
この論文全文は、IEEE Instrumentation and Measurement Societyの指示のもと、容認および出版の前にピアレビューされた。 

 

 

衣類に付着したバイオセンサーを用いた呼吸努

力の外来監視 
Mark Holt, Ben Yule, Dylan Jackson, Mary Zhu, Neema Moraveji 

スパイア 
米国カリフォルニア州サンフランシスコ 

マーク、ベント、ダイラン、メアリー、neema@spire.io 

 

要約-呼吸努力のパターンの正確な自由行動下センシングは、
長い間、生物医学の研究者にとってはわかっていない。データは臨
床的意思決定に役立つであろうが、そのようなデータ収集に適した
センサーの欠如は臨床的影響を妨げる。本研究では、縦断的かつ
持続的な順守を可能にする形態で、胸部および/または腹部可動
域を介して呼吸努力を感知するアプローチについて報告する。この
アプローチは、衣服に付着したフォームファクターに埋め込まれた
力ベースのセンサーを利用して、ユーザーの不便さを軽減する。こ
のアプローチの主な利点は、ユーザーが受け入れられることであり、
それは、既存のデバイスに伴う影響のあるユーザーの不都合な問
題に対処しながら、データを縦方向に監視することができる。呼吸
努力のグラウンドトゥルースモニターと比較して、また認知的および
身体的課題の両方にわたって、本アプローチは、相対的中央値誤
差6.8%および平均絶対誤差1.8呼吸/分(SD=0.14)をもたらした。セン
サーの位置は性能に影響し、胸部装着センサーは腰部装着センサ
ーを上回る性能を示した。呼吸サイクルの時間的マーカーのより細
かい分析は、グラウンドトゥルースと高い一致を示し、呼気終末の
時間的マーカーは最も低い精度を示した。結果は、このアプローチ
が、呼吸努力を正確かつ理論的に高順守で監視するために使用で
きることを示している。 
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I. 概要 

生理学的モニタリング研究において、データ収集の問題
は、臨床的意思決定および患者の有用性を未だ解明してい
ない洞察を明らかにするために、経時的に十分に高い順守
をもたらすような方法で、正確なデータを収集する方法から
実際にそれを行う方法に進化してきた。本症例では、認知障
害、情動障害、または生理的不調を示す基礎自律神経であ
る呼吸パターンを調べる[9]、[26]、[29]、[20][28]。呼吸窮迫
は、うっ血性心不全(CHF)および慢性閉塞性肺疾患(COPD)
における入院(再)の主要な因子であり[2]、呼吸フィードバッ
クは、喘息[17]、不安[14]、高血圧[22]などにおける予防的
介入として使用することができる。 

その基本的な臨床的重要性にもかかわらず、呼吸パター
ンは、制御されたまたは睡眠環境の外側で縦方向に捕捉す
ることが、有名な問題である。これは、物理的な移動から生
じるノイズ、既存のセンサフォームファクタの身体的不快感、
センサの着用と再充電を覚えておくために必要な行動変化、
および自然に発生する呼吸パターン(例えば、労作、発話、
笑い、息止めなど)の広範な変動に起因する[28]。 

呼吸数(RR)は関心のある一次呼吸特性として最も一般的に
報告されるが、呼吸力学から直接測定される(すなわち、他
の生物学的リズムから推測されるのではなく)呼吸努力波形
は、呼吸安定性、吸気/満了比率、相対分時換気、満了期間、
および咳および無呼吸イベントなどのイベントなどの他の重
要な臨床的特徴を含む。これらの特徴の継続的なセンシン
グおよび報告書の欠如は、臨床的意思決定および患者の転
帰を妨げる。したがって、我々は、長期にわたる患者の順守
を可能にするフォームファクターでこのデータを送達する方
法を探求することに関心がある。 

 
II. 関連業務 

本部では、月単位での縦断的データ収集の目標のため
に、呼吸努力を直接評価する連絡および非連絡の方法(す
なわち、血中酸素飽和度や心拍リズムなどの他の生理的デ
ータを介して間接的に評価するものではない)について検討
する。例えば、鼻にサーミスタを置くことは、ここでは、長軸方
向に使用するには目立ちすぎると考えられた。一般的に言え
ば、全てのモニタリング方法は、不快感、正確さ、および衛
生状態の間のトレードオフのバランスをとる[1]。 

