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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人における気分障害を分析する方法であって、
　前記人と関連付けられた複数の脳波記録データを受け取るステップ、
　前記複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの静的成分を決定するステップ、
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記静的成分における静的非対称度を決定する
ステップ、および
　少なくとも一部は複数の脳波記録データの前記部分の前記静的成分における前記静的非
対称度に基づいて、コンピュータが、前記気分障害と関連付けられる指標を決定するステ
ップを含む方法。
【請求項２】
　前記複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの動的成分を決定するステップ、
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記動的成分における動的非対称度を決定する
ステップ、
　少なくとも一部は前記脳波記録データの前記部分の前記動的成分における前記動的非対
称度に基づいて、前記コンピュータが、前記気分障害の治療反応を予測し、評価するため
の指標を決定するステップ
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の脳波記録データの前記部分の少なくとも１つの静的成分を決定するステップ
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が、静的スペクトルパターンを決定するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記動的成分における動的非対称度を決定する
ステップが、動的スペクトルパターンを決定するステップを含む、請求項２に記載の方法
。
【請求項５】
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記静的成分における静的非対称度を決定する
ステップが、元の左と右の静的スペクトルパターンから左と右のスペクトルパターンの交
わりを除去するステップを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記動的成分における動的非対称度を決定する
ステップが、元の左と右の動的スペクトルパターンから左と右の動的スペクトルパターン
の交わりを除去するステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記静的成分における静的非対称度を決定する
ステップが、
　右側と左側の静的成分の最大電力と最小電力の平均値を決定するステップ
をさらに含むことのできる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記脳波記録データの前記動的成分における動的非対称度を決定するステップが、
　右側と左側の動的成分の最大電力と最小電力の平均値を決定するステップ
をさらに含むことのできる、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記気分障害が、抑うつ、双極性障害、または少なくとも１つの遺伝子関連の成分を有
する障害のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　脳波記録データを使って人における気分障害を分析する方法であって、
　前記人から脳波記録データを収集するステップ、
　前記脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる静的成分を決定するステップ、
　前記脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる動的成分を決定するステップ、
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップ、
　少なくとも一部は前記静的成分または前記動的成分における前記非対称度に基づいて、
コンピュータが、前記気分障害と関連付けられる特性を評価するステップ
を含む方法。
【請求項１１】
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップが、
　少なくとも一部は前記脳波記録データに基づいて、左側スペクトルパターンを決定する
ステップ、
　少なくとも一部は前記脳波記録データに基づいて、右側スペクトルパターンを決定する
ステップ、および
　前記左側スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの交わり部分を除去して、全体
の非対称スペクトルパターンを得るステップ
を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップが、
　前記左側スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの前記交わり部分と、前記左側
スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの和集合との比を評価するステップ
をさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップが、
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　学習型アルゴリズムを実行して、前記脳波記録データと関連付けられる各周波数帯域の
類似度を確認するための１つまたは複数の重み係数を定義するステップ
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップが、
　前記患者の左側が前記患者の右側に対して優勢であり、または劣勢である時間パーセン
トを決定するステップ、および
　前記患者の左側が前記患者の右側に対して優勢であり、または劣勢である前記時間パー
セントを比較するステップ
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記静的または前記動的成分における非対称度を決定するステップが、
　少なくとも１つのベクトルを使って各前頭領域ごとの個別電力を導出するステップ、お
よび
　各前頭領域ごとの前記個別電力を比較するステップ
を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記特性が、前記気分障害を有する危険性、または前記気分障害の症状の少なくとも１
つを含み得る、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　脳波記録データを使って人における気分障害を分析する方法であって、
　前記人から脳波記録データを収集するステップ、
　前記脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる静的成分を決定するステップ、
　前記静的成分における非対称度を決定するステップ、
　少なくとも一部は前記静的成分における前記非対称度に基づいて、コンピュータが、前
記気分障害と関連付けられる特性を評価するステップ
を含む方法。
【請求項１８】
　脳波記録データを使って人における気分障害を分析する方法であって、
　前記人から脳波記録データを収集するステップ、
　前記脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる動的成分を決定するステップ、
　前記動的成分における非対称度を決定するステップ、
　少なくとも一部は前記動的成分における前記非対称度に基づいて、コンピュータが、前
記気分障害と関連付けられる特性を評価するステップ
を含む方法。
【請求項１９】
　人における気分障害を分析し、評価するシステムであって、
　前記人と関連付けられた複数の脳波記録データを受け取る
ように適合されたデータ収集モジュールと、
　前記複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの静的成分を決定し、
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記静的成分における静的非対称度を決定し、
　少なくとも一部は前記複数の脳波記録データの部分の前記静的成分における前記静的非
対称度に基づいて、前記人が前記気分障害の危険にさらされているかどうかを示す指標を
出力する
ように適合された報告書生成モジュールと
を備えるシステム。
【請求項２０】
　前記報告書生成モジュールがさらに、
　前記複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの動的成分を決定し、
　前記複数の脳波記録データの前記部分の前記動的成分における動的非対称度を決定し、
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　少なくとも一部は前記脳波記録データの前記部分の前記動的成分における前記動的非対
称度に基づいて、前記気分障害の治療反応を予測する指標を出力し、
　少なくとも一部は前記脳波記録データの前記部分の前記動的成分における前記動的非対
称度に基づいて、前記気分障害の治療を評価する指標を出力する
ように適合されている、請求項１９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、抑うつを分析するシステムおよび方法を対象とし、詳細には、脳波測定値を
使って個体における抑うつおよびその他の気分障害を分析し、評価するシステムおよび方
法に関する。
【０００２】
（関連出願）
　本願は、２００５年１２月１日に出願した、「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ
ｓ　ｆｏｒ　Ａｎａｌｙｚｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉａｇｎｏｓｉｎｇ　Ｄｅｐｒｅｓｓｉｏ
ｎ　Ｕｓｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｅｎｃｅｐｈａｌｏｇｒａｐｈｉｃ　（ＥＥＧ）　Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ」という名称の、米国仮特許出願第６０／７４１，８４３号の優先
権を主張するものである。
【背景技術】
【０００３】
　米国における精神衛生に関する米国保険福祉省（ＨＳＨＨＳ）２００２年報告書によれ
ば、５～１７歳の児童の約３．７％が、ある一定の年齢で抑うつと診断されることになる
。これは、患者１人当たり１スキャンとして平均すると、４億４０００万米ドルの児童青
年期市場に対して、年間で、約２２０万米ドルを意味する。国立精神衛生研究所（ＮＩＭ
Ｈ）によれば、毎年人口の９．５％が、１つまたは複数の抑うつ障害にかかり、女性が抑
うつにかかる頻度は男性の約２倍である。米国では、これは、１患者当たり１スキャンと
して平均すると、約５６億２０００万米ドルに値する総人口市場に対して、年間で、約２
８１０万米ドルを意味する。診断には１回のスキャンで済むかもしれないが、治療の追跡
には複数回のスキャンが必要となり得る。
【０００４】
　定量的脳波記録（ｑＥＥＧ）は、一部の医療専門家によって、ある特定の精神病理学的
状態を分析し、診断するのに利用されている。例えば、文献では、情動および関連する精
神病理学と関連付けてｑＥＥＧを考察している１００件近くの研究が報告されている（「
Ａｌｌｅｎ＆Ｋｌｉｎｅ，２００４」、「Ｃｏａｎ＆Ａｌｌｅｎ，２００４」参照）。こ
れらの研究の一部では、左と右の前頭ｑＥＥＧ測定値間の非対称性が、抑うつ性精神病理
を示し、またはその危険にさらされている個体と関連付けられることが認められている。
ｑＥＥＧ測定値の非対称性についての一分析は、アーチファクティング後に受け入れられ
るすべてのエポックについての平均結果を提供し得る高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を利用
して行うことができる。少なくとも２つの研究で、各個別エポックのＦＦＴを含む分析を
使用し、次いで、左または右が優勢な非対称を有する時間パーセントを決定することによ
って、実験群間のより大きな統計的差異が観察されている（「Ｂａｅｈｒ，Ｒｏｓｅｎｆ
ｅｌｄ，Ｂａｅｈｒ，＆Ｅａｒｎｅｓｔ，１９９８」、「Ｂａｅｈｒ，Ｒｏｓｅｎｆｅｌ
ｄ，Ｍｉｌｌｅｒ，＆Ｂａｅｈｒ，２００４」参照）。
【０００５】
　また、定量的脳波記録（ｑＥＥＧ）は、別の医療専門家または従事者によって、患者に
対する麻酔の影響のモニタリングなど、別種のモニタリングにも使用されている。例えば
、判別分析を使ったｑＥＥＧ測定値の分析は、「コーダンス（ｃｏｒｄａｎｃｅ）」と呼
ばれる判別変数を提供することができる。また、この種の分析は、脳損傷を調べ、認知症
を有する患者を特徴付けるのにも使用することができる。
【０００６】
