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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　死亡に進展する複雑な連鎖を自動的に識別および表示する病院監視システムであって、
　該病院監視システムは、
　データの電子医療記録リポジトリを含むデータベース（３０８）であって、該データの
電子医療記録リポジトリは、少なくとも１つの病院内の複数の患者のデータを含有する、
データベースと、
　プロセッサ（１８）と
　を含み、
　該プロセッサ（１８）は、
　　該複数の患者の該データ内の少なくとも１つの複雑な連鎖パターンについて該データ
ベースを検索することにより、該少なくとも１つの複雑な連鎖パターンを生成するために
生理学的データが用いられる１人以上の患者を識別することであって、該複雑な連鎖パタ
ーンは、特定の患者における生理学的パラメータの病理学的にリンクされた一連の変化で
あり、単位時間あたりの該病理学的にリンクされた変化の数は、該連鎖パターンの少なく
とも一部分に沿って経時的に増加する、ことと、
　　臨床システムに対応する視認領域を含む図式表示を生成することであって、該図式表
示は、該臨床システムに対する時系列から導出された摂動を示すものを表示するように構
成されている、ことと、
　　該複雑な連鎖パターンが経時的に進行するにつれて、該複雑な連鎖パターンが該視認
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領域内で視覚的に拡張するように表示されるように、該視認領域を構成することと、
　　該連鎖パターンの重症度が経時的に増加するにつれて、該臨床システムに対する時系
列データの間の関係パターンに基づいて、該視認領域にわたって視覚的に拡張するように
該連鎖パターンを表示することと
　を行うようにプログラムされている、病院監視システム。
【請求項２】
　前記複雑な連鎖パターンの検出時に自動アラームを提供するようにプログラムされてい
るアラームプロセッサを含む、請求項１に記載の病院監視システム。
【請求項３】
　前記複雑な連鎖パターンは、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、微小循環障害
、ショックのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の病院監視システム。
【請求項４】
　前記複雑な連鎖パターンの少なくとも１つの特性を決定するようにさらにプログラムさ
れており、該特性は、前記複雑な連鎖パターンの重症度、前記複雑な連鎖パターンの持続
時間、前記複雑な連鎖パターンの開始時間、他の事象また別の複雑な連鎖パターンに対す
る前記複雑な連鎖パターンのタイミング関係、前記複雑な連鎖パターンの終結時間、前記
複雑な連鎖パターンの構成要素、前記複雑な連鎖パターンに後続する、または前記複雑な
連鎖パターンと関連する病院滞在の長さ、または前記複雑な連鎖パターンと関連する治療
のうちの少なくとも１つを含み、該病院滞在の長さは、該複雑な連鎖パターンに関連する
患者に対応する、請求項１に記載の病院監視システム。
【請求項５】
　前記複雑な連鎖パターンの少なくとも１つの特性は、該複雑な連鎖パターン、前記生理
学的パラメータの変化の重症度、該複雑な連鎖パターンの影響を受ける系統の数、該複雑
な連鎖パターンと関連する生理学的パラメータの変化に応じた補償の障害の存在、数、お
よび／または重症度を含む、複数の生理学的パラメータの変化のうちの少なくとも１つに
よって定義される、請求項４に記載の病院監視システム。
【請求項６】
　前記プロセッサ（１８）は、単位時間あたりに追加されている生理学的パラメータの新
規の変化の数および／または重症度の増加、影響を受けた系統の増加数、および異なる系
統に存在する生理学的パラメータの変化の増加数のうちの少なくとも１つによって、前記
複雑な連鎖パターンの成長率を決定するようにさらにプログラムされている、請求項１に
記載の病院監視システム。
【請求項７】
　前記データの電子医療記録リポジトリは、複数の病院からのデータを含み、前記プロセ
ッサ（１８）は、複雑な連鎖パターンを生成するために生理学的データが用いられる前記
患者と、該患者が位置する該病院とを識別するようにプログラムされている、請求項１に
記載の病院監視システム。
【請求項８】
　プロセッサ（１８）を含む患者データ処理システムであって、
　該プロセッサ（１８）は、
　　少なくとも１つの病院の電子医療記録を逐次的かつ時間的な変化に変換することであ
って、該逐次的かつ時間的な変化は、生理学的パラメータおよび検査データの両方の正の
変化および負の変化を少なくとも含む、ことと、
　　複雑な連鎖パターンを検出することと、
　　該検出された複雑な連鎖パターンの表示を画像として自動的に出力することと、
　　該複雑な連鎖パターンの検出および該複雑な連鎖パターンを生成するために生理学的
データが用いられる患者の識別を示す警告を自動的に出力することと、
　　該複雑な連鎖パターンの成長または減退を経時的に追跡し、成長または減退を示すも
のをユーザに対して出力することであって、該複雑な連鎖パターンは、特定の患者におけ
る生理学的パラメータの病理学的にリンクされた一連の変化であり、成長および減退は、
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それぞれ、該複雑な連鎖パターンにおける単位時間あたりの生理学的パラメータの病理学
的にリンクされた変化の数の増加および減少を表す、ことと、
　　臨床システムに対応する視認領域を含む図式表示を生成することであって、該図式表
示は、該臨床システムに対する時系列から導出された摂動を示すものを表示するように構
成されている、ことと、
　　該複雑な連鎖パターンが経時的に進行するにつれて、該複雑な連鎖パターンが該視認
領域内で視覚的に拡張するように表示されるように、該視認領域を構成することと、
　　該連鎖パターンの重症度が経時的に増加するにつれて、該臨床システムに対する時系
列データの間の関係パターンに基づいて、該視認領域にわたって視覚的に拡張するように
該連鎖パターンを表示することと
　を行うようにプログラムされている、患者データ処理システム。
【請求項９】
　前記複雑な連鎖パターンは、生理学的障害を表す、請求項８に記載の患者データ処理シ
ステム。
【請求項１０】
　前記複雑な連鎖パターンは、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、微小循環障害
、ショックのうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の患者データ処理システム。
【請求項１１】
　前記プロセッサ（１８）は、検出された前記複雑な連鎖パターンの種類を示すものを決
定し、前記ユーザに対して出力するための命令を含む、請求項８に記載の患者データ処理
システム。
【請求項１２】
　前記プロセッサ（１８）は、前記複雑な連鎖パターンに沿った少なくとも前記変化のタ
イミングおよび種類を示すものを決定し、前記ユーザに対して出力するための命令を含む
、請求項８に記載の患者データ処理システム。
【請求項１３】
　前記プロセッサ（１８）は、少なくとも前記複雑な連鎖パターンの長さを示すものを決
定し、前記ユーザに対して出力するための命令を含む、請求項８に記載の患者データ処理
システム。
【請求項１４】
　前記プロセッサ（１８）は、少なくとも前記複雑な連鎖パターンの生理学的パラメータ
の前記リンクされた一連の変化に対する治療法のタイミングを示すものを決定し、前記ユ
ーザに対して出力する、治療法の開始を検出するための命令を含む、請求項８に記載の患
者データ処理システム。
【請求項１５】
　プロセッサ（１８）を含む病院の電子医療記録を処理するための患者データ処理システ
ムであって、
　該プロセッサ（１８）は、
　　少なくとも各患者の生理学的状態および／またはケアに関するデータを含む該病院内
の複数の患者の少なくとも一部分のデータセットを生成することと、
　　少なくとも監視されたデータセットおよび検査データセットを含むデータセットを並
列および重複時系列に変換することと、
　　炎症の発生、代謝の発生、容積測定の発生、血流力学的発生、治療法の発生、血液学
的発生、または呼吸の発生を含む発生を識別することと、
　　該発生のタイミングを識別することと、
　　複数の時系列に沿って、発生の少なくとも１つの関係パターンを識別することであっ
て、該発生の関係パターンは、特定の患者に対する敗血症連鎖を示し、該関係パターンは
、特定の患者における生理学的パラメータの病理学的にリンクされた一連の変化であり、
単位時間あたりの該病理学的にリンクされた変化の数は、該関係パターンの少なくとも一
部分に沿って経時的に増加する、ことと、
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　　臨床システムに対応する視認領域を含む図式表示を生成することであって、該図式表
示は、該臨床システムに対する時系列から導出された摂動を示すものを表示するように構
成されている、ことと、
　　複雑な連鎖パターンが経時的に進行するにつれて、該複雑な連鎖パターンが該視認領
域内で視覚的に拡張するように表示されるように、該視認領域を構成することと、
　　該連鎖パターンの重症度が経時的に増加するにつれて、該臨床システムに対する時系
列データの間の関係パターンに基づいて、該視認領域にわたって視覚的に拡張するように
該連鎖パターンを表示することと、
　　該敗血症連鎖が検出されるとアラームを出力することと
　を行うようにプログラムされている、患者データ処理システム。
【請求項１６】
　前記視認領域の少なくとも一部分は、それぞれ、該領域に対応する複数の時系列からの
摂動を示すものを表示するように構成されている、請求項３、８、１５のいずれか一項に
記載の病院監視システム。
【請求項１７】
　前記領域は、敗血症連鎖が、該連鎖が炎症領域内で経時的に視覚的に拡張し、その後、
該炎症領域の外部に視覚的に拡張し、その他の視認領域内で視覚的に拡張するように視認
可能であるように表示されるように構成されている、請求項３、８、１５のいずれか一項
に記載の病院監視システム。
【請求項１８】
　前記領域は、少なくとも、炎症領域を含む、請求項３、８、１５のいずれか一項に記載
の病院監視システム。
【請求項１９】
　前記視認領域は、該視認領域のそれぞれに対応する前記システムを識別するために標識
され、該視認領域の少なくとも一部分は、炎症領域、呼吸領域、血流力学領域から構成さ
れている、請求項３、８、１５のいずれか一項に記載の病院監視システム。
【請求項２０】
　領域は、敗血症連鎖が、その開始から終了まで、経時的に視覚的に拡張する動画として
視認可能であるように構成されている、請求項３、８、１５のいずれか一項に記載の病院
監視システム。
【請求項２１】
　単一のスクリーンから、その開始から終了まで、前記視覚的に拡張する動画が経時的に
視認可能である、請求項１８に記載の病院監視システム。
【請求項２２】
　前記視認領域は、スクリーン上に表示され、かつ、前記敗血症連鎖が、経時的に、前記
スクリーンの少なくとも１つの軸に沿って、該スクリーンを少なくとも部分的に横断する
ように視覚的に拡張するように構成されている、請求項１５に記載の病院監視システム。
【請求項２３】
　前記視認領域は、前記敗血症連鎖が、右から左におよび／または上から下に視覚的に拡
張するように構成されている、請求項１５に記載の病院監視システム。
【請求項２４】
　前記視認領域は、敗血症連鎖が視覚的に拡張するにつれて、該敗血症連鎖が１つの連続
領域から別の連続領域に容易に視覚的に拡張するように構成されている、請求項３、８、
１５のいずれか一項に記載の病院監視システム。
【請求項２５】
　前記視認領域は、敗血症連鎖が拡張するにつれて、該敗血症連鎖が予測可能な形状の範
囲で視覚的に拡張するように構成されている、請求項３、８、１５のいずれか一項に記載
の病院監視システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、臨床医学現場で、患者の状態を検出し、監視するためのシステムおよび方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景）
　患者は、聡明かつ勤勉な医療従事者の厳重な警戒の下でさえ、驚くべき率で思いがけな
く病棟で死亡する。病院には障害耐性の文化があると議論されてきた。しかしながら、よ
り批判的な分析は、この「耐性」が実際には断念であり、多数の臨床的障害が、十分な技
術なしで重複する人間の病態生理学の著しい複雑性を管理するという準備不十分な試行の
回避不可能な結果を含むことを明らかにしている。残念ながら、死亡に進行する複雑な病
態生理学的障害連鎖を生じるように組み合わさる、何百ものよく見られるが微妙な摂動が
、病院内の全患者において潜在的に発生し得る。
【０００３】
　たった１人の患者の生理学的複雑性がしばしば圧倒的である一方で、１人の看護師が１
２人の複雑な患者を担当している場合があり、１人の病院医師が３０人の患者を診ている
場合もある。病院の現状では、患者が死亡に向かって進行している際でさえも、生理学的
複雑性の大部分が電子医療記録（ＥＭＲ）の中に存在する。熟練の医師または看護師が適
時に全ての断片をまとめて障害発生を確認しない限り、たとえ医療従事者が近くにいても
、しばしば患者は絶望的である。
【０００４】
　人間の病態生理学が極めて複雑であり、医療従事者が同時に複数の患者の問題に対処す
るため、病院現場における患者のケアは、複雑な管理過程を伴う。医療従事者によって行
われる患者の優先度およびケアに関する決定は、ある程度主観的であり、患者のケアに関
与する各個人の専門知識および経験のレベルに応じて異なる場合がある。
【０００５】
　特に病院現場における患者のケアに関与する複雑性により、医療従事者は、プロトコル
に基づくケアを通した過程に、ある均一性のレベルを提供しようとしてきた。そのような
ケアは、「Ｘ閾値を破ればＹ動作」という分岐決定ツリープロトコルを伴ってもよい。し
かしながら、そのようなプロトコルは、病態生理学的複雑性の真のレベルに関して考慮さ
れると、医療従事者が決定ツリーの間違った分岐に容易に進み得るように、著しい過度の
単純化をしばしば含む。
【０００６】
　プロトコルに基づくケアに加えて、医療従事者はしばしば、臨床的ケアの決定の基礎を
置いてもよい、より多くの情報を取得するために、患者の種々の生理学的パラメータを監
視する。これらのパラメータの多くは、集中電子医療記録に記録されてもよい、血液酸素
レベル、脈拍数、定期的血液検査、および生命兆候検査を含んでもよい。しかしながら、
この検査は、ある臨床的状態の早期検出において、または患者の状態およびケアの明確な
全体像を医療従事者に提供する際に、効果的ではない場合がある。微妙かつ軽微なレベル
の摂動さえ、ある臨床的状況では、著しい不安定性につながる場合がある。例えば、脳卒
中の状況で、血清ナトリウムの軽微な変化が、混乱、次いで、昏蒙につながる場合があり
、それは、誤嚥、肺炎、および静脈血栓症のリスクを増大させる場合がある。実際に、そ
のような異常を生じる血清ナトリウム減少のレベルは、わずか８ｍＥｑである場合があり
、そうでなければ、急性脳卒中を除外して有害反応を生じる可能性が低い減少である。血
清ナトリウムの８ｍＥｑの減少は、通常は脳卒中を除外して許容されるため、関係複雑性
全体を認識するほど聡明または勤勉ではないかもしれない医療従事者によって、著しい不
安定性の原因として容易に見過ごされる場合がある。微妙または単純な事象または発生が
、実際には、はるかに多大で危険であるが未検出の拡大しつつある病態生理学的障害過程
の連関構成要素を含むことは、非常に一般的である。単純な摂動が医師によって容易に見
過ごされるため（または識別された場合、他の過程への中枢連関が認識されないことが多



(6) JP 5474937 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

い）、これは、病態生理学的障害過程が、治療されずに死亡に向かって進行することを可
能にする。
【０００７】
　複雑な患者の状態発生の適時な検出に関与する課題の別の実施例では、敗血症性ショッ
クがしばしば、感染症の合併症のない状態から、炎症反応症候群、敗血症、重度の敗血症
、および最終的には敗血症性ショックの進行性状態への進行の最終結果である。これらの
状態の区別は、恣意的であり、臨床で不完全に定義される。患者の大部分には、さらなる
進行なしで発熱を伴う感染症があり、多数は、敗血症性ショックへのさらなる進行なしで
炎症反応症候群に進行しさえする。定期的な血液検査、および持続的な生命測定さえも、
常にショック前状態を検出するとは限らない場合があるため、敗血症性ショック前状態を
検出するために特異的に開発された特殊血液検査およびバイオマーカープロファイルが開
発されてきた。しかしながら、部分的に、生理学的摂動に対する患者の可変反応により、
特定の血液検査およびプロファイルには、特異度の欠如という問題を抱えている。所与の
患者がショックに進行するか否かは、存在するバイオマーカーおよびそれらの濃度よりも
はるかに多くのものに依存する。ショックへの進行は、免疫学的および炎症性摂動に対す
る患者特有の生理学的反応の複雑な関係、ならびに、摂動の開始時よび摂動中の患者の生
理学的状態、および介入（例えば、抗生物質および／または流体）の適時性および適切性
に依存し得る。これらの要因の大部分が、血液検査測定またはバイオマーカープロファイ
ルによって捕捉されないため、特異的にショック前状態の検出に向けられた連続検査さえ
も、重度の敗血症または敗血症性ショックの進展状態の確実な適時の検出を提供するよう
に、十分な情報を提供しない場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の１つ以上の具体的実施形態を以下で説明する。これらの実施形態の簡潔な説明
を提供する目的で、実際の実装の全ての特徴が本明細書で説明されているわけではない。
任意の工学または設計プロジェクトのような、任意のそのような実際の実装の開発におい
て、実装によって異なってもよい、システム関連および事業関連制約の順守等の、開発者
の具体的目標を達成するために、多数の実装特有の決定を行わなければならないことを理
解されたい。また、そのような開発努力は、複雑で時間がかかる場合があるが、それでも
なお、本開示の便益を有する当業者にとって、設計、加工、および製造の日常的な取り組
みとなることを理解されたい。
【０００９】
　本開示は、ある臨床状態の診断、監視、および治療のためのシステムおよび方法を提供
する。
【００１０】
　一実施形態は、少なくとも１人の患者の少なくとも検査および生理学的データを含有す
る、病院または病院システムの電子医療記録データベースと、病態生理学的連鎖発生の複
雑なパターンまたは画像を検出するよう、さらに連鎖を定義するよう、連鎖を定量化する
よう、および連鎖の関係および費用を決定するよう、データベース内のデータまたはデー
タベースから導出されたデータを自動的に、かつ繰り返し検索するようにプログラムされ
る、検索エンジンとを含む、プロセッサシステムを備える。本発明の一局面によれば、一
実施形態によって検出されるような病態生理学的連鎖は、拡張する病態生理学的過程を備
える。そのような拡張は一般的に、例えば、免疫系のように（炎症連鎖として）、最初に
罹患した系統内で発生し、次いで、しばしば、増強、上方調節、下方調節、補償、補償障
害、および複合系障害の化学、神経学、および／または解剖学的機構を介して、呼吸器お
よび心血管系等の他の系統の中へ拡張する。本発明の実施形態によって検出される最も重
要な連鎖は、連鎖的死亡発生（ＣＥＤ）である。
【００１１】
　一実施形態は、病態生理学的連鎖、具体的には、連鎖的死亡発生（ＣＥＤ）を、自動的
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、断続的、および／または継続的に検索し、検出する検索エンジンと、ＣＥＤを生じてい
る患者を識別し、患者の場所に隣接する部位におけるそのような連鎖の検出時に、連鎖の
画像、連鎖の種類、および／または連鎖の少なくとも１つの特性を表示するように構成さ
れてもよい、ポケットベルまたは電話によって、患者を管理する介護者へ、患者が滞在す
る病棟へ、品質管理センターまたは患者安全性管理センターへ、患者自身へ、アラームを
提供するようにプログラムされる、アラームプロセッサとを備える。ポケットベルは、検
出された障害および／または連鎖の重症度を示す、一連の光を生成してもよい。患者自身
（または患者が有能ではない場合は患者の家族）もプロセッサによって通知されるため、
患者によるポケットベルの装着は、医療従事者が所見を軽視または無視することを防止す
る。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　データの電子医療記録リポジトリを備える、データベース（３０８）であって、該デー
タの電子医療記録リポジトリは、少なくとも１つの病院内の複数の患者のデータを含有す
る、データベースと、
　プロセッサ（１８）であって、該複数の患者の該データ内の少なくとも１つの複雑な連
鎖パターンについて該データベースを検索し、該少なくとも１つの複雑な連鎖パターンを
生成する１人以上の患者を識別するための命令でプログラムされる、プロセッサと
　を備える、病院監視システム。
（項目２）
　上記複雑な連鎖パターンの検出時に自動アラームを提供するための命令でプログラムさ
れる、アラームプロセッサを備える、項目１に記載の病院監視システム。
（項目３）
　上記複雑な連鎖パターンは、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、微小循環障害
、およびショックのうちの少なくとも１つの連鎖を含む、項目１に記載の病院監視システ
ム。
（項目４）
　上記複雑な連鎖パターンは、次第により多数の摂動された生理学的データおよび検査デ
ータの次第に拡大する集約を作成する、生理学的データおよび検査データの少なくとも複
数の連関摂動および／または動向を含む、項目１に記載の病院監視システム。
（項目５）
　上記複雑な連鎖パターンの少なくとも１つの特性であって、上記複雑な連鎖パターンの
重症度、上記複雑な連鎖パターンの持続時間、上記複雑な連鎖パターンの開始時間、上記
複雑な連鎖パターンの成熟度、他の事象また別の複雑な連鎖パターンに対する上記複雑な
連鎖パターンのタイミング関係、上記複雑な連鎖パターンと関連する費用、上記複雑な連
鎖パターンの大域的パターン、上記複雑な連鎖パターンの終結時間、上記複雑な連鎖パタ
ーンの構成要素、上記複雑な連鎖パターンの進展状態、上記複雑な連鎖パターンに後続す
る、または上記複雑な連鎖パターンと関連する在院日数、または上記複雑な連鎖パターン
と関連する治療のうちの少なくとも１つを含む、特性を決定するようにさらにプログラム
される、項目１に記載の病院監視システム。
（項目６）
　上記複雑な連鎖パターンの少なくとも１つの特性は、該複雑な連鎖パターン、摂動およ
び／または動向の重症度、該複雑な連鎖パターンの影響を受ける系統の数、該複雑な連鎖
パターンと関連する摂動に応じた補償の障害の存在、数、および／または重症度を含む、
複数の摂動および／または動向のうちの少なくとも１つによって定義される、項目５に記
載の病院監視システム。
（項目７）
　上記プロセッサ（１８）は、上記複雑な連鎖パターンの成長率を決定するための命令を
含む、項目１に記載の病院監視システム。
（項目８）
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　上記プロセッサ（１８）は、単位時間あたりに追加されている新規摂動の数および／ま
たは重症度の増加、影響を受けた系統の増加数、および異なる系統に存在する摂動の増加
数のうちの少なくとも１つによって、上記複雑な連鎖パターンの上記成長率を決定するた
めの命令を含む、項目１に記載の病院監視システム。
（項目９）
　上記プロセッサ（１８）は、上記複雑な連鎖パターンと時間的および／または空間的に
関連するが、該複雑な連鎖パターンの一部ではない、事象または構成要素を検出するため
の命令を含む、項目１に記載の病院監視システム。
（項目１０）
　上記プロセッサ（１８）は、上記複雑な連鎖パターンを検索するのに好ましい形式に上
記電子医療記録を変換するための命令を含む、項目１に記載の病院監視システム。
（項目１１）
　上記形式は、少なくとも上記データの正変動および負変動を含む、順次および時限変動
を含む、項目１０に記載の病院監視システム。
（項目１２）
　上記データの電子医療記録リポジトリは、複数の病院からのデータを含み、上記プロセ
ッサ（１８）は、複雑な連鎖パターンを生成している上記患者、および該患者が位置する
該病院を識別するための命令を含んでプログラムされる、項目１０に記載の病院監視シス
テム。
（項目１３）
　患者データ処理システムであって、
　少なくとも１つの病院の電子医療記録を、生理学的パラメータおよび検査データの両方
の少なくとも正の動向および負の動向を含む、順次および時限動向に、変換し、
　正および／または負の動向の組み合わせを含む関係動向を検出し、
　関係動向の複数の組み合わせを含む複雑な連鎖パターンを検出し、
　該検出された複雑な連鎖の画像の表示を自動的に出力し、
　該複雑な連鎖の検出および該複雑な連鎖を生成する患者の識別を示す、警告を自動的に
出力し、
　該複雑な連鎖の成長または減退を追跡し、成長または減退を示す指示を出力する
　ようにプログラムされる、プロセッサ１８を備える、患者データ処理システム。
（項目１４）
　上記複雑な連鎖パターンは、生理学的障害を示す、項目１３に記載の患者データ処理シ
ステム。
（項目１５）
　上記生理学的障害は、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、および微小循環障害
、ショック連鎖、および敗血症性ショック連鎖のうちの少なくとも１つである、項目１３
に記載の患者データ処理システム。
（項目１６）
　上記プロセッサ（１８）は、検出された上記連鎖の種類の指示を決定し、出力するため
の命令を含む、項目１３に記載の患者データ処理システム。
（項目１７）
　上記プロセッサ（１８）は、上記連鎖に沿った少なくとも上記動向のタイミングおよび
種類の指示を決定し、出力するための命令を含む、項目１３に記載の患者データ処理シス
テム。
（項目１８）
　上記プロセッサ（１８）は、少なくとも上記連鎖の長さの指示を決定し、出力するため
の命令を含む、項目１３に記載の患者データ処理システム。
（項目１９）
　上記プロセッサ（１８）は、少なくとも上記連鎖に関する治療法のタイミングの指示を
決定し、出力する、治療法の開始を検出するための命令を含む、項目１３に記載の患者デ
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ータ処理システム。
（項目２０）
　病院の電子医療記録を処理するための患者データ処理システムであって、
　少なくとも各患者の生理学的状態および／またはケアに関するデータを含む、該病院内
の複数の患者の少なくとも一部分のデータの時系列を生成し、
　少なくとも監視されたデータセットおよび検査データセットを含む、データセットを並
列および重複時系列に変換し、
　炎症の発生、代謝の発生、容積測定の発生、血流力学的発生、治療法の発生、血液学的
発生、または呼吸の発生を含む発生を識別し、
　該発生のタイミングを識別し、
　敗血症連鎖、肺塞栓症連鎖、代謝連鎖、または微小循環障害連鎖のうちの少なくとも１
つの障害連鎖を示す複数の時系列に沿って、発生の少なくとも１つの関係パターンを識別
し、
　該障害連鎖が検出されるとアラームを出力する
