すようにそれぞれのＬＥＤを駆動する電流パルス間で生じる）ときに光検出器に対する放
射入射を測定することにより、相殺される。
【数６】

次に、ＲｏＲ値は式（５）～式（８）から決定される。
【数７】

【００３９】
　図６のＡＣＣ波形は、患者の動作の正確に表示する。通常この波形は、座標系の追加的
な軸に対応する他の２つとともに、加速度計と呼称されるソリッドステート装置を用いて
検出される。加速度計は通常、装着された身体部分の加速度を測定する微小電気機械シス
テム（ＭＥＭＳ）デバイスである。加速度計により測定されたＡＣＣ波形は、重力ベクト
ルに対する加速度計の位置を示すＤＣ値と、動作により誘導された加速度を示すＡＣ値と
、を特徴として備える。好適な加速度計は通常、約１マイクロ秒未満の応答時間を有し、
したがって大部分の種類の患者の動作（通常は１５Ｈｚ未満で生じる）を検出するにあた
っては必要以上に適切であるといえる。ＡＣＣ波形を処理することにより、ＳｐＯ２に関
する少なくとも３つの価値ある情報がもたらされる。すなわち、ＡＣＣ波形の処理により
、ｉ）患者の姿勢、ｉｉ）患者の活動状態（例えば患者が仰臥中、歩行中、着座中、起立
中であるなど）、およびｉｉｉ）患者の手が動いているかどうか、が判定され得、それに
よりＩＲ／ＲＥＤ（ＰＰＧ）波形がノイズにより破損し、ＳｐＯ２に対して誤った値をも
たらす可能性が大きいことが示される。ＡＣＣ波形の追加的な処理は、患者の腕の高さを
もたらす。患者の腕の高さからは血圧における流体静力学的変化を推定することが可能と
なり、係る変化はｃＮＩＢＰ測定値を較正するために用いられる。これらのシナリオのそ
れぞれを検出するための処理は、以下でまとめられ、以下の特許出願、すなわち「ＢＯＤ
Ｙ－ＷＯＲＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＦＥＡＴＵＲＩＮＧ　ＡＬＡＲＭ　ＳＹＳＴＥＭ　ＴＨ
ＡＴ　ＰＲＯＣＥＳＳＥＳ　Ａ　ＰＡＴＩＥＮＴ’Ｓ　ＭＯＴＩＯＮ　ＡＮＤ　ＶＩＴＡ
Ｌ　ＳＩＧＮＳ」（２００９年５月２０日に出願された米国特許出願整理番号第１２／４
６９，１８２号）および「ＢＯＤＹ－ＷＯＲＮ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ
　ＷＩＴＨ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＣＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＮＡＬＹＺＩＮＧ
　ＭＯＴＩＯＮ」（２００９年５月２０日に出願された米国特許出願整理番号第１２／４
６９，０９４号）において詳細に説明される。これらの特許出願の内容の全体はすでに参
照することにより本明細書に援用されている。
【００４０】
　図７は、図６に示す時間依存性のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形
を処理することにより、患者の動作、姿勢、および活動レベルとともに、ＳｐＯ２、ＳＹ
Ｓ、およびＤＩＡを一括して判定するアルゴリズム３３を説明するフローチャートである
。アルゴリズム３３は、図２３Ａ、図２３Ｂに示す身体装着型モニタと同様の身体装着型
モニタを用いてＥＣＧ、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）、およびＡＣＣ波形（３つの別個の加速
度計を用いて合成９個の波形が測定される）を測定することから始まる（ステップ３５）
。ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形は上述のパルスオキシメータプローブを用いて測定され、
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ＥＣＧ波形は、ＥＣＧケーブルを終端させ且つ患者の胸部上に装着された少なくとも３つ
の電極に取り付けられた電極に接続されたＥＣＧ回路を用いて測定される。３つの加速度
計は通常、それぞれ手首装着型トランシーバに、患者の二頭筋に取り付けられたケーブル
に、およびＥＣＧ回路に近接する胸部上に、配置される。一連のアナログフィルタ（図２
２を参照して説明したハードウェアコンポーネントを用いて実行される）およびデジタル
フィルタ（例えば以下で説明する「整合フィルタ」を用いる等の周知の周波数ドメイン技
術を用いてソフトウェアにおいて実行される）を用いて各波形を処理することにより、望
ましくない比較的高周波数の電気的および機械的ノイズが除去される（ステップ３６）。
係るフィルタ処理は例えば、ＩＲ／ＲＥＤ（ピーク）およびＩＲ／ＲＥＤ（最下部）に対
応するデータ点が判定される精度を向上させる。通常、ＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ）値は、上述
の式（７）および式（８）で説明されるように、２０Ｈｚのカットオフ周波数により特徴
付けられるローパスフィルタを通過する波形から直接的に判定される。フィルタ処理の後
、各拍動に対するＥＣＧのＱＲＳは、例えば以下の参照、すなわち「ＥＣＧ　Ｂｅａｔ　
Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｆｉｌｔｅｒ　Ｂａｎｋｓ」、Ａｆｏｎｓｏら、ＩＥ
ＥＥ　Ｔｒａｎｓ．　Ｂｉｏｍｅｄ　Ｅｎｇ．，４６：１９２－２０２（１９９９）によ
り説明される拍動ピッキングアルゴリズムを用いて検出される（ステップ３７）。なお同
参照の内容は参照することにより本明細書に援用される。心拍数は通常、近接するＱＲＳ
群を分離する時間の逆数から決定される。次に、動作の程度、姿勢、および活動レベルは
、上記で参照した特許出願において詳細に説明され、以下で簡略に説明されるように、９
つのＡＣＣ波形から決定される。これらのパラメータのそれぞれは、それ自体の一意的な
等級分けを特徴として備える。例えば、動作の程度は、１つまたは複数の加速度計から検
出された加速度の大きさに応じて数値的にランク付けされ得る。姿勢は通常、周知のカテ
ゴリー（例えば起立、仰臥、伏臥、その他）に分割される。活動レベルは、歩行、転倒、
静止、および痙攣などの活動を含む。
【００４１】
　顕著な動作が存在しないことがアルゴリズムにより判定される（ステップ３９）と、ア
ルゴリズムは、第１拍動により生成されたＥＣＧのＱＲＳに対応する時間から始まるＲＥ
Ｄ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の処理へと進行し、事前決定された時間デルタ（例えば５００ｍ
ｓ）まで、または隣接する心拍動が到達されるまで、処理を継続する（ステップ４１）。
ここで用いる「顕著な動作」は、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の信頼性がＳｐＯ２の計算
にあたり不十分となる量の動作を指す。この処理は通常、これらの波形をさらにデジタル
フィルタ処理して高周波ノイズを除去し、次に、各波形の１次導関数からＩＲ／ＰＰＧ（
ピーク）値を、各波形の２次導関数からＩＲ／ＰＰＧ（最下部）値を、決定することを含
む（ステップ４２）。ステップ３９の実行中に動作が存在すると判定された場合、アルゴ
リズムは、両方のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を分析することによりこれらの波形に何ら
かの方法で歪みが生じているかどうかを判定する（ステップ４０）ことに進行する。係る
分析は例えば、複合的方法（例えば、一方または両方のＰＰＧ波形からの脈波を比較的低
動作の期間に収集された「既知の良好な脈波」と比較すること）を含む。この場合、この
比較方法は、線形または非線形の数値当てはめアルゴリズム（例えば最小２乗アルゴリズ
ムまたはレーベンバーグ・マルカートアルゴリズムなど）であってもよく、または現在の
脈波と既知の良好な脈波との間の一致を判定する標準的な相関アルゴリズムに基づくもの
であってもよい。この後者の手法は「整合フィルタ」として実現され得、式（１３）およ
び式（１４）に関して以下で詳述される。整合フィルタアルゴリズムは例えば、これらの
信号処理を実行する前にＰＰＧおよびＥＣＧ波形（より低い程度で）の両方の信号対雑音
比を改善するために好適にはステップ３６において実行される。または整合フィルタアル
ゴリズムは、ＰＰＧ波形における現在の脈波と既知の良好な脈値との間の相関の程度を判
定し、それにより現在の脈波が動作により破損されているかを判定するために、ステップ
４０で実行されてもよい。整合フィルタの導関数は例えば、Ｔｕｒｉｎ，　‘Ａｎ　ｉｎ
ｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｍａｔｃｈｅｄ　ｆｉｌｔｅｒｓ’，　ＩＲＥ　Ｔｒａｎ
ｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｈｅｏｒｙ　６：　３１１－３２
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９　（１９６０）において提供される。なお同文献の内容は参照することにより本明細書
に援用される。
【００４２】
　既知の良好な脈波を判定するための比較的簡単な方法は例えば、ＥＣＧのＱＲＳに対応
する時間的期間におけるＰＰＧ波形の標準偏差を決定し、この標準偏差と、波形中の動作
に誘導されたノイズを推定するための事前決定された測定規準と、を比較することを含む
。いずれのＰＰＧも動作により顕著に歪まされていると判定された場合、これはアルゴリ
ズムに含まれず、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）、ＥＣＧ、およびＡＣＣ波形を分析および収集
する処理が反復される（ステップ３５～３８、４７）。
【００４３】
　上述のように、ＲＥＤ／ＩＲ（最下部）およびＲＥＤ／ＩＲ（ピーク）に対する値は、
ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの両方を計算するために用いられ得る。ｃＮＩＢＰ計算に関し
て、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＴＴ）値は、ＥＣＧのＱＲＳとＲＥＤ／ＩＲ（最下部）とを隔てる
時間差から決定される。ＲＥＤ／ＩＲ（ＡＣ）に対応する値は、式（９）で上述したよう
に、および以下の式（１０）～式（１１）で説明するように、ＲＥＤ／ＩＲ（最下部）値
とＲＥＤ／ＩＲ（ピーク）値との間の波形から決定される。これにより波形における各拍
動に誘導された脈波に対するＲｏＲがもたらされる。ＲＥＤ／ＩＲ（ＡＣ）値およびＲＥ
Ｄ／ＩＲ（ＰＴＴ）値の両方は、通常、約１０～３０秒の範囲の事前決定された期間にわ
たり測定された各拍動に対して決定され、通常はその時間的期間にわたる各値の平均およ
び標準偏差を求めることを含む一連の統計的試験（ステップ４４）が行われる。新鮮な値
が例えば１秒毎に決定されるよう「移動平均」がステップ４４の実行中に用いられ得る。
通常、平均から１標準偏差の範囲外にある値を除去した後、平均を再計算する。ＰＴＴに
対する最終的な平均値は平均されたＲＥＤ／ＩＲ（ＰＴＴ）値の平均として決定され、そ
の一方で、ＲＥＤ／ＩＲ（ＡＣ）の最終的な平均値は、同様の方法で、各は脈波に対して
決定されたＲｏＲ値から決定される（ステップ４５）。このアルゴリズムは、ＳＹＳおよ
びＤＩＡのｃＮＩＢＰ値を、上記で参照した特許出願で詳述したように、平均されたＰＴ
Ｔ値から直接的に計算する（ステップ４６）。式（４）を使用して、このアルゴリズムは
ステップ４５の実行中に決定されたＲｏＲ値からＳｐＯ２を計算する。
【００４４】
　患者を継続的に監視するときにアラーム／アラートを正確に生成するために、多くの場
合、患者のバイタルサインおよび患者の動作の両方を考慮する必要がある。したがってス
テップ５０の実行中、患者の動作の程度、姿勢、および活動レベル（ステップ３８の実行
中に決定される）を処理した後にアラーム／アラート、ＳＹＳ、ＤＩＡ、およびＳｐＯ２
