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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】電磁干渉の影響を低減する磁力計システム及び
これに関連する方法、および本システムないし方法を応
用した人体の厚さ計測システム及びこれに関連する方法
を提供する。
【解決手段】磁力計システムは、経時的にその特性が変
更される外磁場を発生するのに適した第１磁力計と、当
該磁場を受信して当該磁場の変化を表す磁力計信号を少
なくとも一つ生成するのに適した第２磁力計とを備える
。一実施形態においては、磁場の特性は、発生させた当
該磁場の周波数を含む。別の実施形態においては、磁場
の特性は、当該磁場の周波数周期を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　磁場を発生する際に使用するための装置であって、
　外磁場を送信するように構成された第１の送信用磁力計と、
　前記外磁場の特性を経時的に変更するように構成された発生器と
を備える装置。
【請求項２】
　前記特性は、前記磁場の周波数を含むことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記発生器は、約８０００～９９９９Ｈｚの間で前記周波数を変更するように構成され
ることを特徴とする、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記発生器は、前記周波数をランダムに変更するように構成されることを特徴とする、
請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記発生器は、乱数発生器を含むことを特徴とする、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記発生器は、ランダムノイズ発生器を含むことを特徴とする、請求項４に記載の装置
。
【請求項７】
　前記発生器は、前記周波数を擬似ランダム的に変更するように構成されることを特徴と
する、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記発生器は、擬似乱数発生器を含むことを特徴とする、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記発生器は、擬似ランダムノイズ発生器を含むことを特徴とする、請求項７に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記発生器は、約８９００～９１００Ｈｚの間で前記周波数を変更するように構成され
ることを特徴とする、請求項３に記載の装置。
【請求項１１】
　前記特性は、前記磁場の周波数周期を含むことを特徴とする、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記発生器は、約１／８０００～１／９９９９秒の間で前記周波数を変更するように構
成されることを特徴とする、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記発生器は、前記周波数周期をランダムに変更するように構成されることを特徴とす
る、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記発生器は、乱数発生器を含むことを特徴とする、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記発生器は、ランダムノイズ発生器を含むことを特徴とする、請求項１３に記載の装
置。
【請求項１６】
　前記発生器は、前記周波数周期を擬似ランダム的に変更するように構成されることを特
徴とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１７】
　前記発生器は、擬似乱数発生器を含むことを特徴とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記発生器は、擬似ランダムノイズ発生器を含むことを特徴とする、請求項１６に記載
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の装置。
【請求項１９】
　前記発生器は、約１／８９００～１／９１００秒の間で前記周波数周期を変更するよう
に構成されることを特徴とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項２０】
　磁力計システムであって、
　経時的に変更される特性を有する外磁場を発生するように構成された第１磁力計と、
　前記磁場を受信してモニターするように構成されるとともに、前記磁場の変化を表す磁
力計信号を少なくとも一つ生成するように構成された第２磁力計と
を備える磁力計システム。
【請求項２１】
　前記磁場の特性は、該磁場の周波数を含むことを特徴とする、請求項２０に記載のシス
テム。
【請求項２２】
　前記第１磁力計は、前記磁場の周波数を変更するように構成されることを特徴とする、
請求項２１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記周波数は、約８０００～９９９９Ｈｚの間でランダムに変更されることを特徴とす
る、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記磁場の特性は、該磁場の周波数周期を含むことを特徴とする、請求項２０に記載の
システム。
【請求項２５】
　前記第１磁力計は、前記磁場の周波数周期を変更するように構成されることを特徴とす
