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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　測定された前記動脈血酸素飽和度を記憶する記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、少なくとも歩行終了時点における前記動脈血酸素飽
和度を前記記憶手段に記憶させる制御手段とを含み、
　前記被験者の歩行開始で起動されるタイマをさらに備え、
　前記制御手段は、前記タイマで予め定める試験期間が経過した時点においても前記検出
手段で歩行終了が検出されないときには、その時点を前記歩行終了時点として前記動脈血
酸素飽和度を前記記憶手段に記憶させることを特徴とするパルスオキシメータ。
【請求項２】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　測定された前記動脈血酸素飽和度を記憶する記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、少なくとも歩行終了時点における前記動脈血酸素飽
和度を前記記憶手段に記憶させる制御手段とを含み、
　前記検出手段は位置情報取得装置であり、
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　前記制御手段は、前記位置情報取得装置で取得された位置情報から予め定める時間内の
移動量を演算する機能を有し、前記移動量が予め定める閾値以上となったか否かから、前
記被験者が歩行しているか否かを判定することを特徴とするパルスオキシメータ。
【請求項３】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　測定された前記動脈血酸素飽和度を記憶する記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、少なくとも歩行終了時点における前記動脈血酸素飽
和度を前記記憶手段に記憶させる制御手段とを含み、
　前記検出手段は被験者と併走するキャリアに取付けられた速度計または距離計であり、
　前記制御手段は、前記速度計または距離計で取得された速度が予め定める閾値以上とな
ったか否かから、前記被験者が歩行しているか否かを判定することを特徴とするパルスオ
キシメータ。
【請求項４】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　測定された前記動脈血酸素飽和度を記憶する記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、少なくとも歩行終了時点における前記動脈血酸素飽
和度を前記記憶手段に記憶させる制御手段とを含み、
　前記検出手段は脈拍計であり、
　前記制御手段は、前記脈拍計の出力から、脈波の乱れがあるときには前記被験者が歩行
していると判定し、脈波が検出されるときには静止していると判定することを特徴とする
パルスオキシメータ。
【請求項５】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　予め定める周期で測定される前記動脈血酸素飽和度を記憶してゆく記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、歩行開始時点を判定可能なように前記記憶手段に前
記動脈血酸素飽和度の記憶を行わせる制御手段とを含み、
　前記検出手段は位置情報取得装置であり、
　前記制御手段は、前記位置情報取得装置で取得された位置情報から予め定める時間内の
移動量を演算する機能を有し、前記移動量が予め定める閾値以上となったか否かから、前
記被験者が歩行しているか否かを判定することを特徴とするパルスオキシメータ。
【請求項６】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　予め定める周期で測定される前記動脈血酸素飽和度を記憶してゆく記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、歩行開始時点を判定可能なように前記記憶手段に前
記動脈血酸素飽和度の記憶を行わせる制御手段とを含み、
　前記検出手段は被験者と併走するキャリアに取付けられた速度計または距離計であり、