　ようにプログラムされる、プロセッサ（１８）を備える、システム。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本開示の利点は、以下の発明を実施するための形態を読み、図面を参照することで明白
になり得る。
【図１】図１は、検索および検出のための関係二進数、画像構成要素、およびＭＰＰＣを
構築するために使用されてもよい、重複患者複雑性を明示する患者の例示的な構成要素図
である。
【図２】図２は、例示的実施形態による分析のレベルを描写する図である。
【図３Ａ】図３Ａは、例示的実施形態によるデータフロー図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、例示的実施形態による例示的システムの図である。
【図３Ｃ】図３Ｃは、例示的実施形態によるデータおよび動作フロー図である。
【図４】図４は、関係二進数プロセッサの一実施形態内の１次分類の例示的ＵＭＬ静的図
である。
【図５】図５は、事象種類の定義を特異的に拡張する関係二進数プロセッサの一部の例示
的ＵＭＬ静的図である。
【図６】図６は、患者安全性プロセッサ内の１次分類の例示的ＵＭＬ静的図である。
【図７】図７は、二進数定義セット内の１次分類の例示的ＵＭＬ静的図である。
【図８】図８は、障害画像構成要素定義セット内の１次分類の例示的ＵＭＬ静的図である
。
【図９】図９は、睡眠時無呼吸症の二進図を描写する、収束エディタの例示的ユーザイン
ターフェースモデルである。
【図１０】図１０は、麻酔薬誘発性喚気不安定性と関連する障害画像構成要素図を描写す
る、集約障害画像構成要素エディタの例示的ユーザインターフェースモデルである。
【図１１】図１１は、ヘパリン療法の二進図を描写する、収束エディタの例示的ユーザイ
ンターフェースモデルである。
【図１２】図１２は、インスリン療法の二進図を描写する、収束エディタの例示的ユーザ
インターフェースモデルである。
【図１３】図１３は、麻酔薬療法の二進図を描写する、収束エディタの例示的ユーザイン
ターフェースモデルである。
【図１４】図１４は、ヘパリン誘発性出血と関連する障害画像構成要素図を描写する、集
約障害画像構成要素エディタの例示的ユーザインターフェースモデルである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、敗血症性ショックによる拡張連鎖的死亡発生を示す、グループ
に編成された複数の時系列を含む障害画像フレームである。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、画像の複数部分が順次状態に分けられている、拡張連鎖的敗血
症性ショックの障害画像を示す、グループに編成された複数の時系列を含む障害画像フレ
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ームである。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、拡張連鎖的重度敗血症性ショックにおける早期時点を示す、グ
ループに編成された複数の時系列を含む障害画像フレームである。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、炎症、血流力学、および呼吸増強を伴う、および早期免疫障害
を伴う、障害連鎖的重度敗血症性ショックの画像を示す、障害画像フレームである。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、炎症、血流力学、および呼吸増強を伴う、免疫障害を伴う、な
らびに、呼吸ガス交換の減退および血小板数の減少の徴候を伴う、障害連鎖的重度敗血症
性ショックの画像を示す、障害画像フレームである。
【図１５Ｆ】図１５Ｆは、代謝障害、腎不全、血流力学障害、および呼吸不全への進行を
伴う、進行連鎖的重度敗血症性ショックの画像を示す、例示的障害画像フレームである。
【図１６】図１６は、グループに編成された複数の時系列を含む、例示的なうっ血性心不
全（ＣＨＦ）の障害画像である。
【図１７】図１７は、グループに編成された複数の時系列を含む、例示的な睡眠時無呼吸
症の障害画像である。
【図１８】図１８は、グループに編成された複数の時系列を含む、例示的な血小板減少性
紫斑病の障害画像である。
【図１９】図１９は、図１５Ａの時間経過ＭＰＰＣからの摂動開始および進行の概観を示
し、各グループにおける摂動は、各グループの単一の平滑化時系列に沿って総合指数に組
み込まれる。
【図２０】図２０は、血清抗利尿ホルモン分泌異常（ＳＩＡＤＨ）の過剰分泌が誘発した
低ナトリウム血症の減少の障害画像を示す、図１の複雑性の図からの複数の時系列を含む
、一般障害画像である。
【図２１】図２１は、睡眠時無呼吸症の存在下で、麻酔薬関連回復障害を示すＭＰＰＣの
構造を示す、患者安全性プロセッサ用の複合生理学的および治療画像を構築するためのド
ラッグアンドドロップインターフェースの分割画面図である。
【図２２】図２２は、患者安全性プロセッサによる認識のための敗血症性ショックＭＰＰ
Ｃを構築するための障害画像エディタの例示的画像フレームである。
【図２３】図２３は、例示的な患者安全性プロセッサネットワークの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　（詳細な説明）
　本発明の一局面によれば、連鎖的死亡発生（ＣＥＤ）は、一般的に死亡に至る有機体内
の異系統から導出される信号および検査に散在する、生物有機体から導出される信号およ
び／または検査の摂動および変動の拡張集約として、検索エンジンによって検出される。
一般に、ＣＥＤが発生するにつれて、摂動の数、異なる種類の正または負の動向または変
動の数、および／または異なる種類の閾値違反の数、および摂動された系統の数が、次第
に上昇する。
【００１４】
　幅広く拡張したＣＥＤを一般的に生成する、１つの病態生理学的過程は、重度の敗血症
である。重度の敗血症は、微小循環に依存している全ての系統にわたってＣＥＤを最終的
に拡張する、微小循環障害を一般的に誘発する。肺では、微小循環障害発生が、ガス交換
の効率性の漸進的減退を引き起こし、分時換気量が、過程の原因と関連する要因（毒素等
）を補償するように、または要因の直接結果として上昇する。多くの系統では、反応は、
初期増強摂動（系統の好反応または予備反応を備える）を伴う二相性である。連鎖が進行
するにつれて、増強後に、障害関連摂動が拡張的に発現する。敗血症ＣＥＤ例では、代謝
系摂動は、最初は、水素イオンの単純な予備低下を備える増強摂動であってもよいが、以
降で、連鎖が発生するにつれて、広範囲の障害関連摂動が優勢になる。
【００１５】
　連鎖的死亡発生は、連鎖の事実上全体を通して進行してもよく、それら自体が死亡の前
兆となってもよい、より小さい関係パターンを一般的に含有する。例えば、重度の敗血症
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のＣＥＤは、米国特許第１０／１５０８４２号（その開示は、本明細書で完全に開示され
たかのように、参考として援用されてもよい）で説明されている、換気および動脈血酸素
飽和度の病理学的相違のパターンを含有する。そのようなより小さい関係パターンが、Ｃ
ＥＤの事実上全体を通して進行してもよい（かつそれら自体が死亡の前兆となってもよい
）という事実にもかかわらず、特に、連鎖が成熟し、幅広く拡張するにつれて、これらの
小さいパターンは、概して、死亡連鎖の信号「帯域幅」のごくわずかな部分しか表さない
。したがって、より小さい関係パターンは、ＣＥＤの起こり得る存在の検出に有用である
が、ＣＥＤの原因を決定する特異度を提供せず、特に、それらの兆候の早期では、ＣＥＤ
の存在に対して特異的ではない場合がある。
【００１６】
　通常のＣＥＤは、連鎖の開始を備える、少なくとも１つの開始頂部または頂点を有する
。頂部または頂点は、概して、単一の生理系内にある。ＣＥＤは、最初に罹患した系統に
わたる頂部または頂点から、他の系統の中へ、かつ他の系統にわたって拡張する。ＣＥＤ
は、最初に初期系統内で拡張することが一般的である。最初に初期系統内で、次いで、初
期系統を越えて突出する、摂動の次第に拡大する錐体のように、ＣＥＤは、死亡の時点に
達する時まで、事実上全ての系統を関与させるように拡張し得る。
【００１７】
　連鎖的死亡発生は、３次元空間内で、連鎖の開始、連鎖持続時間によって定義されてい
る錐体の長さ、連鎖拡張率によって定義されている錐体の角度、および所与の時点での連
鎖拡張の規模によって定義されている、その時点での断面積によって表すことができる。
【００１８】
　本発明の一実施形態によれば、データセットが２Ｄ形式（各システムが時系列の別個の
区画を定義するように、区画化される時系列マトリクス等）に編成されると、ＣＥＤは一
般的に、部分的にＣＥＤの拡張速度を定義する頂点における角度で、三角形を生じる。Ｃ
ＥＤは、介入がなければ、一般的には死亡に至る。２Ｄ表現では、死亡頂点がＸ軸上で識
別され、死亡時に残る全ての摂動または変動に線を垂直に通過させることによって、三角
形を競合させることができる。これがＣＥＤの三角形の基礎を形成する。
【００１９】
　患者が自発的回復または介助された回復を達成した場合、連鎖が縮小し始める。縮小が
始まる点は、ＣＥＤの連鎖拡張三角形の頂点および底辺と、最終的に縮小三角形の終了時
に安定状態頂点まで縮小する、ＣＥＤの縮小三角形の頂点および底辺とを形成する。患者
が回復した後でさえも、ＣＥＤ後の安定状態の時系列マトリクスの生理学的構成要素の状
態は、ＣＥＤに先行したものとは異なってもよく、この違いと、系統および時系列の種類
に関するその場所とは、しばしば、ＣＥＤを誘発した事象、ＣＥＤ自体、および／または
治療により、患者によって持続される残留損傷の程度および種類の定量化可能な指示であ
る。
【００２０】
　錐体および三角形という用語が、本明細書で拡張連鎖の図式表現に使用されているが、
事前形成されたマトリクスが広範囲の拡張パターンで影響を受ける。拡張は、均一または
線形ではない場合があり、むしろ拡張連鎖の形状は、論議されるような広範囲の要因に応
じて異なる。
【００２１】
　プロセッサはさらに、連鎖の種類、連鎖の重症度、連鎖の持続時間、連鎖の開始時間、
連鎖の成熟度（例えば、段階）のうちの少なくとも１つを決定するようにプログラムされ
てもよい。重症度は、連鎖、摂動または動向の重症度（例えば、別の重症度の尺度による
基準値および／または統計的正常値に関する、連鎖を備える摂動または動向の勾配および
／または規模による）、連鎖の影響を受ける系統の数、連鎖と関連する摂動に応じた補償
の障害の存在、数、および／または重症度、連鎖の成長を備える、摂動および／または動
向の数によって、例えば、単位時間あたりに追加されている新規摂動の数または影響を受
けた系統の数によって、決定されてもよい。プロセッサはまた、連鎖と関連する、または
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連鎖の一部である、事象または構成要素を検出してもよい。アラームプロセッサは、先述
のそれぞれの指示を提供するようにプログラムされてもよい。テキスト、聴覚、図式、ま
たは他の形式で先述のいずれかを提示するために、アラーム表示が提供されてもよい。検
索は、新規データが追加される度に、特定の種類のデータが追加される度に、または事前
選択あるいは適応頻度で、再開されてもよい。例えば、検索頻度は、起こり得る連鎖の早
期構成要素が識別された時、または実際の連鎖が識別された時に増加してもよい。
【００２２】
　データセットの後続の新規検索サイクルが、あまりプロセッサ集中型ではなく、例えば
、以前の処理データとの新規データ（事前初期化を伴う、または伴わない）の比較のみを
伴って、新規連鎖が発現しているかどうか、既存の連鎖がより重度になっているか、また
は改善しているかどうか、または連鎖に関する別の事象（治療事象等）が発生したかどう
かを決定するように、一実施形態は、以前の検索中に検出された画像および関係を保持す
る。
【００２３】
　一実施形態は、複雑な病態生理学的連鎖発生について電子医療記録（ＥＭＲ）を繰り返
し、および／または継続的に検索するように構成される、病態生理学的連鎖検索エンジン
と、連鎖の検出時に警告を出力するためのアラームプロセッサとを備える、１名または複
数の患者の全ＥＭＲをリアルタイム患者モニタに変換するための患者データ処理システム
を備える。病態生理学的障害連鎖検索エンジンは、例えば、敗血症連鎖等の生理学的障害
の複雑な画像発生について、ＥＭＲを継続的に検索するようにプログラムされてもよく、
アラームプロセッサは、病態生理学的障害連鎖の検出時にアラームを提供するようにプロ
グラムされてもよく、画像プロセッサは、障害連鎖の画像発生を出力するようにプログラ
ムされてもよい。データ処理システムはまた、連鎖を定量化し、連鎖の進行を追跡し、連
鎖に関する関連イベントを識別、強調、および／または警告し、連鎖と関連する費用を決
定し、連鎖に関する治療のタイミングを決定し、治療に関する連鎖の応答を決定するよう
にプログラムされてもよい。
【００２４】
　別の実施形態では、プロセッサは、病態生理学的連鎖について検索するのに適した特定
の形式に電子医療記録を変換するようにプログラムされる。一実施例では、そのような形
式は、生理学的パラメータおよび検査データの両方の正変動および負変動から成る、順次
および時限変動を備え、正および／または負の動向の組み合わせから成る関係動向を検出
し、関係動向の複数の組み合わせから成る複雑な連鎖パターンを検出し、検出された複雑
な連鎖の画像の表示を自動的に出力し、複雑な連鎖の検出を示す警告を自動的に出力し、
複雑な連鎖の成長または減退を追跡し、成長または減退を示す指示を出力し、連鎖パター
ンは、いくつか例を挙げると、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、および微小循
環障害、ショック連鎖、および敗血症性ショック連鎖のうちの少なくとも１つ等の、単一
または複数の生理学的障害を示してもよい。プロセッサは、検出された連鎖の種類の指示
を決定し、出力するように、連鎖に沿った動向のタイミングおよび種類の指示を決定し、
出力するように、連鎖の長さの指示を決定し、出力するように、治療法の開始を検出する
ように、および少なくとも連鎖に関する治療法のタイミングの指示を決定し、出力するよ
うに、プログラムされてもよい。患者データ処理システムは、ＥＭＲを検索して、少なく
とも、生理学的パラメータおよび検査データの両方の正変動および負変動から成る、順次
および時限変動を検出し、検出された正および負の動向の関係タイミングを決定し、相互
に対して順次時限関係で発生する正および負の動向の複数の組み合わせから成る複雑な連
鎖パターンを検出し、検出された複雑な関係連鎖パターンの指示を自動的に出力するよう
にプログラムされる、コンピュータを備えてもよい。
【００２５】
　別の実施形態では、処理システムは、少なくとも、生理学的パラメータおよび検査デー
タの両方の正変動および負変動から成る、順次および時限動向に電子医療記録を変換し、
正および／負の動向の組み合わせから成る関係動向を検出し、関係動向の複数の組み合わ



(13) JP 5474937 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

せから成る複雑な連鎖パターンを検出し、複雑な連鎖パターンの検出を示すアラームを出
力するようにプログラムされる、コンピュータを備えてもよい。
【００２６】
　別の実施形態は、少なくとも、炎症動向、代謝動向、血流力学動向、血液学的動向、お
よび呼吸動向の組み合わせを備える、正および負の動向を識別し、関係的に、またはまと
めて敗血症性ショックまたは敗血症性ショック前障害連鎖を示す、正および負の関係タイ
ミングを識別し、敗血症性ショックまたは敗血症性ショック前障害連鎖の指示を識別し、
出力するようにプログラムされるコンピュータを備える、少なくとも１人の患者の少なく
とも生理学的パラメータおよび検査データの電子医療記録を処理するための患者データ処
理システムを備える。それはさらに、治療の開始を識別し、連鎖の少なくとも１つの構成
要素に関する治療のタイミングを識別するように、および、関係パターンを分析して、連
鎖の構成要素を備える最早期動向を識別し、治療の監視を識別し、この最早期動向に関す
る治療のタイミングを識別するようにプログラムされてもよい。少なくとも生理学的パラ
メータおよび検査データの電子医療記録を処理するための別の実施形態では、少なくとも
、患者の生理学的状態および／またはケアに関するデータを含む、患者のデータの大きな
一式の時系列を生成し、少なくとも、監視されたデータセットおよび検査データセットを
含む、データセットを並列および重複時系列に変換し、少なくとも、炎症の発生、代謝の
発生、容積測定の発生、血流力学的発生、治療法の発生、血液学的発生、呼吸の発生を含
む、発生を識別し、発生のタイミングを識別し、敗血症連鎖、肺塞栓症連鎖、代謝連鎖、
および微小循環障害連鎖のうちの少なくとも１つの障害連鎖を示す複数の時系列に沿って
、発生の少なくとも１つの関係パターンを識別し、連鎖の指示、連鎖に沿った発生のタイ
ミングおよび種類、および連鎖の長さのうちの少なくとも１つを出力するようにプログラ
ムされる、コンピュータを備える。別の実施形態は、全電子医療記録を患者モニタに変換
するための方法を備え、該方法は、ディスプレイを有する電子医療記録システムを備え、
生理学的パラメータおよび検査データの両方の正の動向および負の動向から成る、順次お
よび時限動向に電子医療記録を変換するステップと、正および／または負の動向の組み合
わせから成る関係動向を検出するステップと、関係動向の複数の組み合わせから成る複雑
な連鎖パターンを検出するステップと、検出された複雑な連鎖の画像の表示を出力するス
テップと、複雑な連鎖の検出を示す警告を出力するステップと、複雑な連鎖の成長または
減退を追跡し、成長または減退を示す指示を出力するステップとを含む。
【００２７】
　別の実施形態では、少なくとも１人の患者の電子医療記録を処理するための患者データ
処理システムは、フォーマット化された電子医療記録を撮像するための所定の形式に、電
子医療記録の少なくとも生理学的および検査データを変換し、患者生理学および患者ケア
のうちの少なくとも１つを示す画像を検出し、生理学的障害の存在の指示を出力するよう
にプログラムされる、コンピュータを備える。コンピュータはさらに、画像を分析して、
検出された生理学的障害の関係パターンを検出し、生理学的障害の重症度を決定するよう
に、および／または、検出された生理学的障害に対する患者応答を示す関係パターンを検
出して、生理学的障害の重症度を決定するように、および／または、検出された生理学的
障害に応じて患者ケアを示す関係パターンを検出し、ケアの適時性および有効性の少なく
とも１つを決定するようにプログラムされてもよい。生理学的障害は、例えば、いくつか
例を挙げると、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、敗血症連鎖、微小循環障害、
ショック連鎖、敗血症性ショック連鎖のうちの少なくとも１つとなり得る。
【００２８】
　所定の形式は、時系列マトリクス、オブジェクト化時系列マトリクス、または別の形式
を備えてもよい。所定の形式は、特定の生理学的構成要素の時系列の少なくとも１つの集
合から成る、少なくとも１つの領域を含んでもよい。例えば、いくつか例を挙げると、炎
症指標、呼吸指標、心血管指標、および代謝指標のうちの少なくとも１つである。所定の
形式は、異なる特定の生理学的構成要素の時系列の複数つの集合から成る、複数の領域を
備えることができる。画像は、生理学的データおよび検査データの変動の集約から成って
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もよく、変動は、正または負の勾配、および／または、検査データの正および／または負
の動向と組み合わせられた、生理学的データの正および／または負の動向の関係変動の集
約を有する。
【００２９】
　患者データ処理システムは、生理学的障害の画像をアーカイブに保管するため、および
、これらを他のプロセッサと共有して、異なる画像および障害の画像の変化例の一般アー
カイブおよび知識を増大させるための画像アーカイブシステムを含んでもよい。患者デー
タ処理システムは、時系列マトリクスを、時系列マトリクスの所定の形式に変換し、フォ
ーマット化された時系列マトリクスを撮像して生理学的障害を示す画像を検出してもよい
。
【００３０】
　一実施形態は、垂直および水平軸を定義する時系列マトリクスに、少なくとも１人の患
者の少なくとも生理学的および検査データの医療記録を変換し、物体認識システムを使用
して、マトリクスの垂直および水平軸の両方に沿って、生理学的障害発生を示す複数の連
鎖関係パターンについて、時系列マトリクスを継続的または断続的に検索するようにプロ
グラムされる、コンピュータを備える、少なくとも１人の患者の医療記録を処理するため
の、物体認識システムを有する患者データ処理システムを備える。
【００３１】
　別の実施形態は、生理学的障害のリアルタイム検出のために電子医療記録を分析するた
めの患者データ処理システムを備え、時系列マトリクスに沿って事象を検出するように、
医療記録を継続的または断続的に検索するステップと、検出されたイベントから成る、時
系列マトリクスに沿った関係事象を検出するステップと、関係イベントの複数の組み合わ
せから成る、関係連鎖パターンを検出するステップと、少なくとも１つのパターンの検出
に基づいて措置を講じるステップとを含み、例えば、パターンは、生理学的障害を示す。
【００３２】
　一実施形態では、検索エンジンは、次第に多数の摂動された生理学的および検査データ
の次第に拡大する集約を作成する関係補償と関連する、生理学的および検査データの複数
の連関摂動および／または動向から少なくとも成る連鎖を検出するようにプログラムされ
る。プロセッサはさらに、連鎖の少なくとも１つの特性であって、連鎖の重症度、連鎖の
持続時間、連鎖の開始時間、連鎖の成熟度、他の事象また他の連鎖に対する連鎖のタイミ
ング関係、連鎖と関連する費用、連鎖の大域的パターン、連鎖の終結時間、連鎖の構成要
素、連鎖の進展状態、連鎖に後続する、または連鎖と関連する在院日数、連鎖と関連する
治療のうちの少なくとも１つを備える、特性を決定するようにさらにプログラムされても
よい。連鎖の少なくとも１つの特性は、例えば、いくつか例を挙げると、連鎖、摂動およ
び／または動向の重症度、連鎖の影響を受ける系統の数、連鎖と関連する摂動に応じた補
償の障害の存在、数、および／または重症度、および連鎖の成長を備える、摂動および／
または動向の数によって定義されてもよい。プロセッサは、いくつか例を挙げると、例え
ば、単位時間あたりに追加されている新規摂動の数および／または重症度の増加、影響を
受けた系統の増加数、および／または異なる系統に存在する摂動の増加数のうちの１つ以
上によって、連鎖発生の成長率を決定するようにプログラムされてもよい。
【００３３】
　プロセッサは、連鎖と時間的および／または空間的に関連するが、連鎖の一部ではない
、事象または構成要素、例えば、いくつか例を挙げると、治療、外科的手技、輸送、注射
、輸血、鎮静作用、静脈内評価、カテーテル法、操作を検出するようにプログラムされて
もよい。
【００３４】
　プロセッサベースのシステムは、患者に関するデータを時系列データに分析し、次いで
、操作者が解釈可能なデータにさらに処理されてもよい、時系列の異常構成要素の画像ま
たは動画を生成することによって、患者の生理学的状態を特徴付け、定量化してもよい。
一実施形態によれば、これは、生理系に関する大量の時系列データを生成し、データセッ
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ト（監視されたデータセット、検査データセット、および履歴データセットを含む）を各
データ構成要素の並列時系列に変換し、摂動された時系列構成要素から摂動されていない
時系列構成要素を分離し、異常構成要素を異常構成要素のリアルタイム動画に集約し、動
画、ならびに動画の画像構成要素および関係事象を認識し、解釈することによって、達成
されてもよい。
【００３５】
　一実施形態では、電子医療記録および患者モニタからのデータが、患者の状態の動画を
含んでもよい、図式表示を生成するために使用される。実施形態では、そのような動画ま
たは動画表示は、「生理学的状態の動画」（ＭＰＰＣ）と呼ばれてもよい。本明細書では
、臨床データのリアルタイムＭＰＰＣを生成するための処理システムおよび方法が提供さ
れる。データおよび／または画像はまた、摂動、総合および連鎖摂動、摂動関係、摂動に
対する生理学的反応、摂動と関連する治療、治療に対する生理学的反応、生理学的障害、
検査障害、治療障害、および通信障害を検出して、ＭＰＰＣを生成するように分析されて
もよい。加えて、ＭＰＰＣはまた、臨床状態と関連して適用される任意の治療の図式表現
を含んでもよい。
【００３６】
　一旦、患者状態の画像または動画（すなわち、患者監視が進行するにつれて、経時的に
より多くのデータを含む画像）ＭＰＰＣが生成されると、この画像はさらに、操作者が解
釈可能な指標を作成して、患者診断および／または治療を補助するように処理されてもよ
い。例えば、画像は、臨床的に確認された診断を伴う患者から得られた同様な画像のデー
タベースと直接比較されてもよい。生成された画像との最大類似性を伴うデータベース画
像または複数画像の複合物は、患者に対する正しい診断を示してもよい。例えば、特に、
画像が経時的に進展するにつれて、生成された画像に、「心筋梗塞」を示すデータベース
画像との最大類似性がある場合、プロセッサは、そのような診断を示すテキストおよび指
標を医療介護提供者に生成してもよい。プロセッサはまた、診断を確認するように、追加
検査が指図されてもよいことを示してもよい。プロセッサはまた、診断に照らして特定の
治療の命令を示し、および／または提供してもよい。実施形態では、動画は、２つ以上の
臨床状態を示してもよい。プロセッサは、そのような状態のうちの１つ以上を除外しても
よい検査を示してもよい。加えて、経時的に、１つの状態が起こる可能性が高いとプロセ
ッサによって決定されてもよい一方で、追加の時系列データは別の状態を除外してもよい
。
【００３７】
　これらのデータベース画像は、遡及的な臨床データから形成されてもよい。実施形態で
は、画像登録を含む任意の好適な技術によって、類似性について分析されてもよい。実施
形態では、画像を構成する個々の時系列オブジェクトは、特定の診断または臨床状態と関
連する他の時系列オブジェクト群との類似性について、一群として処理されてもよい。Ｍ
ＰＰＣは、例えば、異常および／または摂動構成要素、特に、生理系およびその系統に関
する外生的作用の「生理学的障害の動画」（ＭＰＰＦ）を含んでもよい。
【００３８】
　また、本明細書では、生理学的および／または臨床状態の画像の自動生成および／また
は分析、ならびに、生理学的システムおよび医療ケアシステム等の複雑な動的システムの
画像構成要素の特徴化および集約のためのプロセッサおよび処理方法が提供される。処理
システムは、医療信号のリアルタイムＭＰＰＣを生成し、これらの画像を処理して、摂動
、総合および連鎖摂動、摂動関係、摂動に対する生理学的反応、摂動と関連する治療、治
療に対する生理学的反応、生理学的障害、検査障害、治療障害、および通信障害を適時に
検出して、生理学的障害および障害と関連して適用される治療の動画を生成し、次いで認
識してもよい。一実施形態によれば、プロセッサは、最初に、障害について動的システム
を幅広く監視するように適用される、複数のセンサおよび検査ソースのそれぞれから、並
列時系列をレンダリングする。実施例では、患者データの時系列オブジェクト化のための
命令でプログラムされたプロセッサが、並列時系列に沿ってパターンを検出し、これらの