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　前頭アルファ波ｑＥＥＧの非対称性は、一般に、医療専門家および研究者によって、抑
うつ障害を調べるのに使用されている。２つの脳半球の電力値間の単純な算術差といった
非対称度の計算を利用して抑うつを識別する従来の技法が、医療専門家によって使用され
ている。ある技法、例えば、ニューロフィードバック、バイオフィードバック、神経療法
などでは、ｑＥＥＧ非対称度を、抑うつを治療するためのマーカ変数として使用する。こ
の技法では、左と右の脳半球電力変数の単純な減算を使用する。別の類似の技法では、組
み合わせ集合として平均されたすべての包含エポックのＦＦＴを使って求められる、左と
右の脳半球の前頭領域の電力値間の算術差を調べる。各脳半球の前頭部位における電力に
は大きな変動性が生じ得る。従来の技法では、この変動性からの価値ある情報が平均化プ
ロセスで失われる可能性があり、平均値からの価値ある情報が、この変動性を考慮しない
と、減じられる可能性がある。かかる従来の技法を使った様々な文献のメタ分析は、約０
．６の効果サイズを生み出すことができ、これは、約６０％の分類精度を推定するもので
ある。すなわち、かかる従来の技法を使った抑うつの識別および診断は、約６０％の精度
とすることができる。
【０００７】
　ある従来の技法は、判別分析およびクラスタ分析を使って抑うつを診断する。この技法
は、絶対電力、相対電力、コヒーレンス、および非対称度の変数を含む、特定のｑＥＥＧ
変数の判別分析を必要とし得る。しかしながら、この技法もやはり、これらのｑＥＥＧ変
数を、前述のようなこの分野に典型的なやり方で利用する可能性があり、変動性からの価
値ある情報を失わせる可能性がある。
【０００８】
　ｑＥＥＧ測定値の単一記録を利用して、非対称性を分析し、または調べることができる
。いくつかの研究では、比較的安定したｑＥＥＧ成分を分離する比較的単純な方法と結合
された、反復測定設計を利用している。この静止型の方法は、反復測定を用いた基本的平
均法を伴い、非対称ｑＥＥＧ測定値および結果の調査および分析における精度の改善をも
たらし得る。「Ｄａｖｉｄｓｏｎ，１９９８」を参照されたい。
【０００９】
　１つの数学的技法は、ｑＥＥＧ測定値を、それぞれの静的成分と動的成分とに分離する
ことができる。この技法の従来の用途はｑＥＥＧおよび遺伝学の研究だけに限定されてお
り、これらの研究は、ｑＥＥＧの安定した遺伝子成分を特定する際のこの種の分析の有効
性を示した。この技法を二卵性および一卵性双生児、ならびに近親者および一般集団の研
究に使用するとき、個体間の遺伝的類似性は、ｑＥＥＧデータの安定成分のスペクトルパ
ターンの類似性と関連付けられる（「Ｓｔａｓｓｅｎ，Ｌｙｋｋｅｎ，Ｐｒｏｐｐｉｎｇ
，＆Ｂｏｍｂｅｎ，１９８８」）。
【００１０】
　したがって、脳波測定値を使って個体における抑うつを分析し、評価するシステムおよ
び方法が求められている。脳波測定値を使って個体における気分障害を分析し、評価する
システムおよび方法も求められている。
【００１１】
　さらに、脳波測定値を使って個体における双極性障害を分析し、評価するシステムおよ
び方法も求められている。
【００１２】
　さらに、脳波測定値を使って個体における少なくとも１つの遺伝子関連の成分を有する
障害を分析し、評価するシステムおよび方法も求められている。
【発明の開示】
【００１３】
　本発明による様々な態様および実施形態によるシステムおよびプロセスは、これらの問
題およびこれらの問題の組み合わせの一部または全部に対処する。それらは、脳波測定値
を使って個体における抑うつを分析し、評価する少なくとも１つのシステムおよび方法を
提供することによるものである。本発明の実施形態は、抑うつだけに限定されず、双極性
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障害や、少なくとも１つの遺伝子関連の成分を有する他の障害といったその他の気分障害
も含むことができる。
【００１４】
　本発明の実施形態は、個々のｑＥＥＧデータ集合の変動性を考慮する複数の方法を組み
込むことができる。また、本発明の実施形態は、メタ分析法によって、ＥＥＧを気分障害
の評価に適用するときに大きな価値があると推定され得る、個々のＥＥＧデータ集合の変
動性と関連付けられる情報を取り込む複数の方法を組み込むこともできる。本発明の実施
形態は、通常は失われ、廃棄され、または従来の技法によって使用されないことのあるＥ
ＥＧデータの変動性からの比較的重要な情報を保持することができる。非対称度値を、静
的および動的ｑＥＥＧ成分から導出することができる。例えば、静的成分（「静的スペク
トル非対称度」）を、抑うつ者の評価に適用することができる。動的成分から導出される
非対称度値（「動的スペクトル非対称度」）は、治療ありと治療なしでの抑うつ者におけ
る、総体的症状の経時的変化の追跡に適用することができる。従来の技法は、ｑＥＥＧの
静的成分と動的成分を区別することも、別の方法で分離することもない。メタ分析的外挿
法を使用すると、本発明の実施形態は、約９０％の分類精度で約２．６の効果サイズを生
み出すことができると推定される。従来の技法の約６０％の精度は、臨床応用での使用に
は十分でない可能性があるが、本発明のいくつかの実施形態の約９０％の精度は、診断標
準を満たすことができる。
【００１５】
　本発明の一実施形態は、反復基線ｑＥＥＧ測定値を収集すること、および少なくとも一
部はスペクトルパターンの数学的技法に基づいて、静的および動的ｑＥＥＧ成分からの非
対称の単一エポックを分析することを含むプロセスである。スペクトルパターンは、アー
チファクト除去、エポックの再分割、および個々のエポックに対する高速フーリエ変換の
実行によって、ｑＥＥＧデータ集合から各電極部位ごとに獲得することができる。各スペ
クトル集合から、範囲と周波数点の組ごとにそのスペクトルパターンの特徴ベクトルを定
義する変動性プロットを作成することができる。一例では、ｑＥＥＧデータの静的成分を
、各電極ごとのスペクトルパターン集合の交わりとして計算することができる。別の例で
は、特定の単一スペクトルパターンの動的成分を、全静的成分を除去した後のスペクトル
パターンの残りの部分として決定することができる。
【００１６】
　静的成分から導出される非対称度値は、抑うつおよびその他の関連する情動的精神病理
を有する個体の評価に適用することができる。動的成分から導出される非対称度値は、治
療ありと治療なしの個体についての総体的症状の経時的変化の追跡に適用することができ
る。
【００１７】
　本発明によるシステム、方法、および装置の実施形態は、以下の機能、すなわち、（１
）反復ｑＥＥＧ測定および分析、（２）個々のエポックのＦＦＴ分析、（３）静的ｑＥＥ
Ｇ成分と動的ｑＥＥＧ成分の分離、（４）一部は少なくともスペクトルパターン分析に基
づく静的および動的非対称度変数の計算、および（５）静的変数と動的変数の、それぞれ
、障害危険度と障害追跡への適用の一部または全部を実行することができる。例えば、一
実施形態では、上記機能と各技法の組み合わせを使って、患者における抑うつを分析し、
診断することができる。
【００１８】
　本発明の一実施形態は、人における気分障害を分析し、評価する方法を含む。この方法
は、人と関連付けられた複数の脳波記録データを受け取ることを含む。さらに、この方法
は、複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの静的成分を決定することを含む。さ
らに、この方法は、複数の脳波記録データの部分の静的成分における静的非対称度を決定
することを含む。さらに、この方法は、少なくとも一部は複数の脳波記録データの部分の
静的成分における静的非対称度に基づいて、人が気分障害の危険にさらされているかどう
かを示す指標を決定することを含む。
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【００１９】
　本発明の一実施形態の一態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の少
なくとも１つの動的成分を決定することを含むことができる。また、この方法は、複数の
脳波記録データの部分の動的成分における動的非対称度を決定することも含むことができ
る。加えて、この方法は、少なくとも一部は脳波記録データの部分の動的成分における動
的非対称度に基づいて、気分障害の治療反応を予測し、評価するための指標を決定するこ
とも含むことができる。
【００２０】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の
少なくとも１つの静的成分を決定することが静的スペクトルパターンを決定することを含
むものとすることができる。
【００２１】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の
動的成分における動的非対称度を決定することが動的スペクトルパターンを決定すること
を含むものとすることができる。
【００２２】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の
静的成分における静的非対称度を決定することが、元の左と右の静的スペクトルパターン
から左と右のスペクトルパターンの交わりを除去することを含むものとすることができる
。
【００２３】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の
動的成分における動的非対称度を決定することが、元の左と右の動的スペクトルパターン
から左と右の動的スペクトルパターンの交わりを除去することを含むものとすることがで
きる。
【００２４】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、複数の脳波記録データの部分の
静的成分における静的非対称度を決定することが、右側と左側の静的成分の最大電力と最
小電力の平均値を決定することをさらに含み得るものとすることができる。
【００２５】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、脳波記録データの動的成分にお
ける動的非対称度を決定することが、右側と左側の動的成分の最大電力と最小電力の平均
値を決定することをさらに含み得るものとすることができる。
【００２６】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、気分障害が、抑うつ、双極性障
害、または少なくとも１つの遺伝子関連の成分を有する障害のうちの少なくとも１つを含
むものとすることができる。
【００２７】
　別の実施形態は、脳波記録データを使って人における気分障害を分析し、評価する方法
を含む。この方法は、人から脳波記録データを収集することを含む。加えて、この方法は
、脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる静的成分を決定することを含む。さ
らに、この方法は、脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる動的成分を決定す
ることを含む。さらに、この方法は、静的または動的成分における非対称度を決定するこ
とを含む。さらに、この方法は、少なくとも一部は静的成分または動的成分における非対
称度に基づいて、気分障害と関連付けられる特性を評価することを含む。
【００２８】
　本発明の一実施形態の一態様において、この方法は、左側スペクトルパターンを決定す
ることを含み得る。加えて、この方法は、少なくとも一部は脳波記録データに基づいて、
右側スペクトルパターンを決定することも含むことができる。さらに、この方法は、左側
スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの交わり部分を除去して、全体の非対称ス
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ペクトルパターンを得ることを含むこともできる。
【００２９】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、静的または動的成分における非
対称度を決定することが、左側スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの交わり部
分と、左側スペクトルパターンと右側スペクトルパターンの和集合の比を評価することを
さらに含むものとすることができる。
【００３０】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、静的または動的成分における非
対称度を決定することが、学習型アルゴリズムを実行して、脳波記録データと関連付けら
れる各周波数帯域の類似度を確認するための１つまたは複数の重み係数を定義することを
含むものとすることができる。
【００３１】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、静的または動的成分における非
対称度を決定することが、患者の左側が患者の右側に対して優勢であり、または劣勢であ
る時間パーセントを決定すること、および患者の左側が患者の右側に対して優勢であり、
