
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　心電図データを得るための心電図モニタと、
　前記心電図データに基づいてＲ波を検出すると共に、

前記Ｒ－Ｒ
間隔の時系列データを２次元データに変換して２次元散布図 心電図データの演算処
理手段と、
　前記２次元散布図 ２次元データの分布状態

各種指標に基
発作性心房細動を識別判定する発作性心房細動識別判定手段と、

　前記発作性心房細動の識別判定結果
表示する表示手

段とを、具備したことを特徴とする心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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所定区間の隣り合った２つのＲ－
Ｒ間隔データの関係に対し、初めのＲ－Ｒ間隔データを横軸の座標とし、次のＲ－Ｒ間隔
データを縦軸の座標とする点としてプロットする操作を、ウインドウの位置を一拍づつず
らしながら全ての連続するＲ－Ｒ間隔データについて繰り返すことによって、

を得る

を得る について、２次元データの分布の形状
、２次元データの分布の大きさ、２次元データの分布の不規則性、および２次元データの
分布の不均一を基準とする づき、あらかじめ設定した数値と比較することに
より

について、前記２次元散布図における２次元データ
の分布状態の前記各種指標の統計量として、それぞれ自動計測してグラフ



本発明は、ホルター心電図等による心電図データに基づいて、発作性心房細動を適正かつ
自動的に識別し得る検出と、その評価とを行うことができる発作性心房細動の検出・評価
システムに関するものである。
【０００２】
【従来技術】
従来より、心房細動の予後は、一般に認識されている以上に深刻である。すなわち、年齢
や基礎疾患を問わない全ての慢性心房細動患者を対象とした調査においても、３年間にお
ける患者の死亡率は２０％に昇っている。特に、心房細動は、７０歳以上の高齢者では、
高い率で脳梗塞等の塞栓症を合併し、生命予後およびＱＯＬ（Ｑ uality of Ｌ ife ：クオ
リティー・オブ・ライフ＊生命の質）を悪化させる。
また、心房細動は、それ自体が心不全の危険因子であり、基礎疾患が心房細動と同等であ
る場合、心房細動が存在すると、死亡率は１．５から１．９倍になる。
【０００３】
しかるに、発作性心房細動（Ｐ aroxysmal Ａ trial Ｆ ibrillation ：ＰＡＦ）は、一過性
かつ発作的に出現する心房細動であり、その持続時間は数秒から数日と広い範囲に及ぶ。
また、発作性心房細動（ＰＡＦ）は、かなりの患者において不快な症状を伴い、ＱＯＬを
損なうのみでなく、慢性心房細動と同様に塞栓症のリスクを伴う。さらに、発作性心房細
動（ＰＡＦ）は、多くの場合、慢性心房細動への移行の予兆である。
【０００４】
従って、発作性心房細動（ＰＡＦ）の存在や、その頻度、持続時間を把握することは、慢
性心房細動の発症予防のための治療効果を判定する上で重要である。また、発作性心房細
動（ＰＡＦ）には、その発生や停止の時間的分布によって、夜間型と中間型の２つのタイ
プがある。前者のタイプにおいては副交感神経緊張が関与し、また後者のタイプにおいて
は交感神経緊張が関与するため、個々の症例がどのタイプに属するかを識別することは、
患者に対する治療法を選択する上で重要である。このような治療法の選択を行うためには
、発作性心房細動（ＰＡＦ）の発生時刻や停止時刻の日内分布を知る必要がある。
【０００５】
このような観点から、従来より、発作性心房細動（ＰＡＦ）の診断や臨床的評価を行うた
め、ホルター心電図等による長時間心電図モニタが用いられているが、現在使用されてい
るホルター心電図解析装置においては、発作性心房細動（ＰＡＦ）を自動検出する機能を
備えていない。
【０００６】
しかるに、発作性心房細動（ＰＡＦ）は発作的に出現し、その持続時間も数秒から数日ま
で様々である。そして、発作性心房細動（ＰＡＦ）の診断は、発作中の心電図によって確
定され、非発作時には心電図を含めて発作性心房細動（ＰＡＦ）を診断する検査方法はな
い。このため、発作性心房細動（ＰＡＦ）の存在が想定される場合や、発作性心房細動（
ＰＡＦ）の頻度や時間的分布を知りたい場合は、ホルター心電図検査が行われるが、発作
性心房細動（ＰＡＦ）の検出は、判定者の心電図の目視に頼っているのが現状である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した長時間心電図モニタにより得られた長時間心電図データに対し、