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パターンを離散オブジェクトの時系列に変換し、次いで、これらのオブジェクトを離散関
係オブジェクト（二進オブジェクト、または関係オブジェクト対で導出された関係二進数
）に編成する。次いで、プロセッサは、関係二進数を編成して、生理系および提供される
ケアの統一的プログラム画像をレンダリングする。次いで、プロセッサは、自動的に画像
構成要素中のオブジェクトを認識し、画像の分析を行うことが可能であってもよい。
【００３９】
　一実施形態は、時系列オブジェクト、関係二進数、動画、患者安全性画像、および／ま
たは患者安全性視覚化を生成するようにプログラムされる、単一のプロセッサまたはプロ
セッサの組み合わせを有する、患者安全性プロセッサであってもよい。患者安全性プロセ
ッサは、患者の生理系および医療ケアの画像を出力する。実施形態では、プロセッサは、
時系列オブジェクト化、関係二進数処理、および画像処理のための処理機能を含む。実施
形態では、画像処理は、単一のマトリックス構築プロセッサを含む。
【００４０】
　実施形態によれば、プロセッサによって検出される摂動は、動画を生成するために使用
されてもよい画像構成要素に変換される。実施形態では、各追加の障害画像構成要素が追
加されるにつれて、障害画像が次第に完全になり、プロセッサによって認識可能となると
、ＭＰＰＣは、「生理学的障害の動画」（ＭＰＰＦ）を表してもよい。一実施形態は、疾
患、損傷、および／または薬物反応、提供されるケア、およびそのケアと関連する費用の
動的リアルタイム画像を構築するステップを伴ってもよい。画像は、例えば、内因性また
は外因性由来の１つ以上の毒性および／または免疫原生物質の循環によって引き起こされ
てもよい、１つ以上の摂動を含む初期画像構成要素と最初に関連付けられる。最初に、毒
素、炎症および／またはトロンボゲン形成のメディエイタ等の、これらの摂動は、細胞透
過性、イオン流出の軽微な変化のみを誘発し、および／または引き起こし、種々の軽微な
生理学的摂動および反応を誘起してもよく、そのそれぞれが画像構成要素を生じてもよい
。種々のメディエイタ、イオン、生物学的プロファイルの測定、ならびに標準血液検査、
および生命兆候モニタの出力は、これらの早期生理学的摂動および反応の関数として変動
し始めてもよく、より大きい画像（すなわちＭＰＰＦ）が導出される画像構成要素群を拡
大するのは、これらの変動である。過程の早期には、透過性、細胞傷害、メディエイタ産
生、および生理学的摂動のこれらの変化のそれぞれは、隔離して考慮されると、しばしば
軽微である。しかしながら、それらはまとめて、重篤な臨床状態の発生期の動画発生の早
期発現を表してもよい。
【００４１】
　一実施形態によれば、各摂動は、ＭＰＰＣの画像構成要素を形成するようにプログラム
で編成される。これらの検出された画像構成要素の多くは、良性の過程に関するため隔離
されてもよく、画像は、自己消滅してもよく、または、介入を伴う臨床状態と関連する画
像またはＭＰＰＦに発展しなくてもよい。それにもかかわらず、上述のように、他のもの
は、早期動画の最初の画像構成要素を表してもよい。本明細書では、生理学的障害がショ
ック（例えば、血液量減少性、血管閉塞性、敗血症性、毒性、心原性、低酸素性、および
／または過炭酸性ショックを含む）に進行する前に、これらの障害の適時な検出を提供す
るように、発生する動画の早期画像構成要素の検出のためのシステムおよび方法が提供さ
れる。一実施形態では、患者の予後を改善するように、および臨床介入が依然として有益
である間に目標指向療法を適用するように、ショックが発現する前に動画の早期画像構成
要素を検出することが有利である。
【００４２】
　一実施形態によれば、患者安全性プロセッサは、ケアのプロセッサベースのプロトコル
化に使用されてもよい、ＭＰＰＣを生成する。動画は、心拍数等の単一またはいくつかの
パラメータを備える事象だけでなく、いくつか例を挙げると、例えば、心拍数の勾配およ
びパターン、収縮期圧変動の勾配およびパターン、呼吸数の勾配およびパターン、ＳＰＯ

２の勾配およびパターン、換気・酸素測定指数の勾配およびパターン、薬剤および流体注
入速度の勾配およびパターン、血圧の勾配およびパターン、好中球数の勾配およびパター
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ン、および炎症および／または血栓マーカーの勾配およびパターン、および種々の他の血
液、尿、および／または呼気ガス検査を含んでもよい、他のパラメータも含む、複数のデ
ータソースを包括してもよい。これらのソースの全てからの信号は、時系列および／また
は段階関数に変換されてもよく、例えば、離散プログラムオブジェクト（事象）を生成す
るようにオブジェクト化プロセッサによってオブジェクト化されてもよい、生理学的信号
、治療法信号、検査信号、または履歴信号であってもよい。一実施形態によれば、プロセ
ッサは、少なくとも１つの医療信号のパターンまたは値を含む第１の離散事象と、少なく
とも１つの医療信号の第２のパターンまたは値を含む第２の離散事象とを検出し、次いで
、プロセッサは、少なくとも第１の事象および第２の事象を集約して第１の関係オブジェ
クトを生成し、プロセッサはさらに、少なくとも１つの医療信号のパターンまたは値を含
む第３の事象と、少なくとも１つの医療信号の第２のパターンまたは値を含む第４の事象
とを検出し、次いで、プロセッサは、少なくとも第３の事象および第４の事象を集約して
第２の関係オブジェクトを生成する。次いで、第１の関係オブジェクトおよび第２の関係
オブジェクトが、第１の画像構成要素を生成するように集約される。それに応じて、追加
画像構成要素が構築され、次いで、画像構成要素は、動画およびケアを導出するように、
発生時間に従って集約される。
【００４３】
　実施形態では、敗血症障害連鎖の通常の動画の脈拍関連構成要素が、炎症マーカーの活
発な上昇によって続行される、心拍数の早期上昇、脈振幅の上昇、および脈拍の上向きの
勾配の上昇（指先で測定されるような）等の発生を組み合わせて含む。対照的に、潜在出
血障害連鎖（例えば、ヘパリン関連後腹膜出血による）の通常の動画は、心拍数の早期上
昇、脈振幅の低下、および脈拍の上向きの勾配の低下（指先で測定されるような）、およ
び呼吸関連脈圧変動の上昇、およびヘモグロビンの低下の発生を含む。本発明の一局面に
よれば、潜在出血障害連鎖の画像に沿った、これらの発生の全ては、多波長パルス酸素濃
度計から導出することができる。
【００４４】
　実施形態によれば、関係二進数と称される関係事象を構築するように関係二進数プロセ
ッサによって組み合わせられる、別個のアルファ事象およびベータ事象に、検出された変
動を分ける、関係二進数プロセッサが提供される。これらの関係二進数は、画像構成要素
を構成するようにタイミングに従って集約される。次いで、これらの画像構成要素はさら
に、ＭＰＰＣ（それから所望に応じて視覚画像または電子表現が導出されてもよい）を構
成し、次第に構築するようにタイミングに従って集約される。これらのＭＰＰＣはしばし
ば、壊滅的な連鎖障害の動画であり、それにより、より確実な検出を可能にして、患者の
適時な救済を可能にする。
【００４５】
　信号は、患者モニタによって提供され、電子医療記録に記録されるような化学または生
理学的測定であってもよく、および／または、敗血症の潜在的存在を示すように、プロセ
ッサによって自動的に、または臨床医によって手動で、特異的に順序付けられるバイオマ
ーカーであってもよい（例えば、米国特許出願第１０／７０４８９９、第１１／６４７，
６８９号で開示されているもののように）。そのようなマーカーの存在および／または集
中は、他のパラメータに対する時限位置付けを伴うＭＰＰＣとの関連で提示されてもよく
、それは次いで、バイオマーカーの関連性がはるかに容易に識別されることを可能にする
。実施形態によれば、炎症マーカーの時間的および関係パターン、ならびに、同時に測定
された、または関連付けられた生理学的パラメータの時間的および関係パターンは、患者
の状態発生の次第に拡大するＭＰＰＣを生成するように集約される。
【００４６】
　したがって、種々のショック前状態の検出ならびに障害の早期検出を達成するために、
一実施形態は、早期変動を検出し、それらを集約してＭＰＣに提供し、ショック前および
ショック状態の拡張しつつある障害連鎖を動的に提示する。これは、良性の特性を有する
、より小さく、あまり拡張的ではない画像構成要素からの拡張画像の分離を可能にし、さ
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らに、ショック状態のうちの１つへの移行の可能性の前触れをする拡張ＭＰＰＣを生成す
るように進行する障害からの軽微な隔離障害の画像の分離を可能にする。各画像群ならび
に完全ＭＰＰＣおよびケアは、病院内、病棟内、または所与の医療従事者の保護下の患者
ケアを評価する目的で分析されてもよい。
【００４７】
　自己消滅する非連鎖障害を示す、多数の画像構成要素の発生は、不安定な患者集団また
は不良な健康管理送達を示してもよい。代替案では、多数の連鎖障害は、その環境内また
はその医療従事者の保護下での高い死亡または損傷率という大きな危険性を示す。ＭＰＰ
Ｃおよび画像構成要素は、それが患者集団またはケアの品質によるものであるかどうかを
決定するために使用されてもよい。
【００４８】
　一実施形態は、特定の基本摂動または治療、あるいは障害連鎖の早期に行われる治療の
欠如の決定とともに、障害連鎖を検出する。特定の基本障害は、複雑な障害に進行する前
に、特に、ショック前またはショック状態に進行する前に検出される。さらに、プロセッ
サは、連鎖が拡張するにつれて、関係摂動および治療で導出された画像を構築する。一実
施形態によれば、各時系列は、予期しない事象から予期された事象を分離するように処理
される。次いで、予期しない事象および／または異常事象は、関係事象、画像構成要素、
および、最終的には、連鎖（存在する場合）ならびに連鎖と関連して適用される治療の動
画を備えるＭＰＰＣを繰り返し生成するように集約される。このＭＰＰＣはさらに、発生
するにつれて、障害の動画ならびにＭＰＰＣの画像構成要素の発生の推定原因の検出を可
能にするように処理され、それにより、障害連鎖の性質および原因の検出を可能にする。
【００４９】
　一実施形態によれば、分析が提供され、分析過程の基本構成要素は、複数の事象の基礎
関係変数を備える。好ましい実施形態では、基礎関係変数は、２つの事象（関係対）を含
むものであり、これは、関係二進数と呼ばれる。一実施形態では、関係二進数は、最初に
、関係二進数のメニュー、またはそれからユーザが所望のオブジェクト二進数を構築する
事象のメニューからユーザによって（またはドラッグアンドドロップインターフェースに
よって）選択され、次いで、二進数は、検出のための画像構成要素およびＭＰＰＣを構築
するために、ドラッグアンドドロップによって使用される。これは、カスタム管理を提供
するように、例えば、全国または地域の専門家グループによって、病院内の特定の部門に
よって、または個別医師によって行われてもよい。これはまた、プロセッサによって自動
的に行われてもよい（例えば、包括的に分析され、結果に従って分類された多数の履歴デ
ータセットの調査を通して）。オブジェクト化された時系列マトリクスおよび／またはＭ
ＰＰＣは、見直し、および自動または手動調整のために、種々の双方向、階層的、および
関係形式で出力されてもよい。
【００５０】
　ＭＰＰＣは、広範囲の障害を検出してもよい。例えば、生理学的障害、所与の摂動に関
して予期された治療の欠如を示す治療発生障害、所与の摂動に関して予期された検査の欠
如を示す検査発生障害、摂動の予期された補正の欠如を示す治療応答障害、あるいは、所
与の治療および／または投与量に関して新しい潜在的に併発する摂動の発生である。
【００５１】
　プロセッサを、電子医療記録の複雑なデータを、摂動、治療、生理学的反応、診断検査
、回復、診断、欠落データ、患者位置、および／または他のデータセットの単一の動画に
組み入れる。システムおよび／またはシステムに印加される力の障害のリアルタイム動画
を生成するように、複雑なシステムと関連する一式の時系列の関係変動の動的画像が生成
される。本発明の一実施形態によれば、患者安全性プロセッサは、例えば、所与の種類の
検出された画像で導出された、統一時系列を自動的に出力する。本発明の別の実施形態に
よれば、プロセッサは、障害連鎖を検出すると、医師が見直すために、画像図形の出力表
示上で、ＭＰＰＣ発生をリアルタイムで提示し、強調してもよい。すでに完成されている
動画の一部分は、単一の概要スナップショット表示で見直すように、前後に見直されても
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よい。
【００５２】
　一実施形態では、電子医療記録は、ＭＰＰＣに変換されてもよい。患者データ処理シス
テムは、順次時限データ等の動向、例えば、経時的な生理学的パラメータおよび検査デー
タの動向に、電子医療記録を変換するための命令でプログラムされたプロセッサを備える
。データが動向データに変換されると、プロセッサは、動向データ間の関係を検出しても
よい。例えば、そのような関係は、正および／または負の動向を含んでもよい。関係は、
関係動向であってもよい（すなわち、１つのパラメータが上昇すると、別のパラメータが
低下する）。生理学的状態の複雑な連鎖パターンは、関係動向の複数の組み合わせから形
成されてもよい。複雑な連鎖は、例えば、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、お
よび微小循環障害、ショック連鎖、および敗血症性ショック連鎖のＭＰＰＣを形成しても
よい。
【００５３】
　例えば、プロセッサは、電子医療記録を処理し、生理学的パラメータおよび検査データ
の正および負の動向を含む、順次および時限動向を検出するように検索してもよい。次い
で、プロセッサは、検出された正および負の動向の関係タイミングを決定して、相互に対
する順次時限関係において発生する正および負の動向の複数の組み合わせを含む、複雑な
連鎖パターンを検出してもよい。プロセッサは、検出された複雑な関係連鎖パターンの指
示を出力してもよい。例えば、指示は、敗血症、重度の敗血症、敗血症性ショック、およ
び微小循環障害等の生理学的障害、ショック連鎖、および敗血症性ショック連鎖であって
もよい。プロセッサは、各動向の長さまたは連鎖全体のタイミング等の、個々の動向に関
する詳細情報を提供してもよい。治療法情報が電子医療記録に含まれる場合、画像は、治
療法の開始を印付けるように、および、少なくとも連鎖に関する治療法のタイミングの指
示を決定し、出力するように、指示を含んでもよい。電子医療記録が依然として治療中の
患者に由来する場合、プロセッサは、障害連鎖の早期点を示すアラーム機能性を含んでも
よい。
【００５４】
　別の実施形態では、患者データ処理システムは、炎症動向、代謝動向、血流力学動向、
血液学的動向、および呼吸動向の組み合わせ等の、特定の正および負の動向を識別しても
よい。動向の識別後、プロセッサは、関係的に、またはまとめて敗血症性ショックまたは
敗血症性ショック前障害連鎖を示す、正および負の動向の関係タイミングを識別して、敗
血症性ショックまたは敗血症性ショック前障害連鎖の指示を識別し、出力してもよい。
【００５５】
　障害連鎖中に、連鎖の最早期点は、連鎖の開始を印付ける最早期動向（例えば、呼吸、
免疫、血流力学、または他の患者動向）を含んでもよい。この時点での治療介入には、成
功の最高の可能性があってもよい。一実施形態では、プロセッサは、関係パターンを分析
して、連鎖の構成要素の最早期動向を識別し、治療の開始を識別し、該最早期動向に関す
る治療のタイミングを識別してもよい。そのような分析は、どの治療法が特定の生理学的
状態連鎖にとって最高の成功率を有するか決定する際に、介護者に便益をもたらしてもよ
い。あるいは、そのような情報はまた、どの種類の連鎖が自己制御する可能性が高いか医
師が決定するのに役立ってもよい。
【００５６】
　例えば、敗血症性ショック、肺塞栓症、うっ血性心不全、睡眠時無呼吸症の存在下での
麻酔薬による呼吸停止、血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）、抗凝固による出血、気管
支痙攣による呼吸不全、および成人呼吸窮迫症候群等であるが、これらの臨床状態に限定
されない、多くの生理学的障害は、１つまたは２つの非特異的摂動とともに開始する。生
理学的障害は、一般的に、単一の時間焦点で基本生理学的摂動とともにしばしば開始する
、関係拡張である。実際に、一旦、連鎖がある点を過ぎて進行すると、この初期摂動はし
ばしば、完全に覆い隠される。そのような場合において、単一の摂動についての検査また
は監視は、診断を行うために有用ではない場合がある。多くのそのような連鎖臨床状態で
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は、連鎖の第１の摂動はしばしば、第１の摂動がもはや存在しない時に連鎖がさらに進行
した後に、回顧して検出されるのみである。これは、発現するにつれて連鎖のリアルタイ
ム撮像によって第１の点の検出を最適化し、次いで、第１の摂動を決定するように画像を
調べるための基礎を提供する。
【００５７】
　単一の時系列のパターンが、単一の値または範囲よりも大きい動的過程の画像を提供す
る時、そのようなパターンは、依然として過程の微小な画像断片にすぎない。閾値の決定
および摂動の種々のパターンの検出さえも、不完全な分析を含み、それは、壊滅的な障害
への進行の容認できない速度を必然的に許容する。測定または検査が独立型検査として決
定的と思われてもよい状況でさえも、単一の値（または複数の値の平均）に基づく動作ま
たは結論には、不正確であるという合理的な確率がある。例えば、９４という単一の測定
されたスポットＳＰＯ２を考慮されたい。この値は、ＳＰＯ２が上昇しているか、低下し
ているか、または循環しているかを知らなければ、大部分は無意味である。それにもかか
わらず、患者の複雑な生理系のこの微小画像断片は、ケアを決定するために病院で毎日使
用される。さらに、たとえＳＰＯ２のパターンが分かっていても（例えば、ＳＰＯ２が少
なくとも１２時間にわたって約９４で安定している）、これは、大部分が役に立たず、実
際に、潜在的に誤解を招く恐れがある情報である、不完全な画像である。測定されたＳＰ
Ｏ２パターンの関連時間間隔中の分時換気量の関係パターンを知らなければ、医療従事者
は、患者が敗血症性ショックまたは心不全で死亡しつつある時でさえも重症度について誤
った認識に陥る場合がある。さらに、例えば、白血球数、温度、脈拍、血圧、微生物値、
および薬剤の関連パターン等の、画像の追加関連要素を伴わない、ＳＰＯ２および関連分
時換気量の両方のパターンのプログラム画像に基づくアラームまたは解釈出力が不完全と
なり、医療従事者に過大な合成を委ねる。別の実施形態では、脈拍または呼吸数の持続的
上昇のパターンの検出を考慮されたい。それぞれのそのようなパターンは、現在の生理学
的状態の微小断片を表し、各パターンは、良性であってもよく、またはあるいは、障害連
鎖発生としばしば関連する、障害のはるかに大きい動的過程の早期画像構成要素であって
もよい。脈拍または呼吸数の良性または病的上昇の間の違いは、この微小画像では決定で
きず、しばしば、上昇の開始時に知ることさえできない。したがって、上昇する脈拍また
は上昇する呼吸数に基づく分岐を伴う樹形図プロトコルは、プロトコルが間違った経路に
先行する高い危険性とともに、多大な程度のプログラムの複雑性を追加する。
【００５８】
　上述のように、潜在的に致命的であるが、著しく複雑な生理学的障害のモードの検出お
よび決定が不均一医療従事者集団に委ねられると、容認できない死亡率が予期される場合
がある。
【００５９】
　同様に、生理系の不完全な分析はしばしば、必要ではなく、したがって全体的ケアの費
用を増加させる、大量の調査、検査、分析、および評価を医療従事者に生成させる。さら
に、治療および評価のこれらの誤った経路は、実際の動作障害モードを決定することに介
護労働者を集中できなくさせる場合があり、それは、最終的に有害転帰を誘発する。
【００６０】
　ショックの前に、患者の生理系は、疾患および治療の両方によって摂動される。摂動を
補正するために提供される所与の治療は、摂動を低減する、摂動に影響を及ぼさない、摂
動を悪化させる、別の摂動を引き起こす、および／または別の摂動をさらに悪く、または
良くする場合がある。治療にどの効果があるかを決定するため、およびこの治療効果の決
定が完全であることを確実にするために、適時に、大量の関係データを収集し、一実施形
態によって規定されるように重要なことには、それを編成し、分析することが必要である
。
【００６１】
　別の問題は、現在の病院システム内で、合成を効果的に完成させる前に、医療従事者が
多大な考古学的調査（発掘、隔離、識別等）を行わざるを得ないことである。この理由に
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より、医療従事者による情報の合成はしばしば、即時検索、選別、再分析等を可能にする
方式で実行されない。医療従事者の通常の作業負荷と組み合わせられた、この摩擦は、調
査されてもよい高レベルシナリオの数および範囲を限定する。また、医療従事者は、利用
可能な編成データおよび時間の不足により、完全な一式の合成情報なしで決定を実行する
場合があり、さらに悪いことには、これが症例であることを認識しない場合がある。
【００６２】
　これらの理由により、従来の電子医療記録組み込みプロトコルがあっても、患者は、個
別状態の複雑性および介護者が対面する環境の複雑性に基づいて、幅広い障害モードにわ
たる一連の障害の影響を受けやすいままである。実際に、障害がしばしば重複するため、
１つのプロトコルは、別の障害危険性を増加させながら１つの障害の危険性を低減する場
合がある。例えば、１つのプロトコルの下で低酸素血症を治療するために与えられる酸素
は、ＳＰＯ２を安定させ、医療従事者から妨害ショックの早期兆候を隠すことによって、
肺塞栓症の低酸素血症を遅延してもよい。
【００６３】
　障害の潜在的モードの数は、任意の病院環境で非常に多いが、ある障害のモードの発生
は、病院内の所与の一式の状況下で合理的に起こり得る。疾患群の組み合わせを考慮した
、一般的な障害のモードを示す障害モードの概略図が、図１に示されている。潜在的な障
害の数は、病院現場における所与の患者にとって非常に多数（数百）となる場合があり、
看護師が、保護下の患者の中で発生する場合がある何千もの多くの障害から単一の障害を
適時に検出すると見込まれるように、看護師または医師は、障害を適時に検出しながら、
その階にいる多くのそのような患者を監視すると見込まれる。この理由により、プロセッ
サベースの障害画像化および検出が望ましい。
【００６４】
　図１は、病棟における例示的患者の複雑性の概略図２００を示す。概略図２００は、こ
のレベルの複雑性内で摂動の性質および起源を決定するように、本明細書で規定されるよ
うな動画にモデル化されてもよい、複雑性のレベルを明示する。概略図２００は、専門委
員会によって構築され、次いで、一実施形態によれば、事象、関係二進数、および画像構
成要を含む、本明細書で規定される動画の種々の構成要素の構築を容易にするために使用
されてもよい、１種類の障害モード図である。障害画像構成要素図２００は、糖尿病２０
２、うっ血性心不全２０４、心房細動２０６、脳卒中２０８、睡眠時無呼吸症２１０、お
よび敗血症２１２を含む、この１人の患者に存在するいくつかの重複疾患を含む。疾患は
、換気量の発散上昇２１６、高速心室拍数２１８、肺浮腫２１４、および酸素飽和度の減
少（低酸素血症）２２２等の生理学的障害を含んでもよい。さらに、治療は、部分トロン
ボプラスチン時間（ＰＴＴ）の高閾値違反またはグルコースの低閾値違反（低血糖症）２
３４等の、薬剤障害と潜在的に関連する。加えて、患者への治療の投与（例えば、インス
リン２２４、利尿剤２２６、ＡＣＥ阻害剤２２８、ベータ遮断薬２３０、および／または
ヘパリン２３２）は、追加生理学的障害（例えば、血小板数の減少（血小板減少症）２３
６、心臓ブロックの発生２３８、血清カリウムの減少（低カリウム血症）２４０、血清ナ
トリウムの減少（低ナトリウム血症）２４２、血圧の降下（低血圧症）２４４につながる
場合がある。一実施形態では、１人の患者に、早期高血糖血糖（高血糖症）２１５があり
、その後、後期低血糖（低血糖症）２３４が続く場合がある。示されるように、複数の疾
患の進行、患者の症状、および複数の治療の相互関係が、治療遅延２４８または混乱２２
０につながる場合がある。
【００６５】
　図２は、一実施形態における複雑な患者の生理学的状態をモデル化するための分析の流
れの概観を描写する。広範囲のソースが、モデル化に入力を提供してもよい。例えば、患
者モニタ２５６、患者記録２７２、履歴患者データ２６０、検査結果２６４、および治療
データ２６８が、分析ストリームに未加工データ入力を提供してもよい。これらの入力は
、一式の並列時系列２７６に変換される。この複数の並列時系列に沿ったパターンおよび
閾値違反が、各チャネル内のオブジェクトストリーム２８０を形成する離散オブジェクト
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に、識別され、融合され、合成され、編成される。これらの離散オブジェクトは、関係二
進数２８４のインスタンスに既知の関係パターンを識別するように分析される。次いで、
一実施形態では、エキスパートシステムが、これらの関係二進数を一式の障害画像２８８
に編成および合成することによって、分析をさらに洗練し、画像は、集合体として、患者
および／または患者集団の複雑かつ動的状態の統一プログラム画像を構成する。
【００６６】
　図２が、未加工データから画像の集合体への分析２４０の流れを描写する一方で、図３
Ａおよび図３Ｂは、例示的実施形態内のデータ記憶、データフロー、プロセッサ、および
出力機構のうちのいくつかを含む。図３Ａは、一実施形態の別のデータフローを描写する
。データ管理システム３００は、モニタ３０２と、例えば、時系列オブジェクト化プロセ
ッサ３３６、関係二進数プロセッサ３４８、および障害画像プロセッサ３６０を含んでも
よい、プロセッサ３０４とを含む。あるいは、プロセッサ３３６、３４８、および３６０
、または時系列オブジェクト化、関係二進数処理、および／または障害画像処理の処理ス
テップを行うための命令は、システム３００の一部である、プロセッサ３０４と通信して
いる１つ以上の追加処理構成要素上に位置してもよい。プロセッサ３０４は、医療従事者
用のインターフェースを提供するデバイス３０６に、分析の出力を提供するように適合さ
れる。データフローは、広範囲のソース（３０４、３０８、３１０、３１２、および３１
４）からの入力を伴う。示されるように、入力は、検査命令３１６、コンソールまたはデ
バイス３０６上に表示されてもよい医療介護提供者への指標、および治療命令３１５を含
む、患者に対するさらなる動作を指図してもよいプロセッサ３０４に、送信されてもよい
。したがって、医療従事者は、入院過程の全体を制御し、監視するために、デバイス３０
６を使用してもよい。一例示的実施形態では、プロセッサ３０４は、デバイス３０６を駆
動するために使用されてもよい。プロセッサ３０４は、視認コンソールの状態にかかわら
ず、患者の全員のリアルタイムデータの全てを常に処理するように、および、以降で論議
されるようにプロセッサ３０４から導出された画像の分析に基づいて、検査命令３１６お
よび／または治療命令３１５を自動的に送信するように適合されてもよい。
【００６７】
　データ管理システム３００は、汎用または特定用途向けコンピュータ等の、１つ以上の