または劣勢である時間パーセントを比較することを含むものとすることができる。
【００３２】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、静的または動的成分における非
対称度を決定することが、少なくとも１つのベクトルを使って各前頭領域ごとの個別電力
を導出すること、および各前頭領域ごとの個別電力を比較することを含むものとすること
ができる。
【００３３】
　本発明の一実施形態の別の態様において、この方法は、特性が、気分障害を有する危険
性、または気分障害の症状の少なくとも１つを含み得るものとすることができる。
【００３４】
　本発明の別の実施形態は、脳波記録データを使って人における気分障害を分析し、評価
する方法を含む。この方法は、人から脳波記録データを収集することを含む。加えて、こ
の方法は、脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる静的成分を決定することを
含む。さらに、この方法は、静的成分における非対称度を決定することを含む。さらに、
この方法は、少なくとも一部は静的成分における非対称度に基づいて、気分障害と関連付
けられる特性を評価することを含む。
【００３５】
　本発明の別の実施形態は、脳波記録データを使って人における気分障害を分析し、評価
する方法を含む。この方法は、人から脳波記録データを収集することを含む。加えて、こ
の方法は、脳波記録データの少なくとも一部と関連付けられる動的成分を決定することを
含む。さらに、この方法は、動的成分における非対称度を決定することを含む。加えて、
この方法は、少なくとも一部は動的成分における非対称度に基づいて、気分障害と関連付
けられる特性を評価することを含む。
【００３６】
　本発明の別の実施形態は、人における気分障害を分析し、評価するシステムを含む。こ
のシステムは、データ収集モジュールと報告書生成モジュールとを含む。データ収集モジ
ュールは、人と関連付けられた複数の脳波記録データを受け取るように適合されている。
報告書生成モジュールは、複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの静的成分を決
定するように適合されており、さらに、複数の脳波記録データの部分の静的成分における
静的非対称度を決定するようにも適合されている。報告書生成モジュールは、さらに、少
なくとも一部は複数の脳波記録データの部分の静的成分における静的非対称度に基づいて
、人が気分障害の危険にさらされているかどうかを示す指標を出力するように適合されて
いる。
【００３７】
　本発明の一実施形態の別の態様において、このシステムは、報告書生成モジュールが、



(9) JP 5203215 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

さらに、複数の脳波記録データの部分の少なくとも１つの動的成分を決定するように適合
されているものとすることができる。報告書生成モジュールは、さらに、複数の脳波記録
データの部分の動的成分における動的非対称度を決定するように適合させることができる
。加えて、報告書生成モジュールは、さらに、少なくとも一部は脳波記録データの部分の
動的成分における動的非対称度に基づいて、気分障害の治療反応を予測する指標を出力す
るように適合させることができる。さらに、報告書生成モジュールは、少なくとも一部は
脳波記録データの部分の動的成分における動的非対称度に基づいて、気分障害の治療を評
価する指標を出力するように適合させることができる。
【００３８】
　したがって、本発明の様々な実施形態による様々なシステムおよびプロセスは、
　（１）脳波測定値を使って個体における抑うつを分析し、評価するシステムおよび方法
と、
　（２）脳波測定値を使って個体における気分障害を分析し、評価するシステムおよび方
法と、
　（３）脳波測定値を使って個体における双極性障害を分析し、評価するシステムおよび
方法と、
　（４）脳波測定値を使って個体における少なくとも１つの遺伝子関連の成分を有する障
害を分析し、評価するシステムおよび方法と、
　（５）ｑＥＥＧ手順を使って情動的精神病理の状態と形質両方の有無を評価する、改善
された定量的非侵襲的方法を提供するシステムおよび方法と、
　（６）開業医が、偏りのない正確な方法を使って、情動的精神病理を検査することを可
能にするｑＥＥＧ手順を提供するシステムおよび方法と、
　（７）開業医が、偏りのない正確な方法を使って、情動的精神病理の治療反応、投薬反
応、および時間経過を予測し、追跡することを可能にするｑＥＥＧ手順を提供するシステ
ムおよび方法と
を含むことができる。
【００３９】
　本発明の様々な実施形態による他のシステムおよびプロセスは、本明細書の残りの部分
を考慮すれば明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　本発明は、脳波測定値を使って個体における抑うつを分析し、評価するシステムおよび
プロセスに関するものである。本発明の一実施形態は、抑うつを分析し、評価するシステ
ムおよび方法に関するものである。別の実施形態は、気分障害を分析し、評価するシステ
ムおよびプロセスに関するものである。別の実施形態は、双極性障害を分析し、評価する
システムおよびプロセスに関するものである。別の実施形態は、少なくとも１つの遺伝子
関連の成分を有する障害を分析し、評価するシステムおよびプロセスに関するものである
。
【００４１】
　各実施形態の図面および例をさらに詳細に説明する前に、本明細書で使用する用語法を
明確にするために、以下でいくつかの用語について説明する。これらの用語のさらなる、
より十分な理解は、本明細書全文を読めば明確になるであろう。
【００４２】
　「ＱＥＥＧデータ」：それだけに限らないが、脳波記録法（ＥＥＧ）などを含む装置、
またはプロセスを使って患者から収集される任意のデータ。
【００４３】
　「指標」：健康状態または病的状態の特定の側面を識別する特性。指標は、「指標変数
」とも呼ばれ、生物学的測定へのコンテキストを提供し、もしくは、そうではなく、研究
またはその他のデータと組み合わさってこれを提供し、特定の状態に関する生物学的測定
の解釈を円滑に行わせる。通常、指標は、一般に、ある状態の特定の側面についての一般
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に信頼のおける、再現可能な、または統計的に有意な特性であることが研究され、検証さ
れ、検査されているものである。
【００４４】
　「健康状態」：患者の身体的および精神的状態であり、それだけに限らないが、健康な
状態またはそれほど健康でない状態、健康な状態またはそれほど健康でない状態を含む慢
性の状態または急性の状態、１つまたは複数の障害、コンプレックス、疾患、感染症、先
天性異常、事故後遺症、病理学関連の問題または病気が含まれる。
【００４５】
　「エポック」：ある期間にわたって収集される、電気生理学的データファイルなどの生
データファイル内の任意の単位または量のデータ。生データファイルは、一連のエポック
に分解することができる。各エポックは、任意の期間にわたる任意の数のチャネルの、生
の電気生理学的マルチチャネル活動などの生の生物学的活動に関連する情報を含むことが
できる。
【００４６】
　「アーチファクト」：専門家または当業者によって、特定の患者、被験者の身体のある
部分、および／または患者または被験者と関連付けられる任意の環境的発生源の動きによ
るものであるとみなされ得る、生の電気生理学的データファイルなどの生データファイル
内の一部または全部の信号または活動。アーチファクトの原因には、それだけに限らない
が、心臓の電気的活性（ＥＫＧ）、目の動き（ＥＯＧ）、筋肉の張力（ＥＭＧ）、および
呼吸が含まれ得る。実施形態によっては、アーチファクトは、時間領域と周波数領域の一
方または両方で、しばしば、対象となる他の生理的信号と重なり合うことがある。
【００４７】
　「アーチファクティング」：人間、またはコンピュータプログラムなどのコンピュータ
実行可能命令セットによって実行され得る、アーチファクトを含む特定のエポックの一部
または全部をスキャンすることを伴い、アーチファクトが存在する場合、任意の特定のエ
ポックの一部または全部を、それに応じて「包含される」または「削除される」とマーク
することのできるプロセスまたは方法。
【００４８】
　本発明の実施形態は、抑うつ、気分障害、または少なくとも１つの遺伝子関連の成分を
有する他の障害を有する個体は、典型的には、基線の上限を超えて重畳された、間欠性の
、急性レベルの行動的表現を伴う基線レベルの行動的機能を有するという認識に基づくも
のとすることができる。また、本発明の実施形態は、ｑＥＥＧデータまたは測定値を、急
性のｑＥＥＧ特徴が基線の上限を超えて重畳された基線情報集合に、言い換えると、ｑＥ
ＥＧデータまたは測定値の静的（基線）成分と動的（重畳）成分に分離することができる
という認識に基づくものとすることもできる。
【００４９】
　本発明の実施形態は、患者のｑＥＥＧデータまたは測定値の静的成分と動的成分を分離
し、静的成分を適用して特定の障害の基線存在または特定の障害の危険性を識別すること
ができる。本発明の実施形態は、動的ｑＥＥＧ成分を使って、ある期間にわたる患者の急
性レベルの行動的表現を追跡することができ、これは、例えば、特定の障害の投薬反応、
治療反応、時間経過などに適用することができる。
【００５０】
　一実施形態では、１人の患者または被験者から少なくとも２セッションのｑＥＥＧデー
タ測定を得ることができ、これは、場合によっては、その患者または被験者の複数回の通
院に相当する。いくつかの実施形態では、１回の通院における患者または被験者からの１
セッションのｑＥＥＧデータ測定値を用いて適切なｑＥＥＧデータ測定値を得ることがで
きる。かかる実施形態では、単一セッションからの十分な大きさのデータ集合を用い、本
明細書で説明するスペクトルパターン法を使って、ｑＥＥＧデータ測定値の変動性を決定
することが可能となり得る。場合によっては、単一セッションからのｑＥＥＧデータ測定
値の使用が適切であるかどうかは、臨床試験における反復測定確認データの収集および分
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析によって検証することができる。
【００５１】
　本発明の実施形態は、ｑＥＥＧデータ測定値の集合における非対称度を測定し、または
別の方法で決定することができる。非対称度は、２つのデータ測定集合間の差として定義
することができる。非対称度は、以下の方法の一部または全部を使って測定し、または別
の方法で決定することができる。
【００５２】
　一方法において、スペクトル非対称度は、左と右の電極スペクトルパターンの集合から
計算することができる。例えば、左電極スペクトルパターンと右電極スペクトルパターン
の交わりデータを、元の各パターンから除去することができる。各パターンの残りのデー
タは、それら２つのデータまたはパターンの集合間のスペクトル非対称度をもたらす。ス
ペクトルパターン間の類似性の分析は、各集合の交わりと各集合の和との比を使って行う
ことができる。一実施形態では、全体の類似度が、学習型最適化アルゴリズムまたは別の
類似の技法を使って、各周波数帯域の類似度への寄与の和における１つまたは複数の重み
係数を定義して計算することができる。
【００５３】
　別の方法では、アルファ波周波数範囲内の静的成分と動的成分の標準前頭電力および非
対称ｑＥＥＧ値の導出に際して、特徴ベクトルを使用することができる。
【００５４】
　別の方法では、静的および動的ｑＥＥＧ成分を別々に使って、左と右の優勢な非対称の
時間パーセントを計算することができる。
【００５５】
　非対称度を決定することに関連付けられる方法の一部または全部を使って、静的成分か
ら導出される非対称度値（「静的スペクトル非対称度」）を、抑うつ者の評価と診断に適
用することができる。動的成分から導出される非対称度値（「動的スペクトル非対称度」
）は、治療ありと治療なしの抑うつ者における総体的症状の経時的変化の予測と追跡に適
用することができる。
【００５６】
　図１に、ｑＥＥＧ測定値を使って個体における抑うつを分析し、評価する方法の一例を
示す。この方法例１００は、抑うつだけに限定されず、双極性障害や、少なくとも１つの
遺伝子関連の成分を有する他の障害といったその他の気分障害も含むことができる。この
方法例１００は、図６の６０２などのシステムによって実行することができる。
【００５７】
　図１に示す方法１００は、ブロック１０２から開始する。ブロック１０２で、被験者ま
たは患者と関連付けられたＥＥＧ信号が受け取られる。すなわち、被験者または患者と関
連付けられたｑＥＥＧデータ測定値が、図６の６０２などのシステムによって受け取られ
る。例えば、ｑＥＥＧデータ収集装置、システム、または技法と国際１０／２０電極配置
法を使って、患者の頭部など、患者の身体に対して、複数の電極部位を位置決めすること
ができる。ｑＥＥＧデータ測定値を収集することのできる電極と関連付けられた適切なシ
ステムについては、以下で、図６との関連で説明する。患者の身体上の各領域、例えば患
者の頭部などは、適切なｑＥＥＧ準備用洗浄剤およびアルコールを使って清浄にすること