呼吸努力を直接監視する最も一般的なアプローチは、呼
吸インダクタンスプレチスモグラフィのバンドを身体に直接、
または皮膚に密着した胴体着用のハーネスまたはシャツに
貼り付けることである[8]、[13][25]。これには、吸気および呼
気に伴って胴体が拡張および契約するときの呼吸努力を測
定するために、胴体および/または腹部の周囲に1つ、また
は理想的には2つのバンドを使用することが含まれる。バン
ドは、伸張中に導電率が維持されるように、非常に細いワイ
ヤまたは薄いフォイルなどの伸長可能/変形可能な導電性
材料から構成される。 

別の連絡ベースのアプローチは、呼吸努力によって引き
起こされる経胸郭インピーダンス変化を測定するために、臨
床医が胸壁上に単一および複数の電極を配置することであ
る[26]。これらのアプローチは、ノイズキャンセレーションの
手段として3軸加速度計も採用している[5]。これらは定期的
なメンテナンスと体位変換を必要とし、短期的な監視に最も
適している。 

音響データは頸部[6]または鼻付近[27]で収集できるが、
これらの方法は身体的不快感および社会的不快感のため
に継続的に使用するには見かけ上適さない。 

非接触アプローチは、縦断的回収に用いることができる
が、コンテキストに敏感である(すなわち、患者は静止してい
て、センサの範囲内でなければならない)という問題がある。
これらは睡眠中の呼吸の監視に最も適している。測定にはド



ップラー法と熱[11]法が用いられてきた 
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呼吸.呼吸中の胸壁の動きから呼吸動向を推測するために、
光学的技術(被験者への赤外線の投射の有無にかかわら
ず)も用いられている[4][19]。 

呼吸努力を直接監視する多くのアプローチがあるが、持
続的かつ長期的なセンシングはまだ十分に取り組まれてい
ない。 

 
III. 呼吸機能をモニタリングするための新し

いフォームファクタ 

着用可能なバイオセンサーの高い順守には、荷電装置
することを覚えていること、毎朝デバイスを見つけること、手
首または胸部に身体的不快感を感じること、それを正確に再
配置する必要があること、皮膚刺激、視覚健康監視につい
ての自己意識、およびそれ以上の[16]など、多くの障害があ
る。これらの不都合な点が排除されるまでは、継続的かつ長
期的な患者モニタリングは妨げられる。 

Health Tag (Spire, Inc., San Francisco, CA)は、同じ名前
の機器カテゴリーであるHealth Tagの最初の既知のインスタ
ンス化である。すなわち、着用者のバイタルへの高い順守性
と近接性を、スタンドアロンの機器ではなく衣服と組み合わ
せることによって達成しようとするオンボードセンサーを備え
た衣服付機器である。それらはさまざまな方法で、またさま
ざまなタイプの衣服に付着させることができる。健康タグは
密封され、衣服に付着している間、洗濯および乾燥のサイク
ルに耐える温度に耐える。 

患者の観点から、ヘルスタグは衣服の一部となる(「管理
すべき別のもの」ではない)。ヘルスタグの工業デザインの目
標は、下着の順守健康に匹敵する順守健康に到達すること
である。ヘルスタグは、内装ベルトの前面(図1a)と女性用ブ
ラジャーの内翼(図1b)といった特定の部位に恒久的に貼り付
けるために織物粘着を使用している。 

 

 

図 1.Spire Health Tagは、特定位置の下着に恒久的に付着する。(A)下着(男

性、腰)および(B)ブラ(女性、胸部)の翅の推奨位置。 

 

健康タグは、皮膚の代わりに衣服に付着させることによ
って、皮膚に付着するパッチおよび電極に関連する問題、例
えば、皮膚刺激およびメンテナンス位置変更を回避する。健
康タグの患者は、健康機器を装着すること、および健康機器
を他人に見えるようにすることなどの新しい行動習慣を採用
する必要はない。健康タグは、任意の数のオンボードセンサ
ーを含み得る。 