　前記制御手段は、前記速度計または距離計で取得された速度が予め定める閾値以上とな
ったか否かから、前記被験者が歩行しているか否かを判定することを特徴とするパルスオ
キシメータ。
【請求項７】
　被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過または反射した光を利用して、動
脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて、
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　前記被験者の歩行を検出する検出手段と、
　予め定める周期で測定される前記動脈血酸素飽和度を記憶してゆく記憶手段と、
　前記検出手段の検出結果に応答し、歩行開始時点を判定可能なように前記記憶手段に前
記動脈血酸素飽和度の記憶を行わせる制御手段とを含み、
　前記検出手段は脈拍計であり、
　前記制御手段は、前記脈拍計の出力から、脈波の乱れがあるときには前記被験者が歩行
していると判定し、脈波が検出されるときには静止していると判定することを特徴とする
パルスオキシメータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の動脈血流のある生体組織に赤色光と赤外光とを照射し、透過または
反射した光を利用して、２つの波長の吸光特性の差から動脈血酸素飽和度を非観血的に測
定するパルスオキシメータに関し、特に呼吸不全の患者などに対して行われる歩行試験に
使用するための構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パルスオキシメータは、前記のように赤色光と赤外光とを被験者の指などに交互に照射
して、その透過光または反射光を受光素子で検出し、２つの波長の吸光特性の差から前記
動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を非観血的に測定する装置である。そして、前記非観血
的にリアルタイムで測定可能であるので、前記呼吸不全の患者などに対して行われる６分
間歩行試験やシャトル往復試験等の歩行試験に使用可能である。従来では、この歩行試験
は、パルスオキシメータを装着した被験者が、酸素を吸引し、かつ酸素ボンベや点滴のキ
ャリアを牽引しながら、検査技師を伴って歩行し、前記検査技師が１分毎に前記動脈血酸
素飽和度を測り、最後に距離を床の指標から読取ることで行われている。こうして、歩行
中および歩行後の動脈血酸素飽和度の変化や脈拍、息切れの程度を調べ、在宅での酸素療
法の際の酸素量が決定される。
【０００３】
　したがって、検査技師が必ず必要であり、パルスオキシメータを目視し、前記動脈血酸
素飽和度や脈拍数を読取る手間があった。また、データを各種外部解析装置に取込んで歩
行試験時の動脈血酸素飽和度をトレンドグラフにて診断する場合も、検査技師が記録した
歩行開始時刻と終了時刻とを参考に、トレンドグラフにマーカーなどを後から挿入するこ
とによって歩行箇所を特定している。
【０００４】
　一方、日常生活の労作と前記動脈血酸素飽和度との関係を記録するものに、たとえば特
許文献１や特許文献２がある。それらはデータ収集装置のようなもので、パルスオキシメ
ータ内に加速度センサなどの体動センサを内蔵し、動きに、その時の動脈血酸素飽和度を
合わせて記憶しておくものである。また、特許文献３には、体動センサとスイッチとを備
え、歩行開始や終了時にスイッチを押し、歩行期間の体動信号により歩幅、歩行速度等を
計算する身体運動解析装置が提案されている。
【特許文献１】特開２００１－３２１３６１号公報
【特許文献２】特開２００５－２５３８６５号公報
【特許文献３】特開２００６－２６０９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１や２では、前記検査技師を伴って行う歩行試験のようなものではなく、日常
生活の労作と動脈血酸素飽和度との関係をしばらくの期間記録しておき、後に解析し、ど
のような動きで、その時の動脈血酸素飽和度がどのような値であるかを記憶しておくもの
で、前記の歩行試験のデータの採取に使用すると、どこが歩行開始で、どこが歩行終了か
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がはっきりしないという問題がある。そこで、特許文献３の手法を用いると、被験者がス
