
～データ、API、ダッシュボードの紹介～



Spireのデータについて

安全＆プライベート性 ・エンドツーエンド暗号化(E2EE、E2E暗号化)
・ツールを用いたSII（個人を識別できる情報）へのセーフガード
・様々な機構を通した対応工程
・データ使用におけるユーザーの承諾

正確さ ・代表的装置の実検証
・シグナル取得、伝達の品質がデータの信頼性につながる

完全性＆透過性 ・処理済みデータと未処理データの取得と送信

個人向け仕様（パーソナライズド） ・高度な機械学習能力を活用して、個人の健康状態を解明する

医療根拠のある ・健康調査や臨床基礎に基づいた、データアルゴリズム



Spire Healthのデータプラットフォーム

呼吸、PPGと加速度
測定データ（処理済
み＋未処理）

スマホ（Bluetooth経
由）または他のゲー
トウェイデバイス

Spire Healthデータ
ベース（AWS）
600億の呼吸数から9
兆個のデータポイン
トを作成

消費者/患者用
アプリ
（データ制限有）

研究データ用プ
ラットフォーム

アクセス処理保存データ移行データ収集

ヘルスケア
専門家用DBSpire のインサイト

深層学習＋信号処理
アルゴリズム（クラ
ウド＋デバイス上）



Spire Healthのデータ：取得可能な生理学的データの種類

処理済みデータ

未処理のセンサーデータ
（未処理データ）

時間経過

特定の時間間隔で測定されたメトリックス
（15秒、日）

セッション

データは睡眠の開始時間と終了時間でグ
ルーピングされる

特徴
一呼吸ごとのイベント（呼気開始、呼気終
了など）



Spire Healthデータのまとめ

呼吸 活動 心拍数 睡眠 マインド状態

データ元 呼吸力センサー 3軸加速度計 光学PPGセンサー 呼吸力センサー＋加
速度計

呼吸力覚センサー

メトリックス ＊呼吸力覚センサー
値
＊呼吸数
＊呼吸数変動
・吸入/呼気比
・吸入開始/終了
・呼気開始/終了
・吸入気流時間
・呼気気流時間
・ピーク時間
・周期
・相対体積
・相対振幅

