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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するためのシステムであって、
被験者のＲＲＩデータを出力するよう構成されたウェアラブルデバイスである心拍計測
器と、
前記心拍計測器と通信することで前記心拍計測器から前記ＲＲＩデータを受信し、前記
心拍計測器から受信した前記ＲＲＩデータを処理することで睡眠時無呼吸症候群の疑いを
検知するよう構成された処理部と、
を備え、
前記処理部は、１又は複数の心拍変動指標が入力として与えられると、無呼吸又は低呼
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吸であるか正常呼吸であるかを識別する第１識別モデルを有し、
前記処理部は、
前記心拍計測器と通信することで前記心拍計測器から前記ＲＲＩデータを受け取り、
前記ＲＲＩデータに基づいて、１又は複数の心拍変動指標の時間的変動を算出し、
算出した１又は複数の前記心拍変動指標の時間的変動に基づく入力を、前記第１識別
モデルに与えることで、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間
的変動を得て、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの前記時間的変
動に基づいて、睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知する
ことを含む処理を行う
睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するためのシステム。
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【請求項２】
前記第１識別モデルは、学習データを用いて構築されたサポートベクタマシンであり、
前記学習データは、
正常呼吸時学習データと、
無呼吸時学習データと、
を含み、
前記正常呼吸時学習データは、健常者の１又は複数の心拍変動指標と、睡眠時無呼吸症
候群患者の正常呼吸時における１又は複数の心拍変動指標と、を含み、
前記無呼吸時学習データは、睡眠時無呼吸症候群患者の無呼吸又は低呼吸時における１
又は複数の心拍変動指標を含む
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請求項１記載の睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するためのシステム。
【請求項３】
１又は複数の前記心拍変動指標は、心拍変動のパワースペクトルのトータルパワーを前
記心拍変動指標の一つとして含む複数の心拍変動指標であり、
前記第１識別モデルに与えられる前記入力は、規格化された心拍変動指標を含み、
規格化された前記心拍変動指標は、前記処理部が算出した複数の前記心拍変動指標のう
ちの少なくとも一つを、前記トータルパワーで除したものである
請求項１又は２記載の睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するためのシステム。
【請求項４】
前記処理部が行う前記処理は、
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前記被験者が入眠しているか否かを判定する
ことを更に含み、
前記処理部によって前記睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知することは、前記被験者が入
眠していると判定されている間における、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼
吸であるかの前記時間的変動に基づいて行われる
請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載の睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するため
のシステム。
【請求項５】
睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するよう構成された処理部であって、
被験者のＲＲＩデータを出力するよう構成されたウェアラブルデバイスである心拍計測
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器と通信することで前記心拍計測器から受信した前記ＲＲＩデータを処理することで睡眠
時無呼吸症候群の疑いを検知するよう構成され、
１又は複数の心拍変動指標が入力として与えられると、無呼吸又は低呼吸であるか正常呼
吸であるかを識別する第１識別モデルを有し、
前記処理部は、
前記心拍計測器と通信することで前記心拍計測器から前記ＲＲＩデータを受け取り、
前記ＲＲＩデータに基づいて、１又は複数の心拍変動指標の時間的変動を算出し、
算出した１又は複数の前記心拍変動指標の時間的変動に基づく入力を、前記第１識別
モデルに与えることで、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間
的変動を得て、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの前記時間的変
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動に基づいて、睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知する
ことを含む処理を行う
睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知するよう構成された処理部。
【請求項６】
被験者のＲＲＩデータを出力するよう構成されたウェアラブルデバイスである心拍計測
器と通信することで前記心拍計測器から受信した前記ＲＲＩデータを処理することで睡眠
時無呼吸症候群の疑いを検知するよう構成された処理部として、コンピュータを機能させ
るためのコンピュータプログラムであって、
前記処理部は、１又は複数の心拍変動指標が入力として与えられると、無呼吸又は低呼
吸であるか正常呼吸であるかを識別する第１識別モデルを有し、
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前記処理部は、
前記心拍計測器と通信することで前記心拍計測器から前記ＲＲＩデータを受け取り、
前記ＲＲＩデータに基づいて、１又は複数の心拍変動指標の時間的変動を算出し、
算出した１又は複数の前記心拍変動指標の時間的変動に基づく入力を、前記第１識別
モデルに与えることで、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間
的変動を得て、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの前記時間的変
動に基づいて、睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知する
ことを含む処理を行う
コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、被験者の睡眠時の無呼吸を識別するための無呼吸識別システム及びコンピュ
ータプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome; SAS)とは、睡眠時に呼吸停止または呼吸
量が減少する疾患である。ＳＡＳは、日中の過度な眠気及び集中力の低下をもたらすため
、交通事故のリスク要因になる。また、ＳＡＳは、様々な生活習慣病及びその重症化の原
因となり、循環器障害、糖代謝異常、脂肪代謝異常などを引き起こすことが知られている
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。かかるＳＡＳの国内潜在患者数は２００万人と推定されるが、自身がＳＡＳであると自
覚している人は少なく、病院で適切に受診している患者は１２万人に過ぎない。
【０００３】
ＳＡＳの診断には、終夜睡眠ポリグラフ検査(polysomnography; PSG)が用いられる。Ｐ
ＳＧは脳波計、心電計、呼吸センサ、体動センサなど複数の計測機器から構成され、使用
には専門的知識と熟練を要する。そのため、ＳＡＳの簡易モニタ手法が望まれている。
【０００４】
ここで、特許文献１は、被験者の心拍変動のパワースペクトル密度を演算し、パワース
ペクトル密度のＶＬＦ帯域でのピークの有無から、ＳＡＳを判定する装置を開示している
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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５−１６０６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかし、特許文献１の手法は、ＳＡＳを適切に判定できるものであるという検証結果が
示されておらず、適切な手法であるのか否か不明である。しかも、特許文献１の手法では
、心拍からＳＡＳであるか否かを判定するだけであり、ある時間において被験者が無呼吸
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又は低呼吸であるか正常呼吸であるかを識別することはできない。
【０００７】
ＳＡＳでは、睡眠中に時間に応じて無呼吸又は低呼吸の状態と正常呼吸の状態とを繰り
返す。したがって、ＳＡＳの簡易かつ適切な診断のためには、各時間において前記被験者
が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの識別を、心拍計測に基づいて行えること
が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）本発明は、被験者の心拍データを出力する心拍計測器と、処理部と、を備え、前記
処理部は、１又は複数の心拍変動指標が入力として与えられると、無呼吸であるか正常呼
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吸であるかを識別する第１識別モデルを有し、前記処理部は、前記心拍データを受け取り
、前記心拍データに基づいて、１又は複数の心拍変動指標の時間的変動を算出し、算出し
た１又は複数の前記心拍変動指標の時間的変動に基づく入力を、前記第１識別モデルに与
えることで、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間的変動を得
ることを含む処理を行う無呼吸識別システムである。
【０００９】
上記本発明によれば、第１識別モデルによって、心拍変動指標の時間的変動に基づき、
被験者の無呼吸又は低呼吸の状態と正常呼吸の状態との時間的変動を捉えることができる
。ここで、無呼吸は１０秒以上換気が停止する状態、低呼吸(Hypopnea: HYPO)は呼吸気流
が５０％以上低下した状態が１０秒以上継続する状態と定義される。
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【００１０】
（２）前記処理部が行う前記処理は、前記被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸で
あるかの前記時間的変動に基づいて、睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知することを更に含
むのが好ましい。
睡眠１時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数は、無呼吸低呼吸指数（Apnea Hypopnea Ind
ex; AHI）と呼ばれ、ＳＡＳの重症度の診断に用いられている。ＡＨＩは、被験者が無呼
吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間的変動に基づく情報の１つである。したが
って、上記の場合、被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの時間的変動を
用いることで、睡眠時無呼吸症候群の疑いを正確に検知することが可能となる。
【００１１】
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（３）前記第１識別モデルは、学習データを用いて構築されたサポートベクタマシンであ
り、前記学習データは、正常呼吸時学習データと、無呼吸時学習データと、を含み、前記
正常呼吸時学習データは、健常者の１又は複数の心拍変動指標と、睡眠時無呼吸症候群患
者の正常呼吸時における１又は複数の心拍変動指標と、を含み、前記無呼吸時学習データ
は、睡眠時無呼吸症候群患者の無呼吸又は低呼吸時における１又は複数の心拍変動指標を
含むのが好ましい。
サポートベクタマシンは、線形分離不可能なデータに対しても、データを高次元空間に
写像することで、当該高次元空間において分離超平面によって分離することができる２値
分離手法である。上記の場合、かかるサポートベクタマシンを用いることで、被験者が無
呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかを高精度に判別することができる。
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【００１２】
（４）１又は複数の前記心拍変動指標は、心拍変動のパワースペクトルのトータルパワー
を前記心拍変動指標の一つとして含む複数の心拍変動指標であり、前記第１識別モデルに
与えられる前記入力は、規格化された心拍変動指標を含み、規格化された前記心拍変動指
標は、前記処理部が算出した複数の前記心拍変動指標のうちの少なくとも一つを、前記ト
ータルパワーで除したものであるのが好ましい。
この場合、心拍変動指標をトータルパワーで除すことで、当該心拍変動指標から個人差
を除くことができる。したがって、トータルパワーで除した心拍変動指標を用いることで
、被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかを高精度に判別することができる
40