目視による発作性心房細動（ＰＡＦ）を判定するには、明らかに限界がある。例えば、発
作性心房細動（ＰＡＦ）の頻度が低い症例では、発作性心房細動（ＰＡＦ）を見逃す可能
性が高い。また、発作性心房細動（ＰＡＦ）の存在する確率が低い症例では、発作性心房
細動（ＰＡＦ）の有無を確定するために長い時間を割くことは非効率である。さらに、ホ
ルター心電図の原波形データに対し、現在において一般的に使用されているホルター心電
図解析装置の分解能では、目視によって、発作性心房細動（ＰＡＦ）と、それ以外の上室
性の頻脈（心房粗動、上室性期外収縮の頻発、発作性上室性頻拍）とを、容易に識別する
ことができない難点がある。
【０００８】
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そこで、本発明者は、鋭意研究並びに検討を重ねた結果、ホルター心電図による長時間心
電図モニタから得られる長時間心電図データに基づいて、心電図のＲ－Ｒ間隔の時系列デ
ータを、例えばポアンカレ（Ｐ oincare ）プロット等の手法により２次元散布図（すなわ
ちＲ－Ｒ間隔を縦軸にして、その直前のＲ－Ｒ間隔を横軸にプロットした図）に展開する
ことにより、そのプロットの分布形態における固有の特徴から発作性心房細動（ＰＡＦ）
の有無を識別判定することができることを突き止めた。
【０００９】
すなわち、前記心電図のＲ－Ｒ間隔の時系列データに基づく２次元散布図において、プロ
ットの分布形態が、大きな正方形またはそれに近い菱形の中に、ほぼ均等に分布する場合
に、発作性心房細動（ＰＡＦ）と判定することができる。
【００１０】
そして、前記発作性心房細動（ＰＡＦ）の検出に基づき、（１）各発作性心房細動（ＰＡ
Ｆ）の発生時刻と停止時刻、持続時間およびそれらの時間分布を自動測定し、（２）各発
作性心房細動（ＰＡＦ）の平均心拍数、Ｒ－Ｒ間隔変動性および最小Ｒ－Ｒ間隔を自動測
定し、さらに（３）発作性心房細動（ＰＡＦ）の１日における発生頻度およびその時刻等
を自動測定することにより、患者の発作性心房細動（ＰＡＦ）に対する治療法を選択する
上での適正な診断を容易に行うことができることを突き止めた。
【００１１】
従って、本発明の目的は、ホルター心電図等による長時間心電図モニタから得られる長時
間心電図データに基づいて、発作性心房細動（ＰＡＦ）の識別判定を容易かつ適正に行う
ことができると共に、患者に対する治療法を選択する上での適正な診断を行うための発作
性心房細動（ＰＡＦ）の発生および停止に関する時刻、持続時間、平均心拍数、Ｒ－Ｒ間
隔変動性、発生頻度等の統計量を自動測定してグラフ表示することができる心電図に基づ
く発作性心房細動の検出・評価システムを提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　前記の目的を達成するため、本発明に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価
システムは、心電図データを得るための心電図モニタと、
　前記心電図データに基づいてＲ波を検出すると共に、

前記Ｒ－Ｒ
間隔の時系列データを２次元データに変換して２次元散布図 心電図データの演算処
理手段と、
　前記２次元散布図 ２次元データの分布状態

各種指標に基
発作性心房細動を識別判定する発作性心房細動識別判定手段と、

　前記発作性心房細動の識別判定結果
表示する表示手

段とを、具備したことを特徴とする。
【００１６】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システムの実施例につき
、添付図面を参照しながら以下詳細に説明する。
【００１７】
図１および図２は、本発明に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システムの
一実施例を示す制御ブロック系統図である。すなわち、図１において、参照符号１０は長
時間心電図データを得るためのホルター心電図モニタ等の長時間心電図モニタを示し、参
照符号２０は前記長時間心電図モニタ１０からの長時間心電図データを入力して発作性心
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所定区間の隣り合った２つのＲ－
Ｒ間隔データの関係に対し、初めのＲ－Ｒ間隔データを横軸の座標とし、次のＲ－Ｒ間隔
データを縦軸の座標とする点としてプロットする操作を、ウインドウの位置を一拍づつず
らしながら全ての連続するＲ－Ｒ間隔データについて繰り返すことによって、