プロセッサベースの構成要素を含んでもよい。プロセッサベースの構成要素に加えて、デ
ータ管理システム３００は、ＲＡＭチップ等の磁気および光学大容量記憶デバイスおよび
／または内部メモリを含む、種々のメモリおよび／または記憶構成要素を含んでもよい。
メモリおよび／または記憶構成要素は、プロセッサ３０４によって、またはデータ管理シ
ステム３００の関連構成要素によって実行される、本明細書で説明される技法を行うため
のプログラムおよびルーチンを記憶するために使用されてもよい。あるいは、プログラム
およびルーチンは、データ管理システム３００から遠隔にあるが、コンピュータ上に存在
するネットワークおよび／または通信インターフェースによってアクセス可能である、コ
ンピュータでアクセス可能な記憶媒体および／またはメモリ上に記憶されてもよい。
【００６８】
　データ管理システム３００はまた、種々の入出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース、ならび
に種々のネットワークまたは通信インターフェースを備えてもよい。種々のＩ／Ｏインタ
ーフェースは、構成情報を視認し、入力するため、および／またはシステム３００を操作
するために使用されてもよい、ディスプレイ、キーボード、マウス、およびプリンタ等の
ユーザインターフェースデバイスとの通信を可能にしてもよい。種々のネットワークおよ
び通信インターフェースは、ローカルおよびワイドエリアイントラネットの両方および記
憶ネットワークならびにインターネットへの接続を可能にしてもよい。種々のＩ／Ｏおよ
び通信インターフェースは、適宜、または所望に応じて、ワイヤ、回線、または好適な無
線インターフェースを利用してもよい。
【００６９】
　例示的実施形態では、画像が有意な潜在的障害および／連鎖過程を示す時に、または患
者のリスク分類が閾値を超える時点で、デバイス３０６は、プロセッサ３０４による継続



(23) JP 5474937 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

的視認（通知を伴う）に関してオンとなる。リスク分類は、例えば、計算された不安定性
指数、または検出された不安定性指数パターン、および／または検出された障害の関数と
して導出されてもよい。不安定指数は、例えば、一致画像と相関する信頼測定基準であっ
てもよい。例えば、ＭＰＰＣに、重篤な状態と関連しているという高い可能性がある場合
、不安定指数は高くてもよい。不安定指数は、数値指数、色または図式指標、および／ま
たは音声あるいはテキストメッセージであってもよい。
【００７０】
　例示的実施形態によれば、デバイス３０６は、１つ以上の作業中診断、鑑別診断、検査
パラメータ、監視パラメータ、および主観（例えば、鎮静状態スケール、混乱スケール、
または苦痛スケール）を含む、患者から導出されるパラメータなどのアイテムを表示する
、双方向単一画面を含む。実施形態では、本明細書での「パラメータ」という用語は、絶
対または相対データ点またはセット、パターン、または偏差、一連のそのようなデータ点
またはセット、そのようなデータのパターン、１組のデータに沿った、および／または複
数組のデータ間の関係、および／またはデータのパターンを指してもよい。データは、客
観的データ型または主観的データ型であってもよく、直接および／または間接的に導出さ
れるか、または履歴的起源であってもよい。加えて、障害画像プロセッサ３６０（図３Ｂ
）からの種々の出力が表示されてもよい。実施形態によれば、プロセッサ３０４は、デバ
イス３０６上に存在するディスプレイのために、レポート（電子または紙面）を通して、
または外部システムへのインターフェースを提供してもよい電子表現内で、データを提供
してもよい。
【００７１】
　データ管理システム３００はさらに、検査データ３１０、履歴データ（例えば、診断）
３１２、および治療データ（例えば、薬剤）３１４を含む、医療記録データベース３０８
を含む。医療記録データベース３０８は、プロセッサ３０４およびモニタ３０２が医療記
録データベース３０８に記憶されたデータにアクセスしてもよいように、これらのシステ
ムに連結される。プロセッサ３０４は、リアルタイムデータを含有し、全ての病院ソース
からデータ入力を受信する、集中患者医療記録への構成要素または直接リンクを含んでも
よい。したがって、病院に利用可能な患者に関する構成要素の実質的に全てを含有するデ
ータベースは、埋め込み関係プロセッサが関係二進数をレンダリングし、種々のソースか
らのこれらのデータを含む障害画像構成要素を構築し、検出することを可能にするように
、リアルタイムでプロセッサ３０４に直接アクセス可能であってもよい。
【００７２】
　例示的実施形態によれば、プロセッサ３０４は、医療記録データベース３０８に包括的
に係合するように適合される。以下でさらに論議されるように、プロセッサ３０４は、関
係プロセッサから導出されるような、生理学的障害画像構成要素、薬剤障害画像構成要素
、検査障害画像構成要素、総合障害画像構成要素の正式な自動同時係合を提供するように
、およびそれらを視認のために時系列にレンダリングするようにプログラムされてもよい
。
【００７３】
　プロセッサ３０４は、全ての障害画像構成要素の即時見直しを提供するように、および
特定の障害画像構成要素の検出に基づいて措置を講じるように適合されてもよい。プロセ
ッサ３０４は、障害画像構成要素発生が第１の分岐二進数の最早期開始を形成することを
常に監視するように適合されてもよいため、医療従事者よりも速く、かつ確実に応答する
ことが可能であってもよい。したがって、プロセッサ３０４は、手遅れになるまで医療従
事者によって未検出となりやすい場合がある、単一の分岐二進数が起源である、障害画像
構成要素連鎖を検出してもよい。プロセッサ３０４はまた、いずれの措置も講じられてい
ない、または措置が分岐二進数または障害画像構成要素の発生を補正していない、分岐ま
たはヌル二進数について警報を鳴らすようにプログラムされてもよい。例えば、血液培養
が取得されているという最新情報が看護師によってプロセッサ３０４に与えられているシ
ナリオでは、事前選択された時間後に、結果がプロセッサ３０４に利用可能ではない場合
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に、検査障害画像構成要素を示すヌル二進数の存在が生成されてもよいが、培養が陽性で
あれば、生理学的障害画像構成要素を示す分岐二進数の存在が検出されてもよい。検査障
害画像構成要素が検出された場合、プロセッサ３０４は、明白な遅延を検査室に通知して
もよい。通知はアルファ事象であり、その通知に対する受信応答は、真のベータ事象であ
る。したがって、検査室が受信を示すことができないと、分岐二進数の発生を引き起こし
てもよく、それは、分岐二進数がシーケンスを完結するまで、同じ方式で看護師の通知を
誘起してもよい。一方で、生理学的障害画像構成要素が検出された（培養が陽性である）
場合、プロセッサ３０４は、再度、同じ二進生成様式で看護師に通知する。
【００７４】
　陽性血液培養は、培養検査二進数のベータ事象である一方で、初期分岐検査二進数が、
完全血球算定、包括的代謝プロファイル、血圧および脈拍測定の増加した頻度、換気量指
数化酸素測定、および検出された特定の分岐二進数（この場合は陽性血液培養）に応じて
プロセッサ３０４にプログラムされるような他の検査の獲得をプロセッサに確保させても
よいように、別の検査二進数群にとってはアルファ事象である。これらの新規検査二進数
は、予期しないベータ事象（低血圧、高脈拍、または酸素測定指数に対する高換気量等）
を生成してもよく、それにより、これらのベータ事象は、新規の一式の分岐生理学的二進
数を定義してもよい。この新規の一式の分岐二進数は（集約して）、早期敗血症性ショッ
クを示唆する総合障害画像構成要素の事前選択基準を満たすのに十分であってもよく、そ
の診断考慮事項は、適時かつ適正な監視、適時で適切な患者位置、適時で適切な診断検査
、およびこの種類の総合障害画像構成要素の検出の場合における適時かつ適正な介入を確
保するようにプロセッサにプログラムされている、複数の新規二進数に対するアルファ事
象を備える。加えて、総合障害画像構成要素を備えた分岐生理学的二進数のベータ事象は
、新規生理学的二進数にとってのアルファ事象となり、新規二進数のそれぞれのベータ事
象は、事前選択された期間内に、これらの値のそれぞれを正常範囲に戻すことを含む（そ
れにより、可能であれば、総合障害画像構成要素が適時に補正されることを確実にする）
。加えて、プロセッサ３０４が、事前選択された時間間隔内に、陽性血液培養に応じて正
しい抗生物質が投与されるのを確認することを期待してもよいように、陽性血液培養は、
治療二進数にとってのアルファ事象でもある。これが発生しなければ、治療障害を示す分
岐二進数が識別されてもよく、確保された看護師通知が前述の二進構築方法によって続行
してもよい。
【００７５】
　一実施形態によれば、任意の有意な分岐生理学的二進数の検出に応じて、デバイス３０
６は、収束とともに終了しなければならない一式の通知二進数を構築することによって、
通知の失敗を防止するようにプログラムされてもよい。デバイス３０６はまた、収束とと
もに終了しなければならない一式の治療二進数を構築することによって、適時な治療の失
敗を防止するようにプログラムされてもよい。さらに、デバイス３０６は、収束とともに
終了しなければならない一式の検査二進数を構築することによって、検査の失敗を防止す
るようにプログラムされてもよい。デバイス３０６はまた、最初に発見された分岐二進数
と関連する分岐生理学的二進数を識別することによって、関連生理学的障害画像構成要素
を検出するようにプログラムされてもよい。
【００７６】
　一実施形態によれば、ＰＳＰは、関連付けられた、接続された、および／または埋め込
まれた事象システムを含む。この事象サブシステムでは、ユーザは、特定の発生が識別さ
れた時に、開始される動作または記録されるデータを指定してもよい。この事象システム
は、いくつか例を挙げると、通知システム、ワークフローシステム、非同期通信システム
、報告システム、決定支援システム、ダッシュボード、データ保管および／またはデータ
マイニングシステムを含む、他の内部または外部システムと連動してもよい。
【００７７】
　一実施形態によれば、関係プロセッサは、自己変調式であり、軽微障害画像構成要素の
発生にさえも迅速に応答する、自動拡張分析を提供する。処理システムの分析活動は、検
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出された障害画像構成要素の規模および数に直接応じて、多次元増大および縮小が可能で
ある。この点で、プロセッサ３０４は、生理学的障害画像構成要素の発生時に、たとえそ
の障害画像構成要素が単一の生理学的分岐二進数しか備えなくても、通知、検査、治療、
および生理学的二進数の連鎖を生成してもよい。生理学的二進数のベータ事象は、通知、
検査、治療、および生理学的二進数の新規生成のそれぞれのアルファ事象を備えてもよい
。これらの新規二進数のそれぞれにはベータ事象もあり、そのそれぞれは、他の二進数の
形成を誘発してもよく、ベータ事象は、同じまたは別の種類の別の二進数のアルファを備
える。それにより、二進数の自発的に増大する連鎖は、適時な通知、適時な検査、および
生理学的安定性の適時な修復の確保に向かって発生する。
【００７８】
　これらの種類の分岐二進数の急速に拡張する連鎖は、患者の不安定性発生、または医療
介護システムの不良な性能を示す。分岐二進数の種類およびシーケンスの時限パターンの
分析（オブジェクト化パターン認識または統計分析によるような）は、不良な健康状態ま
たは医療従事者の不良な反応性が、連鎖を伝播させているという決定を可能にしてもよい
。健康状態が修復されるにつれて、かつ医療従事者が適時に応答するという前提で、二進
数連鎖が自動的に減退してもよく、種々の障害画像構成要素が検出されなくなってもよい
。したがって、関係二進数オブジェクトプロセッサの出力は、１名の患者、または所与の
階における患者、または病院全体の患者の健康状態を追跡するために、容易に使用され、
さらに分析されてもよい、自己変調式処理システムを提供する。オブジェクト二進数プロ
セッサの出力はまた、所与の階における所与の患者または病院全体に提供される医療介護
送達の品質を示す、自己変調式処理システムを提供する。
【００７９】
　プロセッサ３０４は、医療データ以外の他の複雑な動的データに適用されてもよく、自
己変調式関係分析および制御が有用となる。プロセッサ３０４には、初期励起（第１の分
岐二進数）から広範な系統障害への障害画像構成要素過程を識別するように、例えば、ア
ーカイブに保管されたデータセットの処理と関連する、データマイニングのユーティリテ
ィがある。アーカイブに保管されたデータセットの処理は、種々の障害で導出された二進
数連鎖の自動変調を見直し、病院内、ならびに食物、化学、または医薬品処理等の工業処
理における、複雑な過程の動的障害画像構成要素の構築を容易にする機会を提供する。プ
ロセッサは、ユーザが各アルファ事象を選択し、選択された事象オブジェクトとの特定の
時間的、頻度、または空間的関係を有する事象および関係二進数を、プロセッサが検出、
提供、および／または導出することを可能にしてもよいように、プログラムされてもよい
。あるいは、プロセッサ３０４は、健康な個人の出力を処理することによって、学習デー
タセットとともに独自の一式の収束オブジェクト二進数を構築するようにプログラムされ
てもよく、次いで、プロセッサは、予期されたベータ事象（学習データセットによって定
義された）の不足を識別することによって、患者に適用されると分岐二進数を検出するた
めに使用されてもよい。連鎖（分岐または障害画像構成要素の検出に基づく、さらなる処
理の開始）のウィンドウは、ベータ事象の真性のウィンドウを修正することによって、オ
ブジェクト化過程中のオブジェクトの勾配または規模等の基準を修正することによって、
調整されてもよい。これは、分岐としての二進数の指定に対するウィンドウを定義する際
に高度の融通性を提供し、したがって、これは、連鎖の開始、伝播、および消滅に対する
ウィンドウの高度の制御を可能にする。連鎖は、モジュール式または分岐的、あるいは障
害画像構成要素特有であってもよい。モジュール式連鎖群は、メニューから選択可能であ
ってもよく、次いで、群のそれぞれ１つは、所望に応じて修正されてもよい。
【００８０】
　図３Ｂに示されるように、プロセッサ３０４は、任意の数の処理機能のための命令を含
んでもよい。示されるように、プロセッサ３０４は、事象エディタ３３１（事象定義セッ
ト３３２を作成する）、収束エディタ３４３（二進数定義セット３４４を作成する）、お
よび障害画像構成要素３５５（障害構成要素３５６を作成する）を含んでもよい。事象定
義３３２、二進数定義３４４、および障害構成要素３５６は、時系列オブジェクト化プロ
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セッサ３３６、関係二進数プロセッサ３４８、および障害画像プロセッサ３６０に対する
入力として使用されてもよい。時系列オブジェクト化プロセッサ３３６は、電子医療記録
３２０の並列時系列（３２４、３２８）を変換するように、事象定義セット３３２によっ
て提供される規則およびパラメータでプログラムされる。次いで、関係二進数プロセッサ
３４８は、二進数定義セットによって提供される規則およびパラメータで、オブジェクト
ストリーム３４０を処理して、関係二進数のストリームおよび連鎖３５２を生成する。さ
らに、次いで、障害画像プロセッサ３６０は、障害画像構成要素定義セット３５６によっ
て提供される規則およびパラメータで、関係二進数、場合によっては、オブジェクトスト
リームからの隔離オブジェクトを、１つ以上の画像３６４に合成する。これら３つのプロ
セッサ（３３６、３４８、および３６０）のそれぞれの出力、ならびにそれらが適用され
た元の時系列は、ＭＰＰＣデータベース３６８に記憶される。実施例では、プロセッサ３
０４は、１つ以上の事象、二進数、画像構成要素の検出、または特定のＭＰＰＣの検出が
、検出の発信通知、検査または治療の命令、あるいは、検査および／または治療を変更、
中止、または開始するための治療および／または検査デバイスへの直接制御信号を提供す
る等の措置をプロセッサに講じさせてもよいように、プログラムされてもよい。
【００８１】
　一実施形態によれば、関係二進数プロセッサ３４８および時系列オブジェクト化プロセ
ッサ３３６は、分析を修正するように相互の出力に適合してもよい。例えば、時系列オブ
ジェクト化プロセッサ３３６による、事象、往復運動、不完全な往復運動、または他のオ
ブジェクトあるいはパターンの検出は、分岐の検出に応答して連鎖の調整を引き起こして
もよい。あるいは、または組み合わせて、時系列オブジェクト化プロセッサ３３６内の事
象オブジェクトとしての波形区分の指定のための基準（例えば、血清ナトリウムの減少事
象オブジェクトを識別するための勾配基準）もまた、特定のアルファ事象の存在に基づい
て調整されてもよい。実施例では、脳血管梗塞（ＣＶＡ）の診断を備えるアルファ事象が
検出されると、これは、好ましくはそのような患者のベータのうちの１つである、血清ナ
トリウムの減少事象オブジェクトを識別するための絶対勾配（あまり負ではない勾配）を
時系列オブジェクト化プロセッサ３３６に低減させてもよい。ベータ事象の指定のための
絶対勾配を自動的に低減することによって、脳血管梗塞のアルファ診断は、診断過程のウ
ィンドウを調整し、異なる生理学的脆弱性の発生および検出時に自動および動的調整を可
能にしている。この実施形態では、血清ナトリウムの減少事象オブジェクトの検出のウィ
ンドウの増加（ＣＶＡ診断を含むアルファと組み合わせられる）は、分岐二進数を備え、
それは、血清ナトリウムの緊密な監視および／または追加検査の評価および／または遊離
水送達の低減のための診断連鎖を誘起してもよい。これは、ＣＶＡによる抗利尿ホルモン
の不適切な増加の可能性の関数としてＣＶＡの患者が直面する独特の脆弱性により、望ま
しい。
【００８２】
　二進数定義セット３４４内の関係二進数定義が、個別に定義され、多数の履歴データを
処理することによって洗練されてもよいため、相関は、大多数の意見または専門家の意見
の関数として、単純に提案され、維持されるよりもむしろ、検証されてもよい。一実施形
態では、介入がないと時機を失して消滅につながる、専門家によって提供される分岐のた
めの基準によって発生する連鎖は、分岐ベータの検出のウィンドウを変化させるように、
または分岐二進数をもたらす連鎖を変化させるように、自動的に適合されてもよい。別の
実施例では、適時な措置にもかかわらず、かつ生理学的分岐の進行がなくても自己伝播お
よび拡張し続ける、専門家によって提供される基準によって発生する連鎖は、分岐ベータ
の検出のウィンドウを変化させるように、または分岐二進数をもたらす連鎖を変化させる
ように、自動的に適合されてもよい。システムがアーカイブに保管されたデータセットに
適用されてもよいため、感受性および特異性は、さらに強化されてもよく、結果が分かっ
ているため、連鎖の規模および方向は、連鎖の所望の規模および方向と比較され、それに
応じて調整されてもよい。適用されたアーカイブ保管データセットにより、早期の自己消
滅および過剰伝播を伴わずに連鎖が続行するまで、事象基準、分岐基準、または連鎖生成
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における自動適応調整の適用が適用されてもよい。さらに、システムは、不完全（ヌル）
二進数にどのように影響を及ぼす場合があるかについての決定を可能にするように、欠落
データ上の仮定事項に適用されてもよい。
【００８３】
　一実施形態によれば、時系列オブジェクト化プロセッサ３３６、関係二進数プロセッサ
３４８、および障害画像プロセッサ３６０を含む、プロセッサは、ＭＰＰＣデータベース
３６８に、それらの分析の結果を出力してもよい。ＭＰＰＣデータベース３６８は、分析
が行われた時系列３２８、ならびに、事象ストリーム３４０、関係対３５２、総合障害３
６４、ならびにこれらの要素の集約、関係、および代替画像を含む、分析の結果を含有す
る。一実施形態では、メタデータ規則セット（１次および代替要素の両方、および／また
は一時的に無効化または改変された要素）が、患者安全性画像データベース３６８の中で
ＸＭＬ（事象定義セット３３２、二進数定義セット３４４、障害画像構成要素定義セット
３５６）として存続する。
【００８４】
　（時系列オブジェクト化プロセッサ）
　時系列オブジェクト化プロセッサ３３６は、その全体があらゆる目的で本明細書に参考
として援用される、米国特許出願第１１／２８０，５５９号および第１１／３５１，４４
９号で規定されているような命令を含有してもよい。したがって、そのようなプロセッサ
は、入院の過程中に導出される各パラメータの時系列を構築することによって機能し、次
いで、各時系列をオブジェクト化してもよい。これらの時系列は、例えば、いくつか例を
挙げると、客観的測定値、薬剤投与、注入速度、および主観的臨床スコアを含んでもよい
。時系列のうちの少なくともいくつかは、ステップ機能として提供されてもよい。
例えば、いくつか例をあげると、体重、血清ナトリウム値、ＳＰＯ２、呼吸数、心拍数、
薬剤注入速度、鎮静状態スコア、苦痛スコア、昏迷スコア、作業中診断、不安定性スコア
、疾病の重症度スコアの時系列が、全て含まれてもよい。これらの時系列から、時系列オ
ブジェクト化プロセッサは、例えば、これらの時系列の全てから導出されるオブジェクト
の並列ストリームを含んでもよい、総合「オブジェクト円柱」または時系列マトリクスを
レンダリングしてもよい。
【００８５】
　実施形態では、データの時系列の実質的全体が、昇順複雑性の関係階層においてオブジ
ェクトの時系列に変換されるように、時系列オブジェクト化プロセッサは、一式の時系列
を、順次および重複離散要素またはオブジェクトのストリームに変換する。時系列が変換
されるオブジェクトは、ユーザによって事前定義される、および／または適応可能に定義
されてもよい。作成される離散オブジェクトは、定義される境界内の集約データから導出
される時間位置および一式の特性を提供する、発生を表し、特徴付ける。この過程は、複
数の並列時系列に適用されると、オブジェクト化時系列マトリクス（ＯＴＭ）を生成する
。オブジェクトは、単一の時系列に沿った短時間の上昇または降下等、非常に単純であっ
てもよく、または、いくつか例を挙げると、大きなＯＴＭにわたる関係生理学的変動、治
療、および治療への応答の何百ものより単純なオブジェクトから成り、それらを継承する
敗血症連鎖オブジェクト等、極めて複雑であってもよい。ＯＴＭに沿った、これらのオブ
ジェクトは、導出される位置および特性によって区別され、したがって、個々のオブジェ
クトを限定することができ、ＯＴＭのオブジェクトを検索することができる。ＯＴＭを形
成するための時系列マトリクスの変換は、ＥＭＲのデータで具現化される、実質的に全て
のパターンおよび関係の間の関係の識別、認定、および検索能力を提供する。したがって
、オブジェクト化は、電子医療記録を、画像化または画像の検索のための特定の形式に変
換するための１つの手段である。オブジェクト化プロセッサは、例えば、この複雑性のレ
ベルでは、ＯＴＭの複数の並列時系列にわたる垂直および水平寸法の両方に沿って画像（
敗血症連鎖発生の画像等）を備える、所定の複雑なオブジェクトを継続的に検索するよう
に、継続検索エンジンとしてプログラムされてもよい。患者の電子医療記録（ＥＭＲ）が
ＯＴＭに変換されると、継続検索エンジンは、アラームプロセッサにリンクされてもよく
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、それにより、特定画像（いくつか例を挙げると、敗血症連鎖の画像、失敗した、または
見過ごされた治療の画像、または薬剤反応の画像等）の検出時に自動警報を提供する。こ
れは、複雑な障害および単純な障害の両方のリアルタイム検出をともに、ＥＭＲをリアル
タイム画像生成器に変換する。昇順複雑性の継承階層で提供され、継続的に検索可能であ
る、広範囲の単純および複雑な関係パターンまたは画像は、例えば、いくつか例を挙げる
と、生理学的過程、病態生理学的障害、および患者のケアで導出され、全て、ＯＴＭに沿
った継続または断続的検索または画像化のために公開される。
【００８６】
　論議されるように、一実施形態は、時系列オブジェクト化プロセッサ３３６および関連
二進数プロセッサ３４８を含む、患者安全性処理システムを含む。関係二進数プロセッサ
３４８は、時系列オブジェクト化プロセッサ３３６に組み込まれるか、またはそれと通信
してもよい。時系列オブジェクト化プロセッサ３３６は、中央ソースまたは広範囲のソー
スから、ならびに他のプロセッサ（例えば、患者安全性プロセッサ）からの電子医療記録
の並列時系列を、並列オブジェクトストリームに変換するようにプログラムされる。次い
で、関係二進数プロセッサ３４８は、オブジェクトストリームを処理して、関係二進数の
ストリームおよび連鎖を生成する。一実施形態によれば、プロセッサ３０４は、例えば、
所与の種類の検出された障害画像構成要素で導出された、統一時系列を自動的に出力する
。別の実施形態によれば、プロセッサは、障害連鎖を検出すると、医師が見直すために、
障害画像構成要素の概略図の出力表示上に、リアルタイムで、ＭＰＰＣ発生を提示し、強
調してもよい。別の実施形態によれば、プロセッサ３０４は、障害画像構成要素および分
析の全ての他の結果を、他のシステムへの視覚化、報告、およびインターフェースのため
のソースであってもよい、ＭＰＰＣ画像データベース３６８の中へ存続させる。すでに完
成している動画の一部分は、単一の概要スナップショット表示で見直すように、前後に見
直されてもよい。
【００８７】
　論議されるように、一実施形態によれば、関係二進数プロセッサ３４８は、関係二進数
を生成する。そのような関係二進数は、アルファ事象オブジェクトと、ベータ事象オブジ
ェクトとを含む。この過程の早期ステップは、ユーザによる、またはプロセッサによる関
係二進数の定義を含む。関係二進数を定義するために、最初に、アルファ事象が定義され
る（ユーザによって、または適応的に）。アルファ事象は、そのチャネルおよびチャネル
に沿ったオブジェクトの両方に関して定義される。一実施形態では、各チャネルに沿った
オブジェクトは、特性（前述の特許出願で論議されるような、オブジェクトを定義する勾
配、振幅、または他の特徴等）によって定義される。あるいは、閾値違反がアルファ事象
として識別されてもよい。ベータ事象は、再度、そのチャネルおよびその特性に関して定
義され、パターンまたは閾値事象のいずれか一方であってもよい。アルファおよびベータ
事象の両方はまた、特定の事象に先行したもの等の他の事象の特性に対する、その特性の
関係に関して、定義されてもよい。一実施形態では、ユーザは、チャネル（時系列型を定
義する）を選択することによって、および特定範囲の基準を満たす事象オブジェクト（例
えば、減少事象または上昇事象）を選択することによって、ならびに、先行アルファ事象
の少なくとも一部分に関してベータ事象の時限関係（時間間隔等）を識別することによっ
て、および／または他の事象に対する１つの事象の空間的関係および／または頻度関係を
識別することによって、（ドラッグアンドドロップデザイナを使用することによって）関
係オブジェクトを定義してもよい。一実施形態では、関係二進数プロセッサが、所望であ
れば、事象検出のための基準を修正すること、または基準に影響を及ぼすことではなく、
検出された事象オブジェクトの存在およびタイミングの検出のみに関与してもよいように
、アルファオブジェクトおよびベータオブジェクトは、事象オブジェクトの検出のために
時系列オブジェクト化プロセッサ３３６のみに提供される基準によって定義される。（時
