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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
心拍間隔の時系列データである心拍変動データに対して所定の形式の関数のフィッティ
ングを行うことによって近似関数を求めるフィッティング部と、
上記近似関数に基づいて、上記心拍間隔の変動の周期情報を求める変動周期算出部と、
上記心拍変動データに含まれる複数の極値点を特徴的データとして抽出する特徴的デー
タ抽出部と、
上記特徴的データ抽出部によって特徴的データとして抽出された極値点間の時間の差に
基づいて、上記フィッティング部によって上記関数のフィッティングが行われる上記心拍
変動データの時間区間である解析区間を決定する区間決定部とを備え、
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上記フィッティング部が、上記区間決定部によって決定された解析区間に含まれる上記
心拍変動データに対して上記フィッティングを行うことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
上記解析区間の長さが、上記特徴的データから推定される心拍変動周期の１／２周期分
以上であることを特徴とする、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
上記特徴的データ抽出部によって特徴的データとして抽出された極値点間の時間の差に
基づいて、心拍間隔の変動周期の推定範囲を求める推定周期範囲算出部をさらに備え、
上記フィッティング部及び変動周期算出部が、上記心拍間隔の変動周期を、上記推定周
期範囲算出部によって算出された推定範囲内で決定することを特徴とする、請求項１又は
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２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
上記特徴的データ抽出部が、
上記心拍変動データの極値点を時系列順に選別して特徴的データとして抽出するもので
あり、
選別対象である極値点を特徴的データとして抽出するか否かを、既に抽出した直前の１
又は複数の特徴的データの性質に基づいて決定することを特徴とする、請求項１から３の
何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
上特徴的データ抽出部が、
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上記心拍変動データの極大点及び極小点を時系列順に選別して特徴的データとして抽出
するものであり、
選別対象である極大点を特徴的データとして抽出するか否かを、既に特徴的データとし
て抽出した直前の極大点の値と直前の極小点の値との差と、該直前の極小点の値と当該選
別対象である極大点の値との差との比較結果に基づいて決定するとともに、
選別対象である極小点を特徴的データとして抽出するか否かを、既に特徴的データとし
て抽出した直前の極小点の値と直前の極大点の値との差と、該直前の極大点の値と当該選
別対象である極小点の値との差との比較結果に基づいて決定することを特徴とする、請求
項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
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上記各部を制御することによって、上記解析区間ごとの心拍間隔の変動の周期情報の決
定を時系列順に連続的に行う繰返実行部を備えていることを特徴とする、請求項１から５
の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
上記変動周期算出部が、上記心拍間隔の変動の周期情報を基に呼吸間隔を求めることを
特徴とする、請求項１から６の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
上記所定の形式の関数が正弦関数であることを特徴とする、請求項１から７の何れか１
項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
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上記所定の形式の関数が、周波数、振幅、位相、及び直流成分に関するパラメタを有す
る正弦関数であり、
上記変動周期算出部が、上記近似関数の振幅を基に副交感神経の活動指標を求めるとと
もに、上記近似関数の直流成分を基に交感神経の活動指標を求めることを特徴とする、請
求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
生体から取得された心電図データ又は脈波データを上記心拍変動データに変換するデー
タ変換部をさらに備えていることを特徴とする、請求項１から９の何れか１項に記載の情
報処理装置。
【請求項１１】
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請求項１から９の何れか１項に記載の情報処理装置の各部と、
心拍データを上記心拍変動データに変換するデータ変換部と、
上記データ変換部に入力する心拍データを生体から取得する心拍情報取得装置とを備え
ていることを特徴とする心拍情報取得解析装置。
【請求項１２】
請求項１１に記載の心拍情報取得解析装置と、
上記心拍情報取得解析装置の変動周期算出部によって求められた心拍間隔の変動の周期
情報を閾値と比較する比較部と、
上記比較部による比較結果に応じて指示信号を出力する信号出力部と、
上記信号出力部によって出力された指示信号に応答して、上記心拍データを取得した生
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体に対して呼吸の誘発を行う呼吸誘発装置とを備えていることを特徴とする睡眠時無呼吸
症候群防止装置。
【請求項１３】
請求項１から１２の何れか１項に記載の装置を動作させるためのプログラムであって、
コンピュータを上記各部として機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
請求項１３に記載のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１５】
心拍間隔の時系列データである心拍変動データに対して所定の形式の関数のフィッティ
ングを行うことによって近似関数を求めるフィッティング工程と、
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上記近似関数に基づいて、上記心拍間隔の変動の周期情報を求める変動周期算出工程と
、
上記心拍変動データに含まれる複数の極値点を特徴的データとして抽出する特徴的デー
タ抽出工程と、
上記特徴的データ抽出工程によって特徴的データとして抽出された極値点間の時間の差
に基づいて、上記フィッティング工程によって上記関数のフィッティングが行われる上記
心拍変動データの時間区間である解析区間を決定する区間決定工程とを含み、
上記フィッティング工程では、上記区間決定工程によって決定された解析区間に含まれ
る上記心拍変動データに対して上記フィッティングを行うことを特徴とする呼吸間隔算出
方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、心拍間隔の時系列データである心拍変動データから心拍変動の周期情報を取
得する情報処理装置及び呼吸間隔算出方法と、心電図データを取得するとともに上記情報
処理装置を用いて心拍変動の周期情報を取得する心拍情報取得解析装置と、さらにはこの
心拍情報取得解析装置によって取得した情報に基づいて睡眠時無呼吸症候群を防止する睡
眠時無呼吸症候群防止装置とに関するものである。また、本発明は、上記各装置に用いら
れるプログラム及びこれを記録した記録媒体に関するものでもある。
【背景技術】
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【０００２】
呼吸の調節異常による疾患として、睡眠時無呼吸症候群が挙げられる。睡眠時無呼吸症
候群は、一晩の睡眠中に１０秒以上の無呼吸が３０回以上起こる疾患である。睡眠時無呼
吸症候群に罹患すると、眠気によって社会生活に支障をきたすだけでなく、高血圧や不整
脈などの疾患をも引き起こすと考えられている。睡眠時に起こる無呼吸を検知するために
は、通常、パルスオキシメータによる酸素飽和度や、ひずみゲージ又は加速度センサによ
る腹部や胸部の動き、鼻腔付近の気流や温度などを計測する必要がある。しかしながら、
これらの計測手法は専門家による操作が必要であったり、装置の取り付けが困難であった
りすることから、家庭で被験者が容易に利用できるものではない。
【０００３】
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ところで、呼吸は心拍変動に影響を及ぼすことが知られている（非特許文献１）。これ
は、吸気時には副交感神経を遮断し心拍を速めて効率的な酸素運搬を実現することによる
もので、呼吸性洞性不整脈と言われている。このことについて詳述すると以下の通りであ
る。
【０００４】
周知のごとく、心臓の働きは、交感神経及び副交感神経によって拮抗的に制御されてお
り、その心拍間隔は絶えず周期的に変動している。ここで、時系列的な心拍間隔の情報か
ら生成した心拍間隔の変動情報（以下「心拍変動情報」という）を周波数解析すると、二
つの主要な周波数成分が観察される。その一つは低周波数（ＬＦ）成分と呼ばれる０．０
５〜０．１５Ｈｚの周波数成分であり、主として交感神経及び副交感神経の活動状態を反
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映するものである。そして、もう一つは高周波数（ＨＦ）成分と呼ばれる０．１５〜０．
４５Ｈｚの周波数成分であり、主として副交感神経の活動状態を反映するものである。こ
れらの各周波数成分は自立神経活動を反映しているため、そのスペクトルのパワーが自律
神経の活動状況を示す指標として自律神経機能検査などにおいて利用されている。
【０００５】
ここで、心臓迷走神経の出力ニューロンの活動は、呼吸中枢からの干渉により吸気時に
は抑制され、呼気時には刺激される。その結果、ある程度以上の深さで呼吸を行っている
と、心臓迷走神経活動が吸気時に略消失し、呼気時にのみ現れる。従って、上記の２つの
周波数成分のうち、高周波数成分は呼吸を反映したもの、すなわち呼吸性洞性不整脈とし
て捉えることができる。
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【０００６】
以上のことから、心拍変動情報を周波数解析し、高周波成分を抽出することによって、
呼吸の周波数に関する情報を得ることが試みられている。特許文献１，２には、被験者か
ら取得した心拍変動データをスペクトル解析することによって、呼吸の周波数に関する情
報を取得する装置が提案されている。この手法によれば、在宅で利用できる心電計を用い
て呼吸の周期に関する情報を簡便に取得できるとされている。
【特許文献１】特開２００４−８１５１３号公報（２００４年３月１８日公開）
【特許文献２】特開２００５−１６０６５０号公報（２００５年６月２３日公開）
【非特許文献１】井上博編集「循環器疾患と自律神経機能」医学書院、１９９６年、P.71
‑109
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、スペクトル解析によって呼吸間隔情報を求める手法には、いくつかの問
題点がある。
【０００８】
まず第１に、心拍変動情報をスペクトル解析する際には、心拍変動データを等間隔の時
系列データに補間する必要があり、このときに情報が失われたり、変化したりするおそれ
がある。詳細に説明すると、通常、心拍変動データの作成は、心電図から取得した心拍間
隔データを基に行われる。ここで、各心拍間隔は時間とともに変化するため、心拍間隔デ
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ータから得られる心拍変動データは、不等間隔の時系列データとなる。一方、スペクトル
解析には等間隔の時系列データが必要であるため、得られた不等間隔の時系列データを何
らかの手法によって等間隔の時系列データに補間する必要がある。この補間の際に、呼吸
に関する重要な情報が失われたり、アーチファクトが生じたりするのである。
【０００９】
第２の問題点は、通常、スペクトル解析に必要なサンプル時間が、一呼吸の時間に対し
て大幅に長いため、スペクトル解析によって得られる呼吸間隔が、解析する範囲において
平均化されたものとなってしまう点である。
【００１０】
そして第３の問題点は、呼吸間隔が正常値よりも長い場合や、呼吸によるスペクトルの