ができる。例えば、患者に、適正な電極が上記ステップで位置決めされた部位上に位置す
るように調整することのできる伸縮Ｌｙｃｒａ（商標）キャップを被せることもできる。
電極キャップが適正に配置されると、シリンジを使って、選択された部位の患者の頭皮に
導電性ゲルを塗布することができる。次いで、各電極部位は、医療専門家または従事者に
よって、その部位から正確なｑＥＥＧデータ測定値が得られるようにチェックされ得る。
【００５８】
　一実施形態では、ｑＥＥＧ測定値は、被験者の目が閉じた状態と被験者の目が開いた状
態の両方で収集され得る。例えば、ｑＥＥＧ測定値は、被験者の目が閉じた状態で約２０
分間にわたって（約６３０エポック）と、被験者の目が開いた状態のデータで約１０分間
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わたって（約３１５エポック）収集することができる。
【００５９】
　ブロック１０２の後にブロック１０４が続き、そこで、ｑＥＥＧデータをディジタル化
し、アーチファクトの有無を検査する。一実施形態では、ｑＥＥＧデータを、図６の６０
２などのシステムによってディジタル化して検査し、ｑＥＥＧデータを分析してアーチフ
ァクトを識別することができる。一例では、影響を受けたｑＥＥＧデータのエポックを、
対象となる特定のデータ集合から除去することができる。別の実施形態では、特定の被験
者から、被験者の目が閉じた状態と、被験者の目が開いた状態とで、アーチファクトによ
る影響を最小限度に受けている可能性のある少なくとも１５エポックのデータを収集する
ことができる。別の実施形態では、特定の被験者から、被験者の目が閉じた状態で、少な
くとも４５エポックのデータを収集することができる。
【００６０】
　ブロック１０４の後にブロック１０６が続き、そこで、エポック部分集合を処理する。
例えば、特定の患者から、十分な数の比較的アーチファクトのないｑＥＥＧデータエポッ
クが得られると、ｑＥＥＧデータの１つまたは複数の部分集合をさらに処理することがで
きる。この実施形態では、包含される各対電極部位からのｑＥＥＧデータ（例えば、Ｆ３
およびＦ４、ならびに基準としてＣＺなど）を、各個別エポックごとに、ブロック１０８
と１１０において、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使って１エポックずつ、周波数領域に
変換することができる。（データの周波数分解能によって定義される）各周波数間隔ごと
に、すべての変換エポックからのデータを使って、この技法は、計算された電力値の全体
の最大値と全体の最小値を取ることができる。この実施形態で示されるように、変換エポ
ックからの各データ集合を使って、１つまたは複数のスペクトルパターンを作成すること
ができる。別の実施形態では、より少数またはより多い数のデータ集合を、ＦＦＴまたは
別の技法を使って、１つまたは複数のスペクトルパターンを作成するように処理すること
ができる。
【００６１】
　ブロック１０８とブロック１１０の後にブロック１１２が続き、そこで、一部は少なく
ともｑＥＥＧデータに基づいて、スペクトルパターンを作成する。スペクトルパターンは
、最大と最小の電力点の集合の間に含まれる領域として定義することができ、例えば、周
波数間隔、最大電力、および最小電力によって定義される、各周波数間隔ごとに１つの特
徴ベクトルによって記述することができる。周波数間隔に先行する情報には、患者、試験
番号、およびデータ分析に求められる任意の追加情報が含まれ得る。スペクトルパターン
を使ったデータ分析の方法は、数学的集合論から導出することができ、一部または全部の
応用および後続の方程式は、関連項で定義することができる。
【００６２】
　さらに、この実施形態では、１人の被験者または患者について２つ以上のスペクトルパ
ターンが獲得されているとき、それらのスペクトルパターンの静的部分と動的部分を、例
えば、特徴ベクトルと数学的集合論の方法を使って分離することができる。特定の患者か
らのスペクトルパターンは、それぞれ、ｐ（ｉ）で表すことができ、ｉは、１からｎまで
の番号の各パターンの指数変数であり、ｎは患者のスペクトルパターンの総数である。次
いで、スペクトルパターンの静的成分を、すべての獲得スペクトルパターンの交わり、す
なわち、各周波数間隔におけるすべてのｐ（ｉ）におよぶ最大電力値の最小のものと最小
電力値の最大のものとの交わりで定義される領域として定義することができる。集合論的
表記法では、この定義は、
【数１】

【００６３】
に等しく、式中、ｓは、それ自体がスペクトルパターンであるＥＥＧデータの静的成分を
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表す。各スペクトルパターンｐ（ｉ）の動的成分は、そのスペクトルパターンと上記の定
義される静的成分との差として定義することができる。再度、集合論的表記法を使うと、
これは、ｄｉ＝ｐ（ｉ）－ｓに等しく、式中、ｄｉは第ｉのスペクトルパターンの動的成
分を表し、ｐ（ｉ）は前述と同様に第ｉのスペクトルパターンを表し、ｓは前述と同様に
静的成分を表す。静的成分と動的成分は、非対称度の測定および別種の分析のために、個
々のスペクトルパターンとして扱うことができる。いくつかの実施形態において、この特
定の方法は、ｑＥＥＧデータにおける状態現象と形質現象を区別することができる。
【００６４】
　ブロック１１０の後に判断ブロック１１２が続き、そこで、別の試験または検査が利用
でき、または可能であるかどうかを判定する。すなわち、必要に応じて患者または被験者
から追加のｑＥＥＧデータを収集し、処理することができるかどうかである。別の試験ま
たは検査が利用でき、または可能である場合、「ＹＥＳ」分岐をたどってブロック１０２
に進み、ブロック１０２～１１０を繰り返すことができる。したがって、必要に応じて、
患者または被験者から追加のｑＥＥＧデータを収集することができる。一実施形態では、
被験者の目が閉じた状態での被験者のｑＥＥＧデータの反復測定分析のために、数日間ま
たは数週間の間隔を置いて２回以上の通院が実施され得る。この例では、ｑＥＥＧ静的成
分と動的成分の間の分裂はより正確で、より区別しやすいものとすることができる。いく
つかの実施形態では、被験者に月経周期がある場合、黄体期のｑＥＥＧデータ収集を回避
することができる。
【００６５】
　判断ブロック１１２に戻って、使用できる、または可能な別の試験または検査がないと
判定された場合、ＮＯ分岐をたどってブロック１１４に進む。ブロック１１４で、ｑＥＥ
Ｇデータを構成するＥＥＧ成分を分離し、分析することができる。この実施形態では、前
述のような各部位からのスペクトルパターンを使って、スペクトルパターンを、静的成分
と動的成分に分離することができる。例えば、ｑＥＥＧデータまたは測定値を、急性のｑ
ＥＥＧ特徴が基線の上限を超えて重畳された基線情報集合に分離することができる。言い
換えると、ｑＥＥＧデータは、静的（基線）成分と動的（重畳）成分に分離することがで
きる。
【００６６】
　この実施形態に示すように、パターン間の静的および動的非対称度を測定し、または別
の方法で決定することができる。静的非対称度を測定するには、「静的」と表示される分
岐をたどってブロック１１４からブロック１１６および１１８に進むことができる。動的
非対称度を測定するには、「動的」と表示される分岐をたどってブロック１１４からブロ
ック１２０および１２２に進むことができる。
【００６７】
　ブロック１１６と１２０では、それぞれ、静的非対称度と動的非対称度を計算し、また
は別の方法で決定する。例えば、各スペクトルパターンごとに（静的成分と動的成分は、
この方法例では、別々のスペクトルパターンであると解釈されることに留意する）、前述
のスペクトルパターン技法は、左と右のスペクトルパターンを交わらせることによって非
対称度を測定し、または別の方法で決定することができ、この交わりを、データの分析の
ために元の各パターンから除去することができる。図７の７００に、スペクトルパターン
の右（Ｆ４）と左（Ｆ３）の静的成分の交わりのサンプル表示を示す。集合論表記法を使
うと、非対称度は、Ｐ’（Ｌ）＝Ｐ（Ｌ）－Ｐ（Ｌ）∩Ｐ（Ｒ）として定義することがで
き、式中、Ｐ’（Ｌ）は、左側の非対称性パターンを表し、Ｐ（Ｌ）とＰ（Ｒ）は、それ
ぞれ、左と右のスペクトルパターンを表す。ＬとＲを逆転させた同じ式で、右側の非対称
度を定義することができる。次いで、やはりスペクトルパターン自体であるこれら２つの
結果を、アルファ波周波数帯域、例えば、８～１３Ｈｚまでの範囲において比較して、非
対称度を測定し、または別の方法で決定する。
【００６８】
　スペクトルパターン法は、例えば、１個体の異なる時刻および部位からの２つ以上のス



(14) JP 5203215 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

ペクトルパターンの間の、もしくはグループ内の２個体間の類似性比較を可能にし得る。
類似性係数は、この場合もやはり集合論的技法を使って計算することができ、本明細書で
はこの表記法を使用する。２つのパターンをｍとｎで表し、これらのパターン間の類似性
を、
【数２】

【００６９】
すなわち、１ベクトルごとの２つのパターンの交わりと２つのパターンの和集合の比とし
て定義する。言い換えると、これは、２つのパターンが共有する領域要素数と２つのパタ
ーンに含まれる総数との比である。次いで、全体の類似性を、

【数３】

【００７０】
として定義することができ、式中、ｗ（ｋ）は、含まれるすべてのｋ値におよぶｗ（ｋ）
の合計が１になることを条件とする、第ｋの周波数帯域の重み係数である。最初、ｗ（ｋ
）は、１／ｋに比例しているが、学習最適化アルゴリズムまたは別の類似の技法でこの初
期重み付けを調整することができる。添字ｋは、類似性ｓの第ｋ周波数帯域に対する制限
を表し、すべての帯域が重み付けされ、次いで、合計されて、分析されるパターン全体の
類似性係数が求められることに留意されたい。
【００７１】
　前述の左側と右側の対電極のスペクトル成分の計算を使って、各前頭領域ごとの個別電
力を計算することができる。これらの電力は、最大電力と最小電力の平均値を使って静的
特徴ベクトルと動的特徴ベクトルのそれぞれから計算し、次いで、標準非対称度方程式（
Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）に適用することができ、式中、Ｒは右側電極電力に等しく、Ｌは左
側電極電力に等しい。この技法に類似の非対称度の方程式を適用することもでき、振幅ま
たは電力値を使用してもよいことに留意されたい。従前の研究からの慣習に合わせるため
に、アルファ波帯域は、変換データの８～１３Ｈｚまでの範囲として定義することができ
る。アルファ波の範囲は、保健医療分野では標準化されておらず、様々な範囲が類似の趣
旨で使用され得ることに留意されたい。
【００７２】
　右側と左側の対電極のエポックごとの電力値を使って、アルファ波範囲内（８～１３Ｈ
ｚ）の各エポックごとの非対称度を計算することができる。この個別非対称度値の集合を
使って、前述のように、非対称度のさらなるスペクトルパターンを計算し、非対称性の静
的成分と動的成分の特徴ベクトルを生成することができる。特徴ベクトルの最大値と最小
値を平均して、静的および動的非対称度結果を得ることができる。加えて、エポックごと
の非対称度値を、静的特徴ベクトルと動的特徴ベクトルの範囲によって定義される２つの
集合に分離することができる。時間パーセントとは、非対称度が（エポックごとに）ゼロ
を上回ると計算される総時間のパーセントであり、これは、静的と動的両方の非対称度値
の集合について計算される。
【００７３】
　要約すると、ｑＥＥＧデータにおける非対称度は、以下の技法の一部または全部を使っ
て計算することができる。
【００７４】
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　１）スペクトル非対称度は、元のパターンのそれぞれから左と右（Ｆ３とＦ４）のスペ
クトルパターンの交わりを除去することによって計算することができる。各パターンの類
似性の分析は、各集合の交わりと各集合の和の比を使って計算することができる。
【００７５】
　２）特徴ベクトルは、アルファ波周波数帯域内の静的成分と動的成分の標準前頭電力お
よびＥＥＧ非対称度値を導出する際に使用することができる。
【００７６】
　３）左と右の優勢な非対称の時間パーセントは、スペクトルパターンの静的成分と動的
成分を個別スペクトルパターンとして扱うことによって計算することができる。
【００７７】
　加えて、本発明の実施形態は、ｑＥＥＧデータと関連付けられる以下の指標変数の一部
または全部を決定することができる。
【００７８】
　１）右側と左側の静的成分の交わりによる「静的スペクトル非対称度」。
【００７９】
　２）右側と左側の動的成分の交わりによる「動的スペクトル非対称度」。
【００８０】
　３）右側または左側の静的成分の最大電力と最小電力の平均値による「静的電力」。
【００８１】
　４）右側または左側の動的成分の最大電力と最小電力の平均値による「動的電力」。
【００８２】
　５）（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）に適用される右側と左側の静的成分の最大電力と最小電力