。
【００１３】
（５）前記処理部が行う前記処理は、前記被験者が入眠しているか否かを判定することを
更に含み、前記処理部によって前記睡眠時無呼吸症候群の疑いを検知することは、前記被
験者が入眠していると判定されている間における、前記被験者が無呼吸又は低呼吸である
か正常呼吸であるかの前記時間的変動に基づいて行われるのが好ましい。
この場合、ＳＡＳの疑いの検知に先立って、被験者が入眠しているか否かの判定が行わ
れるので、被験者が入眠する前に無呼吸識別システムを動作させるだけで、自動的にＳＡ
Ｓの疑いの検知を行うことができる。
【００１４】
（６）他の観点からみた本発明は、コンピュータを処理部として機能させるためのコンピ
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ュータプログラムであって、前記処理部は、１又は複数の心拍変動指標が入力として与え
られると、無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかを識別する第１識別モデルを有し
、前記処理部は、前記心拍データを受け取り、前記心拍データに基づいて、１又は複数の
心拍変動指標の時間的変動を算出し、算出した１又は複数の前記心拍変動指標の時間的変
動に基づく入力を、前記第１識別モデルに与えることで、前記被験者が無呼吸又は低呼吸
であるか正常呼吸であるかの時間的変動を得ることを含む処理を行うコンピュータプログ
ラムである。
【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、被験者の無呼吸又は低呼吸の状態と正常呼吸の状態との時間的変動を
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捉えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施形態に係る無呼吸識別システムの構成を示す模式図。
【図２】心電図波形を示すグラフ。
【図３】処理部のハードウェア構成を示すブロック図。
【図４】呼吸識別モデルの構築手順を示すフローチャート。
【図５】ＳＡＳ患者のＨＲＶ指標の時間的変動の一例を示す図。
【図６】健常者のＨＲＶ指標の時間的変動の一例を示す図。
【図７】実施形態に係る無呼吸識別システムによる無呼吸識別動作の手順を示すフローチ
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ャート。
【図８】提案法により計算した解析対象者毎のＡＳ比を示すグラフ。
【図９】呼吸識別モデルの構築に使用されたＳＡＳ患者７名及び健常者５名それぞれのＨ
ＲＶ指標から得られるＡＳ比を示すグラフ。
【図１０】他の実施形態に係る無呼吸識別システムの構成を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照しながら説明する。
【００１８】
［１．無呼吸識別システムの構成］
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図１は、本実施形態に係る無呼吸識別システムの構成を示す模式図である。図１に示す
ように、この無呼吸識別システム１００は、心拍計測器２００と、処理部３００とを備え
ている。
【００１９】
心拍計測器２００は、被験者の身体に取り付けられ、被験者の心拍を計測するための小
型軽量なウェアラブルデバイスである。図２は、心電図波形を示すグラフである。図２に
おいて縦軸は電位を示し、横軸は時間を示している。心電図を計測すると、図２に示すよ
うな電位変化がＰ波、ＱＲＳ群、Ｔ波として周期的に現れる。その中でも最も電位の高い
ピークをＲ波といい、Ｒ波のタイミングで心臓が拍動する。図２に示すように、このＲ波
同士の間隔をＲＲＩ(R‑R interval)という。心拍計測器２００は、ＲＲＩを検知し、ＲＲ
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Ｉを示すデータ(ＲＲＩデータ)を含む心拍データを出力する。
【００２０】
処理部３００は、心拍計測器２００から出力された心拍データを受け、心拍データに含
まれるＲＲＩデータを処理して、被験者が無呼吸又は低呼吸であるか正常呼吸であるかの
時間的変動を取得し、この時間的変動に基づいて被験者の睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）
の疑いを検知する。
【００２１】
図１に、処理部３００の機能ブロックを示す。処理部３００は、通信部３０１、入眠識
別手段３０２、ＨＲＶ指標算出手段３０３、呼吸識別手段３０４、ＳＡＳ検知手段３０５
、及び表示部３０６としての機能を有している。
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【００２２】
通信部３０１は、無線によって心拍計測器２００と通信し、心拍計測器２００から出力
された心拍データを受信するためのものである。
【００２３】
入眠識別手段３０２は、被験者が入眠したか否かの識別をするためのものである。入眠
識別手段３０２は、処理部３００に作用する加速度に基づいて、被験者が入眠したか否か
の識別を行う。
【００２４】
ＨＲＶ指標算出手段３０３は、心拍データに含まれるＲＲＩデータに基づいて、心拍変
動(heart rate variability; HRV)に関する指標であるＨＲＶ指標を算出するためのもの