値から生成されるのみである。例えば、患者が通常のゲートを用いて歩行中であると判定
された場合、たとえこれらのパラメータのうちの１つまたは全部が事前決定されたアラー
ム閾値を越えたとしても、ＳＹＳ、ＤＩＡ、およびＳｐＯ２の値はアラーム／アラートを
認可しない。逆に、転倒または痙攣する患者に対するアラーム／アラートは、ＳＹＳ、Ｄ
ＩＡ、およびＳｐＯ２に対する値が事前決定されたアラーム閾値の範囲内に含まれたとし
ても、生成される可能性がある。バイタルサインおよび患者の動作の両方を考慮するアラ
ーム／アラートのための特定の方法体系は、上記で参照した特許出願に見られる。なおこ
れらの特許出願の内容はすでに参照することにより本明細書に援用されている。
【００４５】
　図８に示すように、図２に示すパルスオキシメータプローブを用いて収集され且つ図７
に示すアルゴリズムを用いて処理されたＳｐＯ２データは、血液ガス分析器を用いて分析
されたＳｐＯ２データ（この場合、「ゴールドスタンダード」を表す）と良好に相関する
。図８に示すデータは従来のブリーズダウン研究の実行中に収集されたものである。一方
、１５名の健康なボランティアのＳｐＯ２値は、被験者の酸素吸入を注意深く制御するこ
とにより、１００％Ｏ２付近の通常値から約７０％Ｏ２付近の異常値まで系統的に低下さ
れた。合計で、約２０データ点がこの範囲内で各被験者に対して測定された。血液ガス分
析器のための血液サンプルは、被験者の橈骨動脈に挿入された、従来の動脈ラインと同様
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の留置カテーテルを用いて抽出された。本発明で説明する本発明にしたがって測定された
グラフにおけるデータ（Ｙ軸に沿って示される）は、ゴールドスタンダード（ｘ軸）と良
好に相関し、０．９となるｒ２値をもたらす。この相関に対するバイアスは－０．３％Ｏ
２であり、標準偏差は２．５６％Ｏ２である。データはプロトタイプシステムを用いて収
集および分析され、本明細書で説明する本発明の有効性を示した。データは製品品質のシ
ステムを用いるとさらに改善するものと期待される。グラフから明らかであるように、比
較的低いＳｐＯ２値（例えば７０％Ｏ２付近の値）に対する相関は、比較的高いＳｐＯ２
値（例えば９５％付近のＳｐＯ２値）に対する相関よりも低い。係る測定応答は、市販の
パルスオキシメータに対しては一般的であり、主にＲＥＤ（ＰＰＧ）における信号対雑音
比が低下することに起因する。係る信号対雑音比はＳｐＯ２とともに低下する。
【００４６】
　図９Ａ、図９Ｂ～図１１Ａ、図１１Ｂは、患者の指からの異なる程度の動作がＥＣＧ信
号およびＰＰＧ信号の両方にどのような影響を与え、それによりＳｐＯ２およびｃＮＩＢ
Ｐの両方の測定値の精度が影響されるかを示す。これらの図面ではＩＲ（ＰＰＧ）が示さ
れる。なぜならこの信号は通常、ＲＥＤ（ＰＰＧ）よりも信号対雑音比が良好であるため
である。ＡＣＣ波形は通常、手首装着型トランシーバに埋め込まれた加速度計の垂直軸に
沿って測定される。ＥＣＧ、ＰＰＧ、およびＡＣＣ波形に対する軸の規模は全部の図面に
対して同一である。  
【００４７】
　図９Ｂでは例えば、ＡＣＣ波形は比較的平坦であり、顕著な時間依存性の特徴が欠落し
ている。これは患者が動かず、比較的静止状態にあることを示すものである。引き続き図
９ＡにおけるＩＲ（ＰＰＧ）は、動作による影響が強く、標識５３により示されるＩＲ（
最下部）と、標識５４により示されるＩＲ（ピーク）と、に対して明確に画成された値を
特徴として備える。同様に、ＥＣＧ波形は、歪まされていない、標識５２により示される
ＱＲＳ群を特徴として備える。これらの特徴の忠実度は、ＳｐＯ２値およびｃＮＩＢＰ値
の両方が通常、図９ＢにおけるＡＣＣ波形により示されるように、動作がほとんどないか
またはまったくない期間中に正確に決定されることを示す。
【００４８】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、微弱量の指の動作がＥＣＧおよびＩＲ（ＰＰＧ）の両方の
波形にどのように影響するかを示す。図１０Ｂにおける破線ボックス６０の部分により示
されるように、指の動作はＡＣＣ波形における時間依存性の変化により表される。なお係
る変化の開始は標識６２により示され、係る変化は１秒未満にわたり持続する。これは、
無動作を示す先行する破線ボックス５６におけるＡＣＣ波形の部分と著しい対照をなす。
指の動作は基本的に、標識６１に示されるような影響は、ＥＣＧ波形およびその関連する
ＱＲＳ群には対してはまったく及ばない。しかしその動作はＩＲ（ＰＰＧ）波形に微弱量
の歪みを生じさせる。特に、動作が最大化される（すなわち標識６２に対応する時間にお
いて）と、標識５７により示される小さい隆起がＩＲ（ＰＰＧ）波形に現れる。この隆起
は、ＡＣＣ波形の不在の場合には、ＩＲ（ＰＰＧ）波形における最下部およびピークの両
方を有する脈波であるとして誤解釈され得るアーチファクトである。加えて、微弱な指の
動作は、ＩＲ（ＰＰＧ）波形における後続の脈波の最下部（標識５８）およびピーク（標
識５９）を歪ませる。その結果として、上述の導関数試験を用いてこれらのパラメータを
正確に判定することが困難となる。したがって、これらの特徴を誤って解釈しＳｐＯ２お
よびｃＮＩＢＰの両方に対して不正確な値を生成するよりもむしろ、本明細書で説明する
アルゴリズムはＡＣＣ波形の大きさに基づいてこれらを無視し、指の動作が許容可能なレ
ベルまで低下したとき、バイタルサインの計算を継続する。
【００４９】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、大きい指の動作がＥＣＧおよびＩＲ（ＰＰＧ）の両方の波
形にどのように影響するかを示す。これらの図面において、動作の期間は両方の図面にお
いて破線ボックス６５により示される。この動作の期間は、破線ボックス６６において示
される動作が存在しない先行期間とは対照をなす。図１１ＢにおけるＡＣＣ波形は指の動
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作がおよそ１秒間持続することを示す。なおその開始および終了は、それぞれ標識６８付
近の時間および標識６９付近の時間に生じる。動作は複雑であり、その強度におけるピー
クは標識６９に位置する。大きい指の動作に対してさえも、標識６７により示されるＥＣ
Ｇ波形およびそのＱＲＳ群は比較的歪まされていない。しかし動作期間に測定されたＩＲ
（ＰＰＧ）は、標識６４により示されるそのピーク値が比較的平坦となり基本的に測定不
能となる程度にまで強く歪まされる。これは、このパラメータから計算されたＩＲ（ＡＣ
）および後続のＳｐＯ２値を正確に測定することを困難なものとする。標識６３により示
されるＩＲ（最下部）値もまた乱されるが、対応するピーク値よりもその程度は小さいも
のとなっている。
【００５０】
　図９Ａ、図９Ｂ～図１１Ａ、図１１Ｂに示すデータは、動作の検出および相殺がパルス
オキシメトリ測定の実行中に可能であり、それにより虚偽アラームの発生が最小化され、
加えて、動作が存在する中で正確な測定値を求めることが可能であることを示す。例えば
上記の式（９）により、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形における各脈波に対して単一のＲｏ
Ｒ値が与えられる。しかし単一の値に基づいてＳｐＯ２を計算する方法は、１つのＲｏＲ
が各拍動に対して計算されるため、限界がある。いくつかの拍動からの値が平均される場
合、ＳｐＯ２値を更新するにあたり数秒が必要となり得る。単一のＲｏＲ値は図９Ａ、図
９Ｂ～図１１Ａ、図１１Ｂを参照した上述したように、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形内の
脈波の間、動作により強く得供され得る。
【００５１】
　代替的に、ＲｏＲは、図１２Ａ～図１２Ｆに概略的に示す方法を用いて計算され得る。
この方法では、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）に対応するＡＣ成分間の複数の「サブ比率」（ｓ
ｕｂ－ｒａｔｉｏ）は、上記で決定されたように、各脈波の最下部からその対応するピー
クまで計算される。それぞれ標識６８付近および標識６９付近により示されるサブ比率は
、α（通常は３０Ｈｚに対応する３３ｍｓ）の各時間間隔に対して、ＡＣＣ波形から判定
される無動作の期間中においてのみ、計算される。１群のサブ比率が所与の脈波に対して
決定された後、係るサブ比率を以下で詳述する様々な統計技術を用いて処理すると、所与
の脈波に対する正確なＲｏＲが推定される。次にこのＲｏＲは、複数の脈波に対してさら
に処理され得る。サブ比率に基づくパルスオキシメトリ測定は、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）
波形内の各脈波に対して単一のＲｏＲのみを計算する式（９）に関連付けられた方法と比
較して、比較的正確であり且つ更新率がより高速であるという利点を有する。係る測定は
以下の参照、すなわちＷｕｋｉｔｓｃｈら，　‘Ｐｕｌｓｅ　Ｏｘｉｍｅｔｒｙ：　Ａｎ
ａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｔｈｅｏｒｙ，　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，　ａｎｄ　Ｐｒａｃｔｉ
ｃｅ’，　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ，　４：２
９０－３０１　（１９８８）においてより詳細に説明される。なお係る参照の内容は参照
することにより本明細書に援用される。  
【００５２】
　図１２Ａは、無動作の期間（破線ボックス７０により示される）および動作の期間（破
線ボックス７１により示される）に測定されたＡＣＣ、ＥＣＧ、およびＲＥＤ／ＩＲ（Ｐ
ＰＧ）波形を示す。図９Ａ～図１１Ａと同様に、図１２Ａにおける動作は、手首装着型ト
ランシーバに取り付けられた加速度計により垂直軸に沿って生成されたＡＣＣ波形内の鋭
角的な急激な変化により示される。破線ボックス７０および７１の両方において示すＥＣ
Ｇ波形は、動作からの影響は比較的小さく、したがって、容易に測定が可能なＱＲＳ群を
特徴として備える。係るＱＲＳ群はＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を分析するための基準標
識として機能する。ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形は、ＥＣＧ波形とは異なり、動作により
強く影響される。
【００５３】
　図１２Ｂは、患者が動いていないときに測定された図１２Ａにおける破線ボックス７０
からのＩＲ（ＰＰＧ）を示す。この場合、波形は、１次導関数および２次導関数の試験を
用いて比較的容易に処理され、それによりそのピーク（標識７３により示される）および
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最下部（標識７２により示される）が判定される、滑らかで系統的な上昇時間を特徴とし
て備える。通常、サブ比率はこれらの標識７２および７３の間でのみ計算される。なぜな
ら、これらのサブ比率はＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）における比較的大きい振幅変化により特
徴付けられ、強度における比較的緩やかな減少により特徴付けられた波形の第２の半分に
おいて計算されたサブ比率よりも、患者の実際のＳｐＯ２値をより良好に示すためである
。単一のサブ比率は、破線７８により示される各時間間隔αに対して両方のＲＥＤ／ＩＲ
（ＰＰＧ）波形から計算される。図１２Ｃは、グラフにおいてＲｏＲ（ｎ）の値を有する
黒丸として示される、結果的に生成されたサブ比率を示す。これらのデータ点のそれぞれ
の値は、式（１０）により以下に示される。
【数８】