の平均値による静的スペクトル非対称度。
【００８３】
　６）（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）に適用される右側と左側の動的成分の最大電力と最小電力
の平均値による動的スペクトル非対称度。
【００８４】
　７）（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）によって計算される非対称度のスペクトルパターン分析に
よる静的スペクトル非対称度。
【００８５】
　８）（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）によって計算される非対称度のスペクトルパターン分析に
よる動的スペクトル非対称度。
【００８６】
　９）ゼロを上回る非対称度（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）を有するエポックの比率による、左
および／または右の優勢な非対称の時間パーセント。
【００８７】
　１０）ゼロを上回る非対称度（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）を有する静的エポックの比率によ
る左および／または右の優勢な非対称の「静的時間パーセント」。
【００８８】
　１１）ゼロを上回る非対称度（Ｒ－Ｌ）／（Ｒ＋Ｌ）を有する動的エポックの比率によ
る左および／または右の優勢な非対称の「動的時間パーセント」。
【００８９】
　ブロック１１６と１２０の後に、それぞれ、ブロック１１８と１２２が続く。ブロック
１１８では、抑うつなどの障害の危険度を判定することができる。すなわち、患者または
被験者と関連付けられた特定のｑＥＥＧデータ集合での静的スペクトル非対称度に基づい
て、その患者または被験者が特定の障害を有する危険度を判定することができる。例えば
、特定のｑＥＥＧデータ集合における静的スペクトル非対称度および少なくとも１つの指
標変数を分析することができる。別の実施形態では、上記指標変数または別のｑＥＥＧデ
ータ関連の変数の任意の組み合わせを分析することができる。別の実施形態では、上記指
標変数または別のｑＥＥＧデータ関連の変数または別の臨床データの任意の組み合わせを
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分析することができる。いずれにしても、ｑＥＥＧデータの静的成分から導出される非対
称度値は、抑うつまたはその他の関連する情動的精神病理を有する個体の評価、例えば、
特定の個体が抑うつの危険にさらされているかどうかの判定などに適用することができる
。
【００９０】
　ブロック１２２では、特定の障害および関連付けられる治療を、一部は少なくとも、患
者または被験者と関連付けられた特定のｑＥＥＧデータ集合の動的スペクトル非対称度に
基づいて追跡することができる。例えば、ｑＥＥＧデータの動的成分から導出される非対
称度値は、治療ありと治療なしでの個体の総体的症状の経時的変化の追跡、例えば、特定
の個体における抑うつの追跡、ならびに任意の治療の効果の予測、評価、および判定など
に適用することができる。
【００９１】
　よって、ブロック１１８に示す一実施形態では、静的非対称度値を、１つまたは複数の
データベース内の１つまたは複数の以前に格納した値もしくは別のデータ、および／また
は、非対称度値を抑うつの基線存在または統計的危険度と関連付けることのできる臨床研
究から導出されたカットオフと比較することができる。ブロック１２２に示す別の実施形
態では、動的非対称度値を、１つまたは複数のデータベース内の１つまたは複数の以前に
格納した値もしくは別のデータ、および／または、治療または療法による抑うつ症状の減
弱化と同時に発生する動的非対称度の正規化を追跡することのできる臨床研究から導出さ
れたカットオフと比較することができる。
【００９２】
　ブロック１２０と１２４の後にブロック１２６が続き、そこで、方法１００が終了する
。他の方法例は、本発明の別の実施形態に従って、より少数または多数の要素またはステ
ップを含むこともできる。
【００９３】
　図２に、本発明の一実施形態による、脳波記録またはｑＥＥＧ測定値を使って個体にお
ける抑うつおよびその他の気分障害を分析し、評価する別の方法例を示す。図示の方法２
００は、図６の６０２などのシステムを用いて実施することができる。方法例２００は、
ブロック２０２から開始する。
【００９４】
　ブロック２０２で、人と関連付けられた複数の脳波記録データを受け取る。例えば、ｑ
ＥＥＧデータは、図６の６１８などのクライアント装置、または図６の６２８などの生物
学的データ収集装置を介して、図６の６１４などの患者から受け取ることができる。本発
明の別の実施形態では、図１において前述したように、人と関連付けられた脳波記録デー
タを収集することができる。
【００９５】
　ブロック２０２の後にブロック２０４が続き、そこで、複数の脳波記録データの部分と
関連付けられる少なくとも１つの静的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なく
とも一部の静的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などの
プロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによ
って決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、
脳波記録データと関連付けられる少なくとも１つの静的成分を決定することができる。
【００９６】
　ブロック２０４の後にブロック２０６が続き、そこで、複数の脳波記録データの部分の
静的成分における静的非対称度を決定する。例えば、静的非対称度は、図６の６０８など
の報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２
と関連付けられた別の処理コンポーネントによって決定することができる。本発明の別の
実施形態では、図１において前述したように、脳波記録データの静的非対称度を決定する
ことができる。
【００９７】
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　ブロック２０６の後にブロック２０８が続き、そこで、少なくとも一部は複数の脳波記
録データの部分の静的非対称度に基づいて、その人が気分障害の危険にさらされているか
どうかを示す指標を決定する。例えば、指標は、図６の６０８などの報告書生成モジュー
ル、図６の６３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の
処理コンポーネントによって決定することができる。別の例として、特定の人の静的非対
称度がどのようにして求められるかに応じて、静的非対称度の様々な側面を利用して、そ
の特定の人が、抑うつなど少なくとも１つの気分障害について有する程度、尤度、または
危険度を特徴付けることもできる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したよ
うに、静的非対称度に基づいて危険の量を決定することができる。
【００９８】
　ブロック２０８の後にブロック２１０が続き、そこで、複数の脳波データの部分の少な
くとも１つの動的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なくとも一部と関連付け
られる動的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロ
セッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって
決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、脳波
記録データと関連付けられる少なくとも１つの動的成分を決定することができる。
【００９９】
　ブロック２１０の後にブロック２１２が続き、そこで、複数の脳波記録データの部分の
動的成分における動的非対称度を決定する。例えば、動的非対称度は、図６の６０８など
の報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２
と関連付けられた別の処理コンポーネントによって決定することができる。本発明の別の
実施形態では、図１において前述したように、脳波記録データの動的非対称度を決定する
ことができる。
【０１００】
　ブロック２１２の後にブロック２１４が続き、そこで、少なくとも一部は脳波記録デー
タの部分の動的成分における動的非対称度に基づいて、気分障害の治療を評価するための
指標を決定する。例えば、指標は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６
３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポー
ネントによって決定することができる。別の例として、特定の人の動的非対称度がどのよ
うにして求められるかに応じて、動的非対称度の様々な側面を利用して、対象とする抑う
つなどの気分障害の特定の治療を特徴付けることができる。本発明の別の実施形態では、
図１において前述したように、静的非対称度に基づいて危険の量を決定することができる
。
【０１０１】
　方法２００は、ブロック２１４で終了する。本発明による方法の別の実施形態では、よ
り少数または多数の要素またはステップを備えることもできる。加えて、別の実施形態は
、方法２００の要素またはステップと関連する別の要素またはステップを含むこともでき
る。
【０１０２】
　図３に、本発明の一実施形態による、脳波記録またはｑＥＥＧ測定値を使って個体にお
ける抑うつおよびその他の気分障害を分析し、評価する別の方法例を示す。図示の方法３
００は、図６の６０２などのシステムを用いて実施することができる。方法例３００はブ
ロック３０２から開始する。
【０１０３】
　ブロック３０２で、人と関連付けられた脳波記録データを収集する。例えば、ｑＥＥＧ
データは、図６の６１８などのクライアント装置、または図６の６２８などの生物学的デ
ータ収集装置を介して、図６の６１４などの患者から収集することができる。本発明の別
の実施形態では、図１において前述したように、人と関連付けられた脳波記録データを収
集することができる。
【０１０４】
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　ブロック３０２の後にブロック３０４が続き、そこで、脳波記録データの少なくとも一
部と関連付けられる静的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なくとも一部の静
的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、
または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって決定する
ことができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、脳波記録デー
タと関連付けられる少なくとも１つの静的成分を決定することができる。
【０１０５】
　ブロック３０４の後にブロック３０６が続き、そこで、脳波データの少なくとも一部と
関連付けられる動的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なくとも一部と関連付
けられる動的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプ
ロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによっ
て決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、脳
波記録データと関連付けられる少なくとも１つの動的成分を決定することができる。
【０１０６】
　ブロック３０６の後にブロック３０８が続き、そこで、静的または動的成分における非
対称度を決定する。例えば、静的または動的非対称度は、図６の６０８などの報告書生成
モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けら
れた別の処理コンポーネントによって決定することができる。本発明の別の実施形態では
、図１において前述したように、脳波記録データの静的または動的非対称度を決定するこ
とができる。
【０１０７】
　ブロック３０８の後にブロック３１０が続き、そこで、少なくとも一部は静的成分また
は動的成分の非対称度に基づいて、気分障害と関連付けられる特性を評価する。例えば、
図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６
のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって、非対称度を分析し
、気分障害と関連付けられる特性を評価することができる。本発明のいくつかの実施形態
では、特性は、抑うつなどの気分障害と関連付けられる指標または指標変数とすることが