イッチ操作を忘れると、データを取得できないという問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、検査技師等が付き添わなくても、歩行に連動した動脈血酸素飽和度の
測定結果を自動で得ることができるパルスオキシメータを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のパルスオキシメータは、被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し、透過
または反射した光を利用して、動脈血酸素飽和度を測定するパルスオキシメータにおいて
、前記被験者の歩行を検出する検出手段と、測定された前記動脈血酸素飽和度を記憶する
記憶手段と、前記検出手段の検出結果に応答し、少なくとも歩行終了時点における前記動
脈血酸素飽和度を前記記憶手段に記憶させる制御手段とを含むことを特徴とする。
【０００８】
　上記の構成によれば、生体における赤色光と赤外光との２つの波長の吸光特性の差を利
用して動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を非観血的に測定するためのパルスオキシメータ
を、６分間歩行試験やシャトル往復試験等の呼吸不全の患者などに対して行われる歩行試
験に使用するにあたって、加速度センサや位置センサなどから成り、被験者の歩行を検出
する検出手段を設け、その検出手段の検出結果に応答して、制御手段が、歩行終了を自動
検出し、その時点に前記動脈血酸素飽和度の測定を行わせてその測定結果を記憶手段に記
憶させ、或いはスタート釦操作などで既に予め定める周期で測定が開始されている動脈血
酸素飽和度の測定結果を記憶手段に記憶させ、またはトレンドグラフのように前記予め定
める周期で測定されて記憶されてゆく動脈血酸素飽和度や脈拍数の測定結果に前記歩行終
了時点で指標を付すなどして、少なくとも前記歩行終了時点における前記動脈血酸素飽和
度の測定結果が、認識可能なように保存されようにする。
【０００９】
　したがって、検査技師等が付き添わなくても、通常は最低値となり、歩行試験における
最も有益な値となる前記歩行終了時点の動脈血酸素飽和度の測定結果を自動で得ることが
できる。
【００１０】
　また、本発明のパルスオキシメータは、被験者の動脈血流のある生体組織に光を照射し
、透過または反射した光を利用して、動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を測定するパルス
オキシメータにおいて、前記被験者の歩行を検出する検出手段と、予め定める周期で測定
される前記動脈血酸素飽和度を記憶してゆく記憶手段と、前記検出手段の検出結果に応答
し、歩行開始時点を判定可能なように前記記憶手段に前記動脈血酸素飽和度の記憶を行わ
せる制御手段とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記の構成によれば、生体における赤色光と赤外光との２つの波長の吸光特性の差を利
用して動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を非観血的に測定するためのパルスオキシメータ
を、６分間歩行試験やシャトル往復試験等の呼吸不全の患者などに対して行われる歩行試
験に使用するにあたって、加速度センサや位置センサなどから成り、被験者の歩行を検出
する検出手段を設け、その検出手段の検出結果に応答して、制御手段が、歩行開始を自動
検出し、その時点から前記記憶手段に動脈血酸素飽和度の測定結果の記憶を開始させ、ま
たは装置の電源ｏｎなどで既に記憶手段への前記動脈血酸素飽和度や脈拍数の測定結果の
記憶が開始されている状態でその歩行開始時点で指標を付すなどして、歩行開始時点を判
定可能なように前記記憶手段に前記動脈血酸素飽和度の記憶を行わせる。
【００１２】
　したがって、検査技師等が付き添わなくても、自動的に前記歩行試験中の動脈血酸素飽
和度の測定結果を得ることができる。
【００１３】
　また、被験者が歩行しているか否かを検出する検出手段として、加速度センサを用いる
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ことで、小型の該検出手段を、パルスオキシメータに容易に内蔵することができる。その
場合、前記加速度センサからの信号にはノイズ成分が含まれるので、前記制御手段に、前