る、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記周波数周期は、約１／８０００～１／９９９９秒の間で擬似ランダム的に変更され
ることを特徴とする、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記磁力計信号を変換して、前記磁場の変化を表す信号成分を提供するように構成され
た変換回路を更に備えることを特徴とする、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２８】
　測定した磁場の変化を表す信号に対する磁場干渉の影響を抑制するための方法であって
、
　第１及び第２磁力計を有する磁力計システムを用意するステップと、
　前記第１磁力計にて外磁場を発生させるステップと、
　前記第２磁力計にて前記磁場を受信してモニターするステップと、
　前記第２磁力計にて、前記磁場の変化を表す磁力計信号を生成するステップと、
　前記磁場の特性を経時的に変更するステップと
を有する方法。
【請求項２９】
　前記磁場の特性は、該磁場の周波数を含むことを特徴とする、請求項２８に記載の方法
。
【請求項３０】
　前記周波数は、経時的且つランダムに変更されることを特徴とする、請求項２９に記載
の方法。
【請求項３１】
　前記周波数は、約８０００～９９９９Ｈｚの間でランダムに変更されることを特徴とす
る、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
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　前記磁場の特性は、該磁場の周波数周期を含むことを特徴とする、請求項２８に記載の
方法。
【請求項３３】
　前記周波数周期は、経時的且つ擬似ランダム的に変更されることを特徴とする、請求項
３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記周期は、約１／８０００～１／９９９９秒の間で擬似ランダム的に変更されること
を特徴とする、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記磁力計信号を変換して、前記磁場の変化を表す所望の信号成分を提供することを更
に備えることを特徴とする、請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願への相互参照＞
　本非仮出願は、２００９年９月１日出願の米国仮出願第６１／２７５，５７６号に基づ
く優先権を主張するものであり、当該出願全体を本明細書に参照により援用する。
【０００２】
　本発明は、概ね、被験者の解剖学的及び生理学的パラメータをモニター（monitor）す
るための、磁力計を用いたシステムに関し、特に、磁力計の場（magnetometer field）に
おける電磁干渉と、これに起因する、磁力計の場の変化を反映する信号の質の低下とを抑
制するための方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　被験者を医学的に診断・処置する際、当該被験者に関する一以上の生理学的ないし能力
的な特性・徴候を測定するのが望ましい場合が多い。運動能力及びその上達度合は、多く
の場合、生理学的及び／又は能力的特性の変化を調べることで評価される。運動能力を評
価するのに役立ちうるのが、呼吸気量等の呼吸系の特性（respiratory characteristics
）であり、例えば、生理学的状態及び／又は能力特性の変化の検出を助けることで役立ち
うる。主な呼吸系特性の一つとしては、呼吸気量（又は１回呼吸気量）があり、１回呼吸
気量を測定（ないし決定）する目的で、従来、種々の方法及びシステムが使用されてきた
。
【０００４】
　１回呼吸気量を決定するための従来のシステム（及び関連する方法）として、患者ない
し被験者に、流量測定装置に接続されたマウスピースに息を吹き込ませるものがある。別
のシステムとしては、例えば１９７４年８月２７日発行の米国特許第３，８３１，５８６
号及び１９７７年７月５日発行の米国特許第４，０３３，３３２号に開示されているよう
な、従来式の呼吸モニターを備えるものがある。これら各文献の全体を本明細書に参照に
より援用する。
【０００５】
　１回呼吸気量を決定するための別の手段としては、胸郭と腹部の寸法変化（又は変位）
を測定することが挙げられるが、これは、周知のように、肺の容積がこれら両パラメータ
と相関関係にあるからである。胸郭及び腹部の寸法変化（即ち、周囲長の増分（Δ））の
測定には、水銀封入式ラバーストレインゲージ、ニューモベルト、呼吸プレチスモグラフ
（respiratory inductive plethysmograph（RIP））ベルト、磁力計等、数多くのシステ
ムや装置が用いられてきた。ディー．エル．ウェード（D.L. Wade）著、「呼吸時におけ
る胸郭及び横隔膜の動き（Movements of the Thoracic Cage and Diaphragm in Respirat
ion）」、ジャーナル　オブ　フィジオロジー（J. Physiol.）、１９５４年、p.１２４～
１９３や、ミードほか（Mead, et al.）著、「体表動作から測定される肺換気量（Pulmon
ary Ventilation Measured from Body Surface Movements）」、サイエンス（Science）
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、１９６７年、p.１９６及び１３８３～１３８４を参照されたい。