できる。本発明の別の実施形態では、特性は、特定の人が、抑うつなどの気分障害の危険
にさらされているかどうかを示す指標とすることができる。本発明の別の実施形態では、
特性は、抑うつなどの気分障害の特定の治療の指標または特徴付けとすることができる。
【０１０８】
　方法３００はブロック３１０で終了する。本発明による方法の別の実施形態では、より
少数または多数の要素またはステップを備えることもできる。加えて、別の実施形態は、
方法３００の要素またはステップと関連する別の要素またはステップを含むこともできる
。
【０１０９】
　図４に、本発明の一実施形態による、脳波記録またはｑＥＥＧ測定値を使って個体にお
ける抑うつおよびその他の気分障害を分析し、評価する別の方法例を示す。図示の方法４
００は、図６の６０２などのシステムを用いて実施することができる。方法例４００は、
ブロック４０２から開始する。
【０１１０】
　ブロック４０２では、人と関連付けられた脳波記録データを収集する。例えば、ｑＥＥ
Ｇデータは、図６の６１８などのクライアント装置、または図６の６２８などの生物学的
データ収集装置を介して、図６の６１４などの患者から収集することができる。本発明の
別の実施形態では、図１において前述したように、人と関連付けられた脳波記録データを
収集することができる。
【０１１１】
　ブロック４０２の後にブロック４０４が続き、そこで、脳波記録データの少なくとも一
部と関連付けられる静的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なくとも一部の静
的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、
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または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって決定する
ことができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、脳波記録デー
タと関連付けられる少なくとも１つの静的成分を決定することができる。
【０１１２】
　ブロック４０４の後にブロック４０６が続き、そこで、静的成分における非対称度を決
定する。例えば、静的非対称度は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６
３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポー
ネントによって決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述し
たように、脳波記録データの静的非対称度を決定することができる。
【０１１３】
　ブロック４０６の後にブロック４０８が続き、そこで、少なくとも一部は静的成分の非
対称度に基づいて、気分障害と関連付けられる特性を評価する。例えば、図６の６０８な
どの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０
２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって、非対称度を分析し、気分障害と関
連付けられる特性を評価することができる。本発明のいくつかの実施形態では、特性は、
抑うつなどの気分障害と関連付けられる指標または指標変数とすることができる。本発明
の別の実施形態では、特性は、特定の人が、抑うつなどの気分障害の危険にさらされてい
るかどうかを示す指標とすることができる。
【０１１４】
　方法４００はブロック４０８で終了する。本発明による方法の別の実施形態は、より少
数または多数の要素またはステップを備えていてもよい。加えて、別の実施形態は、方法
４００の要素またはステップと関連する別の要素またはステップを含むこともできる。
【０１１５】
　図５に、本発明の一実施形態による、脳波記録またはｑＥＥＧ測定値を使って個体にお
ける抑うつおよびその他の気分障害を分析し、評価する別の方法例を示す。図示の方法５
００は、図６の６０２などのシステムを用いて実施することができる。方法例５００は、
ブロック５０２から開始する。
【０１１６】
　ブロック５０２で、人と関連付けられた脳波記録データを収集する。例えば、ｑＥＥＧ
データは、図６の６１８などのクライアント装置、または図６の６２８などの生物学的デ
ータ収集装置を介して、図６の６１４などの患者から収集することができる。本発明の別
の実施形態では、図１において前述したように、人と関連付けられた脳波記録データを収
集することができる。
【０１１７】
　ブロック５０２の後にブロック５０４が続き、そこで、脳波データの少なくとも一部と
関連付けられる動的成分を決定する。例えば、ｑＥＥＧデータの少なくとも一部と関連付
けられる動的成分は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプ
ロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによっ
て決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述したように、脳
波記録データと関連付けられる少なくとも１つの動的成分を決定することができる。
【０１１８】
　ブロック５０４の後にブロック５０６が続き、そこで、動的成分における非対称度を決
定する。例えば、動的非対称度は、図６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６
３８などのプロセッサ、または図６のシステム６０２と関連付けられた別の処理コンポー
ネントによって決定することができる。本発明の別の実施形態では、図１において前述し
たように、脳波記録データの動的非対称度を決定することができる。
【０１１９】
　ブロック５０６の後にブロック５０８が続き、そこで、少なくとも一部は動的成分にお
ける非対称度に基づいて、気分障害の治療と関連付けられる特性を評価する。例えば、図
６の６０８などの報告書生成モジュール、図６の６３８などのプロセッサ、または図６の
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システム６０２と関連付けられた別の処理コンポーネントによって、非対称度を分析し、
気分障害と関連付けられる特性を評価することができる。本発明のいくつかの実施形態で
は、特性は、抑うつなどの気分障害と関連付けられる指標または指標変数とすることがで
きる。本発明の別の実施形態では、特性は、抑うつなどの気分障害の特定の治療の指標ま
たは特徴付けとすることができる。
【０１２０】
　方法５００はブロック５０８で終了する。本発明による方法の別の実施形態は、より少
数または多数の要素またはステップを備えていてもよい。加えて、別の実施形態は、方法
５００の要素またはステップと関連する別の要素またはステップを含むこともできる。
【０１２１】
　本明細書で開示する方法は例示にすぎず、本発明の実施形態による別の方法には、別の
ステップ、もしくは本明細書に示す方法より少数または多数のステップを含むこともでき
る。
【０１２２】
　本発明の一実施形態によるシステム例を、図６の６０２として示す。図６には、本発明
の様々な実施形態によるシステム６０２の環境例６００が示されている。図６に示すシス
テム６０２を使って、図１～５の方法の一部または全部を実施することができる。
【０１２３】
　図示の環境６００は、システム６０２とやりとりするネットワーク６０４を含む。さら
に、システム６０２は、本発明の各実施形態と共に、それらに従って動作し得る１つまた
は複数のシステムモジュール６０６、６０７、６０８、６１０を含む。システムモジュー
ル６０６、６０７、６０８、６１０は、それぞれ、ネットワーク６０４を介して、または
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などの関連ネットワーク６１２を介して相互にや
りとりすることができる。例えば、各システムモジュールは、データ収集モジュール６０
６、周波数スペクトル／信頼性モジュール６０７、報告書生成モジュール６０８、および
研究分析モジュール６１０とすることができる。データ収集モジュール６０６および周波
数スペクトル／信頼性モジュール６０７は、インターネットまたは６０４などのネットワ
ークを介して報告書生成モジュール６０８とやりとりすることができ、研究分析モジュー
ル６１０は、６１２などのＬＡＮを介して報告書生成モジュール６０８とやりとりするこ
とができる。本発明の実施形態に従って動作する様々な構成の別のシステムモジュールが
あってもよい。システムモジュール６０６、６０７、６０８、６１０の構成および配置は
、例示にすぎず、本発明の別の実施形態によるシステムモジュールの別の構成および配置
もあり得る。
【０１２４】
　システムモジュール６０６、６０７、６０８、６１０は、それぞれ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（
登録商標）９８、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）ＮＴ／２０００、ＬＩＮＵＸベースおよび
／またはＵＮＩＸ（登録商標）ベースの動作プラットフォームによって実施されるものな
ど、１つまたは複数のプロセッサベースのプラットフォームによってホストされ得る。さ
らに、システムモジュール６０６、６０７、６０８、６１０は、それぞれ、ＤＢ／Ｃ、Ｃ
、Ｃ＋＋、ＵＮＩＸ（登録商標）　Ｓｈｅｌｌ、および構造化照会言語（ＳＱＬ）などと
いった１つまたは複数の従来のプログラミング言語を利用して、システム機能、データ処
理、および機能コンポーネント間のやりとりを含む、本発明による様々な方法、ルーチン
、サブルーチン、およびコンピュータ実行可能命令を実行することができる。以下で、各
システムモジュール６０６、６０７、６０８、６１０とそれぞれの機能についてさらに説
明する。
【０１２５】
　データ収集モジュール６０６は、患者６１４、人、個体などのユーザから生物学的デー
タを収集するように適合されている。例えば、生物学的データには、６１４などの患者か
らの脳波記録やｑＥＥＧデータなどが含まれ得る。データ収集モジュール６０６は、イン
ターネットなどのネットワーク６０４とやりとりする１つまたは複数のクライアント６１
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６、６１８および／または遠隔装置を含む。典型的には、各クライアント６１６、６１８
は、ネットワーク６０４とやりとりするように適合された、パーソナルコンピュータ、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレット、またはその他の据置型またはモバイルコンピューテ
ィング型機器などといった、プロセッサベースのプラットフォームである。各クライアン
ト６１６、６１８は、それぞれのプロセッサ６２０、６２２、メモリ６２４、６２６また
はデータ記憶装置、生物学的データ収集装置６２８、および送信機／受信機６３０を含む
ことができる。別のコンポーネントを、本発明の別の実施形態に従って、データ収集モジ
ュール６０６と共に利用することもできる。
【０１２６】
　生物学的データ収集装置６２８は、送信機／受信機６３０を介して少なくとも１つのク
ライアント６１６、６１８とやりとりする。図示の実施形態では、医療機器などの生物学
的データ収集装置６２８が、患者６１４などのユーザから、リアルタイムで生物学的デー
タを獲得し、または別の方法で受け取る。送信機／受信機６３０は、受け取った生物学的
データを、生物学的データ収集装置６２８または医療機器からクライアント６１８に送る
。クライアント６１８は、さらに、生物学的データをメモリ６２６に一時的に格納し、ま
たはプロセッサ６２２を用いてデータを別の方法で処理し、さらにそのデータを、ネット
ワーク６０４を介して信頼性モジュール６０７および／または報告書生成モジュール６０
８に送ってもよい。別の実施形態では、生物学的データ収集装置６２８は、収集データを
ローカルで格納、処理し、そのデータを、ネットワーク６０４を介して信頼性モジュール
６０７および／または報告書生成モジュール６０８に直接送ってもよい。
【０１２７】
　例えば、生物学的データ収集装置６２８は、Ｌｅｘｉｃｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．によって提供されるＬｅｘｉｃｏｒディジタル皮質スキャン（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｒｔｉｃａｌ　Ｓｃａｎ）定量的脳波（ｑＥＥＧ）データ収集ユニ
ットおよびエレクトロキャップ（総称して「ＤＣＳ装置」と呼ばれる）などの医療機器と
することができる。この種の医療機器および関連する構成は、ユーザまたは患者の頭部に
接続することができ、作動されると、医療機器は、独自のディジタルインターフェースと
、データをホストプラットフォーム上に、Ｌｅｘｉｃｏｒファイル形式などのファイル形
式で、ローカルで格納させる関連ソフトウェアとを介して、ディジタル化ＥＥＧデータを
提供する。代替の実施形態では、データを、ＵＳＢなど別のインターフェースを介してサ