記ノイズを処理し、運動量を演算する機能を持たせ、前記運動量が予め定める閾値以上と
なったか否かから歩行しているか否かを判定することで、誤判定を防止することができる
。
【００１４】
　好ましくは、たとえば前記運動量は、演算部にてゼロレベルをクロスする回数をカウン
トし、前記カウント値の移動和を取った値とする。そして、前記閾値は、前記移動和を取
った動きセンサのカウント値の最大値の半分とすることができる。また好ましくは、前記
運動量は、前記移動和の変化量を取った値とする。さらにまた、前記運動量には、前記演
算部にてある値以上となる時間を算出することによって得られた値や、加速度センサの総
ての出力信号を積分し、その積分値とすることで求めることができる。
【００１５】
　さらにまた、被験者が歩行しているか否かを検出する検出手段として、ＧＰＳなどの位
置情報取得装置を用いることで、被験者の歩行とともに、歩行距離まで算出することがで
きる。
【００１６】
　また、被験者が歩行しているか否かを検出する検出手段として、被験者と併走するキャ
リア、たとえば被験者が牽引する酸素ボンベや点滴などを搬送する台車、或いは被験者が
推進させる歩行補助装置などを用い、そのキャリアに取付けられた速度計または距離計を
用いることで、被験者の歩行とともに、歩行距離まで、比較的正確に算出することができ
る。
【００１７】
　さらにまた、被験者が歩行すると、脈拍計による脈波が取れ難くなくなるので、そのこ
とを被験者が歩行しているか否かを検出する手段に用いることで、パルスオキシメータの
１機能として設けられる脈拍計を利用して、特別な構成を用いることなく、被験者が歩行
しているか否かを判定することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のパルスオキシメータは、以上のように、生体における赤色光と赤外光との２つ
の波長の吸光特性の差を利用して動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を非観血的に測定する
ためのパルスオキシメータを歩行試験に使用するにあたって、加速度センサや位置センサ
などから成り、被験者の歩行を検出する検出手段を設け、その検出手段の検出結果に応答
して、制御手段が、歩行終了を自動検出し、少なくともその時点における前記動脈血酸素
飽和度の測定結果が、認識可能なように保存されようにする。
【００１９】
　それゆえ、検査技師等が付き添わなくても、通常は最低値となり、歩行試験における最
も有益な値となる前記歩行終了時点の動脈血酸素飽和度の測定結果を自動で得ることがで
きる。
【００２０】
　また、本発明のパルスオキシメータは、以上のように、生体における赤色光と赤外光と
の２つの波長の吸光特性の差を利用して動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を非観血的に測
定するためのパルスオキシメータを歩行試験に使用するにあたって、加速度センサや位置
センサなどから成り、被験者の歩行を検出する検出手段を設け、その検出手段の検出結果
に応答して、制御手段が、歩行開始を自動検出し、その時点を判定可能なように前記記憶
手段に前記動脈血酸素飽和度の記憶を行わせる。
【００２１】
　それゆえ、検査技師等が付き添わなくても、自動的に前記歩行試験中の動脈血酸素飽和
度の測定結果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２２】
　［実施の形態１］
　図１は本発明の実施の第１の形態に係るパルスオキシメータ１の構成を示すブロック図
であり、図２はその外観を示す斜視図である。このパルスオキシメータ１は、大略的に、
本体部２と、プローブ部３と、それらを接続するケーブル４とを備えて構成される。
【００２３】
　前記本体部２は、発光回路２１と、受光回路２２と、ＣＰＵなどから成り、制御部２３
と、フラッシュメモリなどから成り、記憶手段であるメモリ２４と、検出手段である加速
度センサ２５と、押釦スイッチなどから成る操作部２６と、液晶などから成る表示部２７
とを備えて構成される。
【００２４】
　前記プローブ部３は、発光素子３１，３２と、受光素子３３と、前記発光素子３１，３
２と受光素子３３とが相互に対向するように内周に埋込まれている有底円筒状の指サック
３４とを備えて構成され、被験者の指先などの動脈血流のある生体組織５に装着される。
発光素子３１，３２は発光ダイオードから成り、発光素子３１は赤色光を発生し、発光素