＊加速度値
（X,Y,Z）
＊カロリー（15秒）
＊歩数（15秒）
＊活動タイプ

＊PPGセンサー値
＊心拍数
・心拍変動

＊睡眠開始
＊睡眠セッション終
了
＊合計睡眠時間
＊実睡眠時間
＊覚醒時間
＊睡眠の種類（夜睡
眠または休息）

＊マインドの状態
（平常、リラックス、
集中、緊張）

＊⇒現在Spire Health APIで取得可能なもの ＜データのタイプ（色別）＞
未処理
処理済み-時系列
処理済み-セッション
処理済み-特徴



Spire HealthのAPIレポ―ト

・呼気力センサーデータ
・加速度計値(X,Y,Z軸）
・光学PPG心拍数センサーデータ

未処理時系列

センサーデータ

1

・ユーザーID
・Eメール
・性別
・生年月日
・氏名

ユーザーリスト

2

・身長
・体重
・呼吸データ基準値
・休息時の心拍数
・ユーザー目標（睡眠、歩数、活
動、就寝時間）

ユーザープロフィール

3

・ユーザーID
・アプリのヴァージョン
・コンプライアンス日
・取り付け時間
・未処理データ時間

ユーザーのコンプライアンス

4

・呼吸数
・呼吸数変動
・呼吸数標準偏差
・マインドの状態
・心拍数
・合計カロリー
・歩数
・活動タイプ

生理学的時系列データ

（15秒インターバル）

5

・睡眠タイプ（夜睡眠/休憩）
・睡眠開始
・睡眠終了
・合計睡眠時間
・実睡眠時間
・覚醒時間

睡眠セッション

6

・パックID
・装置ID
・登録可否（Y/N）
・登録Eメール
・ペアリングした時間
・最後に接続した時間
・ファームウェア
・生データ取得の可否（Y/N）

装置のコンプライアンス

7



Spire Health 
プロフェッショナル用ダッシュボード（DB）



DB：ホームスクリーン

・シンプルな作業工程とスクリーンによっ
て、資格のある医療専門家（QHP）の時
間とトレーニングを必要最小限にする。

・最小の情報でハイレベルなスクリーンを
映し出す。

・情報は実用可能なもので構成されている。

・各スクリーンの情報は詳細を掘り下げら
れるようになっている。

注意が必要な患者
は上部にハイライ
トされる。

次のスライド
へのリンク



患者データのレ
ビュー時間を記
録（請求用）

人が見て分かる
アクティブア
ラートの説明

前後の事象やト
レーサビリティ用
のアラート履歴

DB：アラームの詳細



DB：アラームの設定方法

・医師/看護師は患者ごとにアラームをカスタマ
イズできる。

・アラームは異常状態（休憩時の非常に高い呼
吸数など）と見受けられる短時間のものから、
数日間の間にみられる状態（呼吸数がどんどん
上昇しているなど）として基本設定できる。

・Spireでは学習機能をもった「AIアラーム」も
開発しており、病勢悪化や負の病態予防につな
がるアラートを出せるようにしていきたいと考
えている。

・すべての変更はトレーサビリティのため記録
されている。

・医師は自身の診療用のデフォルト設定ができ
る。



グラフは拡大/縮小
が出来る。

基本的な簡易統計
値も表示される

このデータは実際の
COPDステージ3の患者
のもの。
想定していた通り、大
きな日間変動で高い呼
吸数が見受けられる。
また非常に低い活動量
にも注目をしてほしい。

DB：メトリックス 指標



付録:  Spire Health API の詳細



未処理センサー時系列データ（Unprocessed Sensor Time Series Data）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

装置ID（Devise ID） データ取得が出来る、実装可能なSpireの装置

時間（Time） データ取得したローカル日時

タイムゾーン（Time Zone） データ取得される場所のタイムゾーン

力（Force） Spireの力覚センサーから取得したデータ

X加速度計（X Accelerometer） 加速度計のX軸値

Y加速度計（Y Accelerometer） 加速度計のY軸値

Z加速度計（Z Accelerometer） 加速度計のZ軸値

PPG 光学PPG（心拍数）センサーから取得したデータ

近接（Proximity） タッチセンサーから取得したデータ

付録①



ユーザーリスト（User List）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

Eメール（Email） Eメールアドレス

性別（Sex） ユーザーの性別：男性⇒1, 女性⇒2

生年月日（Birthdate） ユーザーの生年月日

氏名（Name） ユーザーの氏名

付録②



ユーザーのプロフィール（User Profile）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

Eメール（Email） Eメールアドレス

性別（Sex） ユーザーの性別：男性⇒1, 女性⇒2

生年月日（Birthdate） ユーザーの生年月日

氏名（Name） ユーザーの氏名

身長（Height） ユーザーの身長（ｃｍ）

体重（Weight） ユーザーの体重（ｋｇ）

呼吸数基準線（Baseline Respiratory Rate：RR） 現在の呼吸数中央値（ユーザーが休息時）

呼吸数標準偏差の基準線（Baseline RR Standard Deviation） 現在の呼吸数標準偏差の中央値

呼吸数変動の基準線（Baseline RR Variability） 現在の呼吸数変動の中央値（ユーザーが休息時）

呼吸数変動標準偏差の基準線（Baseline RR Variability Standard Dev.） 現在の呼吸数変動標準偏差の中央値

休息時の心拍数（Resting Heart Rate） 現在の平均心拍数（ユーザーが休息時）

目標活動時間（Active Minutes Goal） ユーザーが取り決めた1日の目標活動時間（分）

目標歩数（Steps Goal） ユーザーが取り決めた1日の目標歩数

目標睡眠時間（Sleep Hours Goal） ユーザーが取り決めた1日の目標睡眠時間

就寝時間（Bedtime） ユーザーが就寝しようと思っている時間

付録③



ユーザーのコンプライアンス（User Compliance）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