  

各ヘルスタグには、電池、3軸加速度計、Bluetoothラジオ、
振動触覚フィードバック機構、フォトプレチスモグラフィセンサ
ー、および腹部および/または胸部の可動域の相対的変化
を感知する力センサーが含まれている。本研究では、この方
法で着用した場合の呼吸努力監視の精度を定量的に評価
する。 

 
IV. 方法 

実験室での研究では、一連の作業を行っている間、参加
者はゴールドスタンダードの呼吸感知装置(ここでは「グラウ
ンドトゥルース」)とヘルスタグ2個(男性:腰に2個;女性:腰に1
個、ブラに1個)の両方を着用した。各呼吸サイクル(吸気-開
始、吸気-終了、満了-開始、および満了-終了)の4つの主要
構成要素の時間的位置と毎分の呼吸数を比較することを目
的とした。この後者のメトリックのグループが選択されたのは、
このセットから他の多くの呼吸器メトリックを推論することが
できるためである[12]。 

参加者25名(女性12名;平均年齢29.8(SD=7.1);平均体格
指数(BMI):24.0(SD=3.6))に試験の性質を説明し、募集中に適
宜着替えた。本試験は、ヘルシンキ宣言に概説され、治験審
査委員会のIRBによって承認された原則に従って実施された。 

 

A. グランドトルース 

カプノグラフィー単独(鼻カニューレのみを用いる)に頼る
のとは異なり、呼吸を完全に感知するには、口と鼻の両方を
捕捉する必要がある。これは、呼吸のために口を使う無数の
方法(例えば、発話、咳)を考えるときに適切である。複数の
携帯型代謝便潜を試験したところ、真の時間同期に必要な
データ損失のない一定のサンプルレートを保証するものはな
かった。したがって、FDA承認のCPAPマスク(AirFit, Resmed 
Corp., San Diego, CA)を、病院の換気用途で使用されるFDA
承認のデジタルエアフローメーター (SFM3000, Sensirion 
Corp., Staefa, Switzerland)に直接接続した。試験センサを
25Hz、グラウンドトゥルース250Hzでサンプリングし、その後、
ミリ秒粒度で双方の時間同期をとった。 

 

B. データの抽出 

4つの時間的マーカーは、以下に定義するグラウンドトゥ
ルース信号(ローパスフィルタでスムージング)で自動的に識
別された。 

 

図 2.グラウンドトゥルースおよびテスト信号は代表的な時間セグメントに重

ね合わされる。NB:垂直線は4つの呼吸タイミングマーカーを表す。Health 

Tagシグナルはy軸で操作され、両方のシグナルが同じグラフで簡単に見え

るようになる。 

 

マーカーは、力よりもむしろ空気流の観点から定義した
(すなわち、正の値は吸気を反映し、負の値は呼気を反映す
る)。 



吸気-開始は、負の偏向後のフローシグナルの最初の正の
偏向であった。吸気終了は、正のたわみからゼロラインに戻
ることであった。満了開始は、ゼロ交差後の最初の負のたわ
みであった。満了終了とは、負のたわみからゼロラインに戻
ることである。次に人間の専門家が、真理信号上の全ランの
自動スコアリングについて品質保証試験を実施した。同じマ
ーカー同定アルゴリズムを、平滑化された試験シグナルにつ
いて実行した。 

地上真理RRは、第2段階のプロセスを用いて回収後に計
算された:第1に、ゼロ交差アルゴリズムを用いて1分間のウィ
ンドウ内で全呼吸サイクル数をカウントした。第二に、これら
のサイクルが発生した時間は、ウィンドウの最後のサイクル
の呼気エンドポイント(トラフからゼロ交差を越えるトレース交
差)を求め、ウィンドウの最初のサイクルの吸気開始時間を
差し引くことによって再測定した。最後に、トリミングしたセグ
メントのサイクル数を数えて、呼吸数(呼吸数/分、bpm)を評
価した。 

 

 