10

である。
【００２５】
心臓は、洞結節という特別な心筋から発せられる電気信号により拍動の間隔が調整され
ている。この洞結節は自律神経に支配されているため、自律神経活動のゆらぎにより、拍
動の間隔もゆらぐ。この拍動間隔のゆらぎがＨＲＶである。
【００２６】
拍動間隔は、頸動脈・大動脈弓の圧力を感知する動脈圧受容器、及び肺の伸展を感知す
る肺伸展受容器から発せられる信号に影響される。動脈圧受容器は約１０秒程度の血圧変
動周期に、肺伸展受容器は３〜４秒程度の呼吸周期に対応する刺激信号を発し、この刺激
信号は自律神経により心臓に伝達される。ここで、自律神経は、交感神経系と副交感神経
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系との２種類に分類される。交感神経と副交感神経とは信号伝達機構が異なり、交感神経
は６〜７秒以下の信号を伝達できないが、副交感神経系は周期が１秒程度の信号も伝達で
きる。このため、交感神経活動が支配的になる緊張状態では、主に周期１０秒程度の変動
がＨＲＶとして現れ、副交感神経活動が支配的となる安静状態では１０秒周期の変動と周
期４秒程度の変動の両方がＨＲＶとして現れる。
【００２７】
閉塞型無呼吸症候群(obstructive sleep apnea syndrome; OSAS)の患者は、睡眠時に首
周りの脂肪及び舌根の沈下により上気道が閉塞し、無呼吸又は低呼吸（以下、特に断らな
い限り「無呼吸」という）の状態が発生する。無呼吸期間周辺では、交感神経系の活性化
に起因する心拍増加によりＨＲＶが減少する。これは無呼吸状態が発生すると、肺伸展受
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容器から生じる反射により、交感神経系が活性化しやすくなるためである。続いて、無呼
吸による血中酸素飽和度の低下及び血中二酸化炭素飽和度の上昇が起こり、これも交感神
経系の活性を高める。また、無呼吸状態の直後に起こる睡眠覚醒により、さらに交感神経
系を活性化させる。これらの要因から、無呼吸期間とその直後には、血圧と心拍が急激に
増加する。ＯＳＡＳでは無呼吸と正常呼吸とが繰り返されることから、患者の心拍は頻脈
と除脈とを繰り返すことになる。
【００２８】
ＨＲＶ指標算出手段３０３は、以下の（１）〜（１１）のＨＲＶ指標を算出する。
（１）ｍｅａｎＮＮ：ＲＲＩの平均。
（２）ＳＤＮＮ：ＲＲＩの標準偏差。
（３）Ｔｏｔａｌ