40

ピークが小さい場合に、呼吸によるスペクトルが他の要因によるスペクトル（例えば低周
波成分）と重なったり、呼吸以外の要因によるスペクトル（例えばバックグラウンドノイ
ズ）に埋没したりすることによって、呼吸による正常なスペクトルのピークを検出できな
いという点である。
【００１１】
さらに、第４の問題点は以下の通りである。時系列データとして取得した心拍変動情報
をスペクトル解析すると、得られたスペクトルデータには時間に関する情報が含まれない
。従って、各周波数成分がどの瞬間に発生したものであるかを特定することができない。
このことは、被験者の睡眠中に、呼吸間隔が時間に伴ってどのように推移しているかを検
出できないことを意味する。つまり、通常のスペクトル解析では、心拍変動周期の情報を
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時系列的に得られないという問題がある。
【００１２】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その主たる目的は、被験者に負担を
かけずに、正確な呼吸間隔に関する情報を求めることのできる情報処理装置を実現するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明に係る情報処理装置は、上記課題を解決するために、心拍間隔の時系列データで
ある心拍変動データに対して所定の形式の関数のフィッティングを行うことによって近似
関数を求めるフィッティング部と、上記近似関数に基づいて、上記心拍間隔の変動の周期

10

情報を求める変動周期算出部とを備えていることを特徴とする。
【００１４】
本発明に係る情報処理装置は心拍間隔の変動の周期情報を求めるものである。上述した
ように、心拍間隔の変動周期は呼吸間隔と一致するため、求めた周期情報から呼吸間隔を
知ることができる。また、この周期情報を求める上で、情報処理装置は心拍間隔の時系列
データを用いている。心拍間隔の時系列データは、例えば心電計やパルスオキシメータな
どの、一般人でも取り扱いが容易で、かつ被験者に負担をかけない各種装置によって取得
することができるものである。従って、被験者に負担をかけずに呼吸間隔に関する情報を
求めることができる。
【００１５】
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さらに上記構成によれば、フィッティング部が心拍変動データに対して所定の形式の関
数のフィッティングを行うことによって近似関数を求め、求めた近似関数に基づいて、変
動周期算出部が上記心拍間隔の変動の周期情報を求める。通常、心拍変動データは不等間
隔の時系列データであるが、スペクトル解析とは異なり、フィッティングでは不等間隔の
時系列データを補間して等間隔のものにする必要がない。よって、等間隔補間に起因する
情報の損失及びアーチファクトの発生を確実に防止することができる。これにより、正確
な呼吸間隔に関する情報を求めることが可能になる。
【００１６】
また、上記情報処理装置は、上記心拍変動データに含まれる複数の極値点を特徴的デー
タとして抽出する特徴的データ抽出部と、上記特徴的データ抽出部によって特徴的データ
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として抽出された極値点間の時間の差に基づいて、上記フィッティング部によって上記関
数のフィッティングが行われる上記心拍変動データの時間区間である解析区間を決定する
区間決定部とをさらに備え、上記フィッティング部が、上記区間決定部によって決定され
た解析区間に含まれる上記心拍変動データに対して上記フィッティングを行うことが好ま
しい。
【００１７】
上記構成によれば、心拍変動データの全区間のうち、実際にフィッティングに供される
解析区間が区間決定部によって決定される。このように、全区間から部分的な解析区間を
切り出してフィッティングを行うため、長時間にわたる測定から得られた心拍変動データ
を入力した場合であっても、得られる心拍変動周期の情報が元データのサンプル時間の長
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さに応じて平均化されてしまうのを防止することができる。
【００１８】
さらに、部分的な解析区間を切り出してフィッティングを行うため、バックグラウンド
ノイズの影響を低減することができる。これにより、ピークがノイズに隠れてしまうこと
によって呼吸間隔の情報が得られないといった従来のスペクトル解析でよく見られた問題
を解消し、確実に呼吸間隔の情報を取得することができる。また、従来のスペクトル解析
ではピークが高周波数成分に隠れてしまうことによって得られなかった無呼吸時の呼吸間
隔の情報も確実に取得することができる。
【００１９】
加えて、上記構成によれば、解析区間は、特徴的データ抽出部によって抽出された特徴
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的データ間の時間の差に基づいて決定される。ここで、特徴的データは、心拍変動データ
に含まれる極値点となっているため、特徴的データ間の時間の差は、心拍変動周期と連動
したものとなる。換言すれば、特徴的データ間の時間の差に基づいて、心拍変動周期を推
定することができる。区間決定部は、この特徴的データから推定される仮の心拍変動周期
に基づいて、解析区間を決定する。よって、決定される解析区間は心拍変動周期と連動し
たものになる。その結果、以下の利点がもたらされる。
【００２０】
通常、フィッティングに供する解析区間の長さは、心拍変動周期に応じたもの（例えば
心拍変動周期数周期分）であることが望ましい。ところが、心拍変動周期は呼吸間隔に応
じて時間とともに動的に変化する。このため、解析区間を所定の固定値に設定した場合、
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その解析区間に含まれる心拍変動の周期数は一定にはならず、呼吸間隔に依存してしまう
。その結果、フィッティングによって得られる周期情報が、不正確になるおそれがある。
この問題は、睡眠時無呼吸のときなど、呼吸間隔が通常から著しく変化する場合に、特に
顕著になる。
【００２１】
しかしながら、本発明の上記構成によれば、上述したように、フィッティングに供する
解析区間が心拍変動周期と連動したものとなる。従って、解析区間に含まれる心拍変動の
周期数が常に適切な値になるように、解析区間の長さを動的に調節することができる。そ
れゆえ、フィッティングにより正確な周期情報を安定して得ることができる。
【００２２】
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また、例えば正弦波フィッティングの場合、上記解析区間の長さが、上記特徴的データ
から推定される心拍変動周期の１／２周期分以上であることが好ましい。
【００２３】
上記構成によれば、解析区間が短いことに起因する局所ノイズの影響が抑制され、正確
な心拍変動の周期情報を得ることができる。
【００２４】
また、上記情報処理装置は、上記特徴的データ抽出部によって特徴的データとして抽出
された極値点間の時間の差に基づいて、心拍間隔の変動周期の推定範囲を求める推定周期
範囲算出部をさらに備え、上記フィッティング部及び変動周期算出部が、上記心拍間隔の
変動周期を、上記推定周期範囲算出部によって算出された推定範囲内で決定することが好
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ましい。
【００２５】
上記構成によれば、心拍間隔の変動周期の推定範囲が、推定周期範囲算出部によって求
められる。これにより、フィッティングを行う前に、求める周期を予め絞り込んでおくこ
とができ、フィッティング処理に要する時間を削減するとともに、実際の変動周期から大
きく外れた意図しない周期が算出されてしまうのを確実に防止することができる。
【００２６】
また、上記情報処理装置は、上記特徴的データ抽出部が、上記心拍変動データの極値点
を時系列順に選別して特徴的データとして抽出するものであり、選別対象である極値点を
特徴的データとして抽出するか否かを、既に抽出した直前の１又は複数の特徴的データの
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性質に基づいて決定することが好ましい。
【００２７】
一般的に、心拍変動の周期は時間とともに連続的に推移していくものであるため、心拍
変動の周期を反映した真の極値点は、その直前の極値点と類似の性質を有すると考えられ
る。逆に言えば、直前の極値点と性質の全く異なる極値点は、期外収縮やＲ波の誤検出に
よるものであると考えられる。一例を挙げると、ある真の極大点は、その直前の真の極大
点と似たような値を有するものと推測される。このことは、極小点についても当てはまる
。また別の例を挙げると、ある連続する真の極大値と極小値との差（すなわち振幅）は、
直前のそれと同様の値になると推測される。従って、上記構成によれば、特長的データと
して抽出する極値点を、直前の１又は複数の極値点の性質に基づいて選別することにより
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、ノイズとなる極値点を効果的に除外することができる。
【００２８】
また、上記情報処理装置は、上特徴的データ抽出部が、上記心拍変動データの極大点及
び極小点を時系列順に選別して特徴的データとして抽出するものであり、選別対象である
極大点を特徴的データとして抽出するか否かを、既に特徴的データとして抽出した直前の
極大点の値と直前の極小点の値との差と、該直前の極小点の値と当該選別対象である極大
点の値との差との比較結果に基づいて決定するとともに、選別対象である極小点を特徴的
データとして抽出するか否かを、既に特徴的データとして抽出した直前の極小点の値と直
前の極大点の値との差と、該直前の極大点の値と当該選別対象である極小点の値との差と
の比較結果に基づいて決定するものであってもよい。
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【００２９】
上記構成によれば、極大値と極小値との差、すなわち振幅の適正度に基づいて、ノイズ
となる極値点を特徴的データから効果的に除外することができる。
【００３０】
また、上記情報処理装置は、上記の各部を制御することによって、上記解析区間ごとの
心拍間隔の変動の周期情報の決定を時系列順に連続的に行う繰返実行部を備えていること
が好ましい。上記構成によれば、時系列的な心拍変動の周期情報を得ることが可能になる
。
【００３１】
また、上記情報処理装置は、上記変動周期算出部が、上記心拍間隔の変動の周期情報を