子３２は赤外光を発生する。発光素子３１，３２は、ケーブル４１を介して前記本体部２
の発光回路２１によって、予め定める周期で交互に点灯駆動される。前記指サック３４の
内周において、これらの発光素子３１，３２の対向位置には、シリコンフォトダイオード
などから成る受光素子３３が設けられており、前記生体組織４を透過した光が該受光素子
３３で光電変換され、ケーブル４２を介して前記本体部２の受光回路２２に入力される。
【００２５】
　前記受光回路２２で増幅され、さらにアナログ／デジタル変換された受光素子３３の信
号は前記制御部２３内の演算部２３１に入力され、該演算部２３１は、赤色光の変化した
交流成分をＲＡＣ、赤外光の変化した交流成分をＩＲＡＣ、赤色光の変化していない直流
成分をＲＤＣ、赤外光の変化していない直流成分をＩＲＤＣとするとき、
　　Ｐ＝（ＲＡＣ／ＲＤＣ）／（ＩＲＡＣ／ＩＲＤＣ）
から赤色光と赤外光との変化割合の比Ｐを求め、その比Ｐに対して、発光素子３１，３２
の波長や半値幅等の特性に合わせて予め対応付けて求められてメモリ２４に格納されてい
る動脈血酸素飽和度（ＳｐＯ２値）を読出す。読出されたＳｐＯ２値は、該メモリ２４に
サンプリング時刻と合わせて格納されてゆくとともに、逐次、表示部２７に表示される。
【００２６】
　前記操作部２６は、該パルスオキシメータ１の電源のｏｎ／ｏｆｆや、メモリ２４に記
憶されている前記ＳｐＯ２値の内、所望とするタイミングのデータを読出したり、最小値
や最大値を読出したりする際に使用される。
【００２７】
　上述のように構成されるパルスオキシメータ１において、注目すべきは、本実施の形態
では、被験者の歩行検出用に、三軸の加速度センサなどから成る加速度センサ２５が設け
られていることである。このパルスオキシメータ１は、電源が投入されると、通常のパル
スオキシメータとしての動作を開始し、制御部２３の駆動部２３５は、前記発光回路２１
を介して発光素子３１，３２を点灯駆動し、受光回路２２を介して入力された受光素子３
３の出力信号から、演算部２３１はＳｐＯ２値を求め、メモリ２４に順次格納してゆくと
ともに、表示部２７に表示させる。
【００２８】
　一方、操作部２６から歩行試験のモード釦が操作されると、試験モードに切換わり、前
記加速度センサ２５が駆動される。その加速度センサ２５からの出力は、前記制御部２３
内のフィルタ処理部２３２において、バンドパスフィルタのフィルタ処理が行われてノイ
ズ除去が行われた後、運動量計算部２３３に入力される。運動量計算部２３３は、所定期
間、たとえば２秒間の１軸のゼロクロス回数をカウントするゼロクロス方式によって運動
量を計算し、算出された運動量は、前記ＳｐＯ２値と共に、メモリ２４に記憶される。解
析部２３４は、その運動量の予め定める期間、たとえば１分間の移動和を逐次更新して求
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め、その値が予め定める閾値以上になった場合は歩行開始と判定し、閾値未満になった場
合は歩行終了と判定し、前記ＳｐＯ２値および運動量のデータと共に、フラグなどでメモ
リ２４に記憶させる。
【００２９】
　また、前記解析部２３４は、測定データ中に歩行期間が複数検出された場合には、歩行
期間が最も長い期間を歩行期間とする。さらにまた、前記解析部２３４は、前記の移動和
を取った場合に起こる応答速度の遅れを考慮し、歩行開始および歩行終了の判定タイミン
グを予め定める時間繰り上げる処理を行い、前記フラグを設定する。
【００３０】
　図３には、その歩行開始および歩行終了の判定例を示す。電源が投入されると、上述の
ように制御部２３の駆動部２３５は発光素子３１，３２を点灯駆動し、演算部２３１はＳ
ｐＯ２値を求めている。時刻ｔ０で試験モードに切換わると、制御部２３の解析部２３４
は、加速度センサ２５の出力から、前記２秒毎に運動量をカウントしており、そのカウン
ト値は図３（ａ）で示され、また前記１分間の移動和は図３（ｂ）で示される。したがっ
て、被験者が時刻ｔ１で歩行を開始し、時刻ｔ２で前記移動和が予め定める閾値ＴＨ以上
となると、解析部２３４は、歩行開始と判定する。また、時刻ｔ３で前記移動和が閾値Ｔ
Ｈ未満となると、解析部２３４は、歩行終了と判定する。
【００３１】
　電源ｏｎのまま、被験者が時刻ｔ１１から再び歩行を開始し、時刻ｔ１２で前記移動和
が閾値ＴＨ以上となると、解析部２３４は、歩行開始と判定し、また時刻ｔ１３で前記移