40

Ｐｏｗｅｒ：ＲＲＩの全パワースペクトル。

（４）ＲＭＳＳＤ：ｎ番目のＲＲＩとｎ＋１番目のＲＲＩの差の２乗の平均値の平方根。
ＲＲＩの変動が多いと値は大きくなり、自律神経系の活動の指標となる。
（５）ＮＮ５０：ｎ番目とｎ+１番目のＲＲＩの差異が５０ミリ秒を超えた数。普通のＲ
ＲＩの変動は５０ミリ秒以下であり、ＮＮ５０は激しい変動の指標となる。
（６）ｐＮＮ５０：ＮＮ５０の値の全Ｒ波の数に対する割合。ＮＮ５０は回数なので、一
般に窓幅が長ければ大きな値となってしまう。ｐＮＮ５０を考えることで、大きな変動が
起こる割合を把握できる。
（７）ＬＦ：ＬＦ帯（０．０４Ｈｚ〜０．１５Ｈｚ）の周波数帯のパワースペクトル。Ｌ
Ｆは主に交感神経系の活動の指標とされる。
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（８）ＨＦ：ＨＦ帯（０．１５Ｈｚ〜０．４Ｈｚ）の周波数帯のパワースペクトル。ＨＦ
は主に副交感神経系の活動の指標とされる。
（９）ＬＦ／ＨＦ：ＬＦ／ＨＦで定義されるＬＦとＨＦとの比で、交感神経系と副交感神
経系との活動状況の比と考えられる。ＬＦ／ＨＦは、交感神経優位で値が大きくなり、副
交感神経優位で値が小さくなる。
（１０）ＬＦｎｕ：ＬＦ／（ＬＦ＋ＨＦ）で定義される補正ＬＦ。交感神経活動の変化を
強調する。
（１１）ＨＦｎｕ：ＨＦ／（ＬＦ＋ＨＦ）で定義される補正ＨＦ。副交感神経活動による
変化を強調する。
【００２９】
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呼吸識別手段３０４は、１又は複数のＨＲＶ指標に基づいて、被験者が無呼吸又は低呼
吸であるか正常呼吸であるかを睡眠中の各時間について識別し、被験者が無呼吸又は低呼
吸であるか正常呼吸であるかの時間的変動を取得するためのものである。本実施形態では
、呼吸識別手段３０４は、複数のＨＲＶ指標に基づいて識別を行う。ＨＲＶ指標が複数で
あると、識別をより正確に行うことができる。
【００３０】
呼吸識別手段３０４は、第１識別モデルとして呼吸識別モデル３１０を有する。実施形
態に係る呼吸識別モデル３１０は、サポートベクタマシンであり、ＨＲＶ指標が与えられ
ると、無呼吸・低呼吸の状態と、正常呼吸の状態とを識別する。
【００３１】
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ＳＡＳ検知手段３０５は、呼吸識別手段３０４の識別結果に基づいて、被験者のＳＡＳ
の疑いを検知するためのものである。
【００３２】
表示部３０６は、ＳＡＳ検知手段３０５による検知結果を表示するためのものである。
【００３３】
図３は、処理部３００のハードウェア構成を示すブロック図である。処理部３００は、
スマートフォン、タブレット、又はＰＤＡ等の携帯型情報端末によって実現される。図３
に示すように、処理部３００は、ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３１２、ＲＡＭ３１３、記憶部３
１４、タッチパネルディスプレイ３１５、通信部３０１、及び加速度センサ３１６を備え
ており、ＣＰＵ３１１、ＲＯＭ３１２、ＲＡＭ３１３、記憶部３１４、タッチパネルディ
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スプレイ３１５、通信部３０１、及び加速度センサ３１６は、バスによって接続されてい
る。
【００３４】
ＣＰＵ３１１は、ＲＡＭ３１３にロードされたコンピュータプログラムを実行すること
が可能である。そして、ＳＡＳ検知用のコンピュータプログラムである無呼吸識別プログ
ラム３２０を当該ＣＰＵ３１１が実行することにより、携帯型情報端末が処理部３００と
して機能し、上記の各機能ブロックが実現される。
【００３５】
ＲＯＭ３１２は、マスクＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、又はＥＥＰＲＯＭ等によって
構成されており、ＣＰＵ３１１に実行されるコンピュータプログラム及びこれに用いるデ
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ータ等が記録されている。
【００３６】
ＲＡＭ３１３は、ＳＲＡＭまたはＤＲＡＭ等によって構成されている。ＲＡＭ３１３は
、記憶部３１４に記憶されている無呼吸識別プログラム３２０の読み出しに用いられる。
また、ＣＰＵ３１１がコンピュータプログラムを実行するときに、ＣＰＵ３１１の作業領
域として利用される。
【００３７】
記憶部３１４は、フラッシュメモリを使用したソリッドステートドライブ等である。記
憶部３１４は、オペレーティングシステム及びアプリケーションプログラム等、ＣＰＵ３
１１に実行させるための種々のコンピュータプログラム及び当該コンピュータプログラム
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の実行に用いられるデータがインストールされている。無呼吸識別プログラム３２０も、
この記憶部３１４にインストールされている。
【００３８】
また、記憶部３１４は、上述した呼吸識別モデル３１０を記憶している。
【００３９】
記憶部３１４には、例えば米グーグル社が提供するAndroid（登録商標）、米アップル
社が提供するiOS（登録商標）等のオペレーティングシステムがインストールされている
。以下の説明においては、本実施の形態に係る無呼吸識別プログラム３２０は当該オペレ
ーティングシステム上で動作するものとしている。
【００４０】
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タッチパネルディスプレイ３１５は、携帯型情報端末に情報を入力し、また情報を表示
するためのものである。タッチパネルディスプレイ３１５は、液晶パネルである表示部３
０６と、当該表示部３０６の画面上に配置されたタッチパッドとを有する。
【００４１】
加速度センサ３１６は、携帯型情報端末に作用する加速度を計測するためのものである
。入眠識別手段３０２は、加速度センサ３１６を含み、加速度センサ３１６によって計測
された加速度に基づいて、入眠したか否かの識別を行う。
【００４２】
［２．呼吸識別モデルの構築］
次に、呼吸識別モデル３１０の構築について説明する。呼吸識別モデル３１０はサポー
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トベクタマシンである。サポートベクタマシンは、学習データをカーネル関数と呼ばれる
非線形関数によって高次元空間に写像し、高次元空間内で分離超平面を求める２値分類手
法である。
【００４３】
学習データｘｉを２つのクラスＧ１，Ｇ２に分類することを考える。各データに所属ク
ラスを表すラベル変数ｙｉを導入する。
【数１】
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【００４４】
この場合、サポートベクタマシンによる判別関数ｈ（ｘ）は、次式で与えられる。
【数２】