式中、ＲＥＤ／ＩＲ（ＤＣ）およびＡＭＢＩＥＮＴ（ＤＣ）は、脈波全域で一定であると
仮定され、上記のように説明される。
【００５４】
　患者が動いていないため、図１２Ｃにおけるサブ比率は比較的一定であり、グラフにお
いて変動をほとんど示さない。サブ比率は様々な統計技術を用いて統計的に処理され得る
。ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形における各脈波に対する「効果的なＲｏＲ」を決定するた
めの係る統計技術のいくつかは上述の参照において説明され手いる。例えば式（１０）か
らのＲｏＲ（ｎ）の各値をｗｔ（ｎ）により特徴付けられた重み付き平均を用いて処理す
ると、式（１１）において以下で示すように、効果的ＲｏＲが決定される。
【数９】

１つの実施形態において、各重みｗｔ（ｎ）は、その対応するＲｏＲ（ｎ）から計算され
たＳｐＯ２と、ＳｐＯ２に対する先行する値とを比較して、相関性に基づいて重みを決定
することにより、決定される。例えばＳｐＯ２に対する先行する値が９８％Ｏ２である場
合、ＲｏＲ（ｎ）から計算された７０～８０％Ｏ２の範囲のＳｐＯ２に対する値はおそら
く誤りである。したがってＲｏＲ（ｎ）は比較的低い重みｗｔ（ｎ）が与えられる。加え
て、サブ比率測定期間ｎの間のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）振幅における比較的大きい変化は
通常、ＲｏＲ（ｎ）の対応する値が比較的高い精度を有することを示す。したがって係る
値は比較的高い重みｗｔ（ｎ）が与えられる。一般に、いくつかの確立された統計技術が
、ＲｏＲ（ｎ）値の集合体に重みを付け、それにより、式（１１）において上記で定義し
た効果的なＲｏＲを生成するために用いられ得る。
【００５５】
　他の実施形態において、図１２Ｃに示す集合体などのＲｏＲ（ｎ）の集合体を処理する
と、平均および標準偏差が決定される。次に、平均値を中心にして１標準偏差の範囲外に
ある値を計算から除去した後、平均を再計算する。この技術は、通常は式（１１）により
示される技術よりも精度が低いが、任意の定義について一連の重み付けを必要としないと
いう利点を有する。さらに他の実施形態において、ＲｏＲ（ｎ）値の集合体が数値関数（
例えば線形または非線型関数など）に当てはめられ、この当てはめから導かれた係数から
効果的なＲｏＲ値が推定され得る。
【００５６】
　図１２Ａにおける破線ボックス７１は、より重大な動作がＡＣＣ波形に存在し、そのた
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めにＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の形態が強く影響される一方で、ＥＣＧ波形にはほとん
ど影響が及ばないというより複雑な状況を示す。図１２Ｄは、結果的に生成されたＩＲ（
ＰＰＧ）波形を、この波形に沿った様々な点を示す標識７４～７７とともに、示す。なお
これらの標識において、最下部およびピークが理論的に決定され得る。例えば１次導関数
および２次導関数の試験を適用すると、２つの連続した脈波が示され得る。なお標識７４
と標識７５との間の脈波、および標識７６と標識７７との間の脈波は、それぞれ破線７９
Ａおよび破線７９Ｂにより示されるサブ比率をもたらす。実際の脈波は、依然として動作
関連ノイズによる影響を受けているが、およそ標識７４と７５との間に存在し、その結果
、サブ比率は破線７９Ａにしたがって計算された値となり、図１２Ｅに示される。これら
のサブ比率は、図１２Ｃに示す無動作の測定に対するサブ比率と較べて比較的ノイズを含
むが、式（１１）に示すような重み付き平均を用いて処理すると、おそらくは好適な精度
を有するＳｐＯ２値をもたらすであろう。それとは対比的に、標識７６と標識７７との間
の「脈波」は実際の拍動により生じたものではなく、むしろ動作のみに起因するアーチフ
ァクトである。したかって、破線７９Ｂにより示される標識７６と標識７７との間で計算
されたサブ比率は、図１２Ｆに示すような大きい変動により特徴付けられた不自然なデー
タ点をもたらす。ＡＣＣ波形により示されるような動作が存在すると、これらのデータ点
は正確な値をもたらさないため、アルゴリズムはこれらのデータ点をＳｐＯ２計算から取
り除くように駆動される。
【００５７】
　図１３Ａ～図１３Ｄは本発明の代替的な実施形態を示し、この代替的な実施形態におい
ては、ＰＴＴを用いて脈波がノイズにより破損されているかどうかを推定し、破損されて
いる場合には、両方のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を処理して、係る波形内の脈波の信号
対雑音比が最大化されるよう「整合フィルタ」が用いられる。この実施形態を用いると、
身体装着型モニタは、動作関連ノイズが存在する場合でさえも、正確なＳｐＯ２値および
ｃＮＩＢＰ値を決定することが可能である。この手法を例示説明するために、図１３Ａ～
図１３Ｃは、１）ＰＴＴが、ＥＣＧのＱＲＳのピークとＩＲ（ＰＰＧ）の対応する最下部
とを隔てる時間からどのようして計算されるか（図１３Ａ）と、２）拍動の関数としてプ
ロットされた未処理のＰＰＧ波形から測定されたＰＴＴ（図１３Ｂ）と、３）整合フィル
タを用いて処理されたＰＰＧ波形から測定され、拍動の関数としてプロットされたＰＴＴ
（図１３Ｃ）と、を示す一連のグラフを特徴として左手側に備える。図面の右手側に示さ
れる図１３Ｄは、動作関連ノイズが存在する場合に測定を実行するためのこの２部分の方
法を示すこれらのグラフに対応するフローチャートである。このフローチャートは特に、
図７のステップ３７～４１と置き換わる、ＥＣＧ、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）、およびＡＣ
Ｃ波形を処理するための代替的な一連のステップ１０５～１１１を示す。
【００５８】
　図１３Ａは、ＥＣＧのＱＲＳとＩＲ（ＰＰＧ）波形の最下部とを隔てる時間差（ΔＴ）
から計算されたＰＴＴを示す。ＩＲ（ＰＰＧ）波形は通常、信号対雑音比が優れているた
め、ＲＥＤ（ＰＰＧ）に代わって用いられる。上述のように、ＱＲＳは、心周期の開始を
非公式に標識する鋭角的で容易に測定可能なピークを特徴として備える。この場合、ＩＲ
（ＰＰＧ）波形は約２２０ｍｓ後にＱＲＳの特徴に追従する。その最下部は通常、高周波
ノイズを除去するためのいくつかの初期フィルタ処理を実行した後に波形の２次導関数を
取り、次いで零交差点を探すことにより、計算される。図１３Ｄに示すフローチャートを
参照すると、ＰＴＴはステップ１０５の実行中に決定され、この処理は、通常は１０～２
０秒である測定間隔の間の連続する拍動にわたって反復される。
【００５９】
　ＰＴＴが測定間隔における各拍動に対して決定された後、一連の簡単な統計フィルタを
適用すると、動作により破損され得る脈波が検出され、それにより不正確な値がもたらさ
れ得る。ステップ１０７では例えば、最初に、簡単な平均（ＡＶＥ）および標準偏差（Ｓ
ＴＤＥＶ）が、脈波Ｎから始まってεの期間だけ、移動の手法で計算される。ここでεは
、上述の測定間隔内に存在する脈波の個数である。これらの統計パラメータは移動計算の
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ために各後続脈波毎に更新され得る。現在の脈波に対するＰＴＴ値と先行するε個の脈波
に対するＡＶＥとの差がステップ１０８に示すように１ＳＴＤＥＶよりも大きい場合、係
るＰＴＴ値は、動作により破損されたＩＲ（ＰＰＧ）に起因する可能性があるとしてフラ
グされ得る。この簡単なフィルタ処理は、図１３Ｂでは窓１１２により概略的に示され（
窓１１２の外部のデータ点がフラグされる）、フローチャートではステップ１０７により
示される。一方、ＰＴＴにおける急激な変化は、血圧における実際の変動から生じた実際
の発生であり得る。したがって、このアルゴリズムは、ＰＴＴおよびその関連する脈波に
一致する時間間隔の間に動作が実際に存在したかどうかを判定する（ステップ１０９）た
めに、手首装着型トランシーバ内の加速度計により生成された対応するＡＣＣ波形を処理
する。ステップ１０９の実行中、動作が事前決定された係数（例えば、Ｍｍａｘ）を越え
ることが判定され得る。Ｍｍａｘは例えば、例えば図１４～図１７に示し以下で説明する
などの、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形を破損することが知られている時間依存性のＡＣＣ
波形のパワースペクトルから判定され得る。この場合、脈波はある程度まで破損している
と考えられ、したがってＰＴＴも、ＳｐＯ２（例えばＲＥＤ／ＩＲ（最下部）およびＲＥ
Ｄ／ＩＲ（ピーク）など）に関連するパラメータも、正確な測定は不可能である。次にア
ルゴリズムはステップ１０５に戻り、ＥＣＧおよびＩＲ（ＰＰＧ）波形からＰＴＴを計算
することを再開する。  
【００６０】
　一方、動作がステップ１０９においてＭｍａｘよりも小さいと判定された場合には、Ｐ
ＴＴおよび対応する脈波は破損が比較的小さいが、異常なＰＴＴ値を生じさせ得たノイズ
を潜在的に除去するために追加的なフィルタ処理が必要であるとみなされる。この場合、
脈波は整合フィルタを用いてフィルタ処理（遠距離通信において用いられる場合は「ノー
スフィルタ」とも呼称される）される。整合フィルタは、特に信号がランダムで確率論的
なノイズを受ける場合、時間領域における既知の形状の所与の信号に対して信号対雑音比
を最大化する理想的な周波数応答を有する。整合フィルタは、数学的な公差相関アルゴリ
ズムを用いて現在の脈波を既知の良好な脈波または「脈波テンプレート」で数学的に畳み
込むことを含む。公差相関はフィルタ処理パラメータをもたらす。このフィルタ処理パラ
メータは、一度組み込まれると、現在の脈波の信号対雑音比を理論的に最適化し得る線形
フィルタを表す。特に、この用途に対しては、デジタル整合フィルタは、係数ｈ（ｋ）に
より特徴付けられるインパルス応答を特徴として備える。この関数は、検出される理想的
な信号、すなわち動作（ＡＣＣ波形から決定される）が存在しない時間的期間の間に測定
されたＩＲ（ＰＰＧ）における脈波の時間反転された複製を表す。代替的にｈ（ｋ）は、
既知の良好な脈波を表す大量の患者から測定された波形から決定された標準的な事前プロ
グラムされた脈波から決定され得る。さらに他の実施形態では、この「教科書」事前プロ
グラムされた脈波は最初、整合フィルタにおいて用いられ、次に、後続の既知の良好な脈
波か患者から測定されると更新される。後続の良好な脈波は、ノイズにより破損されない
ことが知られている脈波の一部（例えば最下部またはピーク）であり得るいずれの場合も
、この脈波が脈波テンプレート関数Ｘｔｐ（ｋ）により表されると仮定すると、整合フィ
ルタの係数ｈ（ｋ）は式（１３）により与えられる。
　　　ｈ（ｋ）＝ｘｔｐ（Ｎ－ｋ－１）　　　　　　　（１３）
　　　式中、ｋ＝０，１，．．．Ｎ－１　　
このデジタル整合フィルタは、フィルタの出力ｙ（ｉ）が式（１４）に示される、一般的
なトランスバーサル構造を有する有限インパルス応答フィルタとして表され得る。
【数１０】