【０００６】
　本技術分野で周知のように、呼吸系磁力計システムは、通常、同調された空芯磁力計又
は電磁コイルを一対以上備える。両磁力計間の距離変化を感知しうる他の種類の磁力計を
用いてもよい。一方の磁力計は、特定の高周波の交流磁場を送信するのに適しており、他
方の磁力計は、当該磁場を受信するのに適している。当該磁力計対は、両者間の距離の変
化に応答可能であり、当該距離の変化は、磁場の強度変化に反映される。
【０００７】
　一般的な呼吸系磁力計システムは、一対の磁力計を備える。例えば、２００８年９月５
日に出願した同時係属中の米国出願第１２／２３１，６９２号、２００９年９月１日出願
の米国仮出願第６１／２７５，５７４号及び２００９年９月１日出願の米国仮出願第６１
／２７５，５７５号に開示された磁力計システムを挙げることができる。これら各文献の
全体を本明細書に参照により援用する。
【０００８】
　胸郭の前後方向の直径の変化（ないし変位）を測定するには、通常、第１の磁力計を第
４肋間の高さで胸骨上に設置し、第２の磁力計を同じ高さで背骨上に設置する。更に追加
の磁力計を用いることで、磁力計システムの精度を高めることができる。例えば、腹部の
前後方向の直径の変化を測定するのに、第３の磁力計を臍の高さで腹部上に設置し、第４
の磁力計を同じ高さで背骨上に設置してもよい。
【０００９】
　磁力計にて使用する信号処理技術としては、例えばプロダクト検波器、振幅検出器、狭
帯域フィルタ等のような、固定周波数の電磁源と従来式の信号検出装置（及び関連する方
法）を通常用いる。しかし、これらの電磁源や装置は、磁場の周波数と同期しているかこ
れの低調波となる周波数を有する周囲の周期性電磁源（例えば電力線）からの電磁干渉の
影響を受けやすい。
【００１０】
　このスプリアスな（spurious、所要波と異なる周波数の）干渉によって、磁力計の場の
測定が不正確になる可能性があり、また多くの場合、不正確になる。したがって、不正確
な磁場測定から求められた解剖学的変位（例えば、解剖学的変位を反映する信号）、ひい
ては、求められた当該解剖学的変位から導かれた呼吸系特性は、誤っている可能性がある
。
【００１１】
　このようなことから、磁場測定に対する電磁干渉の影響を低減すべく、従来、種々のシ
ステムや関連する技術が使用されている。そのようなシステム・技術としては、例えば２
００７年１１月１３日発行の米国特許第７，２９５，９２８号に開示されているような、
複数のフィルタ（例えば、統計的ローパスフィルタと、周波数特性に基づくフィルタ）を
備え、データ依存性の周波数関数で信号を畳み込む従来のフィルタリングシステムや、２
００４年１１月１８日に出願した同時係属中の米国特許出願第１０／９９１，８７７号に
開示されているような、時間／周波数領域及びフーリエ変換に関する種々の技術がある。
【００１２】
　上記従来のシステムや技術は、ノイズが少ないか中程度の環境では干渉を上手く抑制す
ることができる。しかしながら、上記システムや技術を用いた磁力計は、依然として、当
該磁場の周波数に近い信号周波数やその高調波による干渉の影響を受けやすくなっている
。
【００１３】
　フラックスゲート磁力計に関しては、電磁干渉の緩和のために更に幾つかのシステムや
関連する技術が用いられてきた。そのようなシステムや技術としては、差動回路や、駆動
信号をトラッキングする電磁干渉が起こる可能性を最小限に抑えるべく駆動信号を変形さ
せることが挙げられる。
【００１４】
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　差動回路技術では、磁場内で互いに対向するように配置された二つの磁力計ないしセン
サを用いて、一方のセンサにて、他方のセンサに対して反転させた第２高調波信号を発し
、二つの信号を減算することで干渉ないしノイズを緩和するか打ち消す。
【００１５】
　２００１年７月３１日発行の米国特許第６，２６８，７２５号には、フラックスゲート
磁力計の駆動信号を変形させることで電磁干渉の影響を低減するためのシステム及び関連
する方法が開示されている。当該発明では、駆動信号の特性が経時的に変更されるため、
電磁干渉が駆動信号をトラッキングないし模する、即ち、電磁干渉が駆動信号の第２高調
波信号と一致する可能性は極めて低い。
【００１６】
　上記システムや技術は、駆動信号における干渉を上手く抑制することができるが、これ
らのシステム・技術は、フラックスゲート磁力計に限定されるものである。本技術分野で
周知のように、フラックスゲート磁力計では、駆動受信器（driving receiver）しか使用
されていないし、また、残留磁界しか測定されない。
【００１７】
　よって、上記システムや技術は、受信した磁場における電磁干渉、ひいては、磁場の透
過率測定に対して当該干渉が与える影響を低減するのには有効でない。
【００１８】
　したがって、磁力計の場における干渉及び／又は磁場測定に対する干渉の影響を抑制す
るための改良された方法及びこれに関連するシステムであって、磁力計の干渉を抑制する
従来の方法やシステムが孕む欠点や短所を実質的に低減ないし解消する方法及びシステム
を提供するのが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明は、運動能力のモニター及び医学的評価の分野で特に有用である、被験者の呼吸
系の特性をより上手くモニターするための装置及び方法を提供するものである。本発明の
一実施形態によれば、磁力計の場における干渉を抑制するための方法は、概ね、対を成す
第１及び第２磁力計であって、外磁場を発生するのに適した第１磁力計と、当該磁場を受
信してモニターするのに適しているとともに、当該磁場の変化を表す磁力計信号を少なく