20

基に呼吸間隔を求めることが好ましい。上記構成によれば、呼吸間隔を得ることができる
。
【００３２】
また、上記所定の形式の関数は、正弦関数であることが好ましい。
【００３３】
正弦関数は周期性を有する連続関数であり、周期解析などに頻繁に用いられているため
、様々な解析手法が既に確立されている。従って、上記構成によれば、フィッティングを
始めとする解析を容易に行うことができる。
【００３４】
また、上記所定の形式の関数が、周波数、振幅、位相、及び直流成分に関するパラメタ
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を有する正弦関数であり、上記情報処理装置は、上記変動周期算出部が、上記近似関数の
振幅を基に副交感神経の活動指標を求めるとともに、上記近似関数の直流成分を基に交感
神経の活動指標を求めることが好ましい。
【００３５】
心拍間隔の時系列情報を波として捉えた場合、その周波数は心拍変動周期と相関する。
また、その振幅は副交感神経の活動と相関する。さらに、その直流成分は交感神経の活動
と相関する。これらの情報は心拍ゆらぎ情報とも呼ばれる。
【００３６】
上記構成によれば、各パラメタの値を求めることにより、診断等に好適に用いることの
できる心拍ゆらぎ情報を求めることが可能になる。
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【００３７】
また、上記情報処理装置は、生体から取得された心電図データ又は脈波データを上記心
拍変動データに変換するデータ変換部をさらに備えていることが好ましい。
【００３８】
上記構成によれば、データ変換部によって、心電図データ又は脈波データが心拍変動デ
ータに変換される。従って、心電図データ又は脈波データから、心拍変動の周期情報を直
接求めることができる。
【００３９】
本発明に係る心拍情報取得解析装置は、上記情報処理装置の各部と、心拍データを上記
心拍変動データに変換するデータ変換部と、上記データ変換部に入力する心拍データを生
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体から取得する心拍情報取得装置とを備えていることを特徴とする。
【００４０】
上記構成によれば、上述した情報処理装置を備えているため、被験者に負担をかけずに
、家庭などにおいても呼吸間隔を容易に計測することができる。
【００４１】
本発明に係る睡眠時無呼吸症候群防止装置は、上記の心拍情報解析取得装置と、上記心
拍情報解析取得装置の変動周期算出部によって求められた心拍間隔の変動の周期情報を閾
値と比較する比較部と、上記比較部による比較結果に応じて指示信号を出力する信号出力
部と、上記信号出力部によって出力された指示信号に応答して、上記心拍データを取得し
た生体に対して呼吸の誘発を行う呼吸誘発装置とを備えていることが好ましい。
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【００４２】
上記構成によれば、算出された周期情報が閾値と比較され、その比較結果に応じて、呼
吸誘発装置が作動する。従って、無呼吸に陥った生体に対して、呼吸の誘発を自動的に行
うことができる。さらに、上記構成によれば、睡眠時無呼吸症候群防止装置は、上述した
心拍情報取得解析装置を備えているため、使用者に負担をかけることなく、家庭などにお
いても容易に睡眠時無呼吸症候群を防止できる。
【００４３】
ところで、上記各装置の各部は、ハードウェアで実現してもよいし、プログラムをコン
ピュータに実行させることによって実現してもよい。具体的には、本発明に係るプログラ
ムは、上記各部としてコンピュータを動作させるプログラムであり、本発明に係る記録媒
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体には、当該プログラムが記録されている。
【００４４】
これらのプログラムがコンピュータによって実行されると、当該コンピュータは、上記
各部として動作する。したがって、上記各装置と同様の効果が得られる。
【００４５】
本発明に係る呼吸間隔算出方法は、心拍間隔の時系列データである心拍変動データに対
して所定の形式の関数のフィッティングを行うことによって近似関数を求めるフィッティ
ング工程と、上記近似関数に基づいて、上記心拍間隔の変動の周期情報を求める変動周期
算出工程とを備えていることを特徴とする。
【００４６】
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上記構成によれば、被験者に負担をかけずに、正確な呼吸間隔に関する情報を求めるこ
とができる。
【発明の効果】
【００４７】
本発明に係る情報処理装置は、以上のように、心拍間隔の時系列データである心拍変動
データに対して所定の形式の関数のフィッティングを行うことによって近似関数を求める
フィッティング部と、上記近似関数に基づいて、上記心拍間隔の変動の周期情報を求める
変動周期算出部とを備えた構成となっている。従って、上述したように、被験者に負担を
かけずに、正確な呼吸間隔に関する情報を求められるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００４８】
〔情報処理装置〕
本発明に係る情報処理装置の一実施形態について図１から図１０に基づいて説明すると
以下の通りである。図１は、本実施形態の情報処理装置１００の概略構成を示す機能ブロ
ック図である。本実施形態の情報処理装置１００は、心電計などによって取得した心電図
データから呼吸間隔（１回の呼吸に要する時間、呼吸周期）を求めるために、心拍変動の
周期（又は振動数）を算出するマイクロコンピュータである。
【００４９】
情報処理装置１００は、図１に示すように、Ｒ−Ｒ間隔算出部（データ変換部）１０、
解析区間抽出部１１、フィッティング部１２、呼吸間隔算出部（変動周期算出部）１３、
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繰返実行部１４、及び記憶部２０を備えている。これらの各部は、図示しないＣＰＵがプ
ログラムを実行することによって実現される機能ブロックである。
【００５０】
Ｒ−Ｒ間隔算出部１０は、心電図又は脈波などの心拍データを心拍間隔の時系列データ
である心拍変動データに変換するためのものである。解析区間抽出部１１は、心拍変動デ
ータ全体におけるフィッティング処理に供する解析区間を決定し、解析区間に含まれる心
拍変動データを抽出するためのものである。
【００５１】
フィッティング部１２は、心拍変動データに対して所定の形式の関数のフィッティング
を行うことによって近似関数を求めるためのものである。呼吸間隔算出部１３は、フィッ
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ティングによって得られた近似関数のパラメタを基に、心拍間隔の変動の周期情報を求め
るためのものである。繰返実行部１４は、上述した各部を制御することによって、解析区
間ごとに行われる心拍間隔の変動の周期情報の決定を時系列に沿って連続的に行うための
ものである。
【００５２】
図２は、情報処理装置１００による心拍変動の周期の算出工程を示すフロー図である。
まず、情報処理装置１００に心電図データが入力されると、Ｒ−Ｒ間隔算出部１０が、心
電図に含まれるＲ波のピークを検出し、Ｒ−Ｒ間隔を求める（ステップＳ１）。図３は、
心電図データから心拍間隔データを求める処理を図式的に示したものである。
【００５３】
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なお、Ｒ−Ｒ間隔の算出には公知の手法を用いることができ、例えば、微分や差分、フ
ィルタなどのいずれか１つ又はそれらの組み合わせを用いてＲ波を抽出し、抽出したＲ波
からＲ−Ｒ間隔を求めることができる。
【００５４】
このＲ−Ｒ間隔は、ある心室の興奮から次の心室の興奮までの時間間隔、すなわち心拍
間隔を意味する。Ｒ−Ｒ間隔算出部１０は、このＲ−Ｒ間隔（心拍間隔）を時系列的に求
め、求めたＲ−Ｒ間隔を計測開始からの時間と対応付ける。これにより、時系列的な心拍
間隔データが作成される。このデータは、時間の経過に伴う心拍間隔の推移を示すデータ
であり、心拍間隔の変動を示すデータともいえる。以下、時系列的な心拍間隔データ群の
ことを心拍変動データといい、この心拍変動データに含まれる個々のデータのことを心拍
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間隔データという。なお、個々の心拍間隔データは、Ｒ−Ｒ間隔（心拍間隔）と計測時間
との２つの成分を持つデータであり、また、心拍変動データは不等間隔の時系列データで
ある。
【００５５】
次に、解析区間抽出部１１が、得られた心拍変動データから、後続のフィッティング処
理に供する時間区間（以下「解析区間」という）を決定し、その解析区間に含まれるデー
タ群（以下「区間心拍変動データ」という）を抽出する（ステップＳ２）。この解析区間
の決定方法は、フィッティングによって心拍変動の周期を算出する際に、算出される周期
の精度を左右する重要な因子の１つとなる。
【００５６】
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図４は、解析区間抽出部１１の詳細な構成を示す機能ブロック図である。また、図５か
ら図７は、解析区間を抽出するための処理工程を示すフロー図である。解析区間抽出部１
１は、図４に示すように、特徴的データ抽出部１１ａ、推定周期範囲算出部１１ｂ、区間
決定部１１ｃ、及びデータ抽出部１１ｄによって構成される。
【００５７】
特徴的データ抽出部１１ａは、心拍変動データに含まれる複数の特徴的データを抽出す
るためのものである。本実施形態では、特徴的データとして、心拍変動の周期に関連する
心拍間隔データ、より具体的には、心拍変動データにおいて極値点（極大点及び／又は極
小点）となる心拍間隔データを用いることとする。推定周期範囲算出部１１ｂは、特徴的
データ抽出部１１ａによって抽出された複数の特徴的データ（極値点データ）間の時間の
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差に基づいて、心拍間隔の変動周期の推定範囲を求めるためのものである。より具体的に
は、心拍間隔の変動周期の最小値の推定値である推定最小値と、心拍間隔の変動周期の最
大値の推定値である推定最大値とを求めるためのものである。
【００５８】
区間決定部１１ｃは、特徴的データ抽出部１１ａによって抽出された複数の特徴的デー
タ（極値点データ）間の時間の差に基づいて、心拍変動データの解析区間を決定するため
のものである。より具体的には、複数の特徴的データから推定される推定心拍変動周期に
基づいて、解析区間を決定するためのものである。また、データ抽出部１１ｄは、区間決
定部１１ｃによって決定された解析区間に含まれる心拍変動データを、区間心拍変動デー
タとして抽出するためのものである。
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【００５９】
本実施形態における解析区間の決定方法の概要について説明する。本実施形態では、解
析区間抽出部１１に含まれる後述する特徴的データ抽出部１１ａが、心拍変動データから
極大値及び極小値を有する心拍間隔データ（説明の簡略化のため、以下では心拍間隔デー
タのことを単にデータともいう）を特徴的データとして抽出する。そして、後述する区間
決定部１１ｃが、特徴的データ抽出部１１ａによって抽出された極大値及び極小値のデー
タから仮の心拍変動の周期（すなわち仮の呼吸間隔）を推定する。そして、その２周期分
（すなわち、ある極大値から次の次の極大値までの区間、又はある極小値から次の次の極
小値までの区間）を解析区間とする。このようにして、フィッティングに供する解析区間
を心拍変動データに基づいて決定することには、以下の利点がある。
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【００６０】
フィッティングに供する解析区間を決定する際に、解析区間が例えば１／２周期未満と
短すぎる場合、フィッティングによって得られる周期はノイズによる影響によって正確な
値とはならない。そのため、フィッティングに供する解析区間は、１／２周期以上である
ことが好ましく、１．５周期以上であることがより好ましく、２周期以上であることが特
に好ましい。一方、解析区間が例えば１０周期分と長い場合には、フィッティングによっ
て得られる周期が変動周期１０周期分の平均的な値となり、時間についての分解能が悪く
なる。そのため、各瞬間における心拍変動の周期情報を得たい場合は、解析区間を適宜短
く設定することが好ましい。
【００６１】
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ここで、心拍変動の周期は呼吸間隔に応じて動的に変化するため、解析区間を所定の固
定値に設定した場合、呼吸間隔の変化に応じて上述した何れかの問題が発生する。しかし
ながら、本実施形態の構成によれば、心拍変動データから推定した仮の変動周期に基づい
て動的に解析区間を決定するため、解析区間を常に心拍の変動周期に連動させることがで
きるのである。これにより、ある瞬間における変動周期の算出を正確に行うことが可能に
なる。なお、瞬間的な変動周期の算出が可能になるということは、求める変動周期の、時
間についての分解能が向上することを意味する。
【００６２】
また、好ましい実施態様として、特徴的データ抽出部１１ａは、ノイズとなる極大値及
び極小値のデータを周期算出用の特徴的データから除外するために、特定した極値が呼吸