図 3.ウインドウの始まりと終わりのパーシャルサイクルを取り除くために、ウ

インドウ長さが事後的にどのように動的に調整されるかを示す、テストとグラ

ウンドトゥルース信号の時間同期セグメント(time-synchronized segment)トッ

プ:自動トリミングの前。下:自動的にトリミングした後の同じウインドウ。 

 

C. 治験実施計画書 

20分間の摂取およびセンサー装着期間の後、参加者は
表1のプロトコルを開始した。各業務の間に、1分間の立位休
息期間を設けた。デスクワークの仕事は、オフィスの仕事を
シミュレートすることを目標に、それらを「通過」するリストとし
て提示するという、時間的プレッシャーを暗示していた。進行
担当者は、Bluetooth接続をリアルタイムで監視し、試験セン
サーとの安定した接続を確実にした。 

 
表1 治験実施計画書 

 

タイムスタンプ 業務 姿勢 性状 

00:00 – 20:00 休憩 座位 自然の映像を見る 

21:00 – 30:00 
デスクワーク 座位 ノートパソコンを利用したトリ

ビア 
31:00 – 40:00 デスクワーク スタンド 前回の業務の継続 

41:00 – 50:00 音声 座位 本を読み上げる 

51:00 – 60:00 
ストレス 座位 [15]a参照 

61:00 – 69:00 徒歩 トレッドミ

ル 

快適なペース 

70:00 – 78:00 
走行 トレッドミ

ル 

激しいペース 

79:00 – 87:00 
サイクル エルゴメー

ター 

中ペース 

a. 作業終了時に、被験者には言語部品は不要であることを知らせた。 

D. 統計解析 

[23]に従い、ゴールドスタンダードに対する誤差を次式を
用いてRRについて計算した。 

 
Error=(device_measurement−ground_truth)/ground_truth (1) 

 

合計中央値誤差、平均絶対誤差、および誤差の標準偏
差を、センサ位置およびタスクタイプごとに計算した。業務の
タイプは、身体的(歩行、ラン、サイクル)および認知的(残りの
全ての業務)であった。ピアソン積分-モーメント相関係数を
計算して、グラウンドトゥルースおよび試験センサーを用いて
評価した分ごとの呼吸数間の相関を評価した。r値<0.70は相
関がないと考えられた。最後に、2つの信号間の本契約をよ
り詳細に調べるために、全てのランについてBland-Altman分
析を行い、結果を95%信頼区間でプロットした(図5)。 

 
V. 結果および考察 

8つの課題を遂行した被験者25例が合計200回の課題遂
行に至った。分析した各ランに対して、タスク期間の全体(す
なわち、タスクの最終分だけではない)を使用した。 
合計200ランのうち20ラン(参加者7名)のデータは、参加者が
身体的不快感のためにラン中にマスクの除去を依頼したた
め廃棄した。これが起こったランは試験管理者によって記録
され、事後解析において、それらの特定のランからのデータ
が削除された。参加者はほぼ常に短い休憩時間後にマスク
の使用を再開し、その後のデータを分析に含めた。 

表2に、各センサー位置および業務型に対する中央絶対
百分率誤差、平均絶対誤差(MAE)および標準偏差、二乗平
均平方根誤差(RMSE)、ならびにピアソンの相関係数を示す。
全ランにわたって観察された全体的なエラーは6.8%であった。
最高エラーは、腰に装着した試験装置を用いた身体活動業
務中に観察され、最も低いエラーは、身体活動中に胸に装
着したセンサーを用いて観察された。 

 
表II. 試験と地上真理の間のセンサー位置とタスクタイプにわたる少量ご

との呼吸速度(MINUTE-BY-MINUTE REPIRATORY RATE RATE) 
(MINUTE-BY-BY-MINUTE REPIRATORY RATE) 

 