とも一つ生成するのに適した第２磁力計とを有する磁力計システムを用意することと、経
時的にその特性が変更される上記磁場を送信することとを備える。
【００２０】
　本発明の一実施形態においては、上記磁場の特性は、該磁場の周波数を含む。
【００２１】
　一実施形態においては、上記周波数は、経時的且つランダムに変更される。
【００２２】
　一実施形態においては、上記周波数は、約８０００～９９９９Ｈｚの間でランダムに変
更される。
【００２３】
　一実施形態においては、上記磁場の特性は、該磁場の周波数周期（frequency period）
を含む。
【００２４】
　一実施形態においては、上記周波数周期は、擬似ランダム的に変更される。
【００２５】
　一実施形態においては、上記周期は、約１／８０００～１／９９９９秒の間で擬似ラン
ダム的に変更される。
【００２６】
　一実施形態においては、本方法は、上記磁力計信号を変換して、上記磁場の変化を表す
所望の信号成分を提供するステップを備える。
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【００２７】
　本発明の別の実施形態によれば、経時的にその特性が変更される外磁場を発生するのに
適した第１磁力計と、当該磁場を受信してモニターするのに適しているとともに、当該磁
場の変化を表す磁力計信号を少なくとも一つ生成するのに適した第２磁力計とを備える磁
力計システムが提供される。
【００２８】
　本発明の一実施形態においては、上記磁場の特性は、該磁場の周波数を含む。
【００２９】
　一実施形態においては、上記周波数は、経時的且つランダムに変更される。
【００３０】
　一実施形態においては、上記周波数は、約８０００～９９９９Ｈｚの間でランダムに変
更される。
【００３１】
　一実施形態においては、上記磁場の特性は、該磁場の周波数周期を含む。
【００３２】
　一実施形態においては、上記周波数周期は、擬似ランダム的に変更される。
【００３３】
　一実施形態においては、上記周期は、約１／８０００～１／９９９９秒の間で擬似ラン
ダム的に変更される。
【００３４】
　一実施形態においては、上記システムは、上記磁力計信号を変換して、上記磁場の変化
を表す所望の信号成分を提供するための変換手段を備える。
【００３５】
　更なる特徴や利点は、添付の図面に示す、本発明に関する以下の詳細な説明により明ら
かにされる。各図において、同一の部品ないし要素は概ね同じ参照符号で示してある。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態による生理機能モニタリングシステムの概略図であ
る。
【図２】図２は、従来の磁力計対の組み合わせを示す概略図である。
【図３】図３は、被験者の側面図であり、図２における磁力計対の組み合わせの従来の配
置を示す。
【図４】図４は、被験者の斜視図であり、図２及び図３における磁力計対の組み合わせに
従って被験者に磁力計を位置決めした様子を示す。
【図５】図５は、被験者の背中の平面図であり、図２及び図３における磁力計対の組み合
わせに従って被験者に磁力計を位置決めした様子を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明を詳細に説明する前に理解されたいのが、本発明が、特に例示した―当然変更さ
れる可能性のある―方法、装置、システム又は回路に限定されるものではないということ
である。したがって、本発明の実施にあたっては、本明細書に記載した方法やシステムと
類似ないし均等の数多くの方法やシステムを使用することが可能ではあるが、本明細書で
は、好適な方法、装置及びシステムについて記載する。
【００３８】
　また、本明細書で使用する用語については、本発明の特定の実施形態を説明するために
のみ用いられているのであって、本発明を限定する意図はないことも理解されたい。
【００３９】
　特段の定義のない限り、本明細書で使用する技術的・科学的な用語は、いずれも、本発
明が属する技術分野における通常の知識を有する者が通常理解するであろう意味を有する
。
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【００４０】
　本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用される、冠詞「a」、「an」及び「the」で示
す単数形の対象には、文脈上明らかに単数である場合を除いて、複数の指示対象が含まれ
る。よって、例えば、「磁場の特性（a magnetic field characteristic）」と単数形で
記載した場合、一以上の当該特性を含み、「磁力計信号（a magnetometer signal）」と
単数形で記載した場合、一以上の当該信号を含む。
【００４１】
　また、本明細書に引用するあらゆる刊行物、特許及び特許出願は、これ以前に引用した
ものも、これ以降引用するものも、その全体を参照により援用する。
【００４２】
　本明細書で言及する刊行物は、ただ単に、本願の出願日前に開示されたものであるため
、ここに記載したまでである。本明細書の如何なる記載についても、先発明の規定に基づ
き、本発明がこれら刊行物よりも早い日付を得る権利を有しないことを自認するものであ
ると解釈してはならない。また、ここに記載した公開日・公表日は、実際の公開日・公表
日と異なる場合があるので、個別に確認する必要があると思われる。
【００４３】
＜定義＞
　本明細書で用いる「磁力計（magnetometer）」との文言は、磁場を発生するか、磁場（
又はこれに関連する特性）を測定するのに適した装置を意味しこれを含むものとする。上