式中、ｘ（ｋ）は現在の脈波（すなわちフィルタ処理を要求する入力脈波）のサンプルで
あり、Ｘｐｔ（ｋ）は脈波テンプレートのサンプルであり、Ｎはフィルタ長さであり、ｉ
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はタイムシフト指数である。式（１３）および式（１４）から、脈波テンプレートと現在
の脈波とが同等である場合、整合フィルタの出力は、その最大値となるであろう。
【００６１】
　整合フィルタは、現在の入力脈波の信号対雑音比を、フィルタ（Ｎ）の長さに直接的に
関連する量だけ改善する。拍動間の間隔よりも大きいかまたは等しいフィルタ長さが要求
される。好適にはフィルタ長さは複数の拍動よりも大きい。
【００６２】
　ステップ１１０が完了すると、ＰＴＴはフィルタ処理された波形から計算され、移動Ａ
ＶＥおよびＳＴＤＥＶ統計は再計算される（ステップ１０７）。フィルタ処理された波形
から計算された現在のＰＴＴ間の差異がステップ１０８のように平均から±１ＳＴＤＥＶ
の範囲内にある場合、脈波は、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの値に誤りを生じさせ得る動作
関連アーチファクトが存在しないと考えられる。そのような場合が図１３Ｃに示される。
この点において、ステップ１１１に示すように、ＥＣＧおよびＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）は
、図７におけるステップ４２～４６および４８～５０のように処理され、それによりＳｐ
Ｏ２およびｃＮＩＢＰが決定される。
【００６３】
　ＡＣＣ波形により特徴付けられた患者の活動レベルは、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの両
方を測定するために用いられるＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）およびＥＣＧ波形に対して顕著な
効果を有し得る。例えば、図１４～図１７は、静止する（図１４）、歩行する（図１５）
、痙攣する（図１６）、および転倒する（図１７）患者に対する、ＥＣＧ、ＰＰＧ、およ
びＡＣＣ波形の時間依存性グラフを示す。各グラフは、単一のＥＣＧ波形８０、８５、９
０、９５と、ＰＰＧ波形８１、８６、９１、９６と、３つのＡＣＣ波形８２、８７、９２
、９７と、を含む。全部の場合において、ＰＰＧ波形は上述の理由のためにＩＲ（ＰＰＧ
）に対応する。ＡＣＣ波形は、図９Ｂ～図１１ＢにおけるＡＣＣ波形を生成するために用
いられた加速度計と同様の、患者の手首上に装着された単一の加速度計によってＸ軸、Ｙ
軸、およびＺ軸に沿って測定された信号に対応する。  
【００６４】
　これらの図面は、ＥＣＧ８０、８５、９０、９５、およびＰＰＧ８１、８６、９１、９
６の両方の波形の時間依存特性が、ＡＣＣ波形８２、８７、９２、９７により示される特
定の患者動作に強く影響され得ることを示す。したがって、これらの波形から計算された
ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの精度も影響される。図１４は例えば、静止患者から収集され
たデータを示す。この状態はＡＣＣ波形８２により明らかに示される。ＡＣＣ波形８２は
加速度計の３軸全部に沿って比較的安定したベースラインを特徴として備えている。図１
４～図１７に示すＡＣＣ波形８２、８７、９２、９７全部に存在する高周波ノイズは電気
的ノイズに起因し、患者動作をしめすものではまったくない。静止患者に対するＥＣＧ８
０およびＰＰＧ８１波形は、それに対応して安定している。したがって身体装着型モニタ
上で動作するアルゴリズムは、心拍数および呼吸数（ＥＣＧ波形８０から）、ｃＮＩＢＰ
（ＥＣＧ８０およびＰＰＧ８１の両方の波形から抽出されたＰＴＴから）とともに、Ｓｐ
Ｏ２（ＰＰＧ波形８１から）を正確に決定することが可能である。図１４に示すデータに
基づいて、身体装着型モニタ上で動作するアルゴリズムは、静止患者から計算されたバイ
タルサインが比較的安定であると仮定する。したがってアルゴリズムは、静止状態にある
患者に対しては、以下の表３に説明するアラーム／アラートに対する通常の閾値判断基準
を使用する。
【００６５】
　図１５は、身体装着型モニタを着用する歩行患者から測定された、ＥＣＧ８５、ＰＰＧ
８６、およびＡＣＣ８７波形を示す。この場合、ＡＣＣ波形８７は明らかに擬似周期的な
変化を示す。なお変化における各「隆起」は特定の歩みに対応する。１０秒、１９秒、２
７秒、および３５秒付近に示される、変化における「間隙」は、患者が歩行を停止し、方
向変換する期間に対応する。ＡＣＣ波形における各隆起は、患者の手首の歩行に関連する
動きに対応する（上述の電気的ノイズに関連付けられた高周波ノイズ以外の）比較的高周



(26) JP 2015-502197 A 2015.1.22

10

20

波特徴を含む。  
【００６６】
　歩行患者から測定されたＥＣＧ波形８５は、患者の身体運動に起因する心拍数の増加（
すなわち、隣接のＱＲＳ群間のより短いタイムセパレーション）および呼吸数の増加（す
なわち波形のエンベロープの高周波変化）を示す以外は、動作による影響は比較的小さい
。対照的にＰＰＧ波形８６は歩行動作により強く影響され、ＰＰＧ波形８６内の脈波は基
本的に測定不能となる。その歪みはおそらく、患者が腕を振ることに起因し、親指装着型
センサ内の光検出器により検出される、光レベルにおける擬似周期的変化によるものであ
る。さらに患者の腕が動くことにより、親指内の血流に影響が与えられるとともに、光セ
ンサが患者の皮膚に対して動いてしまうこととなり得る。光検出器は、患者の親指内の下
層に存在する動脈および毛細管における容積膨張に起因する従来のＰＰＧ信号（図１４に
示すもの等）とともに、これらアーチファクトの全部を測定する。これらのアーチファク
トは放射に誘導された光電流を生成する。係る光電流は、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰを計
算するために用いられる通常のＰＰＧ信号との区別が困難である。したがってこれらのバ
イタルサインは、患者が歩行する場合に正確に測定することは、困難であるかまたは不可
能である。  
【００６７】
　身体装着型モニタは、歩行状態の間に虚偽アラーム／アラートが生成されることを回避
するために複数のストラテジーを使用する。以下で詳述するように、モニタは、図１５に
示すＡＣＣ波形とともに患者の二頭筋および胸部から測定された同様の波形を処理するこ
とにより、この状態を検出することが可能である。歩行は通常、心拍数、呼吸数、および
血圧を上昇させるため、表２により示されるこれらのパラメータに対するアラーム閾値は
、歩行状態が検出されると、系統的且つ一時的に増加される。変更済み閾値を越える値は
異常であるとみなされ、アラームがトリガされる。ＳｐＯ２は、心拍数、呼吸数、および
血圧とは異なり、通常、身体運動とともに増加することはない。したがって表２に示すこ
のパラメータに対するアラーム閾値は患者が歩行する場合にも変化しない。身体装着型モ
ニタを用いて測定される体温は通常、患者の身体的状態および患者の歩行速度に応じて、
１～５％の範囲で増加する。
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【表２】

【００６８】
　虚偽アラーム／アラートをさらに低下するために、身体装着型モニタまたは遠隔モニタ
に関連付けられたソフトウェアは、実際的・経験的研究を用いて事前に決定された一連の
「ヒューリスティックルール」を用い得る。これらのルールは例えば、歩行患者が、健康
である、呼吸している、および通常のＳｐＯ２により特徴付けられていると見込まれるこ
とを示し得る。したがって、事前決定されたアラーム／アラート閾値を越える、歩行状態
の間に測定された呼吸数、血圧、およびＳｐＯ２値はアーチファクトにより破損されてい
ると見込まれ、したがってシステムがこの場合にはアラーム／アラートを発することがな
いことを、これらのルールは要求する。図１５に示す心拍数および体温は通常、患者が歩
行する場合にも正確な測定が可能である。したがってヒューリスティックルールは、表２
に列記された変更済み閾値を用いてこれらの特定バイタルサインに対するアラーム／アラ
ートが生成されるべきであることを要求する。  
【００６９】
　図１６は、腕を前後に高速動作させることにより痙攣動作を活性化させている患者から
測定されたＥＣＧ９０、ＰＰＧ９１、およびＡＣＣ９２波形を示す。てんかん発作を経験
中の患者が例えばこの種の動作を発揮するであろう。波形から明らかであるように、患者
はグラフに示すように最初の１０秒間静止状態にあり、その期間はＥＣＧ９０およびＰＰ
Ｇ９１波形において動作による歪みは生じない。次に患者は活性化期間を開始し、高速痙
攣が約１２秒間継続する。短い５秒の静止期間がそれに続き、次いで１２秒ほどの痙攣が
始まる。
【００７０】
　痙攣は、手首装着型加速度計により測定されるように患者の腕を高速動作させるため、
ＡＣＣ波形９２を変形させる。この変化は、おそらく上述の現象、すなわち１）環境光が
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オキシメトリプローブのフォトダイオードに結合すること、２）患者の皮膚に対するフォ
トダイオードの動き、および３）プローブの下方における混乱された血流のために、ＰＰ
Ｇ波形９１に強く結合される。約２３～３８秒の間はＡＣＣ波形９２に変化が生じないこ
とに注意されたい。これは患者の腕が静止状態にあることを示すものである。この期間、
環境光は一定であり、光センサは患者の皮膚に対して静止する。しかしＰＰＧ波形９１は
、患者の腕が動いていたときに生じた変化とは異なる頻度においてではあるが、依然とし
て強く変形され、この期間の脈波は解決が困難である。これは、患者の腕の動きが停止し
た後でさえも光センサ下方での血流の混乱が継続することを示す。この情報を用いると、
図１６において示す波形と同様のＥＣＧおよびＰＰＧの両方の波形は、静止患者および移
動患者の１群から測定されたＡＣＣ波形と組み合わせて、分析することが可能である。こ
れらのデータを分析すると、ＥＣＧおよびＰＰＧ波形に及ぼされる特定の動作および活動
の効果を推定することが可能である。既知の数学的技術を用いてこれらの要因に逆折り畳
み処理を実行すると、動作関連アーチファクトが効果的に除去される。次に、逆折り畳み
処理されたＥＣＧおよびＰＰＧ波形を用いると、以下で詳述するようにバイタルサインを
計算することが可能である。
【００７１】
　ＥＣＧ波形９０は患者の腕の動きにより変化されるが、変化の程度はＰＰＧ波形９１よ
りも小さい。この場合、変化は、痙攣により引き起こされた電気的な「筋肉ノイズ」に主
に起因するものであり、ＥＣＧ電極により検出される他にも、患者の皮膚に対するＥＣＧ
ケーブルおよびＥＣＧ電極における痙攣に誘導された動きによっても検出される。係る動
作は、ケーブルを含むセンサにより判定される体温測定に対しても同様の効果を有すると
期待される。
【００７２】
　以下の表３は、痙攣患者により生成されるアラーム／アラートに対する変更済みの閾値
およびヒューリスティックルールを示す。全般的に、図１６における２つの１２秒期間に
活性化されたもの等の痙攣を患者が経験する場合、ＥＣＧ９０およびＰＰＧ９１の波形か
らバイタルサインを正確に測定することは実質上不可能である。この理由のために、各バ
イタルサインに対応する閾値は、痙攣が検出された場合、調節されない。例えば、ＥＣＧ
波形から判定された心拍数は通常、高周波の痙攣のために誤って高く、呼吸数は歪んだ波
形から測定不可能である。光波形の強力な歪みのために、ＳｐＯ２およびＰＰＴベースの
ｃＮＩＢＰの両方の測定も困難または不可能となる。この理由のために、身体装着型モニ
タまたは遠隔モニタ上で動作するアルゴリズムは、患者が痙攣する場合、バイタルサイン
に基づくアラーム／アラートは生成しないであろう。なぜならこれらのバイタルサインが
動作関連アーチファクトによりほぼ確実に破損されるであろうためである。
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【表３】