動和が閾値ＴＨ未満となると、歩行終了と判定する。このとき、前記時刻ｔ１からの歩行
に比べて、時刻ｔ１１からの歩行の方が時間が長いので、解析部２３４はこの時刻ｔ１１
からのデータを試験データと判定し、歩行開始と判定された時刻ｔ１２および歩行終了と
判定された時刻ｔ１３から、予め定める時間Δｔ、たとえば３０秒だけ繰り上げた時刻ｔ
１２’，ｔ１３’を実際の歩行を開始および終了した推定時刻として、前記メモリ２４に
格納されているそのタイミングのＳｐＯ２値および運動量カウント値のデータと共に、フ
ラグを格納するとともに、それらの時刻ｔ１２’，ｔ１３’におけるＳｐＯ２値をメモリ
２４から読出し、表示部２７に表示する。
【００３２】
　その後、時刻ｔ３０で電源がｏｆｆされるまでの期間に、時刻ｔ２２で再び閾値ＴＨ以
上となり、時刻ｔ２３で閾値ＴＨ未満となっても、歩行時間が前記時刻ｔ１１からの歩行
に比べて短いので、前記試験データと判定するフラグおよび表示の更新は行わない。
【００３３】
　また、前記制御部２３には、前記解析部２３４で被験者の歩行開始が判定されると起動
されるタイマ２３６が設けられており、その歩行開始から試験期間である６分が経過して
も前記解析部２３４で歩行終了が検出されない場合は、このタイマ２３６は解析部２３４
にトリガを与えてその時点を前記歩行終了時点として判定させる。その後、前記のように
判定タイミングの繰り上げが行われ、その繰り上げられたタイミングのデータにフラグが
セットされる。なお、このように試験期間一杯の６分の歩行が繰返し検出された場合には
、前記解析部２３４は、やり直しが行われている可能性があり、後に採取されたデータを
試験データと判定して、フラグの設定を行う。
【００３４】
　このように構成することで、試験期間を管理する検査技師などが付き添わなくても、自
動的に試験期間の開始時点および終了時点を正確に判定し、それぞれの時点でのＳｐＯ２

値のデータを得ることができる。特に、通常は最低値となり、歩行試験における最も有益
な値となる歩行終了時点のＳｐＯ２値を得ることは、有益である。
【００３５】
　また、歩行の検出手段として前記加速度センサ２５を用い、前記制御部２３のフィルタ
処理部２３２で前記加速度センサ２５からの信号をノイズ処理し、解析部２３４が運動量
を演算し、閾値ＴＨ以上となったか否かから被験者が歩行しているか否かを判定すること
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で、誤判定を防止しつつ、小型の該加速度センサ２５をパルスオキシメータ１に容易に内
蔵することができる。
【００３６】
　前記閾値ＴＨは、たとえば前記移動和を取った加速度センサ２５のカウント値の最大値
の半分とすることができる。また、前記運動量としては、前記移動和の変化量を取った値
としてもよい。さらにまた、前記運動量の測定方法は、上記のゼロクロス方式以外にも、
バンドパスフィルタ処理後の加速度信号がある大きさ以上となる時間をカウントし、一定
以上の大きさの時間で判定するスレッショルド方式、バンドパスフィルタ処理後の加速度
信号を積分し、エネルギを使用して判定する積分方式などが挙げられる。
【００３７】
　［実施の形態２］
　図４は、本発明の実施の第２の形態に係るパルスオキシメータ４１の構成を示すブロッ
ク図である。このパルスオキシメータ４１は、前述のパルスオキシメータ１に類似し、対
応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。注目すべきは、この
パルスオキシメータ４１では、被験者の歩行検出手段として、各種位置情報取得装置（図
４の例ではＧＰＳ受信機）４５が使用されることである。これに対応して、本体部４２の
制御部４３には、前記フィルタ処理部２３２、運動量計算部２３３および解析部２３４に
代えて、前記ＧＰＳ受信機４５の出力から移動量を計算する移動量計算部４３３に、求め
られた移動量が予め定める閾値以上となったか否かから、被験者が歩行しているか否かを
判定する解析部４３４を備えて構成される。
【００３８】
　前記解析部４３４は、所定時間当りの移動量が所定値以上であると被験者が歩行してい
ると判定し、最も長い、または最も後の試験期間の歩行開始時点および歩行終了時点に対
して、前述のフラグを設定する。その際、体の揺れなどによる誤差を低減するために、前
述のパルスオキシメータ１と同様に、移動量の前記移動和を求めてもよく、またその場合