述したように、磁力計は、通常、対で使用され、一方の磁力計が磁場の発生源として機能
し、他方の磁力計が、当該発生された磁場―例えば当該磁場に関連する特性―を受信して
測定するのに適している。しかしながら、本明細書に記載する磁力計は、一対一の対を成
す必要はない。例えば、単一の磁力計が、複数の磁力計からの送信を受信するように構成
されていてもよいし、単一の磁力計が、複数の磁力計へ送信を行なうように構成されてい
てもよい。更に、単一の磁力計で、信号の送受信の両方を行なってもよい。
【００４４】
　本技術分野で周知のように、対を成す磁力計（例えば送信器と受信器）は、両者間の距
離の変化に応答可能である。また、周知のように、対を成す磁力計間の距離の変化は、通
常、受信される磁場の変化として反映される。
【００４５】
　本明細書で用いる「磁力計信号（magnetometer signal）」との文言は、受信した磁場
に関連する、測定された特性―例えば、発生磁場の強度及び／又はその変化―を表す信号
を意味しこれを含むものとする。したがって、本発明の幾つかの実施形態においては、上
記信号は、受信用の磁力計（即ち、受信器）で測定した電圧を含む。本技術分野で周知の
ように、受信器の電圧は、通常、受信した磁場の強度に比例する。
【００４６】
　本明細書で用いる「所望の信号（desired signal）」との文言は、測定中の変数と直接
対応する信号又はその一部を意味しこれを含むものとする。したがって、例えば、本発明
の幾つかの実施形態においては、所望の磁力計信号は、受信した磁場の変化と直接対応す
る信号又はその一部を含む。
【００４７】
　本明細書で用いる「望ましくない信号（undesired signal）」との文言は、測定中の変
数の正確な測定を阻害するあらゆる信号又はその一部を意味しこれを含むものとする。し
たがって、例えば、本発明の幾つかの実施形態においては、「望ましくない信号」は、磁
力計の磁場の変化の正確な測定を阻害する信号又はその一部を含み、例えば電磁干渉が挙
げられるが、これに限定されるものではない。
【００４８】
　肺換気量、１回呼吸気量、呼吸速度や、その他の関連する呼吸系の特性は、生体内にお
ける酸素と二酸化炭素の遷移（transpiration）について実用的で信頼性のある測定基準
となりうる。呼吸系の特性は、運動の成果、生理学的ストレスや、その他の生理学的特性
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と直結している。１回呼吸気量を外部から求める一つの方法は、胸部の容積変化を測定す
ることである。胸部の容積変化は、肺の拡張・収縮に起因する。圧力範囲の最大値及び最
小値での肺の気圧は雰囲気圧と平衡であるため、肺の容積と、吸い込んだ空気の体積との
間には非常に緊密で単調な関係がある。
【００４９】
　胸部の容積変化を正確に測定するには、胸郭における胸部の直径の変化を測定する必要
がある。さらに、胸部の直径の変化を胸郭の下方でも測定することで、より正確に測定す
ることができる。胸郭下方で胸部の直径の変化をモニターすることで、横隔膜によっても
たらされる呼吸（diaphragm delivered breathing）を明らかにすることができる。横隔
膜による呼吸は、横隔膜筋の収縮・弛緩によって腹部の器官が下方及び外方に押されて、
有効肺容積が増加するというものである。
【００５０】
　呼吸系の特性をモニター・分析することは、運動競技での用途に特に役立ちうる。なぜ
なら、運動能力と、運動競技者による酸素及び二酸化炭素の処理の仕方との間には直接的
な関係があるからである。例えば、多くの運動トレーニングの場面では、運動競技者の身
体が有酸素運動と無酸素運動との間で切り替わる時点―運動競技者の換気性作業閾値（ve
ntilatory threshold）とも呼ばれる―を知ることが有益である。換気性作業閾値を超え
ることは、即ち、スポーツ活動の最中における懸案となる運動能力の限界を示すこととな
る。例えば、運動競技者にとって、限られた時間、無酸素状態でトレーニングすることは
有益である場合がある。しかし、多くのスポーツの場合、適正なトレーニングに必要なの
は、限られた時間の無酸素運動と、その間に差し挟まれるより強度の低い有酸素運動だけ
である。ところが、運動競技者にとって、呼吸系特性等の生理学的特性を参照することな
く、自分が無酸素状態・有酸素状態のどちらの状態にあるのかを知ることは困難である。
したがって、呼吸をモニターしてデータ処理を行なうことで、運動競技者の運動状態を正
確且つ略瞬時に測定することが可能となり、それにより、運動競技のトレーニングにおい
て実質的なメリットを提供することができる。運動競技者の経時的な換気性作業閾値の変
化や、運動後の回復期間中の１回呼吸気量のパターンは、あるトレーニング・プログラム
中に運動競技者のフィットネス・レベルがどの程度改善したかを測る上で有用となりうる
。また、呼吸をモニターすることで、被験者の静止時代謝率の変化をモニター・分析する
ことが可能となる。
【００５１】
　そして、身体に対する負荷が、現在の肺換気量ではもはや十分に生命を維持することが
できないレベルに達する時点が、第２の換気性作業閾値である。この状態が長く続き過ぎ
ると、虚脱を引き起こすことになるので、この地点を決定することは、医学的な用途、特
にファースト・リスポンダー（first responder、現場に最初に駆けつける医学的訓練を
受けた人）やその他の救急隊員にとって有益となりうる。
【００５２】
　本発明は、磁力計の場における干渉と、磁場測定に対する干渉の影響とを抑制するため
の改良された方法及び関連するシステムを含む。この改良された方法及び関連するシステ
ムによれば、従来技術にかかる、磁力計の場における干渉を抑制するための方法やシステ