系列オブジェクト化プロセッサ３３６による事象オブジェクトの検出は、その全体があら
ゆる目的で本明細書に参考として援用される、米国特許出願第１１／２８０，５５９号お
よび米国特許第７，０８１，０９５号で開示されている通りであってもよい。）これは、
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基礎時系列パターンが離散オブジェクトに変換されるオブジェクト化過程によって、これ
らの基礎パターンの関数としてオブジェクトを検出する、関係二進数プロセッサ３４８の
機能性を限定するものではない（基準を特定するように関係二進数プロセッサ３４８のプ
ログラミングを組み込む、処理システムが、実施形態に含まれるため）次いで、関係二進
数プロセッサ３４８は、画像構成要素を導出するように、それらの発生時間および／また
はユーザまたはプロセッサによって設定された集約のための特定の基準に従って関係二進
数を集約し、画像構成要素は、何百もの並列時系列にわたる事象およびパターンで導出さ
れたＭＰＰＣおよびケアを導出するように、それらの発生時間および／またはユーザまた
はプロセッサによって設定された集約のための特定の基準に従って集約される。ある意味
で、関係二進数および事象は、それから患者の生理系のＭＰＰＣがプロセッサ３０４によ
って構築される、離散「ピクセル」となる。
【００８８】
　一実施形態によれば、プロセッサ３０４はまた、事象および関係二進数を、動画よりも
むしろ統一オブジェクト時系列として構築されてもよい、より大きい総合因数分解可能オ
ブジェクトに編成するようにもプログラムされる。各総合因数分解可能オブジェクトは、
事象および関係二進数オブジェクトの特定の集約を含む。いくつかの総合因数分解可能オ
ブジェクトでは、個々の関係二進数および事象オブジェクトが、特定の順序または一連の
順序（重複してもよい）で発生し、オブジェクトは、相互に対して特定の時間的関係（ま
たは一連の時間的関係）を有する。１つの特定の種類のオブジェクト時系列は、単純にグ
ループ化されたセットとして特定されてもよい。別の実施例では、関係二進数は、事象お
よび関係二進数オブジェクトが検出された特定順序で順序付けられ、それにより、オブジ
ェクト時系列を定義する。
【００８９】
　一実施形態によれば、特定種類のオブジェクトはまた、患者の生理系およびケアの単純
な概要である、「統一患者時系列」をレンダリングするように、組み合わせられて導出さ
れてもよい。ＭＰＰＣおよびケアは、より包括的なレベルで情報を提供する。両方とも、
さらに単純化された要約または画像詳細を明かす掘り下げを提供するように構成されても
よい。統一患者時系列は、例えば、複数の並列時系列から、しばしば、特定の種類または
複数の種類の関係二進数オブジェクトの単一時系列に導出された、少なくとも１つの因数
分解可能総合オブジェクトのインスタンスを表す。１つの場合において、統一患者時系列
および／またはＭＰＰＣおよびケアは、好ましくは、入院中、または家庭用モニタに接続
される時、または血液検査が行われる時等、信号が利用可能である時はいつでも記録され
る、生涯の時系列および／または動画となるように構築される。動画または時系列の開始
は、患者が死亡するまで統一患者時系列が終了しない、データ（アーカイブに保管された
患者データから導出されてもよい）の最も早い日付の時間によって定義される。時系列（
または動画）の区分は、入院区分等の患者の位置によって、または、周術期区分等の患者
を治療するために講じられる措置によって、死亡の直前または睡眠中の区分等の変化した
患者状態に関する事象によって、検討のために分離されてもよい。一実施形態によれば、
複数の並列患者関連時系列の二進数オブジェクトおよび事象の時限および順序関係を指定
する、オブジェクト命名法が提供され、それにより、簡潔な命名法の適用を通して解釈可
能である、容易に出力される因数分解可能なオブジェクトの単一の時系列に、大量の複数
のデータセットを変換する。
【００９０】
　一実施形態では、医師が、検査結果または他のデータ点を、間違いまたは異常として印
付けてもよい。この場合、プロセッサが、分析を、作業中分析（検査結果または他のデー
タ点を除去または変更する）および背景分析（元のデータを維持する）といった２つに分
割する。プロセッサは、「いわゆる」異常検査から予期されたかもしれない状態が発生す
るかどうかを決定するように、元の検査結果が有効なままであるシナリオを実行してもよ
い。背景は作業中分析に影響を及ぼさないが、元の検査結果が間違っていなかったもしれ
ず、実際に、現在の作業状態（例えば、検査結果が除去されている状態）に適合しない状
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態を説明するという考慮事項を正当化するように、十分に示唆的なパターンで事象の相関
関係が見出された場合、通知が生成されてもよい。背景分析は、時間に従って（例えば、
次の事象との相関関係が見出されない、ある時間量後に）またはユーザあるいはシステム
操作者の要求により、削除されてもよい（例えば、リソース利用を低減するため）。
【００９１】
　別の実施形態では、プロセッサは、より頻繁な検査二進数を生成して、明白に発生して
いる画像を確認または除外するようにプログラムしてもよい。このように、種々の従来の
閾値違反による障害連鎖の検出の待機と関連する遅延が排除されるように、プロセッサは
、追加検査とともに可能な限り先を見て、可能な限り早く特定の障害の動画を確認しよう
としている。
【００９２】
　実施例では、将来像が完全であることを確実にするステップの一部として、選択された
事象、二進数、画像構成要素、またはＭＰＰＣが存在する場合に、画像へのある薬剤の追
加（アルファ事象）が、薬剤に関する合併症（ベータ事象）について監視する検査の自動
命令を引き起こしてもよいように、検査二進数が指定される。実施形態では、医師がヘパ
リンを発注した場合、４８時間ごとの血小板算定の自動命令を含む、検査二進数が生成さ
れ、画像に追加される。一実施形態によれば、時系列オブジェクト化プロセッサ３３６は
、少なくとも１つの減少事象（例えば、負の勾配および／または減少の規模および／また
は閾値減少によって定義される）を検出するように、血小板算定の時系列をオブジェクト
化しており、減退しつつある勾配が検出された場合、分岐二進数が生成され、減少を示す
マーカーが血小板算定時系列に沿って画像に追加され、プロセッサは、より頻繁な血小板
検査二進数を生成して、画像中のこれらの分岐二進数の存在を確認してもよい。複数の分
岐二進数が検出された場合は、プロセッサは、異なる種類の検査二進数を生成してもよく
、アルファ事象は、血小板数の減少である。これは、検査二進数の連鎖を誘起してもよく
、例えば、アルファ事象は、ヘパリン治療および血小板数の減少を含む二進数であり、ベ
ータ事象は、例えば、血小板因子４検定または別の検定である。
【００９３】
　このように、障害画像プロセッサ３６０を使用して、血小板数の絶対または相対閾値低
下の待機と関連する遅延が低減される。加えて、連鎖は、追加検査二進数を含んでもよい
（肝機能検査に関して、画像構成要素がヘパリン誘発性血小板減少症と一致する場合に指
図されてもよい薬剤である、アルガトロバンの安全性を決定するため）。プロセッサが、
以降で論議されるようなＴＴＰおよび／または潜在出血を示す連鎖を含んでもよい、血小
板数の減少の他の原因について、動画の画像を調べるため、ＭＰＰＣの一部として、これ
らの二進数および画像構成要素を有するという利点がここでは明白である。
【００９４】
　一実施形態は、並列生理学的時系列をプログラムで画像化して、ピラミッドの最上部が
分析および抽象化の最高レベルにおけるデータを表す一方で、データが分析の層を通って
移動し、底層が未加工データストリームである、データの関係ピラミッドをレンダリング
する。医療従事者は、いくつか例を挙げると、以下の方法でピラミッドを調査してもよい
。
１）掘り下げ―介護労働者が、データの詳細および分析の理論的根拠（すなわち、存在す
る状態および分析がその結論に到達する規則の両方）にナビゲートしてもよい。
２）アスペクト-ある要素／状態を重視し、他の要素／状態を重視しない（および／また
は除去する）システムへのビューポート
　上記のこれら２つの実施例は、一緒に使用されてもよく、医療従事者が垂直（分析のレ
ベルを通した掘り下げ）および水平に（フィルタ／アスペクトを通して）関係ピラミッド
を通してナビゲートすることを可能にする。
【００９５】
　一実施形態では、関係ピラミッドは、仮定シナリオ、または、エラー、異常、または別
様に不正確と見なされてもよい、ある検査結果または事象の拒絶に基づくシナリオを考慮
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するように、医療従事者および／または研究者によって操作されてもよい。代替ピラミッ
ドが、全体的に、または微分画像として、記憶されてもよい。代替ピラミッドは、変更さ
れたデータの結果を理解するために、作業中ピラミッドに対して比較されてもよい。
【００９６】
　一実施形態では、プロセッサ３０４は、いずれの前兆も識別されなくてもよい摂動の存
在等の、ある条件下で、代替ピラミッドを自動的に考慮する。摂動または分岐の突然の存
在は、一連の起こり得る前兆を考慮することによって、いくつか例を挙げると、不正確な
診断、故障した監視機器、標識の間違い、患者が処方通りに薬剤を服用しなかったことと
いった、異常状態を示唆してもよい。
【００９７】
　一局面によれば、炎症メディエイタ等の血液検査の値および／またはパターンは、生理
学的摂動の画像、または、いくつか例を挙げると、脈拍数、呼吸数、および／または換気
量酸素測定指数等の、少なくとも１つの生理学的パラメータのパターンまたは値と比較さ
れる。明白な関係の検出時に、プロセッサは、十分な数の順次血液検査を自動的に指図し
て、パラメータのパターンが血液検査療法のパターンと収束していることを確認してもよ
く、それにより、生理学的パラメータおよびメディエイタに、例えば、敗血症障害等の、
一般的な生理学的障害に基づいた連関があるという、強力な根拠となる証拠であって、補
強冗長証拠を提供する。一実施形態は、生理学的パラメータおよび治療の画像とのマーカ
ーまたは指標の包括的比較が提供されるように、その分析を延長させて、障害の動画に特
殊炎症メディエイタを組み込む。
【００９８】
　図４は、関係二進数を定義し、それにより、障害画像構成要素の適時な検出のために電
子医療記録の複雑性を編成する、関係二進数プロセッサ３４８の一実施形態のＵＭＬ静的
図を示す。この実施形態によれば、そのチャネル（例えば、酸素測定）およびその特性（
例えば、勾配、規模、持続時間）に関して定義される、アルファ事象オブジェクトを最初
に検出することによって、関係二進数が定義される。次いで、アルファ事象に対する空間
的および／または時間的関係を含んで、再度、そのチャネル（例えば、脈拍または酸素測
定）およびその特性（例えば、勾配、規模、持続時間）に関して、随伴（関係）ベータ事
象オブジェクトが定義される。言い換えれば、ベータ事象はまた、アルファ事象の規模、
勾配、タイミング、または他の関係の関数として特定されてもよい。あるいは、または組
み合わせて、ベータ事象は、そのそれぞれがアルファ事象の規模の関数であってもよい、
２つの値の間にあるものとして識別されてもよい。
【００９９】
　オブジェクト二進数を備えるアルファおよびベータ事象の間の実際の関係は、原因およ
び結果（完全な確信を持って分からない場合がある）によって定義されないが、むしろ、
事象の時間的、空間的、および／または頻度関係等のパターン関係によって、または単純
に、関係対としての以前の指定によって定義される。例えば、所与の関係二進数を備える
アルファおよびベータ事象の間の実際の関係は、いくつか例を挙げると、原因および結果
、監視されていない原因に起因する２つの結果、同じ生理学的減少を測定する２つの監視
技術間の関係、予期された代償性反応、または病的反応となり得る。１つの目的は、実際
の関係が定義されてもよいように、複数の関係二進数を含む総合オブジェクトのパターン
関係を識別することである。
【０１００】
　アルファ事象は、そのチャネル（例えば、酸素測定）およびその特性（例えば、勾配、
規模、持続時間、および／または閾値違反）に関して定義される、摂動として定義される
。ベータ事象は、再度、そのチャネル（例えば、脈拍または酸素測定）に関して、かつア
ルファ事象のようにその特性（例えば、勾配、規模、および持続時間）に関して定義され
る、予期された反応事象として定義されてもよい。加えて、ベータ事象はまた、アルファ
事象、またはアルファ事象の構成要素あるいは一部分に対する、空間的および／または時
間的関係によって定義されてもよい。例えば、ベータ事象が予期された反応事象である時
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、ベータ事象は、アルファ事象の規模、勾配、タイミング、または他の関係の関数として
特定されてもよい。あるいは、別の実施形態では、予期された反応事象は、そのそれぞれ
が摂動事象の規模の関数であってもよい、２つの値の間にあるものとして識別されてもよ
い。アルファ事象および／またはベータは、例えば、いくつか例を挙げると、摂動事象、
治療事象、または診断指定事象であってもよい。
【０１０１】
　一実施形態によれば、（他の関係二進数が提供されてもよいが）収束関係二進数、分岐
関係二進数、およびヌル関係二進数といった、３つの基本的な関係二進数の種類がある。
収束二進数は、予期されたベータ事象反応と組み合わせられたアルファ事象である。予期
された反応のチャネルが存在し、破損していないが、予期された反応が見出されない場合
は、欠落事象（例えば、予期された反応の領域の波形区分または検査結果を備える）が特
定され、アルファ事象および欠落ベータ事象を含む関係二進数は、分岐二進数と呼ばれる
。予期された反応のチャネルが存在せず、波形区分または検査結果が予期された反応の領
域中で破損している場合は、アルファ事象および未検査ベータ事象を含む関係二進数は、
ヌル二進数と呼ばれる。
【０１０２】
　事象は、第１の関係二進数のアルファ事象、および第２の関係二進数のベータ事象であ
ってもよい（アルファ事象およびベータ事象がそれぞれ、異なる並列チャネルに沿ってい
るという前提で）。いくつかの生理学的過程により、関係二進数は、あるパターンで循環
または反復し、これは、関係二進数クラスタまたはパターンの特例を生じる。
【０１０３】
　一実施形態では、事象特性が、擬人化値、年齢、性別、または先在疾患等の患者状態値
によって定義される修飾因子に関して定義されてもよいため、これらの修正因子（例えば
、事象定義メニューと組み合わせて規則システムによって提供される）の存在が事象定義
パラメータおよび／または閾値の変化を引き起こす。
【０１０４】
　一実施形態では、事象および／または関係二進数（収束および分岐）は、大域的な因数
分解可能オブジェクトを構築して、因数分解可能なオブジェクト化された時系列を導出す
るように集約される。因数分解可能なオブジェクト化された時系列は、図式的にレンダリ
ングされるか、または、例えば、事象、および最も近い先行事象の開始から次の事象の開
始までの時間を識別する、命名法によって提供されてもよい。
【０１０５】
　実施形態によれば、関係二進数オブジェクト、または関係二進数オブジェクトの特定の
集約あるいはパターンが、障害画像構成要素を定義するように、ユーザによって事前指定
されてもよい。次いで、プロセッサが、各患者について記憶されている、事象ストリーム
、分岐二進数ストリーム、および修飾二進数ストリームを検索することによって、障害画
像構成要素の発生を自動的かつ適時に識別してもよい。代替案では、または組み合わせて
、全てのそのようなストリーム、または特定のストリームの一部分、または（例えば）分
岐の重症度について選別されたストリームのグループが、集約され、周期的視認のために
レンダリングされ、例えば、分岐二進数または発生している障害の画像構成要素の時間的
関係が、例えば、容易に認識されるか、または特異的に示される。
【０１０６】
　図４は、この場合、電子医療記録力ストリームの処理、分析、および合成中に関係二進
数プロセッサが使用する、分類（および関係）のＵＭＬ静的図を含む、一実施形態による
収束分析静的モデルを示す。これらの分類から作成されるオブジェクトは、識別された摂
動、ならびに、データストリームの欠如により失敗した、試行された識別を表す。ユーザ
インターフェース、報告システム、ビジネスインテリジェンスおよびデータ保管サブシス
テム、通知機構、アラーム、および他のヒューマンまたはソフトウェアアプリケーション
インターフェースが、この分析構造にアクセスして、分析の結果を集約し、さらに分析し
、記憶し、および／または分析の結果に反応する。
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【０１０７】
　描写された実施形態では、症例４０４、チャネル４０８、および時系列４１２の分類が
、そこから分析が導出されてもよいデータストリームを表す。これらの分類は、それら各
々の全体があらゆる目的で本明細書に参考として援用される、米国特許第６，６０９，０
１６号および第７，０８１，０９５号、ならびに米国特許出願第１１／４３１６８６号、
第１１／３５１４４９，号および第１１／１４８３２５号で開示されているように定義さ
れてもよい。各症例４０４について、１つ以上の症例分析４１６が構築されてもよい。症
例分析４１６は、特定二進数定義セットを伴う関係二進数プロセッサ３４８に提出されて
いる、症例４０４の結果である。単一の症例４０４は、複数の二進数定義セットで分析さ
れてもよく、適用される二進数定義セットにつき１つの症例分析４１６をもたらす。
【０１０８】
　症例分析４１６は、主に、処理中に識別される関係二進数から成る。一実施形態では、
関係二進数は、収束二進数４４０、分岐二進数４５６、およびヌル二進数４２８といった
３種類のうちの１つである。症例分析４１６は、これらのペアのそれぞれの集合を含有し
、これらの集合のそれぞれには、より多くのペアのうちのいずれもなくてもよい。論議さ
れるように、関係二進数は、関係事象４４４から成る。関係二進数の構造（すなわち、関
係二進数を構成する事象の種類）は、その種類によって定義され、分類は、これらの関係
の構造を固定するように提供される。一実施形態では、全ての関係二進数は、真の事象で
ある（例えば、パターンまたは閾値違反の識別を表す、図５参照）アルファ事象を含有す
る。実施形態では、識別されるベータ事象の種類が、オブジェクト二進数の種類の区別を
行う。例えば、収束二進数４４０は、事象の関係対を表し、ベータ事象は、二進数定義セ
ットにおいて表されるようなアルファ事象との予期された関係を有する。関係二進数は、
何が予期された状態として特定されているかに応じて、真の事象４４４または欠落事象４
６０のいずれか一方をベータとして有してもよい。真の事象４４４が関係二進数定義にお
いて特定された場合には、関連収束二進数４４０が、真の事象４４４をベータ事象として
有してもよい。欠落事象４６０が特定された場合には、関連収束二進数４４０が、欠落事
象４６０をベータ事象として有してもよい。したがって、分類構造は、ゼロから１つの事
象４４４、およびゼロから１つの欠落事象４６０を可能にする。現在好ましい実施形態で
は、収束二進数４４０は、２つのベータ事象を含有しなくてもよい。
【０１０９】
　分岐二進数４５６は、二進数定義セットにおいて表されるような予期された関係と矛盾
する関係において識別される、事象の関係対を表す。したがって、分岐二進数４５６は、
何が予期された状態として特定されているかに応じて、真の事象４４４または欠落事象４
６０のいずれか一方をベータとして有してもよい。真の事象４４４が二進数定義において
特定された場合には、関連分岐二進数４５６が欠落事象４６０をベータ事象として有して
もよい。欠落事象４６０が特定された場合には、関連分岐二進数４５６が真の事象４４４
をベータ事象として有してもよい。したがって、分類構造は、ゼロから１つの事象４４４
、およびゼロから１つの欠落事象４６０を可能にする。一実施形態によれば、分岐二進数
４５６は、２つのベータ事象を含有しなくてもよい。
【０１１０】
　ヌル二進数４２８は、アルファ事象が識別されたが、そこから予期されたベータ事象が
導出されるデータストリームが関係二進数プロセッサ３４８に利用不可である、状態の存
在を表す。事象４４４は、隔絶されてもよく（例えば、任意の識別された関係対の一部で
はない）、または１つ以上の二進数の一部であってもよい。チャネル事象ストリーム４２
４は、時間によって順序付けられ、チャネル４０８によって分離される事象４４４の集約
を提供する。真の事象４４４が波形区分４４８である（例えば、波形区分を継承する）一
方で、欠落事象４６０は、二進数定義セットにおいて予期されるように表された事象につ
いて検索されたチャネル４０８の部分を表す、波形区分４４８と関連する。取り付けられ
たであろうチャネル４０８またはそのチャネル４０８の関連部分が利用不可であるか、破
損しているため、ヌル事象４３２は波形区分４４８と関連しない。関係二進数プロセッサ
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３４８は、ヌル二進数４２８を収束４４０に変換し、またはデータのチャネル４０８とし
ての分岐４５６二進数が利用可能となる。
【０１１１】
　分析は、反復収束４３６、反復分岐４５２、および反復ヌル４２０といった、３つの集
約分類で反復する（例えば、循環往復運動）、二進数の集約を含有する。この構造をさら
に明確にするために、一実施形態による分析を構築するため、関係二進数プロセッサの例
示的実施形態内の動作の順番を説明することが有用であってもよい。
１．順に、各チャネル４０８が反復され、名前付き事象４９２および閾値違反４８４（関
係対を参照せずに識別されてもよい事象）が識別され、チャネル事象ストリーム４２４の
中へ配置される。
２．任意の識別された事象４４４を候補アルファ事象（特定二進数定義セットにおいて定
義されるような）と合致させるように、チャネルストリーム４２４が反復される。単一の
事象４４４が任意の数のアルファ事象定義に合致してもよく、それぞれ１つが候補アルフ
ァ事象と見なされる。
ａ．各候補アルファ事象に対して、予期されたベータ事象について特定検索領域が調べら
れる。
ｉ．予期されたベータ事象が利用不可であるか、または破損しているチャネル４０８の場
合
１．ヌル二進数４２８が作成される（その関連ヌル事象４３２とともに）
２．反復ヌル４２０が作成または付加されるべきかどうかを決定するように状態が調べら
れる
ｉｉ．予期された状態が見出された場合
１．収束二進数４４０が作成される
２．関係事象４８８が過程において識別されたなら、それが作成され、チャネル事象スト
リーム４２４に追加される
３．反復収束４３６が作成または付加されるべきかどうかを決定するように状態が調べら
れる
ｉｉｉ．予期された状態が見出されない場合
１．分岐二進数４５６が作成される
２．関係事象４８８が過程において識別されたなら、それが作成され、チャネル事象スト
リーム４２４に追加される
３．反復分岐４５２が作成または付加されるべきかどうかを決定するように状態が調べら
れる
３．障害画像構成要素および総合障害画像構成要素が識別される（以下参照）。
【０１１２】
　図５は、事象種類の静的モデルを示す。実施形態によれば、事象は、閾値違反４８４、
名前付き事象４９２、および関係事象４８８といった、３種類のうちの１つとして表され
てもよい。閾値違反４８４は、関連チャネル４０８内の何らかの特定、計算、または導出
された限界の違反の存在を表す。名前付き事象４９２および関係事象４８８は、チャネル
４０８内の識別された単極パターンを表す。それでパターンが識別されるパラメータが、
関連事象（例えば、制限事象４９６）の要素の関数ではないという点で、名前付き事象４
９２は、関係事象４８８とは異なる。収束二進数４４０という脈絡内の制限事象４９６は
、関連関係二進数のアルファ事象である。
【０１１３】
　制限事象４９６は、閾値違反４８４または名前付き事象４９２のいずれか一方であって
もよいが、一実施形態では、関係事象４８８でなくてもよい。実施形態では、制限事象４
９６は、関係事象４８８であってもよく、関係二進数プロセッサは、包括的な一式の事象
を決定するために再帰アルゴリズムを採用する。閾値違反４８４および名前付き事象４９
２は、隔離事象であってもよい（例えば、関係二進数と無関係に識別される）。関係二進
数のアルファ事象は、閾値違反４８４または名前付き事象４９２のいずれか一方であって
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もよいが、この実施形態では、関係事象４８８でなくてもよい。実施形態では、関係連鎖
を生じる能力を提供するように、この規則が緩和される。実施形態では、アルファ事象は
、関係事象であってもよく、関係二進数プロセッサは、包括的な一式の事象を決定するた
めに再帰アルゴリズムを採用してもよい。
【０１１４】
　図６は、患者安全性プロセッサの現在好ましい実施形態にさらなる明確化を提供する、
総合障害画像構成要素静的モデルを示す。総合障害画像は、検索される１種の画像である
。関係二進数が識別された後、関係二進数プロセッサ３４８は、これらの識別されたペア
を、事象および二進数のパターンの識別を表す総合障害画像構成要素オブジェクトに集約
してもよい。総合障害画像構成要素５２４は、障害画像構成要素定義セットに関して作成
される。障害画像構成要素定義セットは、二進数定義セットと関連するが、複数の障害画
像構成要素定義セットが、二進数定義セットに対して作成されてもよい。
【０１１５】
　総合障害画像構成要素５２４は、障害画像構成要素の要素５２８の２つの集合を有する
。第１は、特定のシーケンスにおいて識別された一式の障害画像構成要素の要素５２８で
ある。第２は、単純に特定検索ウィンドウ（例えば、シーケンスではない存在が集約に十
分である）の範囲内に入った障害画像構成要素の要素５２８を表す。集約型５３２は、分
析オブジェクト（５３６、５４０、５４４、５４８、５５２、５５６、５６０、５６４、
５６８）が集約に関与することを可能にする、軽量インターフェースの一実施形態である
。分析オブジェクトは、全て総合障害画像構成要素５２８に関与してもよい、収束二進数
５３６、分岐二進数５４０、ヌル二進数５４４、反復ヌル５４８、反復収束５５２、反復
分岐５５６、事象５６０、欠落事象５６４、およびヌル事象５６８を含む。
【０１１６】
　図７は、二進数定義セット静的モデルを示す。二進数定義セットモデルは、収束分析を
作成するために関係二進数プロセッサ３４８によって使用される二進数定義セットの一部
である、オブジェクトを表す。二進数定義５９０は、関係二進数を識別するために使用さ
れるパラメータを表す。二進数定義５９０は、二進数の種類６０６、検索ウィンドウ定義
６１８、ならびにアルファ事象６３０および予期されたベータ事象５９４の定義といった
、４つの要素で構成される。
【０１１７】
　図８は、収束分析を作成するために関係二進数プロセッサによって使用されてもよい、
二進数定義セットの作成および修正のための能力を提供する、収束エディタの実施形態を
示す。二進数定義セットは、図７に示されたオブジェクトインスタンスの視覚表現である
、収束モデルとして表されてもよい。ユーザインターフェースは、設計面７６４および要
素ツールボックス７００を含み、それは、二進数図と呼ばれる収束モデルの一部のドラッ
グアンドドロップ作成および操作を可能にする。単一の名前で作成された全ての二進数図
の集約が収束モデル全体を構成し、いくつか例を挙げると、関係データベースの中または
ＸＭＬファイルの中で二進数定義セットとして存続してもよい。収束モデルを二進数図に