40
ここで、ｘは入力、Ｋはカーネル関数、α＾ｉ及びｂ＾は最適化パラメータ、ｉ＝１，
２，３，…。
【００４５】
図４は、呼吸識別モデル３１０の構築手順を示すフローチャートである。呼吸識別モデ
ル３１０の構築には、ＳＡＳ患者から収集されたＲＲＩデータと、健常者から収集された
ＲＲＩデータとが用いられる。まず、ＳＡＳ患者及び健常者のＲＲＩデータからＨＲＶ指
標の時間的変動を計算する（ステップＳ１０１）。上述したように、拍動間隔の揺らぎが
ＨＲＶである。ＲＲＩは時間的に変動し、これに応じてＨＲＶも時間的に変動する。ステ
ップＳ１０１の処理では、睡眠時の各時刻におけるＨＲＶ指標が算出され、その集合とし
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てＨＲＶ指標の時間的変動が得られる。
【００４６】
患者のＨＲＶ指標から、正常呼吸時のＨＲＶ指標を抜き出し、これに健常者のＨＲＶ指
標を加えたものを、正常呼吸時学習データとする（ステップＳ１０２）。また、患者のＨ
ＲＶ指標から、無呼吸時のＨＲＶ指標を抜き出し、これを無呼吸時学習データとする（ス
テップＳ１０３）。次に、正常呼吸時学習データと無呼吸時学習データとを結合し、学習
データである１つのデータセットとする（ステップＳ１０４）。
【００４７】
次に、データセットに対して前処理を実施する（ステップＳ１０５）。前処理は、一部
のＨＲＶ指標を規格化することによって行われる。規格化の方法はいろいろ考えられるが
、規格化は、例えば、ＨＲＶ指標をＴｏｔａｌ
ｔａｌ