【００７３】
　表３は痙攣する患者に対するヒューリスティックルールも示す。ここで、オーバーライ
ドルールは、痙攣する患者が支援を必要とし、したがってこの患者のためのアラーム／ア
ラートが患者のバイタルサイン（上述のように、バイタルサインは動作関連アーチファク
トのためのおそらく不正確である）の如何に関わらず生成される、というものである。シ
ステムは、痙攣する患者に対しては常にアラーム／アラートを生成する。
【００７４】
　図１７は、測定期間開始後およそ１３秒で転倒を経験する患者から測定されたＥＣＧ９
５、ＰＰＧ９６、およびＡＣＣ９７の波形を示す。ＡＣＣ波形９７は、その信号における
鋭角的な減少により、転倒を明らかに示し、それに引き続き、患者が床上で跳ねることに
（文字通り）起因する短期間の振動する信号が示される。転倒後、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ
軸に関連付けられたＡＣＣ波形９７は、結果的に患者の姿勢において生じる変化に起因す
る、長期にわたる値の減少も示す。この場合、ＥＣＧ９５およびＰＰＧ９６の両方の波形
は、転倒以前には動作による歪みは見られないが、通常はわずか１～２秒の時間を要する
転倒中においては、基本的に測定不可能である。特に、この活動はＥＣＧ波形９５に対し
て周波数が極めて高いノイズを加え、その結果、この短い時間的期間の間は心拍数および
呼吸数を抽出することは不可能となる。転倒はＰＰＧ波形９６において鋭角的な落下を生
じさせる。係る落下はおそらく、歩行および痙攣に対して上述したものと同一の理由（す
なわち、環境光における変化、センサの動き、および血流の混乱）によるものである。そ
の結果、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの測定が困難となる。
【００７５】
　結局、ＥＣＧ９５およびＰＰＧ９６の両方の波形にはアーチファクトが存在しない。し
かし両者は、約１０秒間にわたり、促進された心拍数と比較的高い心拍数変動性とを示す
。この期間の間、ＰＰＧ波形９６は、歪みおよび脈波振幅における減少も示す。いかなる
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理論にも拘束されるものではないが、心拍数における増加は、患者の圧反射（血圧を調節
および保持するための身体の止血機構）に起因し得る。圧反射は例えば患者が気絶したと
きに開始される。この場合、患者の転倒は血圧における急速な落下を生じさせ得る。それ
により、圧反射が押し下げられる。身体は、より多量の血液を患者の四肢に供給するため
に、心拍数の促進（ＥＣＧ波形９５により示される）と、血圧の低下（ＥＣＧ９５および
ＰＰＧ９６波形から測定されるＰＴＴにおける低下により示される）と、により応答する
。
【００７６】
　表４は、転倒する患者に対するヒューリスティックルールおよび変更済みのアラーム閾
値を示す。転倒は、痙攣と同様に、波形、および波形から計算されるバイタルサインの測
定を困難なものとする。このことと、転倒に関連する短い時間的期間とにより、バイタル
サイン閾値に基づくアラーム／アラートは実際の転倒時には生成されない。しかしこの活
動は、所望により長期の静止期間または痙攣（両方とも後続のＡＣＣ波形から判定される
）と組み合わされると、ヒューリスティックルールにしたがってアラーム／アラートを生
成する。
【表４】

【００７７】
　上述の図１４～図１７に示したような活動レベルに加えて、患者の姿勢も、上述のシス
テムがＳｐＯ２、ｃＮＩＢＰ、および他のバイタルサインからどのようにしてアラーム／
アラートを生成するかに影響を及ぼし得る。例えば、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰの両方に
関連するアラーム／アラートは、患者が横臥または起立するかどうかに応じて変動し得る
。図１８は、身体装着型モニタが、患者の胸部、二頭筋、および手首にそれぞれ装着され
た３つの加速度計１１２、１１３、１１４から継続的に生成される時間依存性のＡＣＣ波
形を用いて、動作関連パラメータ（例えば動作の程度、姿勢、および活動レベルなど）を
どのようにして患者１１０から判定するかを示す。図９Ａ、図９Ｂ～図１１Ａ、図１１Ｂ
を参照して上述したように、患者の手の動作は、両方のＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形の測
定に影響を及ぼす可能性があり、このことは、手首に固定された加速度計１１４を用いて
もっともよく検出され得る。腕の高さにおける変化により引き起こされる流体静力学的な
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力により血圧は顕著に変動し得るため、患者の腕の高さはｃＮＩＢＰ測定値に影響を及ぼ
し得る。さらにこの現象は、上記で参照した特許出願、すなわち「ＢＯＤＹ－ＷＯＲＮ　
ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＷＩＴＨ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＤＥＴＥＣ
ＴＩＮＧ　ＡＮＤ　ＡＮＡＬＹＺＩＮＧ　ＭＯＴＩＯＮ」（２００９年５月２０日に出願
された米国特許出願整理番号第１２／４６９，０９４号）において詳述されるように、検
出され得、ｃＮＩＢＰ測定値の較正のために利用され得る。同特許出願の内容はすでに参
照することにより、本明細書に援用されている。同文献に説明されるように、腕の高さは
、それぞれ患者の二頭筋および手首に配置された加速度計１１３および１１４からのＤＣ
信号を用いて判定され得る。対照的に、姿勢は患者の胸部に装着された加速度計１１２に
よってのみ判定され得る。手首装着型トランシーバ上で動作するアルゴリズムは、この加
速度計から測定された波形からＤＣ値を抽出し、係るＤＣ値を以下で説明するアルゴリズ
ムを用いて処理し、それにより姿勢が判定される。  
【００７８】
　特に姿勢は、測定された重力ベクトルと胴体座標空間１１１の軸との間で判定された角
度を用いて、患者１１０に対して判定される。この空間１１１の軸は３次元ユークリッド
空間内で定義される。空間１１１内において
【数１１】

は垂直軸であり、

【数１２】

は水平軸であり、
【数１３】

は法線軸である。これらの軸は、患者の姿勢が判定され得る前に、「胸部加速度計座標空
間」に対して特定されなければならない。  
【００７９】
　患者の姿勢を判定することにおける第の１ステップは、胸部加速度計座標空間における
【数１４】

のアラインメントを特定することである。これは、２つの手法のうちのいずれかにおいて
判定され得る。第１の手法では、
【数１５】

は患者に対する身体装着型モニタの通常のアラインメントに基づいて仮定される。製造プ
ロセスの間、これらのパラメータは、手首装着型トランシーバ上で動作するファームウェ
アに事前プログラムされる。この手順において、身体装着型モニタ内の加速度計は各患者
に対して実質的に同一の構成で適用されるものと仮定される。第２の手法では、
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【数１６】

は患者固有のベースで特定される。ここで手首装着型トランシーバ上で動作するアルゴリ
ズムは、重力に対して既知の姿勢を取る（例えば、腕がまっすぐ下方に向けられた状態で
直立する）よう患者に対して促す（例えば手首装着型トランシーバ上で動作するビデオ命
令、またはスピーカを通して伝えられる音声命令を用いて）。次にアルゴリズムは、患者
がこの姿勢を保っている間に、胸部加速度計のＸ軸、Ｙ軸、およびＺ軸に対応するＤＣ値
から

【数１７】

を計算する。しかしこの場合には、モニタがどちらの腕に装着されているかをさらに知る
必要がある。なぜなら胸部加速度計座標空間は、この方向に依存して１８０度回転し得る
ためである。モニタを適用する医療専門家はこの情報を上述のＧＵＩを用いて入力し得る
。モニタが２本の腕のいずれかに取り付けられ得るため、モニタの位置に応じて相互交換
可能な１組の２つの事前決定された垂直ベクトルおよび法線ベクトルが必要となる。この
情報を手動入力することに代わって、モニタが装着された腕は、
【数１８】

が重力ベクトルに対して垂直ではないことを仮定すると、胸部加速度計の値からの測定値
を用いて取り付けた後、容易に判定可能である。
【００８０】
　この手順における第２のステップは、胸部加速度計座標空間における

【数１９】

のアラインメントを特定することである。モニタはこのベクトルを、
【数２０】

を判定する方法と同様に２つの手法のうちの１つを用いて、判定することが可能である。
第１の手法では、モニタは、患者上の胸部装着型加速度計の通常のアラインメントを仮定
する。第２の手法では、アラインメントは、重力に対して既知の姿勢を取るよう患者に対
して促すことにより、特定される。次にモニタは時間依存性のＡＣＣ波形のＤＣ値から
【数２１】

を計算する。  
【００８１】
　この手順における第３のステップは、胸部加速度計座標空間における
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【数２２】

のアラインメントを特定することである。このベクトルは通常、
【数２３】

と
【数２４】

とのベクトル外積から決定されるか、または上述のように、患者上の加速度計の通常のア
ラインメントに基づいて仮定され得る。
【００８２】
　患者の姿勢は、上記で図１８において説明した座標系の他に、患者の胸部から法線方向
に延長する重力ベクトル
【数２５】

も用いて、決定される。
【数２６】

と
【数２７】

との間の角度は、式（１４）により与えられる。
【数２８】

式中、２つのベクトルのドット積は、以下のように定義される。
【数２９】

【数３０】

および



(34) JP 2015-502197 A 2015.1.22

10

20

30

40

【数３１】

のノルムの定義は式（１６）および式（１７）により与えられる。
【数３２】

【数３３】

【００８３】
　式（１８）に示すように、モニタは垂直角度θＶＧと閾値角度とを比較することにより
、患者が垂直である（すなわち直立する）か、または横臥しているかを判定する。
θＶＧ≦４５°であるならば、胴体状態＝０、患者は直立状態である　　（１８）
式（１８）における条件が満足されるならば、患者は直立状態であると考えられ、患者の
胴体状態（患者の姿勢に相当する数値）は、０に等しい。式（１８）における条件が満足
されず、すなわちθＶＧ＞４５°であるならば、患者は横臥状態にあると考えられる。次
に患者の横臥姿勢は、以下で説明するように、２つの残余のベクトルを隔てる角度から判
定される。
【００８４】
【数３４】

と
【数３５】

との間の角度θＮＧは、患者が仰臥状態にあるか、伏臥状態にあるか、または体側を下向
きにした横臥状態にあるかどうかを決定する。仮定されたアラインメントに基づいて、ま
たは上述の患者固有の較正手順に基づいて、

【数３６】

のアラインメントは式（１９）により与えられる。式中、ｉ、ｊ、ｋは、それぞれ胸部加
速度計座標空間のＸ軸、Ｙ軸、およびＺ軸の単位ベクトルを表す。
【数３７】

胸部加速度計ＡＣＣ波形から抽出されたＤＣ値から決定された
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【数３８】

と
【数３９】

との間の角度は式（２０）により与えられる。
【数４０】

【００８５】
　身体装着型モニタは法線角度θＮＧを決定し、次にこの法線角度と一連の事前決定され
た閾値角度とを比較することにより、患者がどの姿勢にあるかが、式（２１）に示すよう
に決定される。
　　θＮＧ≦３５°であるならば、胴体状態＝１、患者は仰臥状態にある
　　θＮＧ≧１３５°であるならば、胴体状態＝２、患者は伏臥状態にある　　（２１）
式（２１）における条件が満足されないならば、患者は体側を下向きにした横臥状態にあ
ると考えられる。患者が右体側または左体側を下向きにして横臥状態にあるかどうかは、
上述のように、水平胴体ベクトルと、測定された重力ベクトルとの間で計算された角度か
ら決定される。
【００８６】
【数４１】