分けることにより、モデルの複数表示を可能にする。これらの表示は、相互排他的ではな
く（すなわち、同じ二進数定義が複数図で表されてもよい）、したがって、複雑性の種々
のレベルおよび参照点でモデルの表示を提供する。
【０１１８】
　左側のボックスは、設計面、したがって、二進数図に追加されてもよい視覚要素を提示
する、収束要素ツールボックス７００である。形状は、追加されてもよい事象を表す。名
前付き事象５９８、関係事象６０２、および閾値違反６２２といった、利用可能な３つの
事象種類が、図７の事象定義分類に対応する。ツールボックス７００の関係７６８部は、
２つの事象を接続して関係二進数を作成するために使用されてもよい、一式の線を提示す
る。選択される線は、二進数の種類６０６を決定する。二進数の種類は、予期７１６、類
似二進数７２０、起こり得る循環７２４、非存在の検証７２８、再発検証７３２を含む。
線に取り付けられた視覚アイコンは、その種類をユーザに伝えてもよい。二進数の種類６
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０６は、候補アルファ事象が識別されると発生してもよい検索の種類および頻度を決定す
る。例えば、再発検証種類７３２は、関係二進数プロセッサに、特定頻度で予期された事
象について検索するように指図するため、単一の候補アルファ事象に対する複数の二進数
を生成してもよく、各間隔で二進数を生成する。いくつかの二進数の種類が組み合わせて
使用されてもよい（例えば、再発検証７３２および非存在の検証７２４）。設計面７６４
に追加される各関係には、二進数定義５９０のための検索ウィンドウ定義６１８を表す、
提供された少なくとも１つの時間間隔（例えば、７６８）がなければならない。各関係は
、指向性であってもよい。線は、ベータ定義６２６を表す、矢印端型を端部に含む。矢印
のない端部は、アルファ定義６３０を表す。
【０１１９】
　接続関係を有する、各対の事象は、単一の二進数定義５９０を表す。上記の図では、以
下の７つの二進数である。
１．鼻圧降下と酸素減少との間の類似二進数（７３６、７７２、７４０）
２．酸素減少と酸素上昇との間の起こり得る循環二進数（７４０、７７３、７４８）
３．酸素下限違反の閾値違反と酸素上昇との間の予期された関係（７４４、７６８、７４
８）
４．酸素減少と酸素上昇との間の予期された関係（７４８、７７０、７４０）
５．酸素上昇と鼻圧上昇と間の類似二進数（７４８、７７４、７５２）
６．酸素減少と脈拍上昇との間の非存在の検証の二進数（７４０、７７１、７５６）
７．酸素減少と脈拍減少との間の非存在の検証の二進数（７４０、７６９、７６０）
　この図は、これらの事象のそれぞれの関係の全てを表すわけではない。これは、睡眠時
無呼吸症に焦点を当てた全体的収束モデルの一部の表示の例である。関係および要素は、
モデル全体から除去することなく、この図から除去されてもよい（すなわち、エディタが
、モデルではなく図から要素を除去する「除去」と、図およびモデル（全ての他の図を含
む）から要素を除去する「削除」とを区別する）。事象および関係の全てを示す図が構築
されてもよいが、それは、判読不可能なほど大きく複雑になる可能性がある。
【０１２０】
　エディタは、存続前に、またはユーザの要求に応じて、有効性について図をチェックす
る。例えば、ベータ事象のない関係は、図を無効にする。無効な図は、収束モデルを無効
にしてもよい。収束モデルを二進数定義セットに存続させることができないことが好まし
い。エディタは、図の構築中に融通性を提供するように、無効状態を可能にする。さらに
、標的二進数定義セットが、エディタに利用可能である障害画像構成要素定義セットと関
連する場合、エディタは、図の変更による関連モデルとの対立を警告してもよい。エディ
タ設定に応じて、これらの変更は許可されない、または、変化は障害画像構成要素へ伝播
されてもよい。
【０１２１】
　各図要素は、要素の種類と関連するプロパティエディタを通して、より詳細な方法で操
作されてもよい。エディタが完全な二進数定義セットを構築するのに十分であるように、
プロパティエディタは、関連定義オブジェクトの全ての編集可能なプロパティへのアクセ
スを提供する。エディタは、人間の可読性を増加させるように、およびユーザ間で通信す
るように、テキスト、注釈、線、および他の視覚要素を図に提供する。これらの追加視覚
要素は、二進数定義セットに影響を及ぼさない。
【０１２２】
　この構造は、二進数定義セットを視覚的に構築するために使用されてもよい、図７でモ
デル化されたユーザインターフェースモデルの脈絡内で理解されてもよい。具体的には、
図７は、睡眠時無呼吸症の監視に関する収束エディタ内の二進数図を描写する。接続関係
（例えば、７５４）を有する、各対の事象（例えば、７４４、７４８）は、単一の二進数
定義５９０を表す。２つの事象の間の接続線は、二進数の種類６０６を表す。二進数の種
類は、予期７１６、類似二進数７２０、起こり得る循環７２４、非存在の検証７２８、再
発検証７３２を含んでもよい。二進数の種類６０６は、候補アルファ事象が識別されると
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発生してもよい検索の種類および頻度を決定する。例えば、再発検証７３２種類は、関係
二進数プロセッサに、特定頻度で予期された事象について検索するように指図するため、
単一の候補アルファ事象に対する複数の二進数を生成してもよく、各間隔で二進数を生成
する。実施形態では、いくつかの二進数の種類が組み合わせて使用されてもよい（例えば
、再発検証７３２および非存在の検証７２８）。１対の時間オフセットを含有するボック
ス７６８は、検索ウィンドウ定義６１８を表す。この定義は、それについてベータ事象が
標的ベータチャネルにおいて検索されるべきである、アルファ事象の終点からの開始およ
び終了時間オフセットを含有する。最後に、形状は、アルファおよびベータ事象定義を表
す。これらの定義は、パラメータを提供し、それにより関係二進数プロセッサが、単極パ
ターン（すなわち、名前付き事象定義５９８または関係事象定義６０２によって定義され
る基準を満たす）または閾値違反（すなわち、閾値違反定義６２２によって定義される基
準を満たす）の存在について、識別された波形区分を検索してもよい。
【０１２３】
　図９は、障害画像構成要素定義の静的モデルを示す。障害画像構成要素モデルは、総合
障害画像構成要素を識別し、作成するために障害画像プロセッサによって使用される、障
害画像構成要素定義セットの一部である分類を表す。障害画像構成要素定義は、要素のパ
ターンが特定障害画像構成要素の基準を満たすかどうかを、障害画像プロセッサが決定す
ることを可能にする、一式の要素の定義およびそれらの関係を表す。図１０は、収束分析
を作成するために、二進数定義セットと連携して障害画像プロセッサによって使用される
、障害画像構成要素定義セットの作成および修正のための能力を提供する総合障害画像構
成要素エディタの実施形態を示す。障害画像構成要素定義セットは、図９に示されたオブ
ジェクトインスタンスの視覚表現である、障害画像構成要素として表されてもよい。ユー
ザインターフェースは、設計面８３２および要素ツールボックス７８０を含み、それは、
障害画像構成要素図と呼ばれる障害画像構成要素の一部のドラッグアンドドロップ作成お
よび操作を可能にする。単一の名前で作成された全ての障害画像構成要素図の集約が障害
画像構成要素全体を構成し、いくつか例を挙げると、関係データベースの中またはＸＭＬ
ファイルの中で障害画像構成要素定義セットとして存続してもよい。収束モデルと同様に
、障害図は、複雑性の種々のレベルおよび参照点で視覚化を提供する、モデルの表示であ
る。
【０１２４】
　障害画像構成要素定義セットは、特定二進数定義セットと関連し、かつそれに依存して
いる。障害画像構成要素定義セット、したがって、障害画像構成要素およびその対応する
図の全ては、二進数定義セットの仕様がないと作成することができない。さらに、特定二
進数定義セットは、障害画像構成要素図を作成するために使用されてもよい事象および二
進数を提供し、制限する。
【０１２５】
　この構造は、図１０のユーザインターフェースモデルの脈絡内で理解されてもよい。各
図は、単一の障害画像構成要素定義６５０を表す。この実施形態では、障害画像構成要素
の要素定義６６２は、二進数定義６７４または事象定義６７８のいずれか一方であっても
よい（しかし一実施形態では、両方でなくてもよい）。これらの障害画像構成要素の要素
定義６６２は、特定の事象または関連二進数の存在を表す。要素の特定のシーケンスが障
害画像構成要素を識別すると定義される場合には、シーケンスがコネクタおよび時間オフ
セット（例えば、８１２、８２４、８１６、８２８、および８２０）で特定される。各形
状コンテナ（他の形状を含有する形状）は、障害画像構成要素の要素定義６６２を表す。
障害画像構成要素の要素定義６６２は、二進数定義６７４および二進数モードの両方を含
む。二進数モード６６６は、分析内で二進数定義６７４によって作成されなければならな
い二進数の種類を示す（例えば、収束、分岐、またはヌル）。図１０内では、ツールボッ
クス７８０から二進数コンテナ（例えば、７８４、７８８、および７９２）を選択するこ
とによって、モードが特定される。内部形状がない隔離形状は、事象障害画像構成要素の
要素６７８を表す。事象障害画像構成要素の要素６７８は、事象定義６７８および事象モ
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ード６７０の両方を含む。事象モード６７０は、分析内で事象定義６７８によって作成さ
れなければならない事象の種類を示す（例えば、事象、欠落事象、またはヌル事象）。
【０１２６】
　図１０の障害画像構成要素の要素ツールボックス７８０は、設計面８３２に、したがっ
て障害画像構成要素図に追加されてもよい、視覚要素を表す。大きい太線のコンテナ形状
（７８４、７８８、および７９２）が、二進数を指す障害画像構成要素の要素を表す一方
で、より小さい形状（７９６、８００、８０４）は、事象（隔離されているか、または二
進数の一部である）を指す障害画像構成要素の要素を表す。収束、分岐、およびヌルとい
った、利用可能な３つの二進数要素の種類が、利用可能な二進数モード６６６に対応する
。表面上にドロップされた各二進数は、後に、関連二進数定義セットからの二進数定義６
７４の選択につながってもよい。設計面は、シーケンス化および非シーケンス化といった
、２つの部分に分けられる。シーケンス化領域中の要素は、図９のシーケンス化モード集
約６５４に対応する。これらの要素は、時間の関係を伴い、したがって、それらの間で関
係が特定されてもよい（例えば、８２４）。ツールボックスの関係部８３６は、全体的集
約の一部として２つの障害画像構成要素の要素（二進数または事象のいずれか一方）を接
続するために使用されてもよい、一式の線を表す。設計面に追加される各関係には、シー
ケンス化モード集約６５４内で関係付けられた検索ウィンドウ定義を表す、提供された時
間間隔（例えば、８２８）がなければならない。各関係は、指向性であり、シーケンス６
５４における優先順位を示す。
【０１２７】
　ゼロ以上のシーケンスが特定されてもよいが、要素がシーケンス化部に配置された場合
は、シーケンスの一部として定義される。非シーケンス化部に配置された要素は、関係を
有することができない。障害画像構成要素について特定された全体的時間枠内では、存在
のみが特定される。障害画像構成要素図は、図自体が障害画像構成要素定義６５０という
エンティティを表し、単に他のエンティティ（例えば、二進数エディタの場合は二進数）
の集合ではないという点で、二進数図とは異なる。要素を除去することにより、いつ障害
画像構成要素が識別されるかという定義を変更する。障害画像構成要素図に追加される全
ての要素は、識別目的で「および」の関係を表す（すなわち、全ての要素およびシーケン
スが、識別される障害画像構成要素について存在しなければならない）。一実施形態では
、「または」のシナリオを作成するために、複数の障害画像構成要素図が、「または」の
組み合わせを表す変動で作成される。エディタは、存続前に、またはユーザの要求に応じ
て、有効性について図をチェックする。エディタは、図の構築中に融通性を提供するよう
に、無効状態を可能にする。
【０１２８】
　各図要素は、要素の種類と関連するプロパティエディタを通して、より詳細な方法で操
作されてもよい。エディタが完全な障害画像構成要素定義セットを構築するのに十分であ
るように、プロパティエディタは、関連定義オブジェクトの全ての編集可能なプロパティ
へのアクセスを提供する。エディタは、人間の可読性を増加させるように、およびユーザ
間で通信するように、テキスト、注釈、線、および他の視覚要素を図に提供する。これら
の追加視覚要素は、障害画像構成要素定義セットに影響を及ぼさない。
【０１２９】
　図１１は、以下の二進数定義が特定される、ヘパリン療法を指す二進数図の実施例を提
供する。
１．ヘパリン療法８５０と治療範囲までのｐｔｔ上昇８５８との間の再発検証二進数８５
４
２．ヘパリン療法８５０と脈拍上昇８６２との間の非存在の検証の二進数８６６
３．ヘパリン療法８５０と血圧降下８７０との間の非存在の検証の二進数８８２
４．ヘパリン療法８５０とヘモグロビン減少８７４との間の非存在の検証の二進数８８６
５．ヘパリン療法８５０と血小板数減少８７８との間の非存在の検証の二進数８９０
　図１２は、以下の二進数定義が特定される、インスリン療法を指す二進数図の追加実施
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例を提供する。
１．インスリン療法９２０と治療範囲までの血糖減少９２４との間の予期二進数９２２
２．インスリン療法９２０と血糖違反９３０との間の非存在の検証の二進数９２６
３．インスリン療法９２０と混乱９２８との間の非存在の検証の二進数９２６
　図１３は、以下の二進数定義が特定される、インスリン療法を指す二進数図の追加実施
例を提供する。
１．麻酔薬療法９４０と治療範囲までの苦痛スコア減少（９４８）との間の再発検証二進
数９４４
２．麻酔薬療法９４０と酸素減少９５６との間の非存在の検証の二進数９５２
３．麻酔薬療法９４０と血圧降下９６１との間の非存在の検証の二進数９６０
４．麻酔薬療法９４０と呼吸数減少９６４との間の非存在の検証の二進数９６２
５．麻酔薬療法９４０と混乱９６７との間の非存在の検証の二進数９６６
　図１４は、３つの非シーケンス化二進数（９７０、９７１、９７２）が、起こり得るヘ
パリン誘発性出血を識別するのに十分と定義される、障害画像構成要素エディタの追加実
施例を提供する。
【０１３０】
　図１５Ａは、患者の生理系およびケアの障害画像フレーム９７３を示し、障害画像プロ
セッサによって生成されるような、一実施形態による１つの例示的画像を明示する。示さ
れた画像は、安定性を示唆する画像から敗血症性ショックの障害連鎖を示唆する画像への
動的進行を示す。これは、患者での使用に配備されると継続的に検索してもよい「病態生
理学的連鎖に対する検索エンジン」として、患者安全性プロセッサが配備される、画像の
うちの１つである。画像は、それぞれ、上昇事象または降下事象であるかを示す、上下の
矢印として基準を満たした、オブジェクト化された事象を表示する。軽微な時系列変動（
事象としてのオブジェクト化プロセッサによる基準を満たすことができない、信号雑音に
特有の検出された軽微な上昇または降下等）が、並列時系列に沿った白丸として各時系列
上に表される（そのような変動の視覚化は、所望に応じてオンまたはオフにされてもよい
）。検出された事象は、二進数を形成するように他の事象と組み合わせられ、次いで二進
数は、患者の生理系および各画像の時間間隔中に生理系に適用される医療ケアの動的状態
を定義する、総合二進数および個々の事象を含む、関係パターンの画像を生成するように
組み合わせられる。完全な画像内で、より小さい障害画像が、総合障害の（この場合は敗
血症性ショックの）より大きい画像を生成するように集約する。リアルタイムでは、これ
は、ＭＰＰＣ内で再動画化された、これらのパラメータ内での患者の実際のデジタル動画
等の、レンダリングとともに、または代替レンダリングとともに示されてもよい、動画の
画像である。
【０１３１】
　図１５Ａは、多くの早期フレームを示したＭＰＰＣの後期「時間経過」フレームである
ため、患者安全性プロセッサ出力は、検索エンジンが検出した連鎖画像が敗血症性ショッ
クであるという信頼が高かったということを規定した。上昇事象または降下事象の表現は
、各時系列９７４上で、それぞれ上向きの矢印および下向きの矢印として描写されている
。時系列９７４は、カテゴリ９７５にグループ化される。画像の時間間隔内で検出された
第１の事象は、好中球時系列上の上向きの矢印によって示された好中球数９７６の上昇事
象である、摂動事象である。この摂動事象は、第１の関係二進数９７８（９７６および９
７７を接続する矢印によって図中で組み合わせられる）を生成するように、同様に上向き
の矢印によって示された呼吸数９７７の上昇である、第２の摂動事象に、関係プロセッサ
によって組み合わせられる。画像中の各後続摂動は、その時系列および矢印によって指定
される。その周囲に丸がある矢印は、特定の画像の検出に応じて患者安全性プロセッサに
よって自動的に指図される検査によって決定される、摂動を指定する。実施例では、早期
画像が、正常な温度を伴うが、好中球数の上昇、脈拍の上昇、および呼吸数の上昇を明示
したため、いくらか不明瞭になった画像の炎症部分をより良好に定義するように、炎症メ
ディエイタまたは指標９７９における上昇事象が、患者安全性プロセッサによって指図さ
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れた。この不明瞭な画像は、ケアを決定するためにより良好に定義されなければならない
ため、画像をより良好に完成させるように、炎症メディエイタ／指標に対する検査がプロ
セッサによって自動的に指図される。
【０１３２】
　これらの基本的指定を使用して、図１５Ａの画像は、拡張し、連関した連鎖９８０にお
ける炎症の摂動、その後に続く血流力学摂動、その直後に続く呼吸摂動、次いで、腎臓摂
動を含む、ＭＰＰＣの検索によって検出される、明確な画像フレーム（時間経過スナップ
ショット）を明らかにする。障害過程の後期のフレームが、連鎖９８０の開始を観察する
のに十分な尺度で最も良く視認されるように、第１の検出された摂動事象である、好中球
数９７６の初期上昇は、連鎖の後期に完全に消滅する。画像は、温度時系列９８１に沿っ
て、あらゆる事象の完全欠如を示す。プロセッサ３０４によって提供される分析がないと
、発熱の欠如が、発熱を敗血症の早期検出のための確実な指標として考える場合のある医
療従事者を、誤った方向に導く場合がある。しかしながら、プロセッサ３０４は、不完全
な画像をレンダリングしたか、または見出したことを認識するようにプログラムされ、次
いで、炎症メディエイタ９７９の検査を指図することによって画像を完成させようとする
。この検査は、温度の上昇に対する「代理画像構成要素」としての機能を果たし、それに
より、障害画像全体が実際には炎症の早期構成要素を示さないことを確立する。
【０１３３】
　２つの薬剤治療が画像中で明白であり、抗生物質のバンコマイシン９８２が時系列上で
その用量によって指定され、レボフロキサシン９８３が同様に指定されている。また、生
理食塩水９８４の形態の静脈内輸液の上昇も示されている。これらの治療の全ては、画像
が敗血症の高い確率を長い間示した後に、遅れて生じる。（患者安全性プロセッサによっ
てリアルタイムで検出されてもよい、この遅延は、患者安全性プロセッサを無視した、あ
るいは患者安全性プロセッサへの応答が不良であった、不良かつ無効なケアを示唆する。
プロセッサは、提供されたケアの品質の指示を提供するようにプログラムされてもよい。
遅延が特定の位置または介護労働者に結び付けられてもよいように、介護労働者または病
棟を含む時系列が提供されてもよい。）
　進行性連鎖９８０の画像は、連鎖９８０に沿って画像内で非常に遅れて現れるため、画
像の薬剤治療構成要素９８２、９８３が遅すぎることを示す。連鎖９８０の画像の後期部
分はまた、アニオンギャップ９８５の上昇を備える、非常に不吉なベータも含む。この新
規画像構成要素の追加は、連鎖９８０の成熟画像を提供し、それは、敗血症性ショックの
極めて致命的な段階を強く示す。他の画像表示は、例えば、いくつか例を挙げると、時系
列の特定の拡張部分、時系列部分に沿った総合障害構成要素の特定の拡張表示、時系列の
特定のグループ、グループごとの摂動進行の概観（これの実施例は図１９に示されている
）であってもよい。
【０１３４】
　図１５Ｂは、画像の複数部分が、炎症９８６、全身性炎症反応症候群９８７、推定重度
敗血症９８８、推定重度敗血症性ショック９８９という順次状態に分けられている、図１
５Ａの障害画像フレームである。
【０１３５】
　図１５Ｃは、敗血症に向かった妨害連鎖を警告する、これらの第１の摂動がほとんどな
くてもよいことを明示する、図１５Ａの過程のリアルタイム画像化からの早期障害画像フ
レームである。この画像中で明白な好中球数９９０の上昇である、第１の「スパーク」は
、回顧すると、敗血症性ショックの開始の先触れをし、この動画が図１５Ｄ（以下参照）
に示された点に到達する時までに完全に消滅するという事実にもかかわらず、完全に非特
異的であり、画像を拡張して、より特異的な画像により迅速に近づくように、この好中球
数の上昇の有意性を決定するための、集中検査、より頻繁なＣＢＣ検査、および／または
より頻繁な生命兆候測定が、プロセッサ３０４によって示唆または指図されてもよい。
【０１３６】
　図１５Ｄは、図１５Ａの過程のリアルタイム画像化からの障害画像フレームである。こ



(41) JP 5474937 B2 2014.4.16

10

20

30

40

50

のフレームは、早期免疫障害９９２と組み合わせられた、炎症、血流力学、および呼吸増
強９９１の早期画像構成要素を明示する。画像によって示されるように、ＭＰＰＣのこの
フレームが経過する時までに治療が発生しなければ、重篤な敗血症が起こり得る可能性が
高い。
【０１３７】
　図１５Ｅは、図１５Ａの過程のリアルタイム画像化からの障害画像フレームである。こ
のフレームは、免疫障害９９２と組み合わせられた、炎症、血流力学、および呼吸増強９
９１の画像構成要素を明示するが、ここでは、呼吸ガス交換の減退９９３および血小板数
の減少９９４を示す画像構成要素を伴う。画像によって示されるように、ＭＰＰＣのこれ
らのフレームが経過する時までに治療が発生しなければ、図１５Ｄで示された段階よりも
、重篤な敗血症が起こり得る可能性がさらに高い。
【０１３８】
　図１５Ｆは、画像が、代謝障害９９５、腎不全９９６、血流力学９９７、および呼吸不
全９９８の画像構成要素を含むように、図１５Ｅのフレームからの障害連鎖の拡張を示す
ことを明示する、図１５Ａの障害画像フレームである。これは、敗血症に対する医学的介
入が、現在の電子医療記録および監視システムによって監視された多くの患者において始
まる時点である。動画のこの時点での治療の導入は、しばしば完全に無効である。画像の
この後期フレームにおける急速輸液の導入９９９は、患者の進行にほとんど影響を及ぼさ
ない可能性が高い。
【０１３９】
　図１６は、うっ血性心不全の障害連鎖の時間経過障害画像フレームを示す。プロセッサ
によって検出される第１の摂動事象は、図１５Ａのような炎症よりもむしろ、血流力学（
脈拍数の上昇事象１００）であることに留意されたい。次の検出された摂動事象は、呼吸
性であり、脈拍の上昇１００と組み合わせられて第１の関係二進数１０４を生じる、呼吸
数の上昇１０２である。呼吸数の上昇１０２とともに第２の関係二進数１０８を生じる、
換気量指数化酸素測定値１０６がある。呼吸数の上昇１０２は、第１の関係二進数１０４
のベータ事象および第２の関係二進数１０８のアルファ事象である。一緒に、これら２つ
の結合関係二進数は、発生期の連鎖１１２の画像の最初の開始に戻ってもよい、画像構成
要素１１０を形成する。フロセミド１１４およびメトプロロール１１６を含む治療は、発
生期の連鎖１１２の画像の開始の極めて近くで開始されるが、進行性連鎖１１８の画像の
後続の発生を防止するのに効果的ではない。進行性連鎖１１８のこの画像は、ＭＰＰＣの
構成要素および長さの両方によって定義される。プロセッサ３０４は、この障害画像の検
出時に、病院安全委員会がこれらの種類の保護対策を所望する場合、心筋酵素（図示せず
）および他の検査を自動的に指図することによって、連鎖進行の根本的原因について検索
してもよい。連鎖１１８は、心房細動１２０の発現、および後のさらなる悪化を含むこと
に留意されたい。
【０１４０】
　図１７は、睡眠時無呼吸症の障害画像フレームを示す。第１の摂動事象は、脈拍数１２
２、呼吸数１２４、ＳＰＯ２１２６、および脈拍上昇１２８の循環事象を含む一群で発生
する。これらは、３ｍｇＩＶの麻酔薬用量１３０の開始後に発生する。次いで、循環を示
す集約された画像構成要素１３２が、第２のそのような画像構成要素１３３および第３の
そのような画像構成要素１３４を生じるように反復する。循環を示す第３の画像構成要素
１３４のＳＰＯ２サイクル１３５部分は、回復障害１３６を伴って、より重度となる。Ｃ
ＰＡＰ治療１３７が適時に与えられ、いずれの麻酔薬も与えられない。この場合、生命に
かかわる麻酔薬誘発性持続的低換気症を示す、拡張する連鎖または次第に減退する呼吸数
あるいは減退するＳＰＯ２の画像がない。監視報告において、または指導回診で、後に見
直す際に、進行の微妙性をより良好に視覚化するように、高速フレーム画像に沿って移動
することによって、このフレームを含有するＭＰＰＣ全体が見直されてもよく、さらに、
医師または看護グループが、その実際の時系列を確認するように掘り下げてもよい（例え
ば、ＳＰＯ２循環記号１３７を右クリックすることによって）。この場合の治療が適時な
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ケアとなったか否かに関する決定が評価されてもよい。実施形態では、議会内の医師が、
患者安全委員会に、患者安全性プロセッサを調整して、この動画の早期部分において定義
されるもの等の画像が存在する時に、看護師通知とともに早期自動ＲＴ部門通知の推奨を
提供するように、請願してもよい。このように、患者安全性プロセッサは、病院システム
の継続的品質改善措置の不可欠な部分となり、目標は、治療または検査のための十分な画
像支援を提供する再早期フレームの中へ、治療および検査を左方向に移動させることであ
る。目標は、連鎖が発現する前に、早期摂動源のより早期の治療に近づき続けることであ
る。一局面によれば、プロセッサ３０４は、継続的品質改善過程に組み込まれ、プロセッ
サ３０４は、病院の品質改善委員会、病院全体の主要供給源、ならびに集中分析、および
品質改善に焦点を当てた変化を迅速に制度化する機構の不可欠な部分となる。
【０１４１】
　図１８は、敗血症性ショックの画像によく似た、珍しい血栓および炎症の状態である、
血栓性血小板減少性紫斑病（ＴＴＰ）の高信頼度を示す、障害画像フレームを示す。ＴＴ
Ｐは、自己抗体によるＡＤＡＭＴＳ酵素の阻害によって引き起こされる場合があるが、こ
の疾患は、非常に一般的な薬剤のクロピドグレルによって稀に誘起される場合もある。Ｔ
ＴＰはしばしば、薬剤開始の２週間以内に発生し、検出されなければ重篤な有害事象をも
たらす場合がある。残念ながら、ＴＴＰは、同様に血小板減少症を引き起こす、敗血症（
図１５Ａ）という非常によく見られる疾患の全身性反応特徴の多くを共有する。敗血症は
、はるかによく見られる症状であるため、ＴＴＰの存在下での敗血症の誤診は高い可能性
であり、さらに、大部分の病態生理学的障害と同様に、両過程は、全身性エリテマトーデ
スおよび膵臓炎等の他の関連症状とともに、１人の患者に共存する場合がある。ＴＴＰお