10

Ｐｏｗｅｒで除することで行える。Ｔｏ

ｏｔａｌ

Ｐｏｗｅｒで除す対象となり得るＨＲＶ指標は、ＬＦ、ＨＦ、ｍｅａｎＮＮ、Ｔ
Ｐｏｗｅｒ、ＳＤＮＮ，ＲＭＳＳＤ、ＮＮ５０、及びｐＮＮ５０のうちの少な

くとも一つの指標であるのが好ましい。より具体的には、Ｔｏｔａｌ
対象となるＨＲＶ指標は、ＬＦ、ＨＦ、ｍｅａｎＮＮ、Ｔｏｔａｌ

Ｐｏｗｅｒで除す
Ｐｏｗｅｒ、及びＲ

ＭＳＳＤであるのが好ましい。
ＬＦ／ＨＦ、ＬＦｎｕ、及びＨＦｎｕは、既に規格化されているため、規格化の対象か
ら除外する。ベースライン心拍数は被験者によって異なり、ＨＲＶは被験者ごとの個人差
が大きい。上記のような規格化により、ＨＲＶ指標から個人差を除くことができ、無呼吸
の識別精度を向上させることができる。
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【００４８】
次に、前処理を実施したデータセットを、平均が０に、分散が１になるように標準化す
る（ステップＳ１０６）。
【００４９】
次に、標準化したデータセットに対して、時刻毎に無呼吸状態・正常呼吸状態のラベル
付けを行う（ステップＳ１０７）。ＲＲＩデータは、各時刻において無呼吸状態・正常呼
吸状態が既知であるものが用いられる。ラベル付けでは、分かっている無呼吸状態・正常
呼吸状態を用いて、データセットに対して無呼吸のラベルと正常呼吸のラベルとを時刻毎
に割り当てる。
【００５０】
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図５は、ＳＡＳ患者のＨＲＶ指標の時間的変動の一例を示す図であり、図６は、健常者
のＨＲＶ指標の時間的変動の一例を示す図である。図６において、縦軸は各ＨＲＶ指標の
レベルを示し、横軸は時間を示す。図中のinstantaneous HRは一拍ごとの瞬時心拍数であ
る。健常者と比較してＳＡＳ患者はＳＤＮＮ、ＮＮ５０、ｐＮＮ５０が低いことから、無
呼吸により心拍数が増加しＨＲＶが減少していることがわかる。また、ＳＡＳ患者は無呼
吸時に、ＬＦ、ＬＦ／ＨＦ、ＬＦｎｕが上昇し、ＨＦｎｕが減少している。これらは無呼
吸によって自律神経活動に現れた異常が心拍に影響していることを意味する。図において
、グレーの帯状の部分は無呼吸状態の時間帯を示している。図に示す無呼吸状態の時刻に
対しては、無呼吸のラベルが割り当てられ、正常呼吸状態の時刻（つまり、グレーの帯状
以外の白い部分）に対しては、正常呼吸のラベルが割り当てられる。
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【００５１】
最後に、ラベル付けしたデータセットを学習データとして、上式（２）により呼吸識別
モデル３１０を構築する（ステップＳ１０８）。構築された呼吸識別モデル３１０では、
学習データに基づいて、最適化パラメータが最適化される。
【００５２】
［３．無呼吸識別システムの動作］
次に、無呼吸識別システム１００の動作について説明する。図７は、無呼吸識別システ
ム１００による無呼吸識別動作の手順を示すフローチャートである。
【００５３】
無呼吸識別システム１００のユーザは、心拍計測器２００を身体に取り付け、処理部３
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００を枕元等に配置して、就寝する。
【００５４】
まず、入眠識別手段３０２が、ユーザが入眠したか否かを判定する（ステップＳ２０１
）。入眠すると身体が静止した状態が続くため、加速度センサ３１６によって検出される
加速度により静止状態を検知することで、入眠の判定が行われる。
【００５５】
ユーザが入眠したと判定された場合（ステップＳ２０２においてＹＥＳ）、ステップＳ
２０３に処理が移る。ユーザが入眠していないと判定された場合（ステップＳ２０２にお
いてＮＯ）、ステップＳ２０１に処理が戻り、再度入眠判定が実行される。
【００５６】
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心拍計測器２００がユーザの心拍を計測し、ＲＲＩデータを含む心拍データを送信する
。心拍の計測は、ユーザが起床するまで行われる。通信部３０１は、心拍計測器２００か
ら送信された心拍データを受信する（ステップＳ２０３）。
【００５７】
ＨＲＶ指標算出手段３０３は、心拍データに含まれるＲＲＩデータからＨＲＶ指標の時
間的変動を計算する（ステップＳ２０４）。
【００５８】
ａ）図７に示すように、入眠判定を心拍データ（ＲＲＩデータ）の取得判定に用いる他
、
ｂ）取得したＲＲＩデータのうち、無呼吸／正常呼吸識別用のデータの抽出に用いても
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よい。
【００５９】
上記のｂ）の場合、ユーザが入眠する前から起床するまで通信部３０１が心拍データを
受信し、全ＲＲＩデータから、ユーザが入眠したと判定された時点以降のＲＲＩデータを
無呼吸／正常呼吸識別用に抽出し、このＲＲＩデータを用いて無呼吸／正常呼吸識別用の
ＨＲＶ指標の時間的変動を算出する。
【００６０】
次に、ＨＲＶ指標算出手段３０３は、ＨＲＶ指標に対して前処理を実施する（ステップ
Ｓ２０５）。前処理は、前述した呼吸識別モデル３１０の構築における前処理と同じ規格
化処理である。
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【００６１】
ＨＲＶ指標算出手段３０３は、前処理を実施したＨＲＶ指標を、平均が０に、分散が１
になるように標準化する（ステップＳ２０６）。
【００６２】
次に、呼吸識別手段３０４が、標準化されたＨＲＶ指標の時間的変動を式（２）におけ
る入力ｘとして呼吸識別モデル３１０に与える。呼吸識別モデル３１０によって、時刻毎
に被験者が無呼吸状態であるか、正常呼吸状態であるかが識別され、識別結果が出力され
る。呼吸識別手段３０４は、このようにして被験者の無呼吸／正常呼吸の時間的変動を取
得する（ステップＳ２０７）。
【００６３】
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次に、ＳＡＳ検知手段３０５が、被験者の無呼吸／正常呼吸の時間的変動から、睡眠全
体に占める無呼吸識別時間の比であるＡＳ比を計算する（ステップＳ２０８）。睡眠時間
をｔ、無呼吸と識別された時間をｔａとすると、ＡＳ比は１００×ｔａ／ｔ（％）で定義
される。
【００６４】
ＳＡＳ検知手段３０５は、ＡＳ比と、ＳＡＳの疑いを検知するための所定の閾値とを比
較し、ＡＳ比が閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ２０９）。ＡＳ比が閾値以
上の場合（ステップＳ２０９においてＹＥＳ）、ＳＡＳ検知手段３０５は、ＳＡＳの疑い
有りと判定し（ステップＳ２１０）、ＡＳ比が閾値未満の場合（ステップＳ２０９におい
てＮＯ）、ＳＡＳ検知手段３０５は、正常と判定する（ステップＳ２１１）。ＳＡＳ検知
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手段によるＳＡＳの疑いの検知結果は、表示部３０６に表示される。以上により、無呼吸
識別動作が終了する。
【００６５】
［４．評価試験］
発明者は、上記の実施の形態に係る無呼吸識別方法（以下、「提案法」という）の性能
を評価するために、臨床データを用いた評価試験を実施した。
【００６６】
患者３３名、健常者２４名に対して睡眠中ＰＳＧを実施した。ＥＣＧ電極不良などによ
り、実際に解析可能なデータが取得できたのは患者２２名分・健常者１２名分であった。
10