のアラインメントは、仮定されたアラインメントを用いて、または式（２２）により与え
られる
【数４２】

と
【数４３】

との間のベクトル外積から、決定される。ただしｉ、ｊ、ｋは、それぞれ加速度計座標空
間のＸ軸、Ｙ軸、およびＺ軸の単位ベクトルを表す。計算されたベクトルの配向は、演算
中のベクトルの順序に依存することに注意されたい。以下の順序は、患者の身体の右側に
向かう水平軸を正として定義する。

【数４４】
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【数４５】

と
【数４６】

との間の角度θＨＧは式（２３）により決定される。
【数４７】

モニタはこの角度と一連の事前決定された閾値角度とを比較して、式（２４）に与えられ
るように、患者が右体側を下向きにまたは左体側を下向きに横臥しているかを判定する。
θＮＧ≧９０度であるならば、胴体状態＝３、患者は右体側を下向きにして横臥状態にあ
る
θＮＧ≦９０度であるならば、胴体状態＝４、患者は左体側を下向きにして横臥状態にあ
る　　（２４）
表５は、上述の姿勢のそれぞれを、例えば特定アイコンを描画するために用いられる対応
する数値的胴体状態とともに、説明する。
【表５】

【００８７】
　図１９Ａおよび図１９Ｂはそれぞれ、Ｘ軸、Ｙ軸、およびＺ軸に沿って測定された時間
依存性のＡＣＣ波形１００と、上述のように動く患者に対して３つの波形から判定された
胴体状態（すなわち姿勢）１０１と、を示す。患者が動くにつれて、胸部加速度計により
測定されたＡＣＣ波形のＤＣ値は、図１９Ａのグラフ１００により示すように、係る動き
に応じて変動する。身体装着型モニタはこれらの値を上述のように処理することにより、
図１９Ｂのグラフ１０１に示すように、患者に対する
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【数４８】

と様々な量子化された胴体状態とを継続的に決定する。胴体状態は患者の姿勢を表５に示
すように与える。この研究に対して、患者は、約１６０秒の時間的期間内で、立位、仰臥
位、腹臥位、右体側下向きの横臥位、左体側下向きの横臥位間を素早く交代する。上述の
ように、バイタルサインに対する異なるアラーム／アラート条件（例えば閾値）がこれら
の姿勢のそれぞれに対して割り当てられ得るか、または特定姿勢自体がアラーム／アラー
トを生じさせ得る。加えて、グラフ１０１の時間依存性を分析する（例えば、胴体状態に
おける変化を数える）ことにより、例えば患者が病院ベッド内で動く頻度の判定が可能で
ある。次にこの数値が様々な測定規準（例えば褥瘡指数など）に一致し、病変が起こり得
ることがベッドで静止状態にある患者に示される。次に係る状態が、管理する医療専門家
に対するアラーム／アラートをトリガするために用いられる。
【００８８】
　図２０は、パルスオキシメータプローブ内の赤色および赤外線ＬＥＤを駆動するために
用いられる時間依存性電流パルス１２０および１２１を示す概略図である。ＳｐＯ２の測
定中、赤色および赤外線ＬＥＤの両方が、約１０～４０ｍＡの範囲の大きさを有する別個
の電流パルス１２０および１２１を用いて交代して駆動される。係る電流パルスは、図２
２を参照してより詳細に説明するように、ＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）信号強度を飽和させる
ことなく最大化するために閉ループシステムを用いて動的に制御され得る。電力消費を最
小化するために、電流パルス１２０および１２１は通常、１００μｓの時間的期間にわた
り５００ＨｚでＬＥＤを駆動する。その結果、５％のデューティサイクルがもたらされる
。ＬＥＤに対する隣接する電流パルス間の分離は通常、駆動周波数にしたがって最大化さ
れ、破線１２２により示すように、５００Ｈｚの駆動周波数に対して１ｍｓである。
【００８９】
　図２１は、ＬＥＤを駆動するための上述の電流パルス１２０および１２１を生成する回
路１７５を示す。回路１７５は、制御電圧（Ｖｃｏｎｔｒｏｌ）をゲートピン上で受け取
るオペレーショナル増幅器１８０を特徴として備える。増幅器１８０はトランジスタ１８
２および抵抗器１８１に接続される。トランジスタ１８２および抵抗器１８１は、３．３
Ｖの供給電圧（通常はリチウムイオンバッテリからの）とともに、２つの波長（６６０／
９０５ｎｍ）で動作する二重赤色／赤外線ＬＥＤ１５０を駆動するために用いられる電流
パルス１２０および１２１を生成する。ＬＥＤの波長は、ＬＥＤがバイアスされる方向に
依存する。バイアス方向を選択するために、回路１７５は、手首装着型トランシーバ内の
マイクロプロセッサのＩ／Ｏラインに直接接続する赤色制御ライン１８５および１９０と
赤外線制御ライン１８７および１８９とを特徴として備える。測定中、電流パルス１２０
および１２１は３．３Ｖ供給電圧から、ＬＥＤ１５０を１つの方向に横断し、最終的にト
ランジスタ１８２および抵抗器１８１を通って、アース１８３へと、流れる。ＬＥＤ１５
０は、制御ライン１８５および１９０が閉じるようトグルされてｉＬＥＤ＝Ｖｃｏｎｔｒ