ムが孕む欠点が実質的に低減ないし解消される。以下詳細に説明するように、本発明の幾
つかの実施形態においては、送信用の磁力計（即ち、送信器）が、経時的且つランダムに
その特性が変更される磁場を発生するのに適している。また、本発明の幾つかの実施形態
においては、送信用の磁力計が、経時的且つ擬似ランダム的にその特性が変更される磁場
を発生するのに適している。
【００５３】
　本技術分野における通常の知識を有する者であれば容易に理解するであろうが、本発明
の方法及びシステムには、磁力計への干渉を抑制する従来の方法及びシステムと比較して
、多くの顕著な利点がある。それら利点のうち幾つか挙げれば、(i)測定される磁場にお
ける電磁干渉が更に低減される点、(ii)測定した磁場変化、ひいては測定した磁場変化を
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表す信号の正確さが向上する点、(iii)ノイズの多い環境下で、非常に弱い磁場やその変
化を検出できる点がある。
【００５４】
　更なる顕著な利点としては、測定した磁場変化を反映する「正確な」磁力計信号に基づ
いて、解剖学的・生理学的特性（例えば、解剖学的変位、呼吸系の特性等）を正確に決定
することができる点がある。
【００５５】
　以下、本発明の方法及びシステムの幾つかの実施形態を詳細に説明するが、本明細書中
のシステム及び方法の実施形態に本発明が限定されるものではないことを理解されたい。
本技術分野における通常の知識を有する者であれば容易に理解するであろうが、ここに記
載したシステム及び方法と類似ないし均等のシステム及び関連する方法も、本発明の範囲
内において用いることができる。
【００５６】
　まず、図１に、(i)胸郭及び腹部それぞれの前後方向の直径の変化（ないし変位）と、
胸壁の軸方向の変位とをモニター・検出するとともに、(ii)上記解剖学的変位を反映する
磁力計信号との相関関係において、モニター中の被験者に関する解剖学的・生理学的情報
を求めるのに適した、生理機能モニタリングシステムの一例の概略図を示す。
【００５７】
　図１に示すように、この生理機能モニタリングシステム１０は、データ収集サブシステ
ム２０と、制御データ処理サブシステム４０と、データ送信サブシステム５０と、データ
モニタリングサブシステム６０と、バッテリー等の電源７０とを備える。
【００５８】
　図２及び図３に示すように、データ収集サブシステム２０は、被験者１００上に位置決
めされ、胸郭及び腹部それぞれの前後方向の直径の変化（ないし変位）と、胸壁の軸方向
の変位とをモニター・検出するのに適した、対を成す磁力計を備える。図２に示すように
、これら磁力計は、第１送信用磁力計２２ａと、第１受信用磁力計２２ｂと、第２送信用
磁力計２４ａと、第２受信用磁力計２４ｂとを含む。図２において、「Ｔ」の文字は送信
用磁力計を表し、「Ｒ」の文字は受信用磁力計を表すが、各磁力計は、これら表記に限定
されるものではない。本発明の実施形態に係る磁力計は、「受信用」ないし「送信用」と
記載されているが、各受信用コイルは、代わりに且つ独立して、送信用コイルであっても
よいし、各送信用コイルは、代わりに且つ独立して、送信用コイルであってもよい。各コ
イルは、送信・受信の両機能を行うものであってもよい。
【００５９】
　制御データ処理サブシステム４０は、データ収集サブシステム２０ひいては磁力計対、
データ送信サブシステム５０及びデータモニタリングサブシステム６０を制御するための
プログラム、指令や、関連するアルゴリズムを備える。
【００６０】
　制御データ処理サブシステム４０は、更に、磁力計の場の変化を反映する磁力計信号を
取り込んで処理するようにプログラムされ構成されるとともに、少なくとも一つの呼吸系
の特性（より好ましくは複数の呼吸系の特性）を含む、モニター中の被験者に関する解剖
学的・生理学的情報を（磁力計信号との相関関係において）求めるようにプログラムされ
構成されている。
【００６１】
　データモニタリングサブシステム６０は、制御データ処理サブシステム４０によって生
成され送信された生理学的特性やパラメータを表示するように設計され構成されている。
なお、制御データ処理サブシステム４０は、本明細書中、「プロセッサ・サブシステム」
、「処理サブシステム」、「データ処理サブシステム」とも呼ぶ。これら「制御データ処
理サブシステム」、「プロセッサ・サブシステム」、「処理サブシステム」及び「データ
処理サブシステム」の各用語は、本願中、互いに置き換え可能なものとして用いられてい
る。
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【００６２】
　データ送信サブシステム５０は、通信リンク、ひいては、データ収集サブシステム２０
、制御データ処理サブシステム４０及びデータモニタリングサブシステム６０による各サ
ブシステム間の送信をモニターし制御するようにプログラムされ構成されている。
【００６３】
　上記生理機能モニタリングシステムに関する更なる詳細については、２００９年９月１
日出願の米国仮出願第６１／２７５，５７６号、本願と同時に出願した同時係属中の米国
出願第１２／８６９，５９２号、２００９年９月１日出願の米国仮出願第６１／２７５，
５７５号及び本願と同時に出願した同時係属中の米国出願第１２／８６９，５８２号に記
載されている。これら各文献の全体を本明細書に参照により援用する。
【００６４】
　本技術分野における通常の知識を有する者であれば容易に理解するであろうが、対を成
す磁力計は、各磁力計間の距離の変化（ないし変位）をモニター・測定すべく、被験者上
の、解剖学的に適切な様々な位置に配置することができる。ここで、図３～図５を参照す