40

による心拍変動の周期を反映した真の極値であるか否かを検定する。
【００６３】
心拍間隔データに含まれる極値点は、基本的には呼吸間隔を反映したものである。しか
しながら、期外収縮やＲ波の誤検出が発生すると心拍間隔が急激に変化し、予期しない極
値点が現れることがある。この予期しない極値点は呼吸間隔を反映したものではないため
、呼吸間隔を正確に推定する際には除外する必要がある。
【００６４】
ここで、本実施形態では、上記の真の極値か否かの検定に、既に抽出した直前の特徴的
データを用いる構成となっている。検定の具体的な方法には様々なものがあるが、検定に
直前の特徴的データを用いることには、以下の利点がある。

50

(11)

JP 4852698 B2 2012.1.11

【００６５】
通常、呼吸間隔は徐々に変化するものであることから、呼吸による心拍変動の周期は、
ある時点から時間が少し経過する間に急激に変化することがないと考えられる。従って、
特徴的データとして用いることのできる真の極大値及び極小値は、特徴的データとして抽
出された直前の極大値及び／又は極小値と性質が似ていることが予想される。
【００６６】
例えば、特定した極大値が真の極大値であるならば、直前に特徴的データとして抽出し
た極大値に対して近い値を示すはずである。従って、特定した極大値を、既に特徴的デー
タとして抽出した直前の極大値と比較し、所定の誤差範囲内にある場合にのみ、特定した
極大値を真の極大値と見なして、特徴的データとして抽出することが考えられる。このこ

10

とは、極小値についても当てはまる。
【００６７】
本実施形態ではより高度な方法として、連続する極大値と極小値との差が、直前のそれ
に対して大きく変化しない性質を利用する。すなわち、特定した極大値が真の極大値（極
小値）であるかどうかを、特徴的データとして抽出済みの直前の極大値と極小値との差に
基づいて検定するのである。これにより、ノイズとなる極大値及び極小値のデータを、振
幅の適正度に基づいて除外することができる。
【００６８】
また、以下の説明では詳述しないが、連続する極大点と極小点との間の時間の差が、直
前のそれに対して大きく変化しないことを利用してもよい。これにより、ノイズとなる極

20

大値及び極小値のデータを、周期の適正度に基づいて除外することができる。もちろん、
上述した方法を複数組み合わせ、統計的な処理に基づいて検定してもよい。
【００６９】
なお、本実施形態では、解析区間を心拍変動の２周期分としているが、本発明はこれに
限定されず、好適な周期数分の心拍変動データを区間心拍変動データとして用いることが
できる。また、周期を推定するための特徴的データを抽出する上で、必ずしも極大値及び
極小値のデータを用いる必要もない。周期と何らかの相関性があり、周期を推定できるデ
ータであれば何れのものでも特徴的データとして用いることができる。
【００７０】
解析区間の決定方法の具体的な処理手順について詳述すると、以下の通りである。解析

30

区間抽出部１１は、上述したように、心拍変動データの解析区間を決定し、その解析区間
に含まれる区間心拍データを抽出するが、この抽出作業は、時系列に沿って計測時間順に
行われる。すなわち、心拍変動データの全時間区間のうち、計測時間の早いものから順に
解析区間が決定されていく。
【００７１】
まず、入力された心拍変動データに対して、特徴的データ抽出部１１ａが最も時間の早
いデータの次のデータ（すなわち２番目に計測時間の早いデータ）を選択し、これを特徴
的データか否かの検定対象となるデータ（以下「対象データ」という）とする。
【００７２】
そして、特徴的データ抽出部１１ａは、この対象データが極大値であるかを、対象デー

40

タの値と対象データの前後のデータの値との比較に基づいて検定する（ステップＳ２０１
）。具体的には、番号ｉのデータ（ただし、ｉは計測時間順に付けられるデータの番号）
が有するＲ−Ｒ間隔の値をＬ（ｉ）とし、対象データの番号をＩとすると、次の２つの条
件式（１），（２）
Ｌ（Ｉ）＞Ｌ（Ｉ−１）

…（１）

Ｌ（Ｉ）＞Ｌ（Ｉ＋１）

…（２）

の両方を満たす場合に、Ｌ（Ｉ）を極大値と見なす。
【００７３】
なお、本実施形態では、対象データ及びその前後のデータに基づいて極大値であるかど
うかを検定したが、検定に用いる前後のデータの数を増やしてもよい。例えば、対象デー
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タ及びその前後のデータ２つずつを含む５つの連続するデータに基づいて、対象データが
極大値であるか否かを検定してもよい。
【００７４】
ここで、対象データが極大値でなかった場合には、ステップＳ２０４に進み、対象デー
タを次のデータにし（Ｉ＝Ｉ＋１）、再びステップＳ２０１に戻る。一方、対象データの
値が極大値であった場合には、これが真の極大値であるか、ノイズによる極大値であるか
を検定するために、特徴的データ抽出部１１ａがさらに以下の処理を行う。
【００７５】
極大値の特定が全解析区間において始めての場合は、特徴的データ抽出部１１ａがこの
極大値をそのまま特徴的データとして抽出する。一方、すでに複数回の処理を繰り返して