ｏｌ／Ｒ１の駆動電流パルスがＬＥＤ１５０に供給されるとき、順方向にバイアスされ、
それにより赤色放射が生成される。ＬＥＤ１５０を横断して流れる電圧も、ＬＥＤがダイ
オードであるため、減少する。この場合、赤外線放射のための制御ライン１８７および１
８９は開放状態に保たれる。図２０に示すように、この構成は１００μｓ間持続し、その
後赤色制御ライン１８５および１９０はスイッチが閉じられ、赤外線制御ライン１８７お
よび１８９はスイッチが開かれる。これによりＬＥＤ１５０が逆方向にバイアスされ、上
述の駆動電流にしたがって赤外線放射が生成される。この交代プロセスは５００Ｈｚで反
復される。両方の場合において、患者の親指を透過する赤色および赤外線放射が、陽極お
よび陰極を特徴として備える光検出器１５５により検出される。図２０における各黒点（
合計５個）は、オキシメータプローブを手首装着型トランシーバに接続するケーブルにお
ける別個のワイヤを示す。フォトダイオード１５５の陰極に連合するワイヤは残りの４本
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のワイヤに対するシールドとしても機能する。
【００９０】
　図２１および図２２に示すように、親指装着型パルスオキシメータプローブ２９４はゲ
イン抵抗器１４９とともに赤色／赤外線ＬＥＤ１５０も含み、赤色および赤外線の放射の
両方の特定波長を示す。測定中、手首装着型トランシーバ内のマイクロプロセッサは、抵
抗器１４９の両端における電圧低下を監視することにより抵抗器１４９の値を判定する。
次のこの値とメモリ内に格納された値とを比較することにより、ＲｏＲをＳｐＯ２に関連
させる適切な係数が選択される。プローブ２９４は、図２０のタイミング図にしたがって
交代する赤色および赤外線放射を生成する。係る放射は、患者の親指１５１の基部を透過
し、親指基部において、患者の心拍数およびＳｐＯ２値にしたがって、下層に存在する脈
管構造により部分的に吸収される。親指１５１を透過する放射がフォトダイオード１５５
を照射し、それに応答してフォトダイオード１５５は、患者の親指における光吸収の程度
に応じて大きさが変動する光電流を生成する。トランスインピーダンス増幅器１５６で始
まる増幅器回路１４０は、光電流を受け取り、その光電流を対応する電圧に変換し、次に
その電圧は増幅およびフィルタ処理され、ＳｐＯ２およびｃＮＩＢＰを判定するために用
いられるＲＥＤ／ＩＲ（ＰＰＧ）波形が生成される。
【００９１】
　増幅器回路１４０は、赤色放射と、赤外線放射と、ＬＥＤが放射を生成しないようバイ
アスされているときにフォトダイオード１５５により検出される環境光と、に対応する信
号を増幅およびフィルタ処理するための別個のチャネルを特徴として備える。これは例え
ば、赤色または赤外線のＬＥＤのいずれもが駆動されない場合の図２０に示す時間的期間
中に生じる。検出後、環境光の程度が赤色および赤外線信号の両方から減算され、それに
より結果的に生成される信号対雑音比は改善される。赤色放射に対応する増幅器チャネル
はサンプルホールド集積回路１５７により作動される。なおサンプルホールド集積回路１
５７は、図２０に示すように赤色ＬＥＤを駆動する同一の制御ライン１８５および１９０
により制御される。赤色ＬＥＤが駆動されると、サンプルホールド回路１５７はスイッチ
がオンにされ、その一方で、赤外線信号および環境光に対応する同様の構成要素１６４お
よび１７２はスイッチがオフされる。サンプルホールド回路１５７は、トランスインピー
ダンス増幅器１５６からのアナログ電圧をサンプリングおよび保持し、次にアナログ電圧
は２０Ｈｚカットオフにより特徴付けられたローパスフィルタ１５８を通過する。このフ
ィルタ処理により、ＲＥＤ（ＰＰＧ）に関連しないすべての高周波ノイズ（例えば６０Ｈ
ｚの電気的ノイズ）が除去されて予備波形が与えられる。この予備波形はアナログ／デジ
タル変換器１７６によりデジタル化され上述のように処理され、それによりＲＥＤ（ＤＣ
）値が生成される。次に予備波形が０．１Ｈｚカットオフを有するハイパスフィルタ１６
０を通過すると、ＤＣ部分が除去され、ＡＣ部分きみが残される。このＡＣ部分は通常、
信号規模全体の約０．５～１％を表す。ＡＣ部分は、１．６５基準電圧を用いて制御され
るプログラム可能なゲインを特徴として備える標準的な計装増幅器１６２とマイクロプロ
セッサにより制御される可変抵抗を特徴として備えるデジタル電位差計（図示せず。ただ
しこの部品は計装増幅器内に直接的に含まれ得る）とを用いて、さらに増幅される。マイ
クロプロセッサは、アナログ／デジタル変換器１７６のダイナミックレンジが最大化され
るよう抵抗（事前決定されたバイナリコマンドにしたがって）および対応するゲインを選
択する。この処理を実行すると、ＲＥＤ（ＡＣ）信号の増幅バージョンが生成され、この
増幅バージョンはアナログ／デジタル変換器１７６によりデジタル化され、次に上述のよ
うに処理される。
【００９２】
　上述のフィルタ処理および増幅処理は、赤外線ＬＥＤと赤外線チャネルに対応するサン
プルホールド集積回路１６４とが赤外線Ｉ／Ｏ制御ライン１８７および１８９により作動
されるとき、反復される。このチャネルに対応するローパス１６６およびハイパス１６８
のフィルタは、赤色チャネルに対して用いられるフィルタと同等である。計装増幅器１７
０も同等であるが、一意的で分離されたゲインを有するために、別個のデジタル電位差計
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により制御される。これは、ＩＲ（ＰＰＧ）が通常、ＲＥＤ（ＰＰＧ）よりも比較的大き
い振幅を有し、したがって、より小さい増幅を必要とするためである。環境光に対応する
チャネルは、ＤＣ信号の処理のみを必要とし、したがってサンプルホールド集積回路１７
２を含む。サンプルホールド集積回路１７２はアナログ電圧を２０Ｈｚを特徴として備え
るローパスフィルタ１７４に渡す。次に、環境光に対応するフィルタ処理された値はアナ
ログ／デジタル変換器を用いてデジタル化され、次に上述のように処理される。
【００９３】
　図２３Ａおよび図２３Ｂは、上述の身体装着型モニタ１９０がどのようにして患者２７
０に取り付けられるかを示す。これらの図面はシステムの２つの構成を示す。すなわち図
２３Ａは、複合技術の割り出し部分実行中に用いられるシステムを示し、空気圧による加
圧帯ベースのシステム２８５を含む一方で、図２３Ｂは、後続のＳｐＯ２およびｃＮＩＢ
Ｐ測定のために用いられるシステムを示す。割り出し測定は、通常約６０秒を要し、通常
約４～８時間毎に１度実行される。割り出し測定が完了すると、加圧帯ベースのシステム
２８５は通常、患者から取り外される。残りの時間は、システム１９０はＳｐＯ２および
ｃＮＩＢＰの測定を実行する。  
【００９４】
　身体装着型モニタ１９０は、手首装着型トランシーバ２７２は特徴として備える。手首
装着型トランシーバ２７２は図２４にさらに詳細に説明され、ＳｐＯ２、血圧値、および
他のバイタルサインを表示するタッチパネルインターフェース２７３を特徴として備える
。手首ストラップ２９０は従来の腕時計のようにトランシーバ２７２を患者の手首に固定
する。可撓性ケーブル２９２はトランシーバ２７２を患者の親指基部に巻き付くパルスオ
キシメータプローブ２９４に接続する。測定中、プローブ２９４は時間依存性のＰＰＧ波
形を生成する。このＰＰＧ波形をＥＣＧとともに処理すると、ｃＮＩＢＰおよびＳｐＯ２
が測定される。これにより上述のように患者の身体の中心領域における血圧の正確な表現
が提供される。  
【００９５】
　ＡＣＣ波形を判定するために、身体装着型モニタ１９０は、患者の身体および胸部の部
分上に配置された３つの別個の加速度計を特徴として備える。第１の加速度計は手首装着
型トランシーバ２７２内の回路基板上に表面取り付けされ、患者の手首の運動に関連付け
られた信号を測定する。上述のように、この動きは患者の指に起因する動きも表し得る。
係る動きはＳｐＯ２測定値に影響を及ぼすであろう。第２の加速度計は、ケーブル２８２
のスパンに沿って含まれる小さい隔壁部分２９６に含まれる。測定中、従来のバンドエイ
ドと同様の寸法を有する使い捨てテープの小片が隔壁部分２９６を患者の腕に固定する。
このように、隔壁部分２９６は２つの目的を果たす。すなわち１）隔壁部分２９６は患者
の腕の中央部分から時間依存性のＡＣＣ波形を測定し、それにより上記で詳述したように
患者の姿勢および腕の高さを判定することが可能となり、２）特に患者が歩行するときに
身体装着型モニタ１９０の快適性および性能を高めるために、隔壁部分２９６はケーブル
２８６を患者の腕に固定する。
【００９６】
　加圧帯ベースのモジュール２８５は空気圧システム２７６を特徴として備える。空気圧
システム２７６は、ポンプ、バルブ、圧力フィッティング、圧力センサ、アナログ／デジ
タル変換器、マイクロコントローラ、および充電式リチウムイオンバッテリを含む。割り
出し測定中、空気圧システム２７６は使い捨て加圧帯２８４を膨張させ、複合技術にした
がって２つの測定を実行する。すなわち、１）空気圧システム２７６は膨張ベースのオシ
ロメトリ－測定を実行し、ＳＹＳ、ＤＩＡ、およびＭＡＰに対する値を判定し、２）空気
圧システム２７６はＰＴＴとＭＡＰとの間の患者固有の関係を判定する。これらの測定は
、「Ｖｉｔａｌ　Ｓｉｇｎ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＢＬＯＯＤ
　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＵＳＩＮＧ　ＯＰＴＩＣＡＬ，　ＥＬＥＣＴＲＩＣＡＬ，　ＡＮＤ
　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＷＡＶＥＦＯＲＭＳ」を発明の名称とする上記で参照した特許出願
（２００８年６月１２日に出願された米国特許出願整理番号第１２／１３８，１９４号）
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に詳述される。なお同特許出願の内容はすでに参照することより本明細書に援用されてい
る。  
【００９７】
　加圧帯ベースの空気圧システム２８５内の加圧帯２８４は通常、使い捨てであり、内側
に気密性の内袋を含む。この内袋は患者の二頭筋のまわりに巻き付き、均一の圧力場を供
給する。割り出し測定中、圧力値は、内部のアナログ／デジタル変換器によりデジタル化
され、ＣＡＮプロトコルにしたがってＳＹＳ、ＤＩＡ、およびＭＡＰ血圧とともにケーブ
ル２８６を通して上述の処理のために手首装着型トランシーバ２７２へと送られる。加圧
帯ベースの測定が完了すると、加圧帯ベースのモジュール２８５は患者の腕から取り外さ
れ、ケーブル２８２は手首装着型トランシーバ２７２から取り外される。次に上記で詳述
したように、ＰＴＴを用いてｃＮＩＢＰが判定される。
【００９８】
　ＥＣＧを判定するために、身体装着型モニタ１９０は３本リード線を有する小規模なＥ
ＣＧ回路を特徴として備える。係るＥＣＧ回路はＥＣＧケーブル２８２の終端をなす隔壁
２７４に直接的に一体化される。ＥＣＧ回路は、ケーブル２８０ａ～２８０ｃを通して接
続された３つの胸部装着型ＥＣＧ電極から電気信号を収集する集積回路を特徴として備え
る。ＥＣＧ電極２７８ａ～２７９ｃは通常、従来の「アイントーベンの三角形」構成で配
置される。このアイントーベンの三角形は、患者の胸部上における電極２７８ａ～２７８
ｃの三角形状の配向であり、３つの一意的なＥＣＧベクトルを特徴として備えるこれらの
電気信号からＥＣＧ回路は最大で３つまでのＥＣＧ波形を判定する。係るＥＣＧ波形はＥ
ＣＧ回路の近傍において取り付けられたアナログ／デジタル変換器を用いてデジタル化さ
れ、ＣＡＮプロトコルにしたがってケーブル２８２を通して手首装着型トランシーバ２７
２に送られる。手首装着型トランシーバ２７２においてＥＣＧおよびＰＰＧ波形が処理さ
れ、それにより患者の血圧が判定される。心拍数および呼吸数は、例えば上述のアルゴリ
ズムなどの既知のアルゴリズムを用いてＥＣＧ波形から直接的に判定される。ケーブル隔
壁２７４も、上述のように患者の胸部に関連付けられた動きを測定する加速度計を備える
。
【００９９】
　ケーブル２８２を通して送信する前にＥＣＧおよびＡＣＣ波形をデジタル化することの
利点はいくつか存在する。第１に、ケーブル２８２内の単一の伝送ラインが、それぞれが
異なるセンサにより生成された複数のデジタル波形を伝送することが可能である。これは
、隔壁２７４に取り付けられたＥＣＧ回路からの複数のＥＣＧ波形（例えば、３、５、１
２本リード線を有するＥＣＧシステムに関連付けられたベクトルに対応する）ばかりでは
なく隔壁２７４および２９６に取り付けられた加速度計のＸ軸、Ｙ軸、およびＺ軸に関連
付けられた波形も含む。伝送ラインを単一のケーブルに限定すると患者に取り付けられた
ワイヤの本数が減ることとなる。その結果、身体装着型モニタは、軽量化が図られ、ケー
ブルが絡まることが少なくなる。第２に、歩行患者により引き起こされるケーブルの動き
によりケーブル内側のワイヤの電気特性（例えば電気インピーダンスなど）が変化し得る
。電気特性が変化することにより、アナログ信号にノイズが加えられ、最終的には、アナ
ログ信号から計算されたバイタルサインにもノイズが加えられてしまう。対照的にデジタ
ル信号の場合は、そのような動きにより引き起こされたアーチファクトによる影響が比較
的小さい。
【０１００】
　図２３Ａおよび図２３Ｂに示す３本リード線システムと置き換わるために、より洗練さ
れたＥＣＧ回路が手首装着型トランシーバに差し込まれてもよい。これらのＥＣＧ回路は
例えば５本および１２本のリード線を含み得る。
【０１０１】
　図２４は手首装着型トランシーバ２７２の拡大図を示す。上述のように、手首装着型ト
ランシーバ２７２は可撓性ストラップ２９０を用いて患者の手首に取り付けられ、可撓性
ストラップ２９０はプラスチックハウジング２０６の２つのＤリング開口部に通される。
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トランシーバ２７２は、図２０および図２１で説明した回路１７５および回路１４０の１
部分を収容し、加えてタッチパネルディスプレイ２００を特徴として備える。タッチパネ
ルディスプレイ２００はＧＵＩ２７３を描画し、ＧＵＩ２７３は閲覧者（通常は患者また
は医療専門家）に応じて変化する。特にトランシーバ２７２は小規模な赤外線バーコード
スキャナ２０２を含む。このバーコードスキャナ２０２は、使用時、医療専門家のバッジ
上に取り付けられたバーコードをスキャンすることができる。バーコードは、看護婦また
は医師がユーザインターフェースを閲覧していることをトランシーバのソフトウェアに対
して示す。それに応答して、ＧＵＩ２７３はバイタルサインデータと医療専門家に対して
適切である他の医学的診断情報とを表示する。このＧＵＩ２７３を用いて看護婦または医
師は例えばバイタルサイン情報を閲覧し、アラームパラメータを設定し、患者に関する情
報（例えば患者の統計学的情報、投薬状態、または診療状態など）を入力することができ
る。看護婦がＧＵＩ２７３上のボタンを押すと、これらの操作が完了したことが示される
。この時点で、ディスプレイ２００は、患者に対してより適切なインターフェース（例え
ば時間およびバッテリパワー）を描画する。
【０１０２】
　上述のように、トランシーバ２７２はその上方部分の側部上に３つのＣＡＮコネクタ２