る。これらの図は、本発明の一実施形態により、被験者ないし患者１００上に各磁力計２
２ａ、２２ｂ、２４ａ、２４ｂを位置決めした様子を示す。
【００６５】
　図３～図５に示すように、第１送信用磁力計（即ち、第１送信器）２２ａは、好ましく
は、被験者１００の前側１０１であって被験者１００の臍の近くに位置決めされ、第１受
信用磁力計（即ち、第１受信器）２２ｂは、好ましくは、軸方向に関しては上記と同じ位
置の近くに、被験者１００の後ろ側１０２に位置決めされる。第２受信用磁力計（即ち、
第２受信器）２４ｂは、好ましくは、被験者１００の前側１０１であって胸骨の底部の近
くに位置決めされ、第２送信用磁力計（即ち、第２送信器）２４ａは、軸方向に関しては
上記と同じ位置の近くに、被験者１００の後ろ側１０２に位置決めされる。
【００６６】
　同時係属中の米国特許出願第１２／２３１，６９２号に記載のように、送信用磁力計２
２ａ、２４ａと、受信用磁力計２２ｂ、２４ｂの位置は逆であってもよい。（即ち、送信
用磁力計２２ａ及び受信用磁力計２４ｂを被験者１００の後ろ側１０２に配置し、送信用
磁力計２４ａ及び受信用磁力計２２ｂを被験者１００の前側１０１に配置してもよい。）
あるいは、両方の送信用磁力計２２ａ、２４ａを被験者１００の前側１０１又は後ろ側１
０２に配置し、両方の受信用磁力計２２ｂ、２４ｂをその反対側に配置してもよい。
【００６７】
　被験者ないし患者１００が呼吸をすると、磁力計対２２ａ、２２ｂ及び対２４ａ、２４
ｂ間で測定された磁場変化から、胸郭及び腹部それぞれの変位（即ち、図３においてそれ
ぞれ矢印２９及び矢印２５で示す、磁力計対２２ａ、２２ｂ及び対２４ａ、２４ｂの間の
距離の変化）が求められる。また、磁力計２２ａ、２４ｂ間で測定された磁場変化から、
矢印２３で示す胸壁の軸方向の変位（例えば、臍からの距離（xiphi-umbilical distance
（Xi）））も求められる。ここで、磁力計２４ｂは、デュアル機能電磁コイルであり、「
デュアル機能コイル」とは、複数の異なる送信用コイルからの送信を受信することのでき
るコイルを意味する。（したがって、磁力計２４ｂは、磁力計２２ａ及び２４ａからの磁
場送信を受信するのに適している。）
【００６８】
　上述したように、測定した変位は、少なくとも一以上の呼吸系の特性を含む、測定中の
被験者に関する解剖学的・生理学的情報を求めるのに通常用いられる。２００９年９月１
日出願の米国仮出願第６１／２７５，５７５号及び本願と同時に出願した同時係属中の米
国出願第１２／８６９，５８２号に記載されているように、更に追加の磁力計対を使用し
てもよく、測定した複数の変位は、更に追加の解剖学的・生理学的特徴―例えば、胸壁の
動作と、呼吸活動や会話、くしゃみ、笑うこと、咳等の呼吸に関連する事象との関係性の
決定・特徴づけ―を評価するのに用いることができる。
【００６９】
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　また上述したように、各磁力計（例えば磁力計２２ａ、２２ｂ、２４ａ、２４ｂ）は、
当該磁場の周波数と同期しているかこれの低調波となる周波数を有する周囲の発生源（例
えば、電力線、蛍光灯、電動機等）からの干渉の影響を受けやすい。
【００７０】
　このスプリアスな（spurious、所要波と異なる周波数の）干渉によって、磁力計の場の
測定が不正確になる可能性があり、また多くの場合、不正確になる。したがって、不正確
な磁場測定から求められた解剖学的変位（例えば、解剖学的変位を反映する磁力計信号）
、ひいては、当該解剖学的変位から導かれた呼吸系特性も、不正確になる可能性が高い。
【００７１】
　しかしながら、本出願人は、経時的且つランダムに又は擬似ランダム的にその特性が変
更される磁場を提供する磁力計を設けることで、磁場測定に対する、同期性の及び／又は
低調波によるスプリアスな干渉の影響が実質的に低減され、また多くの場合、解消される
ことを知見した。本発明の幾つかの実施形態においては、磁場の特性は、磁場の周波数を
含む。また、幾つかの実施形態では、磁場の特性は、磁場の周波数周期（frequency peri
od）を含む。
【００７２】
　本発明の幾つかの実施形態においては、磁場の周波数を経時的且つランダムに変更する
。しかし、本発明においては、ランダムに変更される周波数は、１０，０００Ｈｚを超え
ることはない。
【００７３】
　よって、当該実施形態においては、対を成す磁力計の一方（即ち、送信器）が、経時的
且つランダムにその周波数が変更される磁場を発生するのに適しており、他方の磁力計（
即ち、受信器）が、当該発生された磁場を受信して測定するのに適している。
【００７４】
　本発明の一実施形態においては、磁場の周波数が、約８０００～９９９９Ｈｚの間でラ
ンダムに変更される。別の実施形態においては、磁場の周波数が、約８９００～９１００
Ｈｚの間でランダムに変更される。
【００７５】
　幾つかの実施形態においては、磁場の周波数周期を擬似ランダム的に変更する。よって
、当該実施形態においては、対を成す磁力計の一方（即ち、送信器）が、擬似ランダム的
にその周波数周期が変更される磁場を発生するのに適しており、他方の磁力計（即ち、受
信器）が、当該発生された磁場を受信して測定するのに適している。
【００７６】
　本発明の一実施形態においては、磁場の周期が、約１／８０００～１／９９９９秒の間
で擬似ランダム的に変更される。別の実施形態においては、磁場の周期が、約１／８９０
０～１／９１００秒の間で擬似ランダム的に変更される。
【００７７】
　本発明によれば、磁場の周波数を約８０００～９９９９Ｈｚの間で擬似ランダム的に変