を得る

を得る について、２次元データの分布の形状
、２次元データの分布の大きさ、２次元データの分布の不規則性、および２次元データの
分布の不均一を基準とする づき、あらかじめ設定した数値と比較することに
より

について、前記２次元散布図における２次元データ
の分布状態の前記各種指標の統計量として、それぞれ自動計測してグラフ



房細動の検出および評価を行うためのマイクロコンピュータ等からなる心電図データの演
算処理手段を示す。
【００１８】
そして、前記心電図データの演算処理手段２０に対しては、演算処理操作を行うための操
作手段１４と、前記演算処理手段２０により演算処理された処理データを記憶保持するた
めの記憶手段１６と、さらに前記演算処理手段２０により演算処理された処理データ、す
なわち２次元散布図や発作性心房細動に関する各種の統計グラフを、それぞれ画像表示す
る表示手段１８とが、それぞれ接続されている。
【００１９】
図２は、本実施例における発作性心房細動の検出・評価システムを実施する制御システム
構成を示すものであって、長時間心電図データを入力して発作性心房細動の検出および評
価を行うためのマイクロコンピュータ等からなる心電図データの演算処理手段２０は、Ｃ
ＰＵ２１を備える。このＣＰＵ２１に対しては、例えば長時間心電図モニタ１０としての
ホルター心電図モニタより得られる長時間心電図データとしてのホルター心電図データを
入力するための心電図データ入力部１２と、前記心電図データ入力部１２により入力され
た心電図データの記憶をし、ＣＰＵ２１により演算処理された処理データを記憶する記憶
部１６と、前記処理データを画像表示する表示部１８と、前記ＣＰＵ２１における心電図
データの演算処理操作を指示するための操作部１４とが、それぞれ接続構成される。
【００２０】
また、前記ＣＰＵ２１に対しては、心電図データ入力部１２から入力され、記憶部１６に
記憶された心電図データに対して、Ｒ波の検出処理を行うＲ波検出処理手段段２２と、前
記心電図データに対しＲ－Ｒ間隔時系列データの演算処理を行うＲ－Ｒ間隔時系列データ
演算処理手段２３と、２次元散布図の演算処理を行う２次元散布図演算処理手段２４と、
前記２次元散布図に基づき発作性心房細動の識別判定処理を行う発作性心房細動識別判定
処理手段２５と、前記識別判定された結果と２次元散布図とを表示部１８に画像表示する
発作性心房細動判定結果表示処理手段２６と、前記識別判定された発作性心房細動の発生
および停止に関する時刻、持続時間、平均心拍数、Ｒ－Ｒ間隔変動性、発生頻度等のデー
タを演算処理すると共に演算処理されたデータを表示部１８に画像表示する発作性心房細
動に関するデータ演算・表示処理手段２７とが、それぞれ接続構成される。
【００２１】
次に、前記構成からなる本実施例の発作性心房細動の検出・評価システムの制御動作例に
つき、図３および図４、図５を、それぞれ図２に示す制御システム構成と併せ参照しなが
ら説明する。
【００２２】
まず、心電図データの演算処理手段２０としてのＣＰＵ２１に対し、心電図データ入力部
１２を介して、ホルター心電図モニタ等の長時間心電図モニタ１０により得られる長時間
心電図データとしてのホルター心電図データを入力する（ＳＴＥＰ－１）。この入力され
た心電図データは、予め記憶部１６に時系列的に記憶保持される。次いで、記憶部１６に
記憶保持された心電図データに対し、Ｒ波検出処理手段段２２の作動によって、全てのＲ
波の検出を行う（ＳＴＥＰ－２）と共に、Ｒ－Ｒ間隔時系列データ演算処理手段２３の作
動によって、Ｒ－Ｒ間隔についての時系列データを演算し、適宜記憶部１６に記憶保持す
る（ＳＴＥＰ－３）。
【００２３】
次に、発作性心房細動（ＰＡＦ）を判定評価すべきウインドウ（測定され続けた時刻のう
ち何時の時刻から何時の時刻までのＲ－Ｒ間隔時系列データを判定評価するか）を設定す
る（ＳＴＥＰ－４）。
【００２４】
そして、ウインドウ範囲のＲ－Ｒ間隔時系列データを移動する度に、ウインドウ内の全Ｒ
－Ｒ間隔に関するデータを、２次元散布図演算・表示処理手段２４の作動によって、２次
元データ（Ｘ，Ｙ）＝（Ｒ－Ｒ n ，Ｒ－Ｒ n+1 ）に変換処理する（ＳＴＥＰ－５）。この
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ように、全Ｒ－Ｒ間隔に関するデータを、２次元データに変換するに際しては、隣り合っ
た２つのＲ－Ｒ間隔データの関係に対し、初めのＲ－Ｒ間隔データを横軸の座標とし、次
のＲ－Ｒ間隔データを縦軸の座標とする点としてプロットする操作を、ウィンドウの位置
を一拍づつずらしながら全ての連続するＲ－Ｒ間隔データについて繰り返すことによって
、スペクトル分析や標準偏差には現れない連続するＲ－Ｒ間隔の間に存在する関係が描出
されるポアンカレプロット方法を適用することができる（図４参照）。