10

いる場合には、この極大値がノイズによるものでないことを、すでに抽出した直前の特徴
的データの性質に基づいて検定する（ステップＳ２０２、Ｓ２０３）。
【００７６】
具体的には、図８に示すように、今回特定した極大値をＬ（Ｉ）、既に特徴的データと
して抽出した直前の極小値をＬ（Ｇ）、同極大値をＬ（Ｈ）（ただし、Ｇ、Ｈは直前に求
めた特徴的データ、Ｉは対象データの番号を示し、Ｇ＜Ｈ＜Ｉ）とすると、Ｌ（Ｉ）−Ｌ
（Ｈ）と、Ｌ（Ｇ）−Ｌ（Ｈ）とを算出するとともに、それぞれの算出結果を比較する（
ステップＳ２０２）。そして、Ｌ（Ｉ）−Ｌ（Ｈ）が、Ｌ（Ｇ）−Ｌ（Ｈ）に対して、所
定の誤差範囲（例えば±Ａ％、又は±Ａなど）に収まる場合に、特定したＬ（Ｉ）を真の
極大値と見なし、対象データを特徴的データとして抽出する（ステップＳ２０５）。

20

【００７７】
一方、所定の誤差範囲に収まらなかった場合には、対象データの値は、真の極大値では
ないと見なして対象データを破棄するとともに、ステップＳ２０４に進み対象データを次
のデータに変更し（Ｉ＝Ｉ＋１）、ステップＳ２０１に戻る。
【００７８】
ステップＳ２０５の後は、ステップＳ２０６に進むが、ステップＳ２０６については後
述する。そして、ステップＳ２０７では対象データを次のデータに変更し（Ｉ＝Ｉ＋１）
、今度は、特徴的データとなる極小値を特定するために、図６のステップＳ２０８に進む
。極小値の特定は、極大値の特定と略同様の手順により行われる。
30

【００７９】
特徴的データ抽出部１１ａは、この対象データが極小値であるかを、対象データの値と
対象データの前後のデータの値とから検定する（ステップＳ２０８）。具体的には、対象
データの番号をＩ、そのＲ−Ｒ間隔の値をＬ（Ｉ）とすると、次の２つの条件式（３），
（４）
Ｌ（Ｉ）＜Ｌ（Ｉ−１）

…（３）

Ｌ（Ｉ）＜Ｌ（Ｉ＋１）

…（４）

の両方を満たす場合に、Ｌ（Ｉ）を極小値と見なす。
【００８０】
ここで、対象データが極小値でなかった場合には、ステップＳ２１１に進み、対象デー
タを次のデータにし（Ｉ＝Ｉ＋１）、再びステップＳ２０８に戻る。一方、対象データの

40

値が極小値であった場合には、これが真の極小値であるか、ノイズによる極小値であるか
を検定するために、特徴的データ抽出部１１ａがさらに以下の処理を行う。
【００８１】
特徴的データ抽出部１１ａは、上述の場合と同様に、この極小値がノイズによるもので
ないことを、すでに抽出した直前の特徴的データに基づいて検定する（ステップＳ２０９
、Ｓ２１０）。
【００８２】
具体的には、今回特定した極小値をＬ（Ｉ）、既に特徴的データとして抽出した直前の
極大値をＬ（Ｈ）、同極小値をＬ（Ｇ）（ただし、Ｇ、Ｈは直前に求めた特徴的データ、
Ｉは対象データの番号を示し、Ｇ＜Ｈ＜Ｉ）とすると、Ｌ（Ｈ）−Ｌ（Ｉ）と、Ｌ（Ｈ）
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−Ｌ（Ｇ）とを算出するとともに、それぞれの算出結果を比較する（ステップＳ２０２）
。そして、Ｌ（Ｈ）−Ｌ（Ｉ）が、Ｌ（Ｈ）−Ｌ（Ｇ）に対して、所定の誤差範囲（例え
ば±Ａ％、又は±Ａなど）に収まる場合に、特定したＬ（Ｉ）を真の極小値と見なし、対
象データを特徴的データとして抽出する（ステップＳ２１２）。
【００８３】
一方、所定の誤差範囲に収まらなかった場合には、対象データの値は、真の極小値では
ないと見なして対象データを破棄するとともに、ステップＳ２１１に進み対象データを次
のデータに変更し（Ｉ＝Ｉ＋１）、ステップＳ２０８に戻る。
【００８４】
ステップＳ２１２の後は、ステップＳ２１３に進み、ステップＳ２１３では対象データ

10

を次のデータに変更し（Ｉ＝Ｉ＋１）、今度は、特徴的データとなる極大値を再び特定す
るために、ステップＳ２０１に戻る。
【００８５】
以上のようにして、極大値と極小値とを交互に探索・選別・抽出した結果、ステップＳ
２０６において、３つの極大値及び２つの極小値を特徴的データとして抽出したと判定さ
れた場合は、図７のステップＳ２１４に進む。なお、３つの極大値及び２つの極小値を有
するデータを特徴的データとして抽出したということは、極大−極小−極大−極小−極大
の区間を決定したことに相当し、仮の心拍変動周期２周期分を特定したことを意味する。
この２周期分がフィッティングに供する解析区間となる。
20

【００８６】
ステップＳ２１４、Ｓ２１５では、推定周期範囲算出部１１ｂが、得られた極大値及び
極小値のデータから、心拍変動周期の推定範囲を算出する。具体的には、図９に示すよう
に、特徴的データとして抽出された上記の極値の連続する２つの極値間において、それぞ
れのデータ同士の計測時間の間隔が最も短いものを最小間隔（ステップＳ２１４）、最も
長いものを最大間隔（ステップＳ２１５）とし、これらに基づいて心拍変動周期の推定範
囲を算出する（ステップＳ２１６）。
【００８７】
例えば、上記の５つの極値を有する特徴的データの番号を、計測時間順に１〜５とし、
それらの計測時間をＴ（１）〜（５）とすると、最小間隔及び最大間隔は、次の式（５）
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，（６）
最小間隔＝ｍｉｎ｜Ｔ（ｉ＋１）−Ｔ（ｉ）｜

…（５）

最大間隔＝ｍａｘ｜Ｔ（ｉ＋１）−Ｔ（ｉ）｜

…（６）

（ただし、ｉ∈１，２，３，４）
によって表される。
【００８８】
そして、
心拍変動周期の推定最小値＝最小間隔×２

…（７）

心拍変動周期の推定最大値＝最大間隔×２

…（８）

とする。また、心拍変動周期の推定最小値、推定最大値の逆数をそれぞれとれば、心拍変
40

動周波数の推定最大値、推定最小値が求められる。すなわち、
心拍変動周波数の推定最小値＝１／（最大間隔×２）

…（９）

心拍変動周波数の推定最大値＝１／（最小間隔×２）

…（１０）

である。ここで求められた心拍変動の周波数又は周期の推定範囲の最大値及び最小値は、
後続のフィッティング部１２に送信される。フィッティング処理では、この範囲内で周波
数又は周期が求められることとなる。
【００８９】
続いて、区間決定部１１ｃが、上記の極大−極小−極大−極小−極大の区間（すなわち
仮の変動周期２周期分）を、フィッティングに供する解析区間として決定する。そして、
データ抽出部１１ｄが、この解析区間に含まれる心拍間隔データを抽出し（ステップＳ２
１７）、抽出した心拍間隔データ群を区間心拍変動データとしてフィッティング部１２に
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送信する。
【００９０】
図１のフロー図に戻る。上述したステップＳ２０１〜Ｓ２１７を含むステップＳ２が完
了すると、フィッティング部１２が、データ抽出部１１ｄから受信した区間心拍変動デー
タに対して正弦関数のフィッティングを行う（ステップＳ２）。以下、フィッティングに
ついて詳述する。
【００９１】
まず、フィッティングの原理について説明する。時系列データｘｔが、振幅Ｒ、角周波
数ω、初期位相θ、直流成分μ、誤差成分ｅｔを有する正弦関数を用いて、次の式（１１
10

）
ｘｔ＝Ｒsin（ωｔ＋θ）＋μ＋ｅｔ

…（１１）

によって表されるとする。このとき、自乗誤差の合計は、次の式（１２）
Σｅｔ２＝Σ｛ｘｔ−Ｒsin（ωｔ＋θ）−μ｝２
＝Σ（ｘｔ−Ａcosωｔ−Ｂsinωｔ−μ）２

…（１２）

（ただし、Ａ＝Ｒsinθ，Ｂ＝Ｒcosθ）
によって表される。
【００９２】
ここで、自乗誤差が最小であるためには、Σｅｔ２のＡ，Ｂ，μについての偏微分値が
それぞれ０、すなわち次の式（１３）〜（１５）
δ

/δＡΣｅｔ２＝０
２

…（１４）

δ

２

…（１５）

/δＢΣｅｔ
/δμΣｅｔ

＝０
＝０

20

…（１３）

δ

を満たせばよい。これを解くと、μ，Ａ，Ｂは、次の行列式（１６）
【００９３】
【数１】

30
【００９４】
によって表される。従って、任意のωを与えてやれば、μ，Ａ，Ｂの値を求めることがで
きる。
【００９５】
ここで、本実施形態では、角周波数ωの最適値を決定する上で、上述した式（９），（
１０）を拘束条件として用いる。すなわち、次の式（１７）
２π／（最大間隔×２）≦ω≦２π／（最小間隔×２）