センサ 
位置 

業務 
種別 

中央値 
過誤 MAE±SD RMSE r 

すべ

て 

すべて 6.8% 1.8±0.14 2.7 0.89 

腰 すべて 7.7% 2.1±0.17 3.2 0.94 

胸部 すべて 5.4% 1.2±0.07 1.2 0.96 

すべ

て 

コグ 6.9% 1.4±0.13 2.0 0.88 

腰 コグ 7.6% 1.6±0.16 2.3 0.79 

胸部 コグ 5.7% 1.1±0.07 1.5 0.94 

すべ

て 

物理層 6.7% 2.5±0.16 3.8 0.65 

腰 物理層 8.8% 3.2±0.19 4.8 0.47 

胸部 物理層 4.6% 1.5±0.06 2.1 0.89 

  
b. 仮説検定は、これらの条件における試験シグ
ナルからのデータが、基礎真理から得られたデ
ータと有意に異ならないことを示した。 



  
 

図 4.すべての業務およびセンサー位置におけるRRの推定値およびグラウ

ンドトゥルース値。各点は、1回の測定で呼吸数の中央値を表し、異常値は

除外されない。 

 

ウエストでの身体活動モニタリングは、高度に相関しない
唯一の状態であった(r<0.70)。試験機器を胸部に装着したと
きに最も強い関係が認められた。最も弱い関係は、身体的
作業中のウエスト装着型テストセンサーで観察された。これ
は腹部ではなく胸部呼吸を引き起こす身体的労作に起因す
ると考えられ、胸部装着センサーによってより容易に感知で
きた。 

【図4】全ランにわたるグラウンドトゥルース(x軸)およびテ
ストセンサー(y軸)の毎分呼吸数を示す。ピアソン積分‐モー
メント相関は、全体として2つの信号間に89.2%の相関をもた
らした(r=0.892, p<0.001)。 

図 5.推定RRおよびグラウンドトゥルースRRのBland-Altmanプロット。バイア

スは黒い実線で、一致限界は赤い線(-2.63bpm～1.60bpm)で表示される。 

 

図 5は、Bland-Altman解析の結果を示しており、RRの推
定値とグラウンドトゥルース値を計算したもので、平均バイア
スは-1.04bpmであり、一致限界は次のとおりである。 
-2.63 1.60bpm。系統的バイアスは小さく、測定値は平均バイ
アス線の周囲で対称性を示した。 

図6は、異なるセンサ位置およびタスクタイプにわたる中
央エラーを示す。この図を用いて、磨耗位置および業務タイ
プにわたるセンサ性能は一般に一貫しており、絶対誤差の
中央値は常に約6%であることが分かる。第2の見方は、胸部
におけるセンサの性能が、ウエスト装着型センサよりも一貫
性があり、変化が少ないことを示している。さらに、誤差の中
央値は一般に、全ての業務およびセンサ位置にわたって10%
未満である。 

 

図 6.ボックスおよびウィスカープロットは、グラウンドトゥルースと比較した推定呼吸数の異常パーセンテージの中央値のパーセンテージプロットである。下限

はデータの25%分位点を示し、中央の切り欠きはデータ値の中央値を示し、上限は75%分位点を示す。 



 
 

図 7.推定された呼吸タイミングマーカーがグラウンドトゥルースによって生成されたマーカーから逸脱した周波数を示すヒストグラム。Y軸は規格化された周波

数である。観察値の最も分散した分布は、満了終了時間マーカーにあることに注意すること。すべてのマーカーにおいて、最も頻度の高い逸脱の間隔は、真

理値から0.25秒以内である。 

 

呼吸サイクルマーカーの分析は、まず各推定マーカーと
その対応するグラウンドトゥルースマーカーとの時間的距離
を計算することによって行った。表3にこれらの差に関する記
述統計を示す。これらの値を考慮に入れると、成人の呼吸サ
イクルの平均は3～5秒である。これをさらに簡単にするため
に、両方の成分を1.5に残して、1:1の吸気/満了比を考えるこ
とができる。 
2.5秒。この表を使うと、標準偏差はマーカータイプ間で一貫
しており、すべてのマーカーがマーカー内で同程度の分散を
示すことがわかる。 