よび敗血症における障害の動画が同様であるという事実にもかかわらず、ＴＴＰが抗生物
質治療に応答すると期待できないため、ＴＴＰの存在下での敗血症の誤診は深刻となる場
合があり、敗血症が抗生物質を伴わない血漿交換法に応答すると期待できないため、敗血
症の存在下でのＴＴＰの誤診は深刻となる場合がある。
【０１４２】
　ＴＴＰは、赤血球を損傷し、広範な微小血管血栓症を誘発し、混乱、腎不全、および末
梢血塗抹で検出されてもよい（診断が疑われ、検査が指図された場合）前哨分裂赤血球と
関連する微小血管症性貧血をもたらす、フォン・ヴィレブランド因子の大型多量体の蓄積
と関連する。血小板減少症、腎不全、および血尿が、敗血症よりもこの過程の早期に現れ
る場合があるが、これらの早期所見は、画像の手掛かりにすぎず、２つのＭＰＰＣを区別
しない。
【０１４３】
　ＴＴＰを示唆するＭＰＰＣがプロセッサ３０４によって生成され、プロセッサ３０４は
、敗血症および／またはＴＴＰ、ならびに急性血管増生等の起こる可能性が低い状態の可
能性と一致する障害画像を示す。プロセッサ３０４は、「生命にかかわる急性または亜急
性血栓症および炎症増強と一致する画像」等の画像の非特異的特性化を出力してもよく、
そのような画像を生成してもよい過程の鑑別診断を提示してもよい。
【０１４４】
　また、例えば、１つまたは複数の閾値フレームの検出時に、プロセッサ３０４は、末梢
血液塗抹、血液培養、尿培養、痰培養、胸部Ｘ線、ＡＮＡ、膵酵素、腎堆積物、およびＡ
ＮＣＡ検査を自動的に指図して、可能な限り迅速に画像のギャップを拡大および充填して
もよい。病院の専門家が、連鎖に沿って検査が指図される位置によって定義されるような
、これらの検査の指図の費用効果的なバランスを最終的に決定する。所望であれば、胸部
Ｘ線からの報告は、時系列として現れる部分を含んでもよい（例えば、段階関数）。解釈
を行う放射線医は、肺浸潤、肺浮腫などの指示を入力してもよく、かつさらに悪いか、ま
たは良いかを示してもよく、それは最近の検査からの段階的変化をもたらしてもよい。こ
のように、胸部Ｘ線等の検査の結果は、時系列をレンダリングし、および障害画像化過程
に組み込むためのソースとなる。
【０１４５】
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　画像の存在は、血小板数の早期減少１４２、換気量酸素測定指数（ＶＩＯ）の減少１４
４、ヘモグロビンの減少または閾値１４６、混乱スコアの上昇または閾値１４８、および
／または尿中の赤血球の上昇または閾値１５０、および／またはクレアチニンの上昇また
は閾値１５２とともに、炎症・血流力学・呼吸・増強（ＩＨＲＡ）１４０を含む、障害連
鎖１３９を定義する、画像構成要素を含む。一緒に、画像構成要素の組み合わせは、ＴＴ
Ｐおよび／または敗血症および／またはあまりよく見られない過程の可能性を示唆するＭ
ＰＰＣを生じる。例えば、患者が輸血を受けたばかりであった場合、起こり得る輸血反応
を示唆する。
【０１４６】
　プロセッサ３０４は、画像の重要性、画像によって示唆されるような鑑別診断、存在す
る障害連鎖の一般型および／または生理学的説明、ならびに、患者安全性プロセッサによ
る、この種類の画像の検出が、主治医の即座の通知およびＩＣＵへの移送につながっても
よいという通知を、医療従事者に示してもよい。措置を講じるのに十分な信頼度でＴＴＰ
を示唆する障害画像の存在を定義するのに十分なベータ構成要素を定義するために、結果
が利用可能ではないため、画像が不十分な二進数を有する場合、画像を完成させようとし
て、部分的画像の検出時に、利用不可能な検査が指図される。図１８では、ＴＴＰの完全
なＭＰＰＣの起こり得る存在を示唆する画像構成要素の検出が、ＴＴＰ画像を完成させよ
うとして、分裂赤血球の検査１５２を誘起したことに留意されたい。閾値段階関数の検出
、および／または画像の他の部分と組み合わされた分裂赤血球の上昇は、ＴＴＰの潜在的
存在の警告を誘起する。図１８は、血漿交換法１５４の命令の実行が遅すぎたため、プロ
セッサによって検出された遡及的事例における準最適ケアを反映する。そのような遅延は
、病歴データにおいて検出されてもよく、プロセッサは、病院の品質改善部門に差異の自
動報告を提供するように構成されてもよい。
【０１４７】
　ある実施形態では、プロセッサ３０４に漸増アラームを構築することによって、患者安
全性プロセッサの命令に物理的に従う際の人為的遅延が対処されてもよい。命令を実行す
る際の時間は、プロセッサ３０４によって決定され、プロセッサ３０４は、遅延が増加す
ると、警告を上方指示するようにプログラムされてもよい。この遅延を防止するために、
プロセッサ３０４は、図１８の画像等の種々の障害発生の画像の検出に応じて、措置が講
じられなければ、別のステーションに通知するようにプログラムされてもよい。これらは
、患者安全性プロセッサが経時的に改善するように、所望であれば、例えば、病院の品質
改善委員会によって、または個々の医師あるいは看護師によって決定されてもよく、かつ
医療従事者の勤勉を代償するように調整されてもよい。画像が敗血症にも一致し、医療従
事者が敗血症を実験的に治療することを決定したため（いくぶん制限された抗生物質範囲
にもかかわらず）、患者は、敗血症の可能性を補うように、早期にレボフロキサシンを受
容してもよい。しかしながら、抗生物質療法にもかかわらず、連鎖は続行する。連鎖が画
像構成要素であり、連鎖、その成長、およびその特徴の関係、ならびに、治療の用量、タ
イミング、および種類に関するＭＰＰＣ内でのそのタイミングも、ＭＰＰＣの一部を形成
するため、これらの関係は、治療が効果的であるかどうかを決定するように、リアルタイ
ムでプロセッサによって自動的に評価されてもよい。病院安全委員会または感染症委員会
は、培養の結果が分かる前に、多種多様な障害画像に基づいて抗生物質の提案を行うよう
に患者安全性プロセッサをプログラムするか否かを決定してもよい。
【０１４８】
　図１９は、図１５Ａの時間経過ＭＰＰＣから導出されるような摂動の開始および進行の
概観画像を示し、各グループにおける摂動は、各群に対する単一の平滑化時系列に沿って
総合指数に組み込まれる。これは、炎症群１６０の初期改善を伴う敗血症の通常の進行で
あり、次いで、それぞれの他の群が進行に関与することに留意されたい。治療１６２の遅
いタイミングが、より複雑な画像から導出された、この概要図では特に明白であることに
留意されたい。
【０１４９】
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　指数よりもむしろ、または指数と組み合わせて、所望であれば、プロセッサ３０４は、
各群における総合摂動の重層度および数の指示を提供するようにプログラムされてもよい
。これらは、例えば、いくつか例をあげると、拡大する矢印または色付きの矢印、他のア
イコン、および／または時限不安定性スコアによって指定されてもよい。ユーザが、複数
群にわたる連鎖進行のシーケンスおよびパターンを視覚化する選好を定義してもよいよう
に、多くのそのようなオプションが含まれてもよい。
【０１５０】
　一連のエキスパートおよびパターン認識システムは、障害画像プロセッサによって生成
される画像および画像構成要素を分析するように適用されてもよい。これらは、画像識別
プロセッサを備える。一実施形態では、画像識別プロセッサは、例えば、ドラッグアンド
ドロップインターフェースを使用することにより、ユーザが検出のための画像を選択する
ことを可能にする、障害画像エディタと連動する。実施形態では、ドラッグアンドドロッ
プインターフェースが、例えば、選択される時系列種類の自由裁量選択を提供し、次いで
、事象および二進数が各時系列種類上で順番に選択され、事象および二進数の相対位置お
よび順番の範囲が選択される。この実施例では、障害画像エディタは、選択される画像の
構成要素の所望範囲（したがって、画像自体の範囲）のカスタマイズ、ならびに所与の画
像および／または複数画像の検出に対する画像識別プロセッサの応答を可能にする。障害
画像エディタは、提案された診断、警告、さらなる検査または治療の開始あるいは終結の
命令等の、特定の出力を生成するように、事象および二進数のタイミングおよび順番の範
囲を選択することを可能してもよい。画像識別プロセッサはまた、医師が、所与の画像で
、例えば、敗血症性ショック等の存在する診断を入力するように、適応型であってもよい
。医師はまた、所与の画像または一式の画像を障害画像エディタの中へ捕捉して、適応画
像プロセッサがより迅速に習得してもよいように、敗血症性ショックの存在を示したであ
ろう画像内の事象および二進数に関する範囲を選択してもよい。
【０１５１】
　図１５Ａ－Ｆ、１６、１７、１８、および２０は、進行した状態に進んだ後の４つのＭ
ＰＰＣの２次元「時間計画」スナップショット表示を表す。この表示はまた、障害画像定
義セットの作成および編集のための代替ユーザインターフェースも提供する。研究者は、
障害モデルを作成し、操作するために障害画像エディタを使用してもよい。
【０１５２】
　一実施形態では、研究者が上から下に作業して障害画像を定義する。研究者は、障害画
像を「ペイント」したい一式のチャネルを選択することによって開始する。図２０は、麻
酔薬誘発性換気不安定性障害画像を「ペイント」するために使用されている、障害画像エ
ディタを描写する。チャネル（１００、１０２、１０４、１０６、１０８）は、ソートす
ること、分類すること、または障害画像エディタ内の位置の単純なドラッグアンドドロッ
プ選択によって、任意の数の方法で順序付けられてもよい。複数の関係を定義する複雑な
定義のために、重複しない方法で関係が定義されてもよいように、画像を拡張するようチ
ャネルが複製されてもよい（例えば、１００、１０２、１０４、１０６）。障害画像エデ
ィタは、エディタ内の垂直位置にもかかわらず、チャネル内の定義された要素内および間
の関係を維持する。次いで、研究者がチャネルを選択し、障害画像エディタが、所与のチ
ャネルに適用する利用可能な一式の事象および二進数を提示する。研究者は、これらの要
素のうちのいずれかを選択し、それらをチャネル上にドロップしてもよい。また、研究者
は、（例えば、右クリックメニューエディタを使用して）チャネル内の任意の点で新規要
素（事象または二進数）を作成してもよい。エディタ内の位置は、選択および／または作
成された要素間の時間的な相対位置を示す。二進数がある位置にドロップされた場合、障
害画像エディタは、ベータまたはアルファ事象が選択されたチャネル上に属するかを決定
し、事象をチャネル内に、および対応する事象（ベータまたはアルファ）を関係二進数定
義によって示されたチャネル上に配置する。チャネルが現在、障害画像エディタの中にな
ければ、追加される。単一のアイコン（例えば、単一のチャネル内で循環する）に縮小す
る関係二進数は、アルファおよび二進数事象よりもむしろ、単一のアイコン１１０、１１
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２を示す。対応する事象の位置は、検索ウィンドウ定義の中間点として決定される。ウィ
ンドウ全体は、対応する事象、この場合は、ＩＶ麻酔薬を伴う治療事象１１４に対する検
索ウィンドウの範囲を示す、一式の括弧１１６として示されている。検索ウィンドウは、
関係二進数のベータチャネル内のみで示されており、事象自体は、検索ウィンドウの中間
点内に示されている。事象がベータおよびアルファ事象の両方である場合、事象の周囲に
表示される検索ウィンドウは、ベータ事象として関与している時の事象に特異的である。
単一の事象が任意の数の二進数のベータであってもよいという事実により、検索ウィンド
ウは、エディタ内で抑制され、および／または現在選択されている関係二進数内のみで示
されてもよい。個々の事象が、チャネル上にドロップされるか、またはチャネル上で作成
されてもよい。新規の事象種類が、障害画像エディタ内で定義されてもよい。事象は、例
えば、新規の関係二進数の種類を定義するように、ドラッグアンドドロップ選択と、また
はアルファおよびベータクリック選択と接続されてもよい。
【０１５３】
　次いで、画像全体または画像の複数部分が、総合障害モードとして存続してもよい。障
害画像エディタは、総合障害モードエディタと連携して作動し、障害画像義セットを作成
し、修正する。さらに、総合障害モードエディタは、収束エディタおよび事象エディタの
両方と連携して作動し、二進数および事象定義セットを作成し、修正する。図２０では、
総合障害モードの定義が、最上ウィンドウ枠１１８の中の障害画像エディタを示す分割画
面表示で達成される一方で、総合障害モードエディタは、代替種類の障害モード図を示す
下部ウィンドウ枠１２０の中にある。これら２つのモデルは、一方の変更と完全に同期化
され、他方の変更を即座に反映する。
【０１５４】
　一実施形態では、研究者が、下から上に作業して一式の時系列から障害を定義する。研
究者は、既知の障害と診断された患者からの一式の実際の時系列、ある状態をシミュレー
トするようにプロセッサによって生成された一式の時系列、または患者体内の摂動を全く
シミュレートしない一式の時系列から初めてもよい。この一式の時系列は、不変と指定さ
れてもよく（例えば、一式の実際の時系列で）、または定義されているパターンのサンプ
ルを提供するように編集されてもよい。研究者は、候補事象定義を提供するように障害画
像エディタが分析する、時系列の複数部分を選択してもよい。あるいは、研究者は、事象
を定義するようにパラメータを選択してもよく、表示される時系列は、時系列の最上部に
オーバーレイされるその定義の結果を示して、研究者に視覚ガイダンスを提供する。一旦
、研究者が事象の定義を完成させると、障害画像エディタは、その定義を、同じチャネル
内の他の定義を比較する。同様のパターンが見出された場合、研究者は警告を受け、新規
事象種類を作成するか、すでに選択された事象種類のうちの１つを選択できるようになる
。事象が関係事象である場合、研究者は、それから関係パラメータが定義され、試行され
てもよい、対応する事象を選択してもよく、または、研究者は、単純に関数を定義しても
よい（例えば、＞２×相対規模）。一旦、事象が完全に定義されると、研究者は、事象を
、画像内の別の事象に、または画像内の検索ウィンドウに関係付けることを選択してもよ
い（例えば、欠落または空知事象を示すために）。研究者は、関係二進数のベータとして
、プロセッサが指図した事象を示してもよい。次いで、総合障害モードを定義するように
、事象および関係二進数群が選択されてもよい。
【０１５５】
　一実施形態では、障害画像エディタは、特定の既知の障害画像の有無の指示が提供され
た、時系列セットの大きな集合とともに提示されてもよい。障害画像エディタは、一式の
候補定義セットを作成し、サンプルセットに合致する適切な特異性および感度を生成する
ように、それらを洗練する。一旦、最良適合定義セットが作成されると、時間系列セット
の第２の大きな集合に、特定の既知の障害画像の有無の指示が提供される。障害画像エデ
ィタは、最初に候補定義セットを使用して、感度および特異度を決定し、次いで、可能で
あれば、サンプルデータの第１および第２の集合の両方に適するように、定義セットを洗
練する。この過程は、一式の最良適合定義セットが作成されるまで、または過程が漸近と
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見なされずに放棄されるまで、反復して実行されてもよい。
【０１５６】
　一実施形態では、障害画像は、さらに時間特異的なマーカーを提供するように、ＭＰＰ
Ｃとして画像エディタによって「再生」または実行されてもよい。障害画像のデフォルト
実行は、画像定義によって定義されるような、それぞれの検索ウィンドウ内のデフォルト
（例えば、中間点）位置で特定されるような全ての事象を配置することによって、「再生
」される。これのサンプル結果が、図１５Ａに表示されている。一旦、画像が再生される
と、発生する画像内の進行状態を示すように、垂直マーカーが図１５Ａのような時系列内
に配置される。このように、画像定義には、それにより画像状態が識別され、患者安全性
モニタ内に表示されてもよい、仕様が提供されてもよい。
【０１５７】
　代替および／または相補的実施形態では、画像エディタは、画像の実行を複数の中間お
よび／または終了状態に分ける能力を提供する。障害画像定義内のそれぞれの異なる分岐
が、障害画像、または異なるが関連する障害画像内で、状態として定義されてもよい。障
害画像定義内の障害の代替発生を提供するように、関連画像のツリーが構成されてもよい
。
【０１５８】
　図２１は、図１の障害モード図に示された患者からの複数の時系列を含む、時間経過障
害動画像からのフレームである。この画像では、脳卒中を経験した患者が、血清ナトリウ
ムの誘発性減少および混乱を誘発する、血清抗利尿ホルモン分泌異常（ＳＩＡＤＨ）と関
連する症状を発現している。患者は急性脳卒中を示したが、回復しつつあり、意識がはっ
きりしていた。次いで、患者は混乱および意識低下をゆっくりと発現し始めた。脳卒中が
大規模であったため、症例を管理していた看護師および医師は、患者の混乱および昏蒙が
脳腫脹によるものと考えた。患者ＳＰＯ２および換気率が正常であったため、患者に敗血
症の兆候がなく、最近の正常な電解質により、主治医は混乱の代謝原因が合理的な意見で
あると考えなかった。言い換えれば、病態生理学的障害経路（図１の障害モード図２００
に示されている）を誤診し、病態生理学的経路が、図１の障害モード図２００で示される
ような脳卒中２０８と混乱２２０との間の直接接続線１７０を辿っていると考えた。しか
しながら、混乱の開始前に、患者は、飲食をしていたという事実にもかかわらず、０．５
ＮＳを受容していた。反復血清ナトリウムがナトリウムの減少を確認し、追加検査でＳＩ
ＡＤＨが確認された。ナトリウムの慎重な補正は、混乱および昏蒙の急速な回復および解
決をもたらした。
【０１５９】
　脳卒中がＳＩＡＤＨ（血清ナトリウムの減少を引き起こした）を引き起こしたため、実
際の障害のモードは、この場合に医師によって疑われたものとは有意に異なった。図１を
再度参照すると、実際の障害は、脳卒中２０８から低ナトリウム血症２４２へと辿り、次
いで、低ナトリウム血症２４２から混乱２２０へと辿った。この場合、患者は見逃された
診断を乗り切ったが、この障害の検出および治療の遅延により、不必要な在院日数である
、余分な数日を体験した。
【０１６０】
　図２１は、図１で説明された患者に対するプロセッサ３０４による認識のために、一連
のＭＰＰＣを構築するための障害画像エディタの画像フレーム２１００を示す。この場合
、示された障害画像は、推定重度敗血症と一致する。画像中、炎症／血行動態／呼吸増強
２１１０の後に、ＶＩＯの減少２１１４、およびアニオンギャップの上昇２１１６を伴う
代謝障害が続く。炎症／血行動態／呼吸増強２１１０が温度の上昇２１１８と関連しない
（ヌル二進数２１２０が識別される）場合、障害画像の炎症構成要素の存在を確認するよ
うに、炎症メディエイタマーカー２１２３が指図されることに留意されたい。二進数の通
常のシーケンスが示されているが、これらの事象は任意の順番で発生してもよい。プロセ
ッサ３０４は、順番が示される通りである場合は、より高い信頼度を、順番が示されたも
のとは異なる場合は、より少ない信頼度を提供してもよい。記述されるように、血液導体
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不安定性が先在する患者は敗血症になる場合があるため、障害画像は重複してもよく、こ
の理由により、この場合では順番が極めて重要と見なされない。しかしながら、いくつか
の障害画像については、事象の順番が、はるかに優れた特異性を提供してもよい（この場
合、それに応じて括弧が調整されてもよい）。最初に、障害画像エディタは、より寛大と
なるように設定され、次いで、病院の経験および品質管理が決定付けてもよいように調整
されてもよい。
【０１６１】
　ここで図２２を参照すると、この例示的画像は、脳卒中、糖尿病、心房細動、うっ血性
心不全の履歴、および睡眠時無呼吸症を有する（この場合、混合型敗血症は存在しない）
、図１の障害モード図を伴う患者から導出される。これらは、脳卒中２０８、糖尿病２０
２、心房細動２０６、うっ血性心不全２０４、および睡眠時無呼吸症２１０の間の潜在的
関係を示す、図１の障害モード図に対応する。脳卒中を示す時系列により、患者安全性プ
ロセッサが、定期的混乱スコア１８５を指図していることに留意されたい。混乱１８５の
増加の検出、または脳卒中時系列を伴う患者への低張食塩水投与１８６の存在は、一定量
の電解質１８７を自動的に誘起し、低血清ナトリウム１８８の検出時に、プロセッサは、
尿浸透圧１８９を指図し、ＳＩＡＤＨ１９０の高い確率を示し、輸液療法１９１の調整を
推奨する。ここで、問題は単純であるが、障害の早期兆候は最初、介入が在院日数の増加
を防止したであろう時に微妙なものであり、後に、障害の経路が混乱し、さらなる遅延に
つながり、間違った診断を伝えられたため、家族をかなり困惑させた。この場合、看護師
および医師が忙しかったのかもしれないし、または、脳卒中患者におけるＳＩＡＤＨの発
現に随伴する場合のある変異の微妙な減退に未経験であったか、または単に熟知していな
かったのかもしれない。微妙な所見が見逃された理由は無数である。また、図１の障害モ
ード図で示されるように、これは、単に１つの障害であり、この複雑な患者にとって、非
常に多くの潜在的障害があることにも留意されたい。さらに、この場合、低ナトリウムが
最終的に検出された時に、血清ナトリウムがほぼ正常であったため、多くの医師は、これ
らの症状を引き起こすか、または介入を正当化するほどレベルが十分に低かったとは考え
ない場合がある。しかしながら、ナトリウムは、正常高値から正常値直下に降下しており
、脳浮腫がある患者では、血清ナトリウムの減少の規模は絶対値よりも有意であり、共存
疾患、疾患、および薬剤に応じた、患者間および同じ患者内でのこの脆弱性の変動は、精
神作用の変化を伴わず、非常に低いナトリウムを伴う患者を観察してきた、一部の医療従
事者によって容易に把握される概念ではない。これは、障害およびケアの動画を生成し、
認識することの価値を示す。システムが、障害およびケア画像の全体を経時的に分析し、
この画像が血清ナトリウムの減少であって、閾値を下回らない減少にも対する脆弱性を示
すと認識するようにプログラムされるため、患者安全性プロセッサは、アラームを誘起し
たり、または単一の閾値違反によって診断を定義したりしない。患者安全性プロセッサは
、画像と一致する潜在的な生理学的障害の全ての持続的警戒および継続的考慮という利点
を提供する。一局面によれば、図１のもの等の障害モード図は、障害モードエディタを使
用して障害画像および画像範囲を構築するように、疾患、治療、および摂動間の連鎖二進
数関係を適用することによって、図２２のような予想または溯及障害画像を構築するため
に使用されてもよい。
【０１６２】
　開示された実施形態に適用されるようなプロセッサ３０４は、本明細書で規定される例
示的定義によって拘束されないが、むしろ、実際のデータを複数のＭＰＰＣ画像（記憶さ
れた、またはリアルタイム）および画像状態と比較して、最良適合合致を見出してもよい
。一実施形態では、最良適合合致は、画像登録技法によって決定されてもよい。実施形態
では、合致は、相互相関、相互情報、二乗強度差の和、および画像均一比率を含む、画像
類似性尺度によって行われてもよい。プロセッサ３０４は、信頼水準によってランク付け
される、全ての起こり得る画像および画像状態を示してもよい。例えば、プロセッサ３０
４は、ＭＰＰＣが、高い程度の信頼度で全身性炎症反応症候群に一致し、かつ中程度の信
頼度で早期敗血症性ショックに一致して、ＴＴＰ（および他の潜在的代替物）または重複
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障害モードが、画像を考慮すると遠隔で可能であり、除外されたままであることを示して
もよい。医師は、これらの遠隔代替物または重複を除外するように、集中検査を指図する
ことが所望されるかどうか尋ねられてもよく、および／または、プロセッサは、特定の一
式の画像（例えば、前述のドラッグアンドドロップエディタを使用して定義されるような
）に基づいて、この検査を自動的に追加するようにプログラムされてもよい。
【０１６３】
　プロセッサ３０４内の障害の識別は、障害オードまたは障害状態の単一の選択ではなく
、提示されたデータ内での適合に関する一式の画像のランキングである。複数の障害画像
の識別は、単に代替物の選択ではない。複数の障害が実際に存在して、相互作用してもよ
い。いくつかの障害画像の早期段階は、他の障害画像または障害画像の組み合わせの早期
段階と非常に類似するか、または実際に全く同じであってもよい。プロセッサ３０４は、
仕様に関する信頼水準とともに、代替物および候補重複物といった、起こり得る将来の状
態に関して、医療従事者が患者（および患者環境）の現状を理解することを可能にしても
よい、分析および視覚化を提供する。さらに、プロセッサ３０４は、信頼水準、具体的に
は、２つの画像および／または画像状態間の比較信頼水準に関して、医療従事者が患者の
状態の問い合せを行うことを可能にする。例えば、敗血症の信頼水準は、図１５Ｂに示さ
れたフレームでは低いが、図１５Ｃのフレームについては中間であり、図１５Ｄ－１５Ｆ
については高い。所望される措置とともに、これらの信頼水準は、専門グループや病院安
全委員会によって事前に患者安全性プロセッサにプログラムされてもよく、および／また
は個々の医師によってカスタマイズされ、「同調」されてもよく、および／または入力さ
れた新規診断を現在の画像と比較し、その状態の指示としてその画像を再コード化するこ
とにより、プロセッサによって適応的に適用されてもよい。適応モードでは、プロセッサ
は、「この障害画像は、この新規に入力された診断によって定義された障害過程を示して
いますか？もしそうであれば、回顧するとこの特定の障害過程の一部であった、第１の事
象、二進数、または画像構成要素を特定して下さい」と尋ねるようにプログラムされても
よい。
【０１６４】
　一実施形態では、プロセッサ３０４は、障害および応答画像の作成のために、病態生理
学的エンジン（当技術分野で公知であるような模造人体）によって訓練されてもよい。特
定事象定義セットおよび二進数定義セットを考慮して、患者安全性プロセッサは、病態生
理学的エンジンの入力から導出される動的画像を提供し、プロセッサは、これらの画像が
将来検出された時に認識されるように、画像の性質に関して指導を受ける。一実施形態で
は、医療従事者用の改良型指導ツールを提供するように、模造人体が患者安全性プロセッ
サに接続される。研究者は、種々の状態を伴う正常な非摂動患者が提示されるように選択
してもよい。一旦、患者の動的画像が表示されると、研究者が病態生理学的エンジンに摂
動を導入してもよく、それはプロセッサ３０４から新規動的画像をもたらす。例えば、研
究者は、収束に従って提示された関係を選択し、それらを分岐に切り替えてもよい。また
、ランダム分岐がシステムの中に構成されてもよい。単一または一式の反応システムに関
する分岐が、全身性反応の内訳をモデル化するように特定されてもよい。分岐は、大域的
に構成され、または、全身性反応が機能していないか、または遅延していることを示す特
定の時間枠について構成されてもよい。このように、全身性反応の摂動および障害の両方
が、障害画像を作成するように選択的に導入されてもよい。これらの障害画像は、障害画
像エディタ内でさらに編集されるように存続してもよい。研究者は、いくつかの異なる変
動を選択し、それらを障害および／または障害状態として保存してもよい。これらの障害
および／または障害状態は、障害画像プロセッサによって使用されるように、障害構成要
素定義セット内で存続してもよい。さらに、結果として生じた障害画像は、事象および二
進数定義セットを洗練するように、実際の患者データと比較されてもよい。