ーバなどのホストプラットフォームにリアルタイムで送ることができる。格納されたＥＥ
Ｇデータは、必要に応じて関連するサーバまたはクライアントにアップロードすることが
できる。別の例では、収集し、または格納したデータを、ＣＤ－Ｒディスクなどに書き込
み、または別様にディジタル形式で格納し、次いで、関連するサーバまたはクライアント
に送信し、または転送することもできる。
【０１２８】
　Ｌｅｘｉｃｏｒファイル形式は、Ｌｅｘｉｃｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｙ，Ｉｎｃ．によって開発されたＬｅｘｉｃｏｒ生ＥＥＧデータファイル形式とするこ
とができることに留意されたい。この特定のファイル形式は、オフラインデータ分析を円
滑に行わせるために２４チャネルのディジタル化ＥＥＧデータを格納するように適合され
ているデータ構造を有する。様々なＥＥＧ記憶形式が存在するが、Ｌｅｘｉｃｏｒファイ
ル形式は、上記その他のデータ記憶形式を処理するように適合させることができる。例え
ば、Ｌｅｘｉｃｏｒファイル形式は、サンプリング速度、フロントエンドＤＣＳ増幅器の
利得、ソフトウェア改訂、エポックの総数といった情報を処理するために６４個の整数を
有するグローバルヘッダを備える。さらに、Ｌｅｘｉｃｏｒファイル形式は、コメントエ
ントリを処理するための２５６バイトテキスト配列を含む生データの１つまたは複数のエ
ポックまたはセクション、ならびに特定のエポックの特定の収集期間にＤＣＳ装置によっ
て収集される生のディジタル化ＥＥＧデータを処理するための配列、および特定のエポッ
クのエポック番号と状況を含むローカルヘッダを含むことができる。
【０１２９】
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　また、生物学的データ収集装置６２８は、それだけに限らないが、血圧監視装置、体重
計、血糖計、酸素濃度計、肺活量計、凝固計、尿検査装置、ヘモグロビン装置、温度計、
カプノメータ、心電図（ＥＫＧ）、脳波図（ＥＥＧ）、ＲＳ－２３２ポートまたは同種の
接続を介してデータを出力することのできる他のディジタル医療機器、および生物学的ま
たは身体的機能と関連付けられるデータを提供する他の機器または方法も含むことができ
る。ユーザ、患者、または個体から収集され、または別の方法で受け取られる生物学的デ
ータには、それだけに限らないが、血圧、体重、血液成分測定値、体液成分測定値、体温
、心臓測定値、脳波測定値、および生物学的または身体的機能と関連付けられるその他の
測定値が含まれ得る。
【０１３０】
　送信機／受信機６３０は、通常は、生物学的データ収集装置６２８とクライアント６１
８の間のデータ転送を円滑に行わせる。送信機／受信機６３０は、独立型装置とすること
も内蔵式装置とすることもできる。送信機／受信機６３０には、それだけに限らないが、
ＲＳ－２３２互換装置、無線通信装置、有線通信装置、もしくは生物学的データをやりと
りするように適合された他の任意の装置または方法が含まれ得る。
【０１３１】
　保健医療提供者６３２などのユーザは、クライアント６１６、６１８を共用し、または
別々に利用し、クライアント６１６、６１８の患者６１４に対する近接度に応じて、ネッ
トワーク６０４と対話し、または通信する。保健医療提供者６３２および／または患者６
１４は、同じ、または個別のクライアント６１６、６１８を介して、報告書生成モジュー
ル６０８から特定の指示を受け取ってもよい。例えば、特定の症状に応答して、報告書生
成モジュール６０８は、保健医療提供者６３２に、患者６１４から特定の生物学的データ
を収集するよう要求してもよい。適切な指示が、クライアント６１６へのネットワーク６
０４を介して保健医療提供者６３２に送られてもよい。次いで、保健医療提供者６３２は
、患者６１４に指示し、または別の方法で患者６１４を援助して、患者６１４に生物学的
データ収集装置６２８または医療機器を接続することができる。作動されると、生物学的
データ収集装置６２８または医療機器は、患者６１４と関連付けられた生物学的データを
、ネットワーク６０４またはインターネットを介して報告書生成モジュール６０８に送る
ことができる。必要に応じて、保健医療提供者６３２および／または患者６１４、もしく
はその他のユーザは、個別クライアント６１６、６１８を介して人口学的データを入力し
、または別の方法で提供することができる。
【０１３２】
　周波数スペクトル／信頼性モジュール６０７は、データ収集モジュール６０６から生物
学的データを受け取り、その生物学的データの一部または全部を処理して、一部は、その
生物学的データの少なくとも一部または全部に基づいて、１つまたは複数の信頼性指標を
決定するように適合させることができる。図示の実施形態では、周波数スペクトル／信頼
性モジュール６０７は、６４４などのサーバ上に格納されたソフトウェアプログラムなど
のコンピュータ実行可能命令セット、もしくは、サーバとやりとりするクライアント装置
などの別のプロセッサベースのプラットフォームとすることができる。図示の周波数スペ
クトル／信頼性モジュール６０７は、報告書生成モジュール６０８と一体化することがで
きる。別の実施形態では、周波数スペクトル／信頼性モジュール６０７は、装置や信頼性
装置などの、関連するプロセッサを備える別個の独立型モジュールとすることができる。
別の実施形態では、周波数スペクトル／信頼性モジュール６０７は、６４２などの関連Ｗ
ｅｂサイトおよび管理運営プログラムモジュールのための組み込みサブシステムモジュー
ルとすることができる。必要に応じて、様々な報告書を、周波数スペクトル／信頼性モジ
ュール６０７によって生成し、保健医療提供者６３２などのユーザに提供することができ
る。
【０１３３】
　報告書生成モジュール６０８は、後で検索し、分析するために、患者６１４からの生物
学的データを受け取り、格納し、処理するように適合されている。また、報告書生成モジ
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ュール６０８は、患者６１４から収集され、または別の方法で受け取られた生物学的デー
タに基づいて、１つまたは複数のデータ解釈ツール６３４を生成するようにも適合されて
いる。さらに、報告書生成モジュール６０８は、保健医療提供者６３２などのユーザが、
生物学的データを管理し、分析するのに役立つ１つまたは複数のデータ解釈ツールを含む
報告書６３６を生成するように適合されている。データ解釈ツールと報告書の例について
は、図７との関連でより詳細に説明する。加えて、報告書生成モジュール６０８は、関連
Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュール６４２と連動して動作し
、または別の方法でこれを実行するようにも適合されている。
【０１３４】
　典型的には、報告書生成モジュール６０８は、サーバ、メインフレームコンピュータ、
パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）などといったプロセッサベースのプラ
ットフォームである。報告書生成モジュール６０８は、プロセッサ６３８、アーカイブデ
ータベース６４０、ならびにＷｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュ
ール６４２を含む。インターネットＷｅｂサイト６４６をホストする別個のサーバ６４４
を、報告書生成モジュール６０８とネットワーク６０４またはインターネットの間に接続
することもでき、あるいはこれを、ネットワーク６０４またはインターネットを介して、
別の方法で報告書生成モジュール６０８およびデータ収集モジュール６０６とやりとりさ
せることもできる。一般に、別個のサーバ６４４は、Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケー
ションプログラムモジュール６４２を実行することのできるサーバやコンピュータといっ
た、プロセッサベースのプラットフォームである。どんな場合も、報告書生成モジュール
６０８は、ネットワーク６０４またはインターネットを介してデータ収集モジュール６０
６とやりとりする。別のコンポーネントを、本発明の別の実施形態に従って、報告書生成
モジュール６０８と共に利用することもできる。
【０１３５】
　一実施形態では、報告書生成モジュール６０８、および６０６、６０７、６１０、６４
２などその他のモジュールは、コンピュータ実行可能命令のセットまたは関連付けられた
コンピュータプログラムを含むことができる。様々なコンピュータ実行可能命令のセット
またはコンピュータプログラムは、６３８など１つまたは複数の関連付けられたプロセッ
サ、またはその他のコンピュータハードウェアによって処理することができる。当業者は
、かかるモジュールの様々な実施形態および本発明によるこれらのモジュールの実装を理
解するであろう。
【０１３６】
　プロセッサ６３８は、データ収集モジュール６０６から受け取られ、または周波数スペ
クトル／信頼性モジュール６０７を介して受け取られる生物学的データおよび／または人
口学的データを処理することができる。プロセッサ６３８および／または周波数スペクト
ル／信頼性モジュール６０７は、生物学的データおよび人口学的データを後で検索するた
めにアーカイブデータベース６４０に格納し、かつ／または、生物学的データを、研究分
析モジュール６１０から受け取られる他のデータを使って処理することができる。典型的
には、プロセッサ６３８および／または周波数スペクトル／信頼性モジュール６０７は、
データ収集モジュール６０６からの生物学的データおよび／または人口学的データを分析
することができ、それらのデータから不要なアーチファクトを除去することができる。関
連する生物学的データおよび／または人口学的データは、必要になるまで、アーカイブデ
ータベース６４０または別のデータ記憶装置に格納しておくことができる。研究分析モジ
ュール６１０から受け取られ、もしくは別の方法でシステム６０２によって生成され、ま
たは格納される１つまたは複数の指標６４８を使って、プロセッサ６３８は、生物学的デ
ータおよび／または人口学的データを処理して１つまたは複数のデータ解釈ツール６３４
を生成することができる。プロセッサ６３８は、ネットワーク６０４を介して、保健医療
提供者６３２および／または患者６１４といったユーザに送るために、１つまたは複数の
指標６３８および関連データ解釈ツール６３４を含む報告書６３６を生成することができ
る。
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【０１３７】
　データ解釈ツール６３４は、報告書６３６における生物学的データおよび／または人口
学的データに、保健医療提供者６３２などのユーザがそのデータをより容易に解釈して特
定の患者６１４の特定の症状の状態を判定するように、関連する情報およびコンテキスト
を付加することができる。データ解釈ツール６３４は、典型的には、正常な被験者と症状
を有する被験者との生物学的データおよび／または人口学的データのパターンを含む。生
物学的データおよび／または人口学的データのパターンは、グラフとテキストを含み得る
報告書６３６に提示することができる。これらのパターンは、科学文献本文のメタ分析、
ならびに正常な被験者と、特定の症状を有する被験者および関連する症状を有する被験者
の関連データベースの分析から求められる。
【０１３８】
　一実施形態では、脳波記録データやｑＥＥＧデータといった生物学的データが、データ
収集モジュール６０６によって受け取られ、または収集され得る。データ収集モジュール
６０６は、データを報告書生成モジュール６０８に送り、報告書生成モジュールは、デー
タを処理することができる。例えば、脳波記録データの静的成分と動的成分を決定するこ
とができ、脳波記録データにおける静的および動的非対称度も決定することができる。そ
の成分および非対称度と関連付けられる様々な指標、特性、側面、および質を、報告書生
成モジュール６０８によってさらに決定することができる。一実施形態では、１つまたは
複数の指標を、研究分析モジュール６１０、またはシステム６０２の別のコンポーネント
によって提供し、またはこれらから別の方法で獲得することができる。本発明の実施形態
による、成分、非対称度、指標、特性、側面、質を決定する方法およびアルゴリズムは、
本明細書では、図１～５との関連で開示されている。処理データを使って、報告書生成モ
ジュール６０８は、さらに、図７の７００として図示し、説明する報告書のような出力を
生成することができる。
【０１３９】
　アーカイブデータベース６４０は、データベース、メモリ、または同種のデータ記憶装
置とすることができる。アーカイブデータベース６４０は、前述の人口学的データのみな
らず、医用画像、医学データおよび測定値、ならびに同種の情報といった生物学的データ
も格納するように適合されている。一般に、アーカイブデータベース６４０は、報告書生
成モジュール６０８によって、要求されるまで生物学的データおよび人口学的データを格
納しておくのに利用され得る。
【０１４０】
　Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュール６４２は、典型的には