０４ａ～２０４ｃを特徴として備える。これらのＣＡＮコネクタはそれぞれがＣＡＮプロ
トコルおよび回路図をサポートし、デジタル化されたデータを内部のＣＰＵに中継する。
ＣＡＮコネクタを通過するデジタル信号は、特定信号（例えば加圧帯ベースのモジュール
からのＥＣＧ、ＡＣＣ、または圧力波形など）と当該信号が発せられたセンサとを示すヘ
ッダを含む。これは、ＣＡＮコネクタ２０４ａ～２０４ｃを通して届いた信号をＣＰＵが
容易に解釈することを可能にし、これらのコネクタが特定のケーブルに関連付けられてい
ないことを意味する。トランシーバに接続する任意のケーブルは、任意のコネクタ２０４
ａ～２０４ｃへの挿入が可能である。図２３Ａに示すように、第１コネクタ２０４ａは、
ＥＣＧ回路および電極から判定されたデジタル化ＥＣＧ波形と、ケーブル隔壁２７４内の
加速度計およびＥＣＧケーブル２８２に連合された隔壁部分２９６内の加速度計により測
定されたデジタル化ＡＣＣ波形と、を伝送するケーブル２８２を受け取る。  
【０１０３】
　図２２に示す第２のＣＡＮコネクタ２０４ｂは、圧力依存性の割り出し測定のために用
いられる加圧帯ベースの空気圧システム２８５（図２３Ａに示す）に接続するケーブル２
８６を受け取る。このコネクタ２０４ｂは、空気圧システム２８５から患者の腕に供給さ
れた時間依存性の圧力波形の他にも、割り出し測定中に判定されたＳＹＳ、ＤＩＡに対す
る価およびＭＡＰ値も受け取る。ケーブル２８６は、割り出し測定が完了すると、コネク
タ２０４ｂから取り外され、他の割り出し測定のためにおよそ４時間後にまた挿入される
。
【０１０４】
　最終的なＣＡＮコネクタ２０４ｃは、補助装置（例えば血糖計、注入ポンプ、身体装着
インシュリンポンプ、人工呼吸器、または呼吸終期ＣＯ２供給システムなど）のために用
いられ得る。上述のように、これらのシステムにより生成されたデジタル情報は、ＣＰＵ
がそれに応じてデジタル情報を処理することができるようデジタル情報の発信源を示すヘ
ッダを含むであろう。
【０１０５】
　トランシーバ２７２は、医療専門家がボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶＯ
ＩＰ）を用いて患者と通信することを可能にするスピーカ２０１を含む。例えばスピーカ
２０１を用いて、医療専門家は、中央ナースステーションから、または病院内のワイヤレ
ス、インターネットベースのネットワークに接続されたモバイルフォンから、患者に質問
することができる。または医療専門家は、図２４に示すものと同様の別個のトランシーバ
を装着し、このトランシーバを通信装置として用いることができる。この用途では、患者
に装着されたトランシーバ２７２は従来のセルラ電話または「携帯無線機」とほぼ同様に
機能し、すなわち医療専門家と音声通信するために使用することが可能であり、加えて患
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者のバイタルサインおよび動作に関する情報を中継することも可能である。スピーカは事
前プログラムされたメッセージ（例えば上述したような胸部に装着された加速度計を姿勢
計算のために較正するために用いられるメッセージなど）を患者に対して再生することも
可能である。
【０１０６】
　身体装着型モニタは上述したこれらの方法の他にいくつかの追加的な方法を用いて、血
圧および他の特性を光波形および電気波形から計算することができる。これらは以下に挙
げる同時係属中の特許出願、すなわち１）ＣＵＦＦＬＥＳＳ　ＢＬＯＯＤ－ＰＲＥＳＳＵ
ＲＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＡＮＤ　ＡＣＣＯＭＰＡＮＹＩＮＧ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ，　ＩＮ
ＴＥＲＮＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＳＹＳＴＥＭ　（２００４年４月７日に出願された米国特許
出願整理番号第１０／７０９，０１５号）、２）ＣＵＦＦＬＥＳＳ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯ
Ｒ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＢＬＯＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ（２００４年４月７日に出願さ
れた米国特許出願整理番号第１０／７０９，０１４号）、３）ＣＵＦＦＬＥＳＳ　ＢＬＯ
ＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＡＮＤ　ＡＣＣＯＭＰＡＮＹＩＮＧ　ＷＥＢ
　ＳＥＲＶＩＣＥＳ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ（２００４年３月２６日に出願された米国特許
出願整理番号第１０／８１０，２３７号）、４）ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ
　ＦＯＲ　ＡＴＨＬＥＴＩＣ　ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮＳ（２００４年９月１３日に出願
された米国特許出願整理番号第１３，２００４号）、５）ＣＵＦＦＬＥＳＳ　ＢＬＯＯＤ
　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＡＮＤ　ＡＣＣＯＭＰＡＮＹＩＮＧ　ＷＩＲＥＬ
ＥＳＳ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ（２００４年１０月１８日に出願された米国特許出
願整理番号第１０／９６７，５１１号）、６）ＢＬＯＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＭＯＮＩ
ＴＯＲＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＦＥＡＴＵＲＩＮＧ　Ａ　ＣＡＬＩＢＲＡＴＩＯＮ－ＢＡ
ＳＥＤ　ＡＮＡＬＹＳＩＳ（２００４年１０月１８日に出願された米国特許出願整理番号
第１０／９６７，６１０号）、７）ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＣＯＭＰＵＴＥＲ－ＢＡＳＥＤ　
ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ　ＭＯＮＩＴＯＲ（２００５年２月１５日に出願された米国特許出
願整理番号第１０／９０６，３４２号）、８）ＰＡＴＣＨ　ＳＥＮＳＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥ
ＡＳＵＲＩＮＧ　ＢＬＯＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＷＩＴＨＯＵＴ　Ａ　ＣＵＦＦ　（２
００５年２月１４日に出願された米国特許出願整理番号第１０／９０６，３１５号）、９
）ＰＡＴＣＨ　ＳＥＮＳＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ（
２００５年７月１８日に出願された米国特許出願整理番号第１１／１６０，９５７号）、
１０）ＷＩＲＥＬＥＳＳ，　ＩＮＴＥＲＮＥＴ－ＢＡＳＥＤ　ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　Ｍ
ＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ　ＦＲＯＭ　Ａ　ＰＬＵＲＡＬＩＴＹ　ＯＦ
　ＰＡＴＩＥＮＴＳ　ＩＮ　Ａ　ＨＯＳＰＩＴＡＬ　ＯＲ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＣＬＩＮＩ
Ｃ（２００５年９月９日に出願された米国特許出願整理番号第１１／１６２，７１９号）
、１１）ＨＡＮＤ－ＨＥＬＤ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡ
Ｌ　ＳＩＧＮＳ（２００５年９月２１日に出願された米国特許出願整理番号第１１／１６
２，７４２号）、１２）ＣＨＥＳＴ　ＳＴＲＡＰ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴ
ＡＬ　ＳＩＧＮＳ（２００５年１１月２０日に出願された米国特許出願整理番号第１１／
３０６，２４３号）、１３）ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　
ＳＩＧＮＳ　ＵＳＩＮＧ　ＡＮ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＭＯＤＵＬＥ　ＦＥＡＴＵＲＩＮＧ　
Ａ　ＧＲＥＥＮ　ＬＩＧＨＴ　ＳＯＵＲＣＥ（２００６年２月３日に出願された米国特許
出願整理番号第１１／３０７，３７５号）、１４）ＢＩＬＡＴＥＲＡＬ　ＤＥＶＩＣＥ，
　ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　
ＳＩＧＮＳ（２００６年５月２５日に出願された米国特許出願整理番号第１１／４２０，
２８１号）、１５）ＳＹＳＴＥＭ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮ
Ｓ　ＵＳＩＮＧ　ＢＩＬＡＴＥＲＡＬ　ＰＵＬＳＥ　ＴＲＡＮＳＩＴ　ＴＩＭＥ（２００
６年５月２６日に出願された米国特許出願整理番号第１１／４２０，６５２号）、１６）
ＢＬＯＯＤ　ＰＲＥＳＳＵＲＥ　ＭＯＮＩＴＯＲ（２００６年９月８日に出願された米国
特許出願整理番号第１１／５３０，０７６号）、１７）ＴＷＯ－ＰＡＲＴ　ＰＡＴＣＨ　
ＳＥＮＳＯＲ　ＦＯＲ　ＭＯＮＩＴＯＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ（２００６年１
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１月１０日に出願された米国特許出願整理番号第１１／５５８，５３８号）、および１８
）ＭＯＮＩＴＯＲ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＶＩＴＡＬ　ＳＩＧＮＳ　ＡＮＤ　Ｒ
ＥＮＤＥＲＩＮＧ　ＶＩＤＥＯ　ＩＭＡＧＥＳ（２００７年３月５日に出願された米国特
許出願整理番号第１１／６８２，１７７号）に説明される。上記特許出願の内容は参照す
ることにより本明細書に援用される。
【０１０７】
　他の態様もまたは本発明の範囲に含まれる。例えば、他の測定技術（例えば収縮の間に
測定された従来のオシロメトリー）が上述のアルゴリズムのためにＳＹＳを判定するため
に用いられ得る。加えて、処理ユニットと、上述のプローブと同様のパルスオキシメトリ
を測定するためのプローブと、は変更され、患者の身体の他の１部分上に装着され得る。
例えば、フィンガーリング構成を有するパルスオキシメトリプローブが親指以外の指に装
着され得る。または係るプローブは、ＳｐＯ２を測定するための他の従来の部位（例えば
耳、額、および鼻筋など）に取り付けられ得る。これらの実施形態では、処理ユニットは
手首以外の所定位置（例えば首のまわり（例えば締め綱により支持される）または患者の
腰（例えば患者のベルトに取り付けられたクリップにより支持される）の上）に装着され
得る。さらに他の実施形態では、プローブおよび処理ユニットは単一ユニットに一体化さ
れる。
【０１０８】
　他の実施形態において、１組の身体装着型モニタが１群の患者を継続的に監視し得る。
なお当該群に含まれる各患者は、本明細書で説明したモニタと同様の身体装着型モニタを
装着する。加えて、各身体装着型モニタは位置センサが増強されてもよい。位置センサは
無線構成要素と、無線構成要素から信号を受け取り、受け取った信号を処理して患者の物
理的位置を判定する位置処理構成要素とを含む。処理構成要素（上述の構成要素と同様の
）は、時間依存性の波形に関する情報の組み合わせから計算された少なくとも１つのバイ
タルサイン、１つの動作パラメータ、およびアラームパラメータを、時間依存性の波形か
ら判定する。ワイヤレストランシーバはバイタルサイン、動作パラメータ、患者の位置、
およびアラームパラメータをワイヤレスシステムを通して伝送する。ディスプレイと、ワ
イヤレスシステムに対するインターフェースと、を特徴として備える遠隔コンピュータシ
ステムは情報を受け取り、当該群に含まれる各患者に対して、受け取った情報をユーザイ
ンターフェース上に表示する。
【０１０９】
　様々な実施形態において、中央ナースステーションにおけるディスプレイ上に描画され
たインターフェースは１つのフィールドを特徴として備える。そのフィールドは、複数の
セクションを有するエリアに対応するマップを表示する。各セクションは患者の位置に対
応し、例えば患者のバイタルサイン、動作パラメータ、およびアラームパラメータを含む
。例えば、このフィールドは病院のエリア（例えば、病院区画または救急処置室）に対応
するマップを表示し得る。ここで各セクションは特定のベッド、椅子、またはエリア内の
全般的な位置に対応する。通常、ディスプレイは、当該群に含まれる各患者に対する動作
パラメータおよびアラームパラメータに対応するグラフィカルアイコンを描画する。他の
実施形態では、身体装着型モニタはグラフィカルディスプレイを含み、このディスプレイ
は、これらのパラメータを直接的に患者上に描画する。
【０１１０】
　通常、位置センサおよびワイヤレストランシーバは共通のワイヤレスシステム（例えば
８０２．１１、８０２．１５．４、またはセルラプロトコルに基づくワイヤレスシステム
など）上で動作する。この場合、位置は、当該技術分野で周知の１つまたは複数のアルゴ
リズムを用いてワイヤレス信号を処理することにより判定される。係るアルゴリズムは例
えば、少なくとも３つの異なる基地局から受け取られた信号を三角測量すること、または
単に信号強度もしくは特定基地局からの距離に基づいて位置を推定することを含む。さら
に他の実施形態では、位置センサは従来の全地球測位システム（ＧＰＳ）を含む。
【０１１１】
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　身体装着型モニタは第１音声インターフェースを含み得、遠隔コンピュータは第１音声
インターフェースと同化する第２音声インターフェースを含み得る。位置センサ、ワイヤ
レストランシーバ、第１音声インターフェース、および第２音声インターフェースの全部
は共通のワイヤレスシステム（例えば８０２．１１またはセルラプロトコルに基づく上述
のシステムの１つなど）上で動作し得る。遠隔コンピュータは例えば、患者により装着さ
れるモニタと実質的に同等のモニタであり得、医療専門家により担持または装着され得る
。この場合、医療専門家に関連付けられたモニタはＧＵＩを特徴として備える。ここでユ
ーザは特定患者に対応する情報（例えばバイタルサイン、位置、およびアラームなど）を
表示するよう選択し得る。このモニタは、医療専門家が患者と直接的に通信することが可
能となるよう、音声インターフェースも備え得る。
【０１１２】
　さらに他の実施形態も以下の請求項の範囲に含まれる。

【図２】 【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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