【００６７】
患者３名のＨＲＶ指標から、正常呼吸時のＨＲＶ指標を抜き出し、これに健常者５名の
ＨＲＶ指標を加えたものを、正常呼吸時学習データとした。また、患者７名のＨＲＶ指標
から、無呼吸時のＨＲＶ指標を抜き出し、これを無呼吸時学習データとした。正常呼吸時
学習データと無呼吸時学習データとを結合して学習データのデータセットとし、このデー
タセットから呼吸識別モデルを構築した。このとき用いたカーネル関数は、Ｇａｕｓｓｉ
ａｎカーネルであり、パラメータσはσ＝２．５とした。パラメータσ、呼吸識別モデル
のパラメータ、及びＴｏｔａｌ

Ｐｏｗｅｒで規格化するＨＲＶ指標の組み合わせは、ク

ロスバリデーションにより決定した。
【００６８】
構築した呼吸識別モデルを、モデル構築に用いていない患者１３名、健常者７名（以下

20

、「解析対象者」という）のＨＲＶ指標に適用し、ＡＳ比を計算した。図８は、提案法に
より計算した解析対象者毎のＡＳ比を示すグラフである。図に示すように、患者のＡＳ比
の平均が８８％に対して、健常者のＡＳ比の平均が２１％であった。このように、提案法
による患者と健常者のＡＳ比の分布は異なり、両者に有意な差が認められた（ｐ＜０．０
１）。
【００６９】
提案法では、ＡＳ比が閾値を上回った被験者をＳＡＳの疑い有りと判定し，ＳＡＳのス
クリーニングを行う。このため、高い判定精度を得るためには、閾値の設定が重要である
。図９は、呼吸識別モデルの構築に使用されたＳＡＳ患者７名及び健常者５名それぞれの
ＨＲＶ指標から得られるＡＳ比を示すグラフである。図９より、呼吸識別モデル構築用の
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ＳＡＳ患者７名及び健常者５名を正確に分類するためには、閾値を２５％に設定すればよ
い。そこで、閾値を２５％に設定すると、図８に示すように、解析対象者のＳＡＳ患者１
３人全員をＳＡＳの疑い有りとし、健常者７人中４人を健常者として識別できた。つまり
、感度１００％、特異度５７％でＳＡＳの疑いを検知することができた。
【００７０】
一方、米国内科学会のガイドラインによると、ＳＡＳ患者のうち、心疾患による死亡、
心血管疾患、ＩＩ型糖尿病発症のリスクが明らかに上昇するのは、ＡＨＩ≧３０の患者で
あることが報告されている。図９の患者９のＡＨＩは１９．９であるため、この患者が健
常者と誤識別されても生命予後の観点からは問題ないと言える。そこで図９の患者９の健
常者への誤識別を許容して、ＡＳ比の閾値を５０％として設定すると、図８に示すように
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、ＳＡＳ患者１３人中１３人をＳＡＳの疑い有りとし、健常者７人中６人を健常者として
正しく識別できた。つまり、感度１００％、特異度８６％でＳＡＳの疑いを検知すること
ができた。
【００７１】
以上のように、本実施形態に係る無呼吸識別システム１００にあっては、被験者の睡眠
時における無呼吸状態／正常呼吸状態の時間的変動を得ることができ、この時間的変動に
基づいて、ＳＡＳの疑いを正確に検知することができる。
【００７２】
また、本実施形態に係る無呼吸識別システム１００にあっては、心拍計測器２００によ
って得られた心拍データに含まれるＲＲＩデータを、処理部３００が処理することにより
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、医師によるデータの解釈を必要とすることなく、ＳＡＳの疑いを検知することができる
。このため、無呼吸識別システム１００は、在宅でのＳＡＳスクリーニングに適している
。
【００７３】
［５．その他の実施形態］
上記の実施形態においては、加速度センサ３１６により検出した加速度を用いて、被験
者の入眠を識別する構成について述べたが、これに限定されるものではない。図１０は、
他の実施形態に係る無呼吸識別システムの構成を示す模式図である。この無呼吸識別シス
テム１００は、ＨＲＶ指標を用いて入眠の識別を行う入眠識別手段４０１を備えている。
入眠識別手段４０１は、第２識別モデルとして入眠識別モデル４０２を有する。入眠識別