【０１６５】
　あるいは、または組み合わせて、一実施形態によれば、医療従事者が、患者安全性プロ
セッサのＭＰＰＣの再動画化を、デジタル動画として、または人体模型の出力から導出さ
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れる再動画化として観察してもよいように、プロセッサ３０４からのＭＰＰＣは、模造人
体を駆動するプロセッサによってシミュレートされてもよい。病態生理学的エンジンをプ
ロセッサ３０４に組み合わせる実施形態の１つの利用は、治療プロトコルをモデル化する
ことである。エンジンは、治療に応じて、予期された、または予期しないパラメータ（分
岐）を出力してもよく、患者安全性プロセッサの画像出力は、プロトコルモデル化のため
に観察および／または記録されてもよい。さらに、分岐を導入する能力を使用して、全身
性反応の障害を補うように、処理されたプロトコルまたは他のプロトコルが合理的な冗長
性について検証されることを可能にする。
【０１６６】
　このデータ、分析、およびメタデータの集約は、患者安全性視覚化プロセッサ３７２用
のデータソースを提供する。一実施形態では、患者安全性視覚化過程３７２が、特定の信
号の時系列の横列、および／または信号のグループおよび／またはカテゴリ、および／ま
たは信号によって定義される、包括的グループの中の患者の状態の視覚化を提供する。一
実施形態では、各横列の大域状態は、持続的安定性、安定性、収束、摂動、分岐、ヌル、
障害、連鎖障害のそれぞれに異なる色で、スペクトルにおける色によって表される。
【０１６７】
　別の実施形態では、各時系列に沿った、色付きの矢印、アイコン、テキスト、および／
または他の視覚表現が、これらの状態を表す。一実施形態では、患者安全性視覚化プロセ
ッサは、患者の状態を、左から右に移動する一式のピクセルストリームとして表し、経時
的な状態の発生を示す。プロセッサは、患者安全性画像データベース３６８内で、時間的
に前後に、ならびに分析のレベルを通して上下に、ナビゲーションを提供する。実施形態
では、分析のレベルは、例えば、以下であってもよい。
時系列―時系列の形態の未分析データストリーム
事象および摂動―事象定義セット３３２に従って明確に定義された摂動を表すかどうかに
ついて、それぞれのチャネル内で特徴付けられた事象および閾値違反
全身性反応―二進数定義セット３４４に従って、事象、閾値違反、摂動、および予期され
た要素の間の関係を表す、収束、分岐、およびヌル二進数
障害―１人の患者の体内で識別されている障害の画像を表す、総合障害オブジェクト
系統障害―１人の患者の体内で識別されている障害の画像を表す、特定のカテゴリ（呼吸
器系等）内の総合障害オブジェクト
障害パターン―患者集団、または、例えば特定の病棟等の特定領域内の障害の動向および
障害画像。
【０１６８】
　一実施形態では、患者安全性視覚化プロセッサ３７２は、データおよび分析ストリーム
を表す、水平に配向された一連のピクセルによって構成される、コンピュータモニタ（患
者安全性コンソール３８４）上の画像を構成する。これらのピクセルストリームは、特定
の時点を表すｘ軸上の位置で垂直に積み重ねられる。プロセッサは、ピクセルストリーム
の移動を水平に提供して、時間を通したパン撮りを提供する。
【０１６９】
　各ピクセルストリームは、特定時点におけるデータおよび／または分析の状態を示す、
一式のピクセルから成る。ピクセルは、状態（例えば、色によって表される）および粒度
（時間の長さ、例えば、１分を表す）を有する。表示のサイズ、ならびに選択された期間
は、ピクセルの粒度を決定する。実施形態では、ピクセルは、ピクセルストリーム内の単
一のピクセルによって表される期間内で見出される、最高レベルの不安定性によって表示
される。
【０１７０】
　さらに、各ピクセルは、患者安全性画像データベース３６８からのどのオブジェクトが
その状態に寄与するかを決定する、抽象のレベルを有する。寄与オブジェクトが分析のレ
ベルによって下記に示されている。
時系列―チャネル内のデータ点（例えば、酸素飽和値）
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事象および摂動―事象および閾値違反
全身性反応―関係二進数
障害―総合障害オブジェクト
障害パターン―障害動向および相関。
【０１７１】
　実施形態では、患者安全性視覚化を作成するように、ピクセルストリーム群が垂直に積
み重ねられる。患者安全性視覚化は、異なる患者のピクセルストリームから、または１人
の患者内のデータおよび分析ストリームから成ってもよい。患者安全性画像は、迅速に分
析をフィルタにかけ、問題の領域または特定の性質の領域を識別する介護労働者の能力を
提供する。緊急障害連鎖または他のパターン障害を強調するように、並べ替えが提供され
てもよい。
【０１７２】
　実施形態では、患者安全性画像は、患者安全性コンソール３８４上に表示され、同時に
時間によって相関付けられる、異なるレベルの分析から成ってもよい。混合分析レベル視
覚化の使用は、介護労働者に、より低いレベルのデータ（例えば、酸素測定内の不完全な
回復）とより高いレベルの分析（例えば、麻酔薬誘発性換気不安定性の識別）との間の関
係を迅速に理解する能力を提供する。
【０１７３】
　実施形態では、患者安全性コンソール３８４は、ユーザに、障害と関連する最早期事象
まで障害の状態を遡り、障害連鎖の視覚表示を提供する能力を提供する。あるいは、役割
を果たした高次オブジェクトを識別するように、個々の事象および閾値違反が選択されて
もよい。言い換えれば、患者不安定性発生内の関係を理解するように、低次事象が前方に
追跡されてもよい。この前後両方の追跡は、関係二進数のアルファ事象がしばしば先行関
係二進数のベータ事象であるという事実によって提供される。患者安全性視覚化プロセッ
サは、起源、発生、および解決を示す、これらの二進数鎖を隔離する能力を提供する。一
実施形態では、視覚化は、二進数鎖の存在および特徴によってフィルタにかけられてもよ
い。
【０１７４】
　一実施形態では、構成によって選択された場合、患者安全性視覚化プロセッサは、視覚
化内の任意の点におけるメタデータモデルにナビゲートする能力を提供する。事象、収束
、および障害画像構成要素図が、事象定義セット３３２、二進数定義セット３４４、およ
び障害画像構成要素定義セット３５６内でこれらの図内の特定要素を使用して構成された
、オブジェクトからアクセス可能である。メタデータモデルへのナビゲーションは、熟達
した介護労働者および研究者に、分析をさらに理解および／または変更する能力を提供す
る。
【０１７５】
　患者安全性コンソール３８４は、忙しい介護労働者の即座の必要性を満たす、複雑な一
式のデータおよび分析を提示する。一実施形態では、最高レベルでの分析は、全体的患者
安全性の発生の単純表現を提供する、患者ごとの単一ピクセルストリームまたはピクセル
ストリーム群になってもよい。そのピクセルストリーム内で、かつそこから、介護労働者
は、いくつか例を挙げると、複数レベルの分析、二進数鎖、およびメタデータモデルとい
った、最も複雑な表現に掘り下げてもよい。あるいは、この掘り下げは、例えば、マウス
の移動やタッチスクリーンによって提供されてもよく、または、プロセッサがある有害パ
ターンまたは閾値を検出した時に自動的に現れてもよい。
【０１７６】
　一実施形態では、オブジェクトストリーム視覚化が、患者体内の摂動の開始の関係およ
び連鎖に焦点を当てる。これは、分析の種々のレベルにおけるシステム内の離散要素の状
態に大きく焦点を当てる、上記で説明されるピクセルストリームに対する代替的かつ補完
的な表示である。これら２つの視覚化は、並列で使用され、および／またはそれらの間の
ナビゲーションを提供してもよい。
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【０１７７】
　実施形態では、オブジェクトストリーム視覚化は、時系列に沿ったアイコンとして事象
および閾値違反を表し、その場合、アイコンは事象または閾値違反が発生した第１の時点
に配置される。アイコンは、色、サイズ、および装飾によって、それらの特徴を示す。基
本アイコンは、上または下を指し示す矢印である（図１５Ａのような）。上向きの矢印は
、事象を誘起した正の動きを示すが、下向きの矢印は、負の動きを示す。ブール変化が、
偽から真に移動する時には上向きの矢印、真から偽に移動する時には下向きの矢印として
示される。矢印の厚さおよび／または色が、その動きの程度を示すために使用されてもよ
い。
【０１７８】
　矢印の装飾が、事象の性質に関する視覚的な手掛かりを提供するように提示されてもよ
い。矢じりの下の線は、発生した事象が閾値違反であったことを示す。矢印の周囲の丸（
図１５Ａの９７９を参照）は、事象が患者安全性プロセッサによって指図された措置また
は検査の結果であったことを示すために使用されてもよい。装飾および／または適合色お
よび／または閃光が、図１８の低血小板数と薬剤クロピドグレルとの間の潜在的関係の警
告と同様に、プロセッサによる関係警告を示すために使用されてもよい。
【０１７９】
　一実施形態では、患者安全性視覚化プロセッサ３７２は、特定期間および／または特定
画像の自動視覚ナビゲーションを提供する。この自動視覚ナビゲーションは、選択された
期間の分析駆動ビデオ再生の役割を果たす。医療従事者は、「再生」を選択し、患者安全
性視覚化プロセッサが特定状態の発生を通して視覚的に移動することを可能にする。医療
従事者は、いくつか例を挙げると、「再生」、「一時停止」、「早送り」、「巻き戻し」
、「読み飛ばし」、「読み戻し」を含む、ナビゲーション動作を選択してもよい。実施形
態では、再生モード中に、患者安全性視覚化プロセッサは、表示されている状態の重症度
に応じて、自動視覚化を通して異なる速度で移動する。表示されている時系列に摂動がほ
とんどない（または特定障害連鎖に関する摂動がほとんどない）場合、プロセッサは時間
を通して（すなわち、左から右に）非常に迅速に移動する。プロセッサによって決定され
るような関心の領域が視界に入ってくると、患者安全性視覚化プロセッサが左から右への
移動を減速させる。さらに、患者安全性視覚化プロセッサは、障害の発生および／または
連鎖ならびに他の要素との関係を示し、明確にし、特定する要素を強調する。患者安全性
視覚化プロセッサはさらに、さらなるテキストおよび／または視覚化要素を提供して、現
在の表示および現在の表示内の要素を説明する、半透明のポップアップパネルを表示する
。任意の時点で、医療従事者は、自動視覚ナビゲーションを「一時停止」して、表示され
たデータを見直し、および／または表示されているものを教え込んでもよい。
【０１８０】
　実施形態では、医療従事者は、概要表示から期間を選択して、関心のある期間の部分を
見直し、また示してもよい。患者安全性視覚化プロセッサは、関心の選択された領域につ
いて減速し、強調された部分について適切にテキストおよび視覚化表示を増加させる。
【０１８１】
　一実施形態では、患者安全性視覚化プロセッサ３０４は、表示するオブジェクトストリ
ームを選択し、ビデオナビゲーションにおいて重要になるにつれて、ストリームを含むか
、または除去してもよい。医療従事者は、ビデオストリームで常に利用可能となるよう、
追加ストリームを含むこと、またはストリームを「ピンで固定する」ことを選択してもよ
い。欠落ストリームも示される。
【０１８２】
　患者安全性視覚化プロセッサ３７２はさらに、医療従事者に、自動視覚ナビゲーション
に推定される時間を示してもよい（例えば、「２分３７秒で推定された標準視覚ナビゲー
ション」）。患者安全性視覚化プロセッサは、ビデオおよび音声供給が利用可能である場
合に、時系列に沿った時系列データに対応し、かつそれと同期した、音声および視覚要素
を含んでもよい。実施形態では、医療従事者は、患者安全性視覚化プロセッサ内に表示さ
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れた要素に関して伝達し、協働するように、データストリームに音声および／またはビデ
オコメントを含んでもよい。患者安全性視覚化プロセッサは、自動視覚ナビゲーション内
のこれらの要素の全てまたは特定の一部を含む（例えば、「医師Ｘからのコメントを含む
」）ように指図されてもよい。
【０１８３】
　実施形態では、患者安全性視覚化プロセッサ３７２は、自動視覚ナビゲーションセッシ
ョンが、患者安全性画像データベースまたは患者安全性視覚化プロセッサにアクセスでき
ない医療従事者と共有されてもよいように（例えば、Ｅメールの添付ファイルとして、ま
たはビデオ対応電話からアクセスされる）、標準ビデオ機器上で、ストリーム配信技術で
、または標準メディアプレーヤで視認されてもよい、非双方向ビデオ形式に自動視覚ナビ
ゲーションセッションを「記録」してもよい。
【０１８４】
　一実施形態では、プロセッサ３０４は、最良適合画像合致を決定するためのソースとし
て、またはそのような合致を向上させる進行中モデルとして、溯及および／または理論モ
デルＭＰＰＣのアーカイブまたはデータベースを使用してもよい。図２３に示されるよう
に、一実施形態は、ＭＰＰＣのデータベースをアーカイブに保管し、カタログに入れるた
め、ならびに、向上した障害モード認識、向上したプロトコル化、および適時な障害モー
ド検出および介入への地方病院または十分なサービスを受けていない病院の向上したアク
セスを発展させるための患者安全性プロセッサネットワーク２３１０である。示されるよ
うに、ネットワーク２３１０は、それぞれ各患者安全性プロセッサ２３１４に接続される
各病院２３１２が、ＭＰＰＣアーカイブ２３１６等の中央画像アーカイブに接続されるこ
とを可能にしてもよい。各患者安全性プロセッサ２３１４からのＭＰＰＣは、各病院から
中央ＭＰＰＣアーカイブ２３１６にアップロードされる。中央ＭＰＰＣアーカイブは、中
央ＭＰＰＣアーカイブ２３１６からのＭＰＰＣを処理し、ＭＰＰＣ認識を改善し、新規障
害モード認識および治療プロトコルを開発する働きをする、データベースプロセッサ２３
１８に接続される。客観的に知られている症例、例えば、陽性肺動脈造影図を含む、肺塞
栓症を示唆するＭＰＰＣ等の、追加検査（例えば、組織病理学、遺伝子検査）または剖検
結果を通して独立して確認される症例と関連するものとして分類される、病院患者安全性
プロセッサ２３１４からのＭＰＰＣは、客観的に定義されたＭＰＰＣデータベースを構築
して、肺塞栓症のＭＰＰＣの範囲および特異度をさらに構築するように、プロセッサ２３
１８に入力される。代替案では、例えば、これが最終診断であるという合意群の意見に従
った、ＳＬＥ誘発性肺胞出血を示唆するＭＰＰＣ等の、主観的最終診断と関連するものと
して分類されるＭＰＰＣは、ＳＬＥ誘発性肺胞出血のＭＰＰＣの範囲および特異度をさら
に構築するように、客観的に定義されたＭＰＰＣデータベースの症例データベースに追加
されてもよい。このように、膨大なデータベースが、疾患の世界的管理のために、ＭＰＰ
ＣおよびＭＰＰＣの画像構成要素から導出されてもよい。ベッドが少ない地方病院、人材
が不足している都市病院、ならびに医師および看護師の経験が非常に低い場合がある環境
でさえも、壊滅的事象の検出の最低基準を潜在的に設定してもよい、リアルタイムＭＰＰ
Ｃ検出に基づく国際検査および治療プロトコルが開発されてもよい。新規プロトコルが、
古いプロトコルに応じて、ＭＰＰＣ結果の分析としての自由裁量使用のために、導出され
、これらの病院にアップロードされてもよく、または、プロトコル外の新規または追加治
療が、改善の可能性を明らかにする。該アプローチには、例えば、実験プロトコルであっ
てもよいプロトコルへの新規薬剤の導入後に、薬剤反応および有効性の向上した監視を提
供する可能性がある。不十分を補うか、または障害の原因を定義するように指図された検
査の数をおそらく低減する、新規検査の開発を支援するように、ＭＰＰＣの欠落部分も識
別されてもよい。異なる検査および治療プロトコルの費用比較が行われてもよい。
【０１８５】
　ＭＰＰＣの帯域幅は、ＭＰＰＣにおけるオブジェクトとなる、検査、履歴データ、およ
び治療を含んでもよい。摂動の潜在的に臨床的有意な画像がＭＰＰＣにおいて識別される
と、患者安全性プロセッサは、帯域幅を迅速に広げて、代替原因を調査するようにプログ
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ラムされる。これは、合併症が連鎖を拡大させて発現し、救命をより高価かつ困難にする
ため、未検出障害モードの持続時間が長くなるほど費用および死亡率の増加が大きくなる
ため、重要である。一方で、狭い帯域幅（より少ない検査）は（障害のより長い持続時間
を許容するという犠牲を考慮せずに）、より広い帯域幅ほど高価ではない。「有効帯域幅
」は、ＭＰＰＣの障害画像構成要素を能動的に定義する因子を特徴付けることに実際に貢
献する帯域幅の構成要素を含む。準備不十分な検査および治療は、帯域幅および医療費を
増加させるが、有効帯域幅を増加させない場合がある。患者安全性プロセッサ２３１４の
１つの目的は、帯域幅を異常に広げることなく、可能な限り急速に有効帯域幅を増加させ
ることである。実施形態では、患者安全性プロセッサ医療システムは、少ない監視および
検査で監視するが、これらを標識として使用し、ＭＰＰＣが開始した場合に、監視および
検査の数を自動的に増加させる。
【０１８６】
　したがって、継続的に広く、かつ高価な帯域幅を適用することなく、障害の持続時間を
最適に短縮するように、任意の時に（例えば、地方病院での人材不足時間中に）ＭＰＰＣ
の有効帯域幅を自動的に増加させる機構を提供することが有利であってもよい。帯域幅を
広げる１つの機構は、特定の障害モードに対する高感度および特異度を有する集中検査等
の、改良型検査を伴う。患者安全性プロセッサネットワーク２３００のＭＰＰＣアーカイ
ブ２３１６は、動画帯域幅を増加させる機会について、かつ早期検出および改善した治療
反応を通して障害の持続時間を短縮することによって、死亡率および費用削減のための均
衡のとれた機構を達成するために調べられてもよい。
【０１８７】
　論議されるように、一実施形態によれば、患者安全性処理ネットワークは、病棟または
部署に位置する一式のローカル患者安全性プロセッサを含む。ローカル患者安全性プロセ
ッサは、その場所における医療従事者の指図を受ける。これは、地方の医療従事者が、管
理下の患者に配備された、治療および検査プロトコル、および検査帯域幅の変動を制御す
ることを可能にする。地方の主治医が個別に、またはグループとして、ならびに病院の薬
剤師および看護師が、ローカル患者安全性プロセッサの使用を通して、これらのプロトコ
ルを処方してもよい。ローカル患者安全性プロセッサは、例えば、医師または看護師が例
えば責任を負う時に発生する上昇事象、および医師または看護師が別の人に置き換えられ
た時の減少事象の段階的時系列として、医療従事者を記録する。したがって、患者を介護
する者は、ＭＰＰＣの一部である。プロトコルは、患者を介護するグループまたは個別医
師によって決定されてもよい。特定の医療従事者またはグループが、好ましい、または好
ましくないＭＰＰＣと統計的または別様に関連する程度は、プロセッサによって評価され
てもよい。ローカル患者安全性プロセッサに対するプロトコル選択は、以前に論議されて
いるように、事前準備されたＭＰＰＣプロトコルの使用を通して行われてもよい。
【０１８８】
　ローカル患者安全性プロセッサは、医師の時系列を認識し、プロトコルおよびＭＰＰＣ
を、この医師によって選択されたものと合致させるように調整してもよい。医師は、患者
安全性プロセッサを無効にしてもよく、これが発生した場合、この無効化は、無効化が撤
回されるまで新規時系列をレンダリングする事象である。特定の無効化が、好ましい、ま
たは好ましくないＭＰＰＣと統計的または別様に関連する程度は、病院患者安全性プロセ
ッサ、病院グループ患者安全性プロセッサ、またはデータベースプロセッサ１８によって
評価されてもよい。これらは、将来のプロトコルの修正、および無効化の修正の組み込み
さえも提供してもよく、または、この種類の無効化の防止さえも、それに応じて行われて
もよい。
【０１８９】
　ローカル患者安全性プロセッサは、好ましくは、品質改善委員会および各分野の病院の
専門家の指図を受ける、病院全体または病院患者安全性プロセッサと通信する。病院患者
安全性プロセッサは、全てのローカル患者安全性プロセッサと通信し、治療および／また
は検査および／または帯域幅調整プロトコルおよび／または比較ＭＰＰＣをアップロード
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するために使用されてもよく、それはローカル患者安全性プロセッサへの病院全体適用の
ために同意されている。
【０１９０】
　単一の病院の病院患者安全性プロセッサは、中央組織患者安全性プロセッサと通信する
（かつ中央組織患者安全性プロセッサによって制御されてもよい）。組織患者安全性プロ
セッサは、その管理下にある病院患者安全性プロセッサを通して病院プロトコルの標準化
を可能にして、最低安全性治療および検査基準を設定し、病院の全てからの専門代表者に
よる集中保証グループによって制御されてもよい。患者を介護する個人が少なくとも１つ
の時系列を表し、病棟が少なくとも１つの時系列を表し、病院が少なくとも１つの時系列
を表し、組織が少なくとも１つの時系列を表す。したがって、ＭＭＰＰは、これらの位置
の全てを含む。患者が監視されたＧＰＳユニットを装着している場合、これは、ＭＭＰＰ
の一部として連続リアルタイム位置を提供する、位置時系列を備えてもよい。患者安全性
プロセッサは、収束を識別するように、入力された位置と比較する。
【０１９１】
　一実施形態は、検査デバイスから導出され、患者安全性プロセッサに提供される新規の
一式の時系列が、費用有効性についてどのように評価されてもよいかという実施例を明示
する。この実施例では、パルス酸素濃度計反射率プローブが、帽子、またはヘッドバンド
、または他の固定デバイスによって、少なくとも目より上側で患者の頭部に載置され、プ
ローブは、パルス酸素濃度計およびローカル患者安全性プロセッサに無線で、または別様
に接続される（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈによって）。送信機が、所望であれば、プロ
ーブの中、ヘッドバンドまたは帽子の上、あるいは補聴器の位置で耳の後に載置されても
よい。位置センサもまた、患者に載置されてもよい。体位の変化等の操作が、患者安全性
プロセッサによって、事象、および操作に関する光電脈波パルス（内頸動脈の遠位分岐で
ある、眼窩上動脈の毛細血管床分布のかん流を示す）の構成要素の減少として検出され、
含まれてもよい。このように、目より上側の毛細血管床の流量は、内頸動脈から供給され
る他の毛細血管床の代理マーカーとなる。リアルタイムかん流は、内頸動脈分布の一方ま
たは両方におけるかん流の差異を識別するように、（例えば、侵襲性動脈ラインによって
）耳のかん流、指先のかん流、または脈圧と比較されてもよい。ローカル患者安全性プロ
セッサは、追加時系列としてこれらを伴うＭＰＰＣを処理する。ローカル患者安全性プロ
セッサは、病院患者安全性プロセッサ、病院患者安全性プロセッサ、組織患者安全性プロ
セッサ、および／またはデータベースプロセッサ１８にＭＰＰＣをアップロードし、ＭＰ
ＰＣは、共存疾患の関数としてＭＰＰＣの差異を調整した後であるかどうかを決定するよ
うに評価されてもよい。眼窩上動脈のプレチスモグラフのパルスから導出された時系列を
含むＭＰＰＣは、病院内の減少の数の低減と関連付けられてもよい。これが臨床的に有意
である場合、所与の患者のＭＰＰＣが、処理された時系列データの追加が結果プラスの影
響を及ぼした研究対象集団と同様であることが検出された時に、これらの時系列は、検査
および帯域幅を増加させるように自動的に追加されてもよい（研究に使用される断続的ま
たは継続的眼窩上監視を自動的に指図することによって）。
【０１９２】
　データベースプロセッサ１８は、好ましくは、全ての組織患者安全性プロセッサ（また
は、病院が中央組織の下にない場合は病院患者安全性プロセッサ）に接続される。データ
ベースプロセッサ１８は、好ましくは、データベースプロセッサ１８およびネットワーク
を維持する、医療情報団体によって制御される。データベースプロセッサ１８の下の各患
者安全性プロセッサは、患者安全性プロセッサネットワークとは無関係に動作することが
可能であるため、非常に広範な冗長性、従属依存性の欠如、したがって、ネットワーク障
害に対するさらに優れた安全性が、患者安全性プロセッサネットワークに内蔵される。
【０１９３】
　この患者安全性プロセッサネットワーク構造は、多様な最低基準が各政府機関によって
設定されることを可能にし、費用および利益を決定するように、これらの多様な最低基準
の効果の監視を可能にする。データベースプロセッサ１８は、好ましくは、ＭＰＰＣ、な
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らびに、事象、二進数、画像構成要素、および連鎖等のＭＰＰＣのオブジェクトの全てを
、他のＭＰＰＣおよび他のＭＰＰＣのオブジェクトの全てと比較して、改善した、または
悪化した費用、結果、在院日数、罹患率、死亡率、資源消費、および／または合併症と関
連するＭＰＰＣ間の差異を統計的に識別する、比較プロセッサを含む。患者安全性プロセ
ッサの１つの利点は、ＭＰＰＣのオブジェクトが離散的であり、したがって、ＰＳＣＰの
統計ソフトウェア構成要素に容易に組み込まれることである。統計ソフトウェア構成要素
は、離散時間関連データ収集の差異を識別するために、当技術分野で周知であるような多
様な統計ソフトウェアを含んでもよい。オブジェクトはまた、複雑性の昇順階層の編成さ
れた集合と、関連差異を識別するように複雑性の各昇順レベルで統計的に比較されてもよ
い、編成された集合とを備える。一実施形態では、ＰＳＣＰは、ＭＰＰＣを、実質的に同
じ画像構成要素の最小配分を有する群に分割する。例えば、実質的に同じ初期敗血症連鎖
像、同様の共存疾患、年齢、および性別を有するが、異なる医師、病院、および／または
治療を有するグループが、導出されてもよい。連鎖と関連する長さ、進行、編集、および
死亡率の差異は、識別され、医師、病院、治療、検査、および／または治療タイミングの
差異と統計的に比較されてもよい。
【０１９４】
　特定の検査、治療、帯域幅変動、病棟の位置、または病院の位置が、改善した結果と統
計的に関連するものとして識別されると、データベースプロセッサ１８は、考慮するため
に、これらの識別された事項を病院患者安全性プロセッサおよび／または組織患者安全性
プロセッサに組み込む、新規プロトコルを、ダウンロードに関して提供してもよい。この
ように、新規薬剤または治療は、実験医療の時系列が実験コードで標識されるように、患
者安全性プロセッサによって適応させられるデータの盲検化により評価されてもよい。
【０１９５】
　開示された実施形態は、種々の修正および代替形態の影響を受けやすい場合があるが、
具体的実施形態が一例として図面に示され、本明細書で詳細に説明されている。しかしな
がら、本開示は、開示された特定の形態に限定されることを目的としないと理解されたい
。実際に、開示された実施形態は、生理学的障害の系統の臨床診断に適用されてもよいだ
けでなく、本明細書で規定されるように、画像によって表されてもよい任意の臨床状態に
適用されてもよい。実際に、開示された実施形態は、術後監視等の、患者の状態が概して
改善している状態を監視および／または診断するように適用されてもよい。むしろ、本開
示は、開示された実施形態の精神および範囲であって、かつ以下の添付の請求項によって
定義されるような精神および範囲内に入る、全て修正、均等物、および代替案を網羅する
ものである。
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