【００２５】
従って、前記ポアンカレプロット方法によって、前記２次元散布図演算処理手段２４によ
り得られる２次元散布図を、演算処理して記憶部１６に記憶保持する。そして、このよう
にして得られた２次元散布図に基づいて、発作性心房細動識別判定処理手段２５の作動に
よって、発作性心房細動（ＰＡＦ）の識別判定を行う（ＳＴＥＰ－６）。
【００２６】
そこで、前記発作性心房細動識別判定処理手段２５における発作性心房細動（ＰＡＦ）の
識別判定に際しては、例えば次の４つの指標を基準として識別判定する。
（１）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の形状（正方形からの解離度）の指標
これは、プロットされた点のＹ＝Ｘ軸と、Ｙ＝－Ｘ軸方向の分布幅の比の対数値Ｐ ratio 
を基準とするものである。すなわち、図４において、Ｐ ratio ＝ log （Ｌ 1 ／Ｌ 2 ）で求
めることができる。
（２）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の大きさの指標
これは、プロットされた点のＹ＝Ｘ軸と、Ｙ＝－Ｘ軸方向の分布幅の信頼区間から求めた
面積Ｐ areaを基準とするものである。すなわち、図４において、Ｐ area＝Ｌ 1 ×Ｌ 2 で求
めることができる。
（３）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の不規則性の指標
これは、Ｒ－Ｒ間隔の近似値Ａ p Ｅ n （Ａ pproximate　Ｅ ntropy）を基準とするものであ
る。この場合、近似値Ａ p Ｅ n の次数は２であり、許容誤差（Ｔ olerance）は面積Ｐ area
内に、２次元データ（Ｘ i ，Ｘ i+1 ）が均等に分布した場合のプロットされた２点間の期
待距離Ｅ d 、すなわち
【数１】
　
　
　
　
によって、基準化することができる。但し、Ｎは所要範囲内におけるプロットされた点の
総数である。
（４）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の不均一性の指標
これは、前記期待距離Ｅ d によって基準化した距離内に、互いに集族し合っているような
プロットされた点の割合ＣＲ（Ｃ lustering Ｒ atio）を基準とするものである。すなわち
、ＣＲは、全てのプロットされた点の内、その周囲の総数Ｎに対する所要の割合以上の数
が存在するような前記プロットされた点の割合を示すものである。
【００２７】
前述したように、発作性心房細動識別判定処理手段２５により発作性心房細動（ＰＡＦ）
の識別判定を行った場合には、次いで発作性心房細動判定結果表示処理手段２６により、
識別判定された結果と２次元散布図とを表示部１８に画像表示する（ＳＴＥＰ－７）。こ
のようにして得られる発作性心房細動の判定結果および２次元散布図は、それぞれ１拍毎
に変化する動画として表示すると共に、記憶部に１６に記憶保持する（ＳＴＥＰ－８）。
そして、前述したＳＴＥＰ－４からＳＴＥＰ－７までの操作は、ウィンドウの位置をずら
しながら繰り返し行われる。なお、図４は、発作性心房細動と識別判定された場合におい
て、表示部１８に画像表示した２次元散布図の表示例を示すものである。
【００２８】
さらに、前述した発作性心房細動識別判定処理手段２５により発作性心房細動（ＰＡＦ）
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の識別判定において、発作性心房細動（ＰＡＦ）と判定された際には、（１）各発作性心
房細動（ＰＡＦ）の発生時刻と停止時刻、持続時間およびそれらの時間分布を自動測定し
、（２）各発作性心房細動（ＰＡＦ）の平均心拍数、Ｒ－Ｒ間隔変動性および最小Ｒ－Ｒ
間隔を自動測定し、さらに（３）発作性心房細動（ＰＡＦ）の１日における発生頻度およ
びその時刻等を自動測定して、これらの統計量を全記録時間に亘って記憶部１６に記憶保
持すると共に、表示部１８に前記各統計量をグラフ表示し得るように設定する（ＳＴＥＰ
－９）。
【００２９】
【臨床例Ａ～Ｌ】
前述した発作性心房細動（ＰＡＦ）の識別判定指標に基づいて、複数の患者（パネル）Ａ
～Ｌに対してそれぞれ判定を行ったところ、表１に示す結果と、図５に示す２次元散布図
が得られた。
【００３０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
図５において、パネルＡ～Ｌに示す２次元散布図の表示例によれば、心電図のＲ－Ｒ間隔
時系列データから、個々のＲ－Ｒ間隔をＸ軸、その直前のＲ－Ｒ間隔をＹ軸として、２次
元Ｘ－Ｙ平面に展開して得られる２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布状態において、心房細動