アプリのバージョン（App Version） ユーザーの携帯にダウンロードされているアプリのバージョン

タイムゾーン（Time Zone） データ取得される場所のタイムゾーン

コンプライアンス日（Compliance Date） コンプライアンスが計算された日

装着時間（Worn Hours） ユーザーが装置を装着していた時間（1日あたり）

未処理データ時間（Raw Data Hours） 未処理データ、処理済みデータが1日で取得される時間。
備考：装置は未処理・処理済みデータを45分間保持することが可能なため、未処
理・処理済みデータをDBに表示させるにはユーザーは常にアプリがDLされてい
る携帯を持っていなければならない。

付録④



生理学的時系列データ 15秒インターバル
（Physiological Time Series Data: 15 second Intervals）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

装置ID（Devise ID） データ取得が出来る、実装可能なSpireの装置

時間（Time） データ取得したローカル日時

タイムゾーン（Time Zone） データ取得される場所のタイムゾーン

呼吸数（Respiratory Rate：RR） 呼吸数

呼吸数標準偏差（RR Standard Deviation） 呼吸数標準偏差

呼吸数変動（RR Variability） 呼吸数変動

マインドの状態（State of Mind） ユーザーのマインド状態：0⇒平常時、1⇒リラックス、2⇒集中、3⇒緊張、4⇒睡眠
Indicates State of Mind for the user: 0=Neutral, 1=Calm, 2=Focus, 3=Tense, 
4=Sleep

心拍数（Heart Rate） 心拍数

合計カロリー（Total Calories） 15秒間隔で燃焼した合計カロリー

歩数（Steps） 15秒間隔での合計歩数

活動タイプ（Activity Type） 15秒間隔での活動タイプ：0⇒休息、1⇒その他、2⇒歩き、3⇒走る、4⇒サイクリン
グ、5⇒リズムによる活動
Indicates activity type for the 15 seconds interval: 0=Rest, 1=Others, 2=Walking, 
3=Running, 4=Cycling, 5=Rhythmic Activities

アルゴリズムバージョン（Algorithm Version） この結果を生成するために使ったSpireアルゴリズムのバージョン
Indicates the version of the Spire Algorithm that was used to generate this result.

付録⑤



睡眠セッション（Sleep Sessions）

ユーザーID（User ID） ユーザーID

睡眠のタイプ（Sleep Type） 睡眠が夜間（夜の睡眠）か昼間（休息）かを示す

開始時間（Start Time） 睡眠が開始した日時（時間はタイムゾーンに基づいて記録される）

終了時間（Stop Time） 睡眠が終了した日時（時間はタイムゾーンに基づいて記録される）

タイムゾーン（Time Zone） データ取得される場所のタイムゾーン

合計睡眠時間（Total Sleep Duration） 睡眠が開始されてから終了するまでの時間（分）

実睡眠時間（Actual Sleep Duration） 睡眠が開始されてから終了するまでの間で実際にユーザーが寝ていた時間（分）

覚醒時間（Awake Time） 睡眠が開始されてから終了するまでの間でユーザーが覚醒していた時間（分）

付録⑥



装置のコンプライアンス（Device Compliance）

パックID（Pack ID） 装置のパックID

装置ID（Device ID） 装置のシリアルナンバー

登録されている（Is Registered） 装置が登録されているかどうかが表示される

登録済みのEメール（Registered Email） 登録しているEメールアドレス

タイムゾーン（Time Zone） データ取得される場所のタイムゾーン

ペアリング日付（Paired At） 装置がペアリングされた日付

最終接続日（Last Connected） 装置が最後に接続された日付

ファームウェア（Firmware） 装置のファームウェア

未処理データ取得設定（Raw Capture Setting） 未処理データの取得設定がされているか表示される

付録⑦