10

モデル４０２は、サポートベクタマシンであり、ＨＲＶ指標が与えられると、睡眠状態と
、覚醒状態とを識別する。睡眠状態では副交感神経が優位となり、覚醒状態では交感神経
が優位となる。このため、睡眠状態では覚醒状態に比べて心拍数が減少する。したがって
、ＨＲＶ指標を用いることで、入眠したか否かの識別が可能である。この場合、ユーザが
入眠する前から起床するまで通信部３０１が心拍データを受信しておき、この心拍データ
に含まれるＲＲＩデータを用いてＨＲＶ指標の時間的変動を算出し、算出されたＨＲＶ指
標の時間的変動を用いて、ユーザが入眠したか否かの識別を行う。入眠識別に用いられる
ＨＲＶ指標は、上記の無呼吸／正常呼吸の識別に用いられるＨＲＶ指標の一部又は全部で
もよいし、他のＨＲＶ指標を含んでいてもよい。処理部３００が取得した全ＲＲＩデータ
から、入眠したと識別された時点以降のＲＲＩデータを無呼吸／正常呼吸識別用に抽出し
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、このＲＲＩデータを用いて無呼吸／正常呼吸識別用のＨＲＶ指標の時間的変動を算出す
る。
【００７４】
この場合、呼吸識別モデル３１０と同様に、入眠識別モデル４０２がＨＲＶ指標を用い
るので、入眠しているか否かの判定にＨＲＶ指標以外のデータを必要とせず、システム構
成の複雑化を回避し、コスト増大の抑制が可能となる。
【００７５】
また、入眠したか否かの識別を行わない構成とすることも可能である。この場合、入眠
後に無呼吸識別動作を開始するよう、タイマーで開始時刻を設定したり、被験者以外の者
が無呼吸識別システム１００を操作したりすることができる。
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【００７６】
また、上記の実施形態においては、携帯型情報端末である処理部３００によって、ＲＲ
Ｉデータに基づき無呼吸と正常呼吸との識別を行う構成について述べたが、これに限定さ
れるものではない。携帯型情報端末によってＲＲＩデータを、無呼吸識別プログラムを実
行するサーバに送信し、サーバによってＲＲＩデータに基づき無呼吸と正常呼吸との識別
を行う構成としてもよい。この場合、サーバが処理結果を携帯型情報端末に送信し、携帯
型情報端末が処理結果を表示する。また、一部の処理（例えば、ＨＲＶ指標の計算等）を
携帯型情報端末によって実施し、他の処理（例えば、無呼吸と正常呼吸との識別等）をサ
ーバによって実施してもよい。
【００７７】
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また、上記の実施形態においては、無呼吸識別システム１００が、被験者の無呼吸状態
及び正常呼吸状態の時間的変動を取得し、この時間的変動に基づいてＳＡＳの疑いを検知
する構成について述べたが、これに限定されるものではない。無呼吸識別システム１００
が、被験者の無呼吸状態及び正常呼吸状態の時間的変動を出力する構成とし、出力された
時間的変動を医師等が確認して、ＳＡＳの疑いを判断するようにしてもよい。
【００７８】
また、上記の実施の形態においては、呼吸識別モデルをサポートベクタマシンとする構
成について述べたが、これに限定されるものではない。呼吸識別モデルは、他の構成とす
ることも可能である。例えば、ニューラルネットワークによって、ＨＲＶ指標から無呼吸
状態及び正常呼吸状態を識別する構成としてもよい。但し、呼吸識別モデルをサポートベ
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クタマシンとすれば、高い識別能力及び処理速度を得ることができる。
【００７９】
また、上記の実施の形態においては、１１種類のＨＲＶ指標を用いて無呼吸状態及び正
常呼吸状態の識別を行う構成について述べたが、これに限定されるものではない。使用す
るＨＲＶ指標の数は問わず、上記の１１種類のＨＲＶ指標の一部を用いてもよいし、上記
以外のＨＲＶ指標を用いてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
１００

無呼吸識別システム

２００

心拍計測器

３００

処理部

３０１

通信部

３０２

入眠識別手段

３０３

ＨＲＶ指標算出手段

３０４

呼吸識別手段

３０５

ＳＡＳ検知手段

３０６

表示部

３１０

呼吸識別モデル

３１１

ＣＰＵ

３１４

記憶部

３１６

加速度センサ

３２０

無呼吸識別プログラム

４０１

入眠識別手段

４０２

入眠識別モデル

【図１】
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