更してもよい。また、周波数周期を約１／８０００～１／９９９９秒の間でランダムに変
更してもよい。
【００７８】
　また、対を成す磁力計の一方（即ち、送信器）が、経時的且つランダムに変更される少
なくとも一つの特性と、経時的且つ擬似ランダム的に変更される少なくとも一つの特性と
を有する磁場を発生するのに適していてもよく、他方の磁力計（即ち、受信器）が、当該
発生された磁場を受信するのに適していてもよい。
【００７９】
　本発明によれば、ランダムないし擬似ランダム的に変更された磁場を提供するのに、種
々の従来の手段を用いることができる。そのような手段としては、例えば、従来の乱数発
生器や擬似乱数発生器等の発生器、選択された回路及び初期値（シード）を備えたシフト
レジスタ、ノイズダイオード等の適宜な電子デバイスに存在する熱雑音に基づくランダム
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ノイズ発生器や、適宜にプログラミングされたマイクロプロセッサ等が挙げられる。
【００８０】
　本発明の好適な実施形態においては、ランダムないし擬似ランダム的に変更された磁場
は、経時的に磁場を変更する磁場発生器により提供される。例えば、磁力計２２ａ等の送
信用磁力計に対して乱数又は擬似乱数発生器を動作可能に接続することで、磁力計が、経
時的且つランダムに（又は擬似ランダム的に）その周波数又は周波数周期が変更される磁
場を発生するようになる。
【００８１】
　本発明の幾つかの実施形態においては、従来のスペクトラム拡散技術を用いて、測定信
号と相関のない周期的な干渉（ないしノイズ）又はランダム・擬似ランダムなノイズから
、所望の信号及び／又は当該信号中の一以上の成分を抽出する。
【００８２】
　幾つかの実施形態においては、磁場ひいてはその変化を表す所望の信号を提供するのに
、変換回路を用いる。
【実施例】
【００８３】
　以下の実施例は、当業者が本発明をより明確に理解し実施することができるように例示
したものである。これらの実施例は、本発明の範囲を限定するものとして解されるべきで
はなく、単に本発明を例示・代表するものとして解されるべきである。
【００８４】
＜実施例１＞
　図１に例示したような生理機能モニタリングシステムを用意する。上記図３～図５に示
すように、磁力計対２２ａ、２２ｂ及び対２４ａ、２４ｂを被験者に位置決めする。
【００８５】
　一方の磁力計対（例えば、磁力計２２ａ、２２ｂ）の間の磁場の定常状態の周波数は約
９０００Ｈｚである。他方の磁力計対（例えば、磁力計２４ａ、２４ｂ）の間の磁場の定
常状態の周波数は約８７６０Ｈｚである。
【００８６】
　モニター中の被験者の近くに、８８００～９０００Ｈｚの範囲の周波数を有する信号を
発生する蛍光灯を設置する。当該蛍光灯信号に起因する干渉が、磁力計２２ａ、２２ｂ間
の磁場、ひいては当該測定された磁場の変化を表す信号に検出される。
【００８７】
　次に、乱数発生器により、磁力計対２２ａ、２２ｂ間及び対２４ａ、２４ｂ間の磁場の
周波数を、それぞれ、８９００～９１００Ｈｚ及び８６６０～８８６０Ｈｚの間でランダ
ムに変更する。これにより、干渉の影響が実質的に最小限に抑えられる（即ち、当初の影
響の約１／２００に抑制される）。
【００８８】
＜実施例２＞
　実施例２でも、上記と同じ生理機能モニタリングシステムを用い、同様の条件を用いる
が、実施例２では、磁力計対２２ａ、２２ｂ間及び対２４ａ、２４ｂ間の磁場の周波数周
期を、それぞれ、１／８９００～１／９１００秒及び１／８６６０～１／８８６０秒の間
で擬似ランダム的に変更する。これにより、同様に、蛍光灯信号による干渉の影響を最小
限に抑えることができる。
【００８９】
　よって、上述した本発明の方法及びシステムには、磁力計への干渉を抑制する従来の方
法及びシステムと比較して、多くの顕著な利点がある。それら利点のうち幾つか挙げれば
、(i)測定される磁場における電磁干渉が更に低減される点、(ii)測定した磁場変化、ひ
いては当該変化を表す信号の正確さが向上する点、(iii)ノイズの多い環境下で、非常に
弱い磁場やその変化を検出できる点がある。
【００９０】
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　更なる顕著な利点としては、測定した磁場変化を反映する「正確な」磁力計信号に基づ
いて、解剖学的・生理学的特性（例えば、解剖学的変位、呼吸系の特性等）を正確に決定
することができる点がある。
【００９１】
　本発明の更なる利点や用途は、本願と同時に出願した米国特許出願第１２／８６９，５
７８号、本願と同時に出願した米国特許出願第１２／８６９，５８２号、本願と同時に出
願した米国特許出願第１２／８６９，５８５号、本願と同時に出願した米国特許出願第１
２／８６９，５９２号、本願と同時に出願した米国特許出願第１２／８６９，６２７号、
本願と同時に出願した米国特許出願第１２／８６９，６２５号、及び本願と同時に出願し
た米国特許出願第１２／８６９，５８６号に開示されたシステム及び方法を参照すれば明
らかである。これら各文献の全体を本明細書に参照により援用する。
【００９２】
　当業者であれば、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明を種々の用途や
条件に適合させるために本発明を種々変更・修正することができる。よって、そのような
変更・修正も、適正且つ衡平に、下記特許請求の範囲の均等の全範囲の内に包含されるこ
とを意図するものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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