時のＲ－Ｒ間隔は、次の全ての条件を満たすような特徴を有し、かつその特徴は心房細動
に固有であることが確認された。なお、発作性心房細動（ＰＡＦ）では、この特徴が発作
中のみ出現し、持続性の心房細動ではこの特徴が持続的に現れる。
【００３２】
すなわち、心房細動に固有な特徴は、次の通りである。
（１）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の形態は、Ｘ＝Ｙを１つの対角線とする正方形に近
く、原点側の２辺は明瞭な境界を示す（パネルＡ、Ｂ、Ｃ参照）。
（２）前記分布の形態における正方形の面積は、その時の平均Ｒ－Ｒ間隔で規定される一
定値以上で、平均Ｒ－Ｒ間隔に相関して増大する。
（３）前記分布の形態における正方形の中での２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布密度は、正
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方形内でほぼ均一か、または原点から遠ざかるに従って滑らかに減少するものであり、正
方形の原点側の角の１点を例外として、特定の点に集中したり、島状または格子状の分布
を示すことはない。
【００３３】
これに対して、洞調律や心房細動以外の上室性の頻脈発作では、２次元データ（Ｘ，Ｙ）
の分布形態が次のような特徴を示している。
（１）洞調律の場合、２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の形態は、Ｘ＝Ｙに対応する軸上に
、点状、棒状または細い扇形の集合を１つ形成する（パネルＤ、Ｅ、Ｆ参照）。
（２）心房細動以外の上室性頻脈の場合、２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の形態は、複数
の集合を形成し、時に洞調律様の集合も共存する（パネルＧ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ参照）
。
【００３４】
従って、発作性心房細動の検出判定に際しては、心電図のＲ－Ｒ間隔の時系列に沿って適
当な大きさのウインドウを設定して、このウインドウを連続的に移動させ、ウインドウ内
のＲ－Ｒ間隔の連続的な２次元散布図を作成すれば、その２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布
状態の特徴から、ウインドウが心房細動中にあるか否かを容易に識別判定することができ
、これによって発作性心房細動（ＰＡＦ）の検出およびその発症ないし停止時刻の特定が
可能となる。
【００３５】
前述した心房細動の検出判定基準によれば、パネルＡ、Ｂ、Ｃにおける２次元散布図は、
明かに発作性心房細動（ＰＡＦ）の発生を示している。すなわち、この場合の発作性心房
細動（ＰＡＦ）においては、２次元データの分布形態が、大きな正方形またはそれに近い
菱形の中にほぼ均等に分布しており、前述した心房細動における固有の特徴を有している
ことが確認される。
また、前記発作性心房細動（ＰＡＦ）の発生においては、表１に示すように、洞調律（パ
ネルＤ、Ｅ、Ｆ）に比べて、２次元データの分布の大きさの指標である面積Ｐ areaが小さ
く、かつ平均Ｒ－Ｒ間隔に対し相対的に面積Ｐ areaが大きいことが明かである。
【００３６】
一方、上室性期外収縮の頻発ＰＡＣ（パネルＧ、Ｈ）や、房室ブロックＡＶ block （パネ
ルＩ）、複数の伝導比を示す上室性頻拍ＰＳＶＴ（パネルＪ、Ｋ）、心房粗動ＡＦＬ（パ
ネルＬ）においては、２次元データの分布の形状（正方形からの解離度）の指標である分
布幅の比の対数値Ｐ ratio や面積Ｐ areaが、発作性心房細動（ＰＡＦ）と同様な値をとる
ことがあるが、これらの状態に比べて、発作性心房細動（ＰＡＦ）では、２次元データの
分布の不規則性の指標であるＲ－Ｒ間隔の近似値Ａ p Ｅ n が大きく、また２次元データ（
Ｘ，Ｙ）の分布の不均一性の指標である期待距離Ｅ d 内におけるプロットされた点の割合
ＣＲが小さいことが理解される。
【００３７】
以上の臨床例Ａ～Ｌから、２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布（２次元散布図）に基づく発作
性心房細動（ＰＡＦ）を識別判定するための前記各指標に対する数値的基準を求めると、
次のように表わすことができる。
【００３８】
（１）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の形状（正方形からの解離度）の指標について、分
布幅の比の対数値Ｐ ratio は、
【数２】
　
　
　
　
となる。
【００３９】