…（１７）

を拘束条件として用いる。また、角周波数ωの最適値は、次の式（１８）
Ｒ＝（Ａ２＋Ｂ２）１／２

…（１８）

で表される振幅Ｒが最大となるときのωの値とする。

40

【００９６】
フィッティング部１２は、上記の計算を行うことにより、区間心拍変動データに対して
正弦関数のフィッティングを行い、最適な角周波数ω及びそのときのμ，Ａ，Ｂの値を算
出する。算出された各パラメタは、解析区間を代表する時間（例えば、最初の極大値のデ
ータの計測時間と、最後の極大値のデータの計測時間との平均値）と対応付けられ、呼吸
間隔算出部１３に送信される。
【００９７】
呼吸間隔算出部１３は、受信したパラメタωの値から心拍変動の周期を求める（ステッ
プＳ４）。心拍変動の周期は、例えば上記の角周波数ωから、次の式（１９）
心拍変動の周期＝２π／ω

…（１９）
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によって算出することができる。呼吸間隔算出部１３は、算出した周期の値を、解析区間
を代表する時間と対応付けて、記憶部２０の呼吸間隔データベース２４に格納する（ステ
ップＳ５）。なお、算出した心拍変動の周期は、呼吸間隔と等しいものと考えられるため
、この呼吸間隔データベース２４には、呼吸間隔のデータが計測時間（解析区間を代表す
る時間）と対応付けられて格納されることになる。
【００９８】
また、呼吸間隔算出部１３は、フィッティング部１２から受信した各パラメタの値を計
測時間と対応付けて、記憶部２０の周波数等データベース２１に格納する。さらに、呼吸
間隔算出部１３は、各パラメタの値のうち、振幅Ｒの値を計測時間と対応付けて、記憶部
２０の副交感神経活動指標データベース２２に格納する。また、同様に、直流成分μの値

10

を解析計測時間と対応付けて、記憶部２０の交感神経活動指標データベース２３に格納す
る。なお、ここで求められた振幅Ｒの値は、副交感神経の活動指標を示すものであり、直
流成分μの値は、交感神経の活動指標を示すものである。
【００９９】
以上のステップＳ２からＳ４によって、ある１つの解析区間における呼吸間隔が求めら
れた。この後、繰返実行部１４が、解析区間抽出部１１、フィッティング部１２、及び呼
吸間隔算出部１３を制御することによって、解析区間抽出部１１、フィッティング部１２
、及び呼吸間隔算出部１３がステップＳ２からＳ４を繰り返し行う。すなわち、ステップ
Ｓ４からステップＳ２に戻った後、解析区間抽出部１１は、先ほどの解析区間の終端の極
大値のデータを開始点とした次の解析区間を決定し、新たな区間心拍変動データを抽出す
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る（ステップＳ２）。そして、フィッティング部１２及び呼吸間隔算出部１３は、新たな
区間心拍変動データに対して上述したステップＳ３〜Ｓ５を行う。解析区間抽出部１１、
フィッティング部１２、及び呼吸間隔算出部１３は、計測時間順にこの作業を繰り返す。
【０１００】
その結果、各データベースには、時間と対応付けられた各値が順次格納されていく。こ
れにより、各データベースには、時間の経過に伴う各値の変動情報（心拍又は神経に関す
るゆらぎ情報）が蓄積されることになる。各データベースに蓄積されたこれらの変動情報
は、算出した値を縦軸、計測時間を横軸にとったグラフなどとして、表示装置３００など
によって可視化され、診断に利用される。
【０１０１】
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なお、上述した全処理工程のうち、ステップＳ１はＲ−Ｒ間隔算出工程（データ変換工
程）、ステップＳ２は解析区間抽出工程、ステップＳ３はフィッティング工程、ステップ
Ｓ４・Ｓ５は呼吸間隔算出工程（心拍周期算出工程）に相当し、さらに、ステップＳ２０
１〜Ｓ２１３は特徴的データ抽出工程、ステップＳ２１４・Ｓ２１５は推定周期範囲算出
工程、ステップＳ２１６は区間決定工程、ステップＳ２１７はデータ抽出工程に相当する
。
【０１０２】
ところで、上記の構成によれば、呼吸間隔（心拍変動周期）、副交感神経の活動指標、
交感神経の活動指標などの値は、解析区間１区間ごとに算出される。解析区間１区間は、
呼吸間隔約２つ分に相当するため、データベースに蓄積された変動情報は、呼吸間隔約２

40

つ分に相当する時間ごとに推移するデータとなる。従って、利用用途によっては計測時間
についての分解能が充分でない場合もある。この場合、以下のようにして改善することが
できる。
【０１０３】
上述したように極大−極小−極大−極小−極大を解析区間とするフィッティングが行わ
れた後、解析区間抽出部１１は、先ほどの解析区間における最初の極大値の次の極小値を
開始点とし、極小−極大−極小−極大−極小を新たな解析区間にする。これにより、解析
区間が極値間の時間ずつシフトするため、得られる呼吸間隔のデータは、極値間の時間ご
と、つまり呼吸間隔約１／２周期分に相当する時間ごとに得られることになる。
【０１０４】

50

(16)

JP 4852698 B2 2012.1.11

さらには、上述した極大−極小−極大−極小−極大を解析区間とするフィッティングが
行われた後、解析区間をデータ１つ分だけ後ろ（すなわち計測時間の遅い方）にシフトさ
せ、シフトした区間を新たな解析区間としてもよい。具体的には、上述した解析区間にお
ける最初の極大値を有するデータの次のデータを開始点とし、最後の極大値を有するデー
タの次のデータを終端とした区間を、新たな解析区間とする。そして、フィッティング部
１２及び呼吸間隔算出部１３は、このデータ１つ分だけシフトした解析区間についてフィ
ッティングを行い、上記の各値を算出する。その後、解析区間抽出部１１は、解析区間を
またデータ１つ分だけ後ろにシフトさせ、シフトした区間を新たな解析区間とする。この
シフト処理は、解析区間の始点が次の極値に来るまで続けられる。そして、解析区間の始
点が次の極値までシフトした場合には、仮の呼吸間隔に基づいた上述した方法によって、

10

再び解析区間の長さを決定する。
【０１０５】
このようにして、解析区間を心拍間隔データ１つ分ずつシフトさせていくことにより、
呼吸間隔（心拍変動周期）、副交感神経の活動指標、交感神経の活動指標などの値が、心
拍間隔データの個数と略同数求められる。このことは、上記の各値が、心拍間隔データと
同じ時間分解能で得られることを意味する。
【０１０６】
さらにこの構成の場合、呼吸間隔算出部１３は、フィッティングによって得られた周波
数の値から、以下のようにして呼吸間隔を算出することができる。図１０の上図は、得ら
れた周波数の変動情報を、縦軸に周波数、横軸に計測時間をとったグラフとして可視化し
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たものである。
【０１０７】
周期関数では、周波数を１周期分の時間について積分すると、その値が１となる。その
ため、図１０の上段のグラフにおいて、斜線領域の面積が１であるとすると、そのときの
計測時間の幅が１回の呼吸間隔（１回の心拍変動に要する時間）の長さに相当する。従っ
て、面積が１となる区間の長さを求めることによって、１回の呼吸間隔（１回の心拍変動
に要する時間）を求めることができる。この方法によれば、個々のデータにおける周波数
の変動を考慮に入れて、１回の呼吸間隔を求めることができるため、算出された呼吸間隔
は、一層正確なものとなる。
30

【０１０８】
それ以外にも以下のような方法もある。フィッティングによって得られたＡ，Ｂの値か
ら、その時点における位相θを次の式（２０）
θ＝tan−１（Ａ／Ｂ）

…（２０）

によって求めることができる。図１０は、縦軸にこのθの値を、横軸に計測時間をとった
グラフを示す図である。このグラフから、位相が１回転するのに必要な時間を求めればよ
い。例えば、位相の極小点を呼吸基準点とし、ある呼吸基準点から次の呼吸基準点までの
時間を、１回の呼吸間隔とすることができる。
【０１０９】
もちろん、上記２つの方法を組み合わせることもできる。例えば、各計測時間ごとに位
相θを求めることによって、最初の呼吸基準点とそれに続く呼吸基準点の候補をまず決定
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する。その後、上述した面積を用いる方法によって、最初の呼吸基準点を基に後続の呼吸
基準点が出現するおおよその時間を推定し、推定した時間付近にある呼吸基準点の候補を
次の呼吸基準点と認定する。この作業を繰り返し、最後に、呼吸基準点間の時間を算出す
ることによって、それぞれの呼吸間隔を求めることができる。
【０１１０】
呼吸間隔を上述した方法によって求めることにより、得られる呼吸間隔のデータが一層
正確なものとなる。なお、後述する実施例は、この方法によって呼吸間隔を求めている。
【０１１１】
また、本実施形態では、フィッティングに正弦関数を用いたが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。正弦関数以外にも、周期性を有する関数、例えば三角波又は鋸波など