、Ｗｅｂサイト６４６と、保健医療提供者６３２および／または患者６１４などの少なく
とも１ユーザとの間のデータ通信を処理する少なくとも１つの機能モジュールを備えるＷ
ｅｂサイト６４６を提供するように適合されたコンピュータ実行可能命令セットである。
Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュール６４２は、報告書生成モ
ジュール６０８、別個のサーバ、および／またはネットワーク６０４とやりとりする記憶
装置によってホストされ得る。Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジ
ュール６４２は、それだけに限らないが、メインログインモジュール、患者管理モジュー
ル、患者認定モジュール、患者評価モジュール、患者看護計画モジュール、データ分析モ
ジュール、フィルタモジュール、インポート／エクスポートモジュール、仮想私設網電子
データ交換（ＶＰＩ　ＥＤＩ）モジュール、報告モジュール、指標報告通知モジュール、
指標報告配信モジュール、管理モジュール、通知（データフィルタ／スマートエージェン
ト）管理モジュール、データベースモジュール、およびその他類似の構成または機能モジ
ュールを含むことができる。Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュ
ール６４２と関連付けられるその他の構成モジュールが本発明の別の実施形態に従って動
作することもできる。
【０１４１】
　別個のサーバ６４４は、ブラウザアプリケーションプログラムを用いてインターネット
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を介して閲覧できるＷｅｂサイト６４６をホストするように適合されている。代替として
、別個のサーバ６４４は、Ｗｅｂサイトおよび管理アプリケーションプログラムモジュー
ル６４２もホストしてもよい。Ｗｅｂサイト６４６は、保健医療提供者６３２および／ま
たは患者６１４の報告書生成モジュール６０８への通信接続を提供する。例えば、報告書
生成モジュール６０８によって生成される報告書６３６が、ネットワーク６０４を介して
同じまたは個別のクライアント６１６、６１８を動作させる保健医療提供者６３２および
／または患者６１４などのユーザによるネットワーク６０４またはインターネットを介し
た選択的アクセスおよび閲覧のために、Ｗｅｂサイト６４６に書き込まれてもよい。別の
例では、報告書６３６が、報告書生成モジュール６０８によって、保健医療提供者６３２
および／または患者６１４などのユーザに、電子メールメッセージ通信、通信装置、メッ
セージングシステムまたは装置、もしくは同種の通信装置または方法によって送られても
よい。本発明の様々な実施形態に従って生成される報告書の一例を、以下の図７において
詳細に図示し、説明する。
【０１４２】
　関連ネットワーク６１２は、典型的には、報告書生成モジュール６０８と研究分析モジ
ュール６１０の間の通信を提供するローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）である。ＬＡ
Ｎリポジトリ６５０は、システム６０２によって収集され、生成され、または別の方法で
受け取られる生物学的データ、指標、またはその他のデータをさらに格納するために、関
連ネットワーク６１２に接続されており、または別の方法でアクセスすることもできる。
【０１４３】
　研究分析モジュール６１０は、関連研究資料およびデータを獲得し、収集するように適
合されている。その上、研究分析モジュール６１０は、関連研究資料およびデータを処理
するように適合されており、さらに、特定の症状の１つまたは複数の指標６４８を決定す
るように適合させることもできる。さらに、一実施形態では、研究分析モジュール６１０
は、特定の患者の症状または収集された生物学的および人口学的データに応答して、報告
書生成モジュール６０８に指標６４８を提供するように適合されている。典型的には、研
究分析モジュール６１０は、サーバ、メインフレームコンピュータ、パーソナルコンピュ
ータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）などといったプロセッサベースのプラットフォームである
。研究分析モジュール６１０は、プロセッサ６５２、分析ツール６５４、院内研究データ
ベース６５６、公開研究データベース６５８、および規範的データベース６６０を含む。
別のコンポーネントを、本発明による研究分析モジュール６１０と共に利用することもで
きる。
【０１４４】
　プロセッサ６５２は、研究分析モジュール６１０によって収集され、または別の方法で
受け取られる研究およびデータを処理する。プロセッサ６５２は、後で検索するために関
連データベース内の研究またはデータに索引付けし、かつ／またはこれらを関連データベ
ースに格納し、もしくは、１つまたは複数の分析ツール６５４を使ってこれらの研究およ
びデータを処理する。１つまたは複数の指標６４８を、分析ツール６５４に提供させ、ま
たは分析ツール６５４から別の方法で導出することができ、プロセッサ６５２は、必要に
応じて、報告書生成モジュール６０８に任意の指標６４８を送ることができる。
【０１４５】
　少なくとも１つの分析ツール６５４が研究分析モジュール６１０によって利用される。
典型的には、分析ツール６５４は、研究およびデータを利用して、特定の症状での１つま
たは複数の指標６４８を決定するアルゴリズムである。
【０１４６】
　院内研究データベース６５６は、特定の、または第３者ベンダによって提供される研究
および論文の集合体とすることができる。通常は、システム６０２を運営する事業実体は
、ある範囲の症状についての独自の研究および論文を提供することができる。例えば、院
内研究データベースから利用可能な情報には、それだけに限らないが、電子データベース
、科学研究誌、オンラインソース、蔵書、標準教科書および参考書、ならびに委員会およ
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び理事会のオンラインおよび印刷の報告書などが含まれる。
【０１４７】
　公開研究データベース６５８は、１つまたは複数の第３者によって提供される研究およ
び論文の集合体とすることができる。典型的には、研究および論文は、オンラインまたは
その他の方法でアクセス可能な様々なソースから、無料で、または料金の支払に応じて利
用することができる。例えば、公開研究データベース３６５６から利用可能な情報には、
それだけに限らないが、電子データベース、科学研究誌、オンラインソース、蔵書、標準
教科書および参考書、ならびに委員会および理事会のオンラインおよび印刷の報告書など
が含まれる。
【０１４８】
　規範的データベース６６０は、電子データベース、科学研究誌、オンラインソース、蔵
書、標準教科書および参考書、ならびに委員会および理事会のオンラインおよび印刷の報
告書などの集合体とすることができる。
【０１４９】
　個体における抑うつを分析し、評価するためにｑＥＥＧ測定値を収集し、分析する別の
システム例が、米国ジョージア州オーガスタ所在のＬｅｘｉｃｏｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔ
ｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．によって実施される予定である。ｑＥＥＧ測定値を収集す
るのに適する別のシステムおよびコンポーネントが、２００５年２月８日に出願された、
「Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆｏｒ　Ｍａｎａ
ｇｉｎｇ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｄａｔａ　
Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｓ」という名称の米国特許出願第１１／０５３
，６２７号明細書に開示されており、米国特許出願第１１／０５３，６２７号は、２００
２年２月１９日に出願された米国仮特許出願第６０／３５８，４７７号の優先権を主張す
る、２００３年２月１８日に出願された「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　Ｆ
ｏｒ　Ｍａｎａｇｉｎｇ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｄａｔａ　ａｎｄ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎ
ｇ　Ｄａｔａ　Ｉｎｔｅｒｐｒｅｔａｔｉｏｎ　Ｔｏｏｌｓ」という名称の米国特許出願
第１０／３６８，２９５号の一部継続であり、これらの出願の内容は、参照により本明細
書に組み込まれるものである。様々な構成の、本発明に従って動作する別のコンポーネン
トを含む別のシステム実施形態もあり得る。
【０１５０】
　一実施形態では、図６の６０６などのデータ収集モジュールは、図１～６において前述
したようにｑＥＥＧデータを受け取ることができる。データ収集モジュールは、図６の６
０８などの報告書生成モジュールと連動して動作し、前述の方法、プロセス、手順、およ
び技法の一部または全部に従ってｑＥＥＧデータを処理することができる。報告書生成モ
ジュール６０８は、様々な医療専門家、研究者、またはその他のユーザに電子形式および
／または印刷形式の報告書を提供する関連の報告通信機能を含むことができる。一実施形
態では、様々な形式の報告書を、インターネットや図６のネットワーク６０４などのネッ
トワークを介して提供することができる。
【０１５１】
　図７には、本発明の一実施形態を使って獲得されるデータ分析結果を含む報告書の表示
例が示されている。報告書７００は、テキストやグラフ７０２などのデータを含むことが
できる。この例では、脳波記録データが、図６の６０８などの報告書生成モジュールによ
って処理されている。報告書生成モジュール６０８は、脳波記録データの静的成分を決定
することができる。報告書生成モジュール６０８は、データの左と右の静的成分のスペク
トルパターンの交わりを決定することができる。図７に示すように、報告書生成モジュー
ル６０８は、データの左と右（Ｆ３とＦ４）の静的成分のスペクトルパターンの交わりを
生成し、出力し、または別の方法で図式的に描き、または図示することができる。左と右
（Ｆ３とＦ４）の静的成分の交わりは、グラフ７０２に示すデータ７０４で表されている
。グラフ７０２は、ｙ軸７０８上のμＶ単位の電力に対するｘ軸７０６上のヘルツ単位の
周波数のプロットを含む。報告書生成モジュール６０８は、グラフ７０２に示すように２
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つの静的成分の交わりのデータ７０４をグラフ化することができる。２つのデータ集合７
０４の交わりを使って、報告書生成モジュール６０８は、脳波記録データの静的非対称度
を決定することができる。少なくとも一部は静的非対称度に基づいて、報告書生成モジュ
ール６０８またはユーザは、さらに、患者または被験者が特定の障害を有する危険度を評
価し、または別の方法で決定することができる。少なくとも一部は静的非対称度に基づい
て、報告書生成モジュール６０８またはユーザは、学習型アルゴリズムなどの分析ツール
６５４を実行して、特定の障害または症状のある、またはそれらのない個体のデータベー
ス６５６、６５８、６６０内の値に対する患者の類似度および／または危険度などの指標
６４８を確認するための１つまたは複数の重み係数を定義することができる。
【０１５２】
　適切な報告書の別の実施形態には、別種のデータ、テキストおよびグラフを含むことが
できる。例えば、図６の６０８などの報告書生成モジュールによって生成される報告書に
は、成分、非対称度、および脳波記録データなどの生物学的データと関連付けられる様々
な指標、特性、側面、および質などが含まれ得る。
【０１５３】
　以上の説明は多くの詳細を含むものであるが、これらの詳細は、本発明の適用範囲に対
する限定ではなく、単に、開示の実施形態の例示にすぎないものと解釈すべきである。当
業者には、添付の特許請求の範囲によって定義される本発明の範囲内に含まれる他の多く
の可能な変形形態が想起されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の一実施形態による方法例を示す流れ図である。
【図２】本発明の一実施形態による別の方法例を示す流れ図である。
【図３】本発明の一実施形態による別の方法例を示す流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態による別の方法例を示す流れ図である。
【図５】本発明の一実施形態による別の方法例を示す流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態によるシステム例を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態を用いて獲得されるデータ分析結果を含む報告書の表示例を
示す図である。
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