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（２）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の大きさの指標について、分布幅の信頼区間から求
めた面積Ｐ areaは、平均Ｒ－Ｒ間隔の３８０ｍｓの大小関係により場合分けして、
Ｐ area＞Ｃ
この場合、平均Ｒ－Ｒ間隔が３８０ｍｓとして、その大小関係から、
【数３】
　
　
　
　
となる。
【００４０】
（３）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の不規則性の指標について、Ｒ－Ｒ間隔の近似値Ａ
p Ｅ n は、
Ａ p Ｅ n ＞  1.0
となる。
【００４１】
（４）２次元データ（Ｘ，Ｙ）の分布の不均一の指標について、期待距離Ｅ d 内における
プロットされた点の割合ＣＲは、
ＣＲ＜  40 ％
となる。
【００４２】
従って、発作性心房細動（ＰＡＦ）である場合には、上記の全ての指標に対する条件を満
たしていることが確認された。
【００４３】
以上、本発明の好適な実施例について説明したが、本発明は前記実施例に限定されること
なく、本発明の精神を逸脱しない範囲内において、多くの設計変更を行うことが可能であ
る。
【００４４】
【発明の効果】
以上、本発明に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システムの好適な実施例
について説明したが、請求項１に記載の心電図に基づく発作性心房細動の自動検出・評価
システムによれば、ホルター心電図等による長時間心電図モニタから得られる長時間心電
図データに基づいて、発作性心房細動（ＰＡＦ）の識別判定を容易かつ適正に行うことが
できる。
【００４５】
【発明の効果】
　また、 に記載の心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
によれば、２次元散布図に基づく２次元データの分布状態の指標に基づいて、簡便かつ適
正に発作性心房細動の検出・評価を行うことができる。
【００４６】
　さらに、 に記載の心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システ
ムによれば、発作性心房細動の検出・評価を行う２次元散布図を得るための演算処理を、
容易かつ適正に行うことができる。
【００４７】
　そして、 に記載の心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システ
ムによれば、患者に対する治療法を選択する上での適正な診断を行うための発作性心房細
動（ＰＡＦ）の発生および停止に関する時刻、持続時間、平均心拍数、Ｒ－Ｒ間隔変動性
、発生頻度等の統計量を自動測定し、これらの自動測定される統計量をグラフ表示して、
発作性心房細動（ＰＡＦ）の識別判定をより一層適正かつ効率的に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明の実施の形態に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
の一実施例を示す制御ブロック系統図である。
【図２】図１に示す本発明の実施の形態に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評
価システムを実施する制御システム構成図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
の制御プログラムの一例を示すフローチャート図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
における２次元散布図の表示例を示す説明図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る心電図に基づく発作性心房細動の検出・評価システム
における各種の２次元散布図の表示例Ａ～Ｌをそれぞれ比較表示した説明図である。
【符号の説明】
１０　長時間心電図モニタ
１２　ホルター心電図データ入力部
１４　操作手段（操作部）
１６　記憶手段（記憶部）
１８　表示手段（表示部）
１８ａ　２次元散布図の表示
１８ｂ　統計グラフの表示
２０　心電図データの演算処理手段
２１　ＣＰＵ
２２　Ｒ波検出処理手段
２３　Ｒ－Ｒ間隔の時系列データ演算処理手段
２４　２次元散布図演算処理手段
２５　発作性心房細動識別判定処理手段
２６　発作性心房細動判定結果表示処理手段
２７　発作性心房細動に関するデータ演算・表示処理手段
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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