50

(17)

JP 4852698 B2 2012.1.11

各種関数を用いることもできる。
【０１１２】
また、本実施形態では、心拍間隔データを心電図から抽出したＲ波のピーク間の距離、
すなわちＲ−Ｒ間隔に基づいて算出したが、本発明はこれに限定されず、Ｒ波以外のピー
クを用いて心拍間隔を求めてもよい。さらには、心拍間隔データを、光学的な脈波センサ
（例えばパルスオキシメータ）から取得した脈波データに基づいて算出してもよい。
【０１１３】
以上のように、本実施形態に係る情報処理装置によれば、心拍間隔データの等間隔補間
に起因する呼吸情報が喪失や変化が生じない。その上、解析に用いるデータの計測時間が
様々な長さであっても、解析区間を呼吸間隔に合わせて動的に設定するため、呼吸の情報

10

が平均化されたり、ノイズの影響を受けたりするのを抑制することができる。さらには、
呼吸間隔が長い場合など、従来の周波数解析では低周波数成分と高周波数成分の分離が困
難である場合であっても、呼吸周波数を検出することが可能となる。
【０１１４】
〔心拍情報取得解析装置〕
次に、本発明に係る心拍情報取得解析装置の一実施形態について説明すると以下の通り
である。本実施形態の心拍情報取得解析装置５００は、家庭などにおいて呼吸間隔の情報
を容易に収拾するためのものである。心拍情報取得解析装置５００は、上述した情報処理
装置１００及び心電図データを生体から取得する心電計（心拍情報取得装置）２００を備
えている。
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【０１１５】
心電計２００としては、何れの心電計を用いてもよいが、ホルター心電計や携帯型心電
計が好ましい。これにより、家庭において日常的に呼吸間隔の情報を取得することができ
る。また、心電計２００と情報処理装置１００とは一体型となっていてもよいし、ネット
ワークを介して通信する構成であってもよい。
【０１１６】
このような心拍情報取得解析装置５００の動作を説明すると、被験者に装着された心電
計２００は、被験者から心電図データを取得する。取得した心電図データは、情報処理装
置１００のＲ−Ｒ間隔算出部１０に送信され、上述した工程に従って、呼吸間隔の情報な
どが算出される。なお、この場合、呼吸間隔などの各種情報の算出は、リアルタイムで行
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われる。これにより、心拍情報取得装置５００は、呼吸間隔の情報を始めとする各種情報
をリアルタイムで求めることができる。
【０１１７】
以上のように、本実施形態の心拍情報取得装置は、心電計２００によって心電図データ
を計測するとともに、計測したデータに基づいて呼吸間隔を算出する。従って、被験者に
大きな身体的負担を掛けることなく、容易に呼吸情報を得ることができる。
【０１１８】
なお、上述した心拍情報取得装置として、心電図データを取得する心電計２００の代わ
りに脈波を取得するパルスオキシメータなどを備えていてもよい。この場合であっても、
パルスオキシメータによって取得した脈波を基に心拍間隔を求めることができる。従って
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、上述した情報処理装置によって、呼吸間隔の情報などを求めることができる。
【０１１９】
〔睡眠時無呼吸症候群防止装置〕
次に、本発明に係る睡眠時無呼吸症候群防止装置の一実施形態について説明すると以下
の通りである。本実施形態の睡眠時無呼吸症候群防止装置６００は、夜間の睡眠時に発生
する睡眠時無呼吸症候群を検出し、これを効果的に防止するためのものである。睡眠時無
呼吸症候群防止装置６００は、上述した心拍情報取得装置５００及び呼吸誘発装置４００
を備えている。
【０１２０】
呼吸誘発装置４００は、睡眠時無呼吸に陥った被験者に対して何らかの刺激を与えるこ
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とにより、呼吸を回復させる装置である。呼吸誘発装置４００には、公知の各種装置、例
えば電気刺激装置、変動磁気刺激装置、又は機械的刺激装置などを用いることができる。
【０１２１】
本実施形態の睡眠時無呼吸症候群防止装置６００では、情報処理装置１００が、上述し
た各機能ブロックに加えて、無呼吸判定部１５をさらに備えている。無呼吸判定部１５は
、呼吸間隔算出部１３がリアルタイムに算出した呼吸間隔データを逐次受信する。そして
、受信した呼吸間隔データの示す呼吸間隔を閾値と比較することによって、被験者が無呼
吸状態に陥っているか否かを判定する。閾値は、例えば１０秒とすることができる。これ
により、無呼吸判定部１５は、呼吸間隔が１０秒よりも大きくなった場合に、被験者が無
呼吸状態に陥っていると判定する。

10

【０１２２】
無呼吸判定部１５は、被験者が無呼吸状態に陥っていると判定すると、呼吸誘発装置４
００に対して、呼吸の誘発を指示する指示信号を送信する。この信号を受信した呼吸誘発
装置４００は、被験者に対して刺激を与える。この刺激によって、被験者は無呼吸状態か
ら回復する。
【０１２３】
なお、上述した説明では、無呼吸判定部１５が被験者の無呼吸状態の判定を呼吸間隔デ
ータに基づいて行っているが、本発明はこれに限定されず、フィッティング処理によって
算出される心拍変動の周波数のパラメタの値に基づいて行ってもよい。すなわち、閾値を
例えば０．１Ｈｚとし、無呼吸判定部１５は、心拍変動の周波数（すなわち呼吸周波数）
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が０．１Ｈｚよりも小さくなった場合に、被験者が無呼吸状態に陥っていると判定しても
よい。
【０１２４】
以上のように、本実施形態の睡眠時無呼吸症候群防止装置６００によれば、被験者が睡
眠中に無呼吸状態に陥った際に、自動的に被験者の呼吸を誘発し、被験者を無呼吸状態か
ら離脱させることが可能になる。
【０１２５】
〔プログラム及び記録媒体〕
ところで、情報処理装置１００の各機能ブロック、特に、Ｒ−Ｒ間隔算出部１０、解析
区間抽出部１１、フィッティング部１２、呼吸間隔算出部１３、繰返実行部１４、及び無
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呼吸判定部１５は、ハードウェアロジックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵ
を用いてソフトウェアによって実現することもできる。
【０１２６】
すなわち、情報処理装置１００は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行する
ＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only mem
ory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムお
よび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、
本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである情報処理装置１００の制御
プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプ
ログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記情報処理装置１０
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０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプ
ログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０１２７】
上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ−ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ−Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１２８】
また、情報処理装置１００を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコ
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ードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に
限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、Ｉ
ＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線
網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する
伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、
ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤
外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星
回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラム
コードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の
10

形態でも実現され得る。
【０１２９】
〔実施例〕
次に、上述した情報処理装置の有用性を示す実施例について説明する。本実施例では、
上述した情報処理装置を用いて、まず健常者の呼吸を抽出できるか否かを検証した（実験
１）。その後、Ｐｈｙｓｉｏ

Ｎｅｔ（http://www.physionet.org/）に公開されている

無呼吸データを上述した情報処理装置で解析し、無呼吸症候群の検知についての有効性を
検証した（実験２）。
【０１３０】
解析方法の概要は以下の通りである。まず、第ＩＩ誘導で計測した心電図データからＲ
波を検出し、Ｒ−Ｒ間隔データとした。次にＲ−Ｒ間隔データの短期的なピークを取り出
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した。短期間のＲ−Ｒ間隔の変動はほぼ呼吸によるものだと考え、ピークに着目した一周
期（極小−極大−極小、極大−極小−極大）を仮の呼吸間隔とした。実際の呼吸箇所以外
にもわずかな変動がピークとして検出されることはあるが、その逆はないと考えると、真
の呼吸間隔は仮の呼吸間隔よりも大きいことが言える。そこでわずかな変動を閾値などで
除いてやり、なるべく呼吸間隔の影響によるピークのみを検出し、また複数の仮の呼吸間
隔をまとめて一つの解析区間とすると、真の呼吸間隔は最大が解析区間の長さ、最小が複
数の仮の呼吸間隔の最小値の間に含まれていることが推測される。
【０１３１】
本実施例では２つ分の仮の呼吸間隔を解析区間とした。解析区間は、実施形態に記載し
たように、５つの連続する極値点を含む区間とし、この区間をＲ−Ｒ間隔データ１つ分ず
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つシフトさせた。そして、解析区間の始点が次の極値点に来たときに、区間の長さを再設
定した。このように設定した解析区間それぞれで、推測される呼吸間隔から求められる周
波数範囲を定め、正弦波フィッティングで解析した。また、呼吸間隔の急激な変動は少な
いものとして閾値をかけた。解析によって算出された正弦波のうち、振幅が最大であるも
のを呼吸変動成分と考え、そのときの周波数と位相から呼吸間隔を求めた。また解析アル
ゴリズムで用いた閾値は実験ごとに同じものを用いた。
【０１３２】
（実験１）
健常な２０代の男性６名に対し、仰向けの状態で心電図と呼吸数を３０〜５０分間計測
した。心電図は第ＩＩ誘導で計測し、呼吸は被験者が呼気の直前にスイッチを押してもら
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うことで計測した。被験者には測定前日の夜からアルコール・カフェインの摂取と当日の
計測前５時間の食事を禁止し、計測直前の１５分間安静にした後、計測を開始した。５名
に対しては３回ずつ、１名は２回、計１７回の計測を行った。
【０１３３】
心電計はＥＣＧ６８５１（日本光電）を用い、ＡＤ変換カード（ＲＥＸ５０５４Ｂ，ラ
トックシステム）によって１０００Ｈｚでサンプリングし、データを保存した。心電図か
ら解析して求めた呼吸間隔と計測した呼吸間隔を比較し、検討した。
【０１３４】
結果の一部を図１に示す。図１に示すように、解析によって求められた呼吸間隔と測定
した呼吸間隔のグラフは非常によい一致を見せた。測定した呼吸間隔は実験開始から徐々
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に伸長するなどの変化を見せたが、解析値はその時間変化をよく追随した。
【０１３５】
１７例の全例の結果をまとめ、解析値と測定値の呼吸回数の一分当たりの平均を求めた
結果を下の表１に示す。平均誤差は１分当たり０〜３回の誤差に留まった。そのうち１３
例は呼吸回数誤差１回以内であった。
【０１３６】
【表１】