図7は、各マーカーについて時間的距離をビニングした周
波数を示す。この図は、すべてのマーカーがどのように前方
に重く、尾部が続くのかを示している。 

これらの図および結果は、グラウンドトゥルースと比較し
た場合、時間的マーカーの精度が概して高いことを示してい
る。最大偏差(平均試料差0.40秒)は呼気終末で観察される。
これは、満了そのものの機構的性質に起因すると我々は考
える。すなわち、満了の斜面は吸気に比べて緩やかであり、
エンドポイントの決定は困難である。吸気はかなり急速な場
合であり、突然のたわみを引き起こし、ほぼ即座に呼気が続
く。これは、例えば、人工呼吸器を離脱させるための呼吸筋
の訓練において、臨床的に適切である。 

図8は、外れ値(2.5×四分位範囲 )を除去した後の、
Health Tagで評価した時間的マーカーのグラウンドトゥルース
からの偏差を示す。差の中央値は一貫して0.5秒未満であり、
呼気終末についても同様である。 

 
表III.  主な呼吸周期構成要素の時間的マーカーの

正確さ(ACCURACY OF TEMPORAL MARKER 
OF MAJOR RESPIRATORY CYCLE 
COMPONENTS) 

 

 

時間マーカー 

平均

試料 
Diff. 

Std 

Dev 

試料Diff

の中央値。 

平均抗体。

逸脱 

吸気開始 0.66 0.87 0.32 0.24 

吸気終末 0.65 0.89 0.28 0.20 

満了 0.64 0.89 0.26 0.22 

満了 0.72 0.91 0.40 0.28 

SDを除くすべては秒単位である。 

 

本研究は、Health Tag機器の精度の観察調査である。最
も重要な臨床的意義は、縦断的呼吸データを活用すること
である。この新しいフォームファクターは、理論的には、既存
の着用可能な呼吸モニターをはるかに上回る順守とユーティ
リティを可能にする。 

第2の意味は、Health Tagデータから推論できる種類のデ
ータである。この目的のために、全てのセンサー位置および
業務のタイプにわたる呼吸数の結果は、明確な基準はない
が、エラーが十分に引用された先例[17]で示される。呼吸時
間マーカーに関して臨床的に関連のある誤差の範囲は知ら
れていないが、結果は、そのようなマーカーに基づく臨床的
に関連のあるバイオマーカーが理論的に確実に報告され得
ることを示す。 

 

A. 研究の限界 

治験実施計画書は短く(87分)、仰臥位は含まれていなか
った。縦断的in situ試験を実施することは、今後の工事の課
題である。第二に、マスクの不快感が分析から多くのランを
捨ててしまい、これらは特定の作業では起こらなかったが、
その数は有意であった。第三に、前述したように、CPAPマス
クは使い勝手が悪く、したがって自然呼吸に影響した可能性
がある。マスクは、鼻と口の両方からの呼吸が真のシグナル
で捕捉されることを確実にするために選択された。最後に、
健康タグの意図は縦断的なデータ収集であると主張されて
いるが、問題の研究は性質縦断的なものではなかった。 

 

 
 

図 8.呼吸サイクルの主要構成要素の時間的マーカーの健康タグ評価の基

礎真理値からの推定差を示すボックスプロット。IB=吸気開始、IE=吸気終了、

EB=満了開始、EE=満了終了。 



VI. 結論 

臨床的意思決定は長い間、呼吸努力の連続、長期的、
直接的なモニタリングの欠如に悩まされてきた。本研究では、
患者の既存の衣服に付けられた新しいフォームファクターで
ある健康タグを紹介した。本論文では、最初に、理論的に機
器の遵守を妨げる因子に対処する新しいフォームファクター
を紹介した。その後、この形式に組み込まれた市販機器の
呼吸データを検証する。この結果は、呼吸数およびより顆粒
状の時間的マーカーの両方にわたって、問題の装置が、認
知活動および身体活動の両方にわたって、臨床的に許容可
能な誤差の範囲内のデータを生成することを示す。最大の
誤差は、センサーが腰に装着されたときの身体活動中に観
察される。これは、呼吸努力をこのレベルの粒度で連続的に
モニターし、理論的には患者の負担を軽減し、縦断的捕捉お
よび分析を可能にする、初めての確認された技術である。 
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