10
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【０１３７】
（実験２）
睡眠時無呼吸の心電図データはＰｈｙｓｉｏ
ｙｓｉｏ

Ｎｅｔのものを用いた。本実験ではＰｈ

Ｎｅｔの睡眠時無呼吸データのうち、８つのデータ（無呼吸例４例、境界例１
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例、正常例３例）を用いた。これらは一晩の心電図データであり、本実験で用いたデータ
には、心電図と同時に鼻腔付近の温度を計測したものも含まれる。心電図と鼻腔付近温度
のデータはともに１００Ｈｚでサンプリングされており、心電図については実験１と同じ
ように解析を行い、鼻腔付近温度から求めた呼吸間隔と比較し、検討した。
【０１３８】
全例の解析結果を１回当たりの呼吸間隔で平均したものをまとめた結果を下の表２に示
す。表２に示すように、無呼吸症例の結果は正常例や境界例よりも長い呼吸間隔を示した
。これには無呼吸例での正常な呼吸部分も含まれる。
【０１３９】
【表２】
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【０１４０】
また、測定値と解析値との比較結果の一部を図１２に示す。図１２に示すように、無呼
吸例での測定された呼吸間隔とほぼ同じ呼吸間隔を上述の情報処理装置による解析で抽出
できた。また、測定した呼吸間隔の時間変化に対して、解析結果が追随できていることが
示された。正常例、境界例の解析結果はほとんどが正常な呼吸を示す解析結果となった。
これは、計測した呼吸間隔とほぼ一致した。解析の結果、誤検出と思われる長い呼吸間隔
を示す箇所もあったが、無呼吸症例のように長時間それが継続することはなかった。
【０１４１】
（考察）
上述した情報処理装置によって、２０代の健常者の呼吸を精度よく抽出できた。無呼吸

10

症に対しては多少の誤検出箇所が含まれるが、無呼吸の検知が可能であることが検証され
た。表２に示すように、一回当たりの呼吸間隔では、無呼吸例とそれ以外で明らかな差が
生じた。無呼吸例には正常な呼吸部分も含むため、標準偏差が大きくなる傾向が見られた
。これにより、睡眠時無呼吸の検知として応用する際には閾値を設けることで現時点でも
一定の効果を期待できると考えられる。また、アルゴリズムや解析手法を改良することで
さらに精度が向上すると考えられる。また、上述した情報処理装置は心拍変動を利用して
いるため、パルスオキシメータの脈波形を用いて解析することも可能であると考えられる
。無呼吸診断装置としてはパルスオキシメータを用いることでより簡便な装置が製作でき
ると期待される。また呼吸を促す刺激と組み合わせることで簡便な治療装置として用いる
ことも考えられる。
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【０１４２】
解析結果が呼吸間隔と一致しなかった原因の一つとして考えられるのは、R波の抽出誤
り、期外収縮、外的・内的要因による交感神経の急激な亢進などによってRR間隔の呼吸情
報が失われる、もしくは呼吸情報以外の情報によって打ち消されるということがある。ま
た二つ目の原因としては、RR間隔を表すモデルとして呼吸変動成分と直流成分で表してい
ることが考えられる。つまり、すべての状態で呼吸をしていると仮定しているので呼吸を
していない部分で誤検出が起こる可能性がある。しかし、それにもかかわらず、無呼吸情
報をＲ−Ｒ間隔から抽出できるのは、Ｒ−Ｒ間隔の無呼吸から呼吸までの波形をひとつの
周期として検出しているためだと考えられる。三つ目の原因としては、呼吸性洞性不整脈
の変化の大きさに個体差があることが考えられる。心拍変動の呼吸情報が小さい場合、呼
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吸誤検出を生み出すと考えられる。四つ目の原因は、今回用いたアルゴリズムの閾値が不
適当であった可能性がある。Ｒ波の検出や期外収縮の除去、Ｒ−Ｒ間隔からピークを抽出
する、呼吸間隔の急激な変動が少ないなどに用いた閾値によって誤差が生じた可能性があ
る。
【０１４３】
より正確に呼吸を検出するためには、Ｒ−Ｒ間隔を正確に抽出しその中から期外収縮を
除去することがまず必要だと考えられる。また本手法では呼吸変動成分と直流成分で考え
ていたモデルに交感神経亢進による急激な変化と呼吸をしていない可能性を組み込んで解
析をすることが必要である。さらに、あらかじめ呼吸時の心電図を計測し、その人の呼吸
性洞性不整脈の大きさを考慮し、個別に閾値を設定しておくことで精度が上昇すると考え
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られる。
【０１４４】
（結論）
本実施例では、上述した情報処理装置を用いて心拍変動の呼吸周期に着目することで呼
吸情報を抽出することを試みた。その結果、呼吸情報を心電図から取得することができた
。また上述した情報処理装置の解析手法は、無呼吸時にも一定の効果が期待できることが
示された。さらに、解析手法やアルゴリズムの変更によってさらに改良可能であることが
考えられる。これらによって、家庭などでも簡便に睡眠時無呼吸の検知が可能となり、ま
た無呼吸治療にも応用できると考えられる。以上のように、上述した情報処理装置の心拍
変動解析による睡眠時無呼吸の検出の有用性が検証された。
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【０１４５】
〔補足〕
本発明は上述した実施形態及び実施例に限定されるものではなく、請求項に示した範囲
で種々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を
組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１４６】
本発明によれば、被験者に負担をかけることなく簡便に呼吸間隔を得ることができる。
従って、医療分野において、呼吸間隔を解析する装置や呼吸間隔をモニタリングする装置
、睡眠時無呼吸症候群を防止する装置などに適用することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０１４７】
【図１】本発明の一実施形態を示すものであり、情報処理装置並びにそれを利用した心拍
情報取得解析装置及び睡眠時無呼吸症候群防止装置の要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態を示すものであり、情報処理装置の処理工程の概要を示すフ
ロー図である。
【図３】本発明の一実施形態を示すものであり、心電図データを心拍変動データに変換す
る方法を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態を示すものであり、情報処理装置に含まれる解析区間抽出部
の構成を示す機能ブロック図である。
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【図５】本発明の一実施形態を示すものであり、解析区間抽出部による処理工程の詳細を
示すフロー図である。
【図６】本発明の一実施形態を示すものであり、解析区間抽出部による処理工程の詳細を
示すフロー図である。
【図７】本発明の一実施形態を示すものであり、解析区間抽出部による処理工程の詳細を
示すフロー図である。
【図８】本発明の一実施形態を示すものであり、特徴的データの抽出方法を説明するため
の図である。
【図９】本発明の一実施形態を示すものであり、特徴的データから解析区間及び推定周期
範囲を求める方法を説明するための図である。
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【図１０】本発明の一実施形態を示すものであり、算出した心拍変動周波数から呼吸間隔
を求める方法を説明するための図である。
【図１１】本発明の一実施例を示すものであり、上述した情報処理装置によって算出した
呼吸間隔と、他の信頼できる方法によって測定した呼吸間隔との比較結果を示す図である
。
【図１２】本発明の一実施例を示すものであり、上述した情報処理装置によって算出した
呼吸間隔と、他の信頼できる方法によって測定した呼吸間隔との比較結果を示す図である
。
【符号の説明】
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【０１４８】
１０

Ｒ−Ｒ間隔算出部（データ変換部）

１１

解析区間抽出部
１１ａ

特徴的データ抽出部

１１ｂ

推定周期範囲算出部

１１ｃ

区間決定部

１２

フィッティング部

１３

呼吸間隔算出部（変動周期算出部）

１４

繰返実行部

１５

無呼吸判定部（比較部）

１００

情報処理装置
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２００

心電計（心拍情報取得装置）

４００

呼吸誘発装置

【図１】
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JP 4852698 B2 2012.1.11

(24)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

JP 4852698 B2 2012.1.11

(25)
【図７】
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