には応答速度の遅れに対する判定タイミングの繰り上げ処理などが行われてもよい。さら
にまた、このように位置情報を用いることで、特定の地点（床面のマーキング等）を通過
した時点で、歩行開始と判断してもよい。
【００３９】
　このように歩行検出手段として、ＧＰＳなどの位置情報取得装置を用いることで、被験
者が歩行しているか否かとともに、解析部４３４が歩行開始時点および歩行終了時点と判
定したときの位置情報から、移動量計算部４３３で歩行距離まで算出することができる。
【００４０】
　［実施の形態３］
　図５は、本発明の実施の第３の形態に係るパルスオキシメータ５１の構成を示すブロッ
ク図である。このパルスオキシメータ５１は、前述のパルスオキシメータ１，４１に類似
し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。注目すべきは
、このパルスオキシメータ５１では、被験者の歩行検出手段として、被験者と併走するキ
ャリアに取付けられた回転計５５が使用されることである。前記キャリアとしては、たと
えば被験者が牽引する酸素ボンベや点滴などを搬送する台車、或いは被験者が推進させる
歩行補助装置などを用いることができる。
【００４１】
　これに対応して、本体部５２の制御部５３には、前記回転計５５の所定時間当りの出力
パルスをカウントし、速度を計算する速度計算部５３３に、求められた速度が予め定める
閾値以上となったか否かから、被験者が歩行しているか否かを判定する解析部５３４を備
えて構成される。したがって、前記回転計５５に、前記速度計算部５３３を合わせて速度
計を構成することができ、また回転計５５の出力パルスを積算してゆくことで距離計を構
成することができる。
【００４２】
　前記解析部５３４は、前記速度が所定値以上であると被験者が歩行していると判定し、
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最も長い、または最も後の試験期間の歩行開始時点および歩行終了時点に対して、前述の
フラグを設定する。その際、速度の前記移動和を求めてもよく、またその場合には応答速
度の遅れに対する判定タイミングの繰り上げ処理などが行われてもよい。
【００４３】
　このように歩行検出手段として、被験者が牽引して該被験者と併走するキャリアを用い
、そのキャリアに取付けられた回転計５５を用いることで、被験者の歩行とともに、歩行
距離まで、比較的正確に算出することができる。
【００４４】
　［実施の形態４］
　図６は、本発明の実施の第４の形態に係るパルスオキシメータ６１の構成を示すブロッ
ク図である。このパルスオキシメータ６１は、前述のパルスオキシメータ１，４１，５１
に類似し、対応する部分には同一の参照符号を付して示し、その説明を省略する。注目す
べきは、このパルスオキシメータ６１では、被験者の歩行検出手段として、脈拍計が使用
されることである。具体的には、本体部６２の制御部６３には、前記受光回路２２の出力
（赤色光および赤外光の一方の成分でよい）から、所定時間当りの光量変化の回数をカウ
ントし、前記脈拍を計算する脈拍計算部６３３に、その脈拍が求められるか否かから、被
験者が歩行しているか否かを判定する解析部６３４を備えて構成される。これは、被験者
が歩行すると、脈拍計による脈波が取れ難くなくなるので、そのことを利用するものであ
る。
【００４５】
　このように構成することで、パルスオキシメータ６１の１機能として設けられる脈拍計
を利用して、特別な構成を用いることなく、被験者が歩行しているか否かを判定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施の第１の形態に係るパルスオキシメータの構成を示すブロック図で
ある。
【図２】図１の外観を示す斜視図である。
【図３】歩行開始および歩行終了の判定例を示すグラフである。
【図４】本発明の実施の第２の形態に係るパルスオキシメータの構成を示すブロック図で
ある。
【図５】本発明の実施の第３の形態に係るパルスオキシメータの構成を示すブロック図で
ある。
【図６】本発明の実施の第４の形態に係るパルスオキシメータの構成を示すブロック図で
ある。
【符号の説明】
【００４７】
１，４１，５１，６１　　パルスオキシメータ
２，４２，５２，６２　　本体部
　３　　プローブ部
　４　　ケーブル
　５　　生体組織
２１　　発光回路
２２　　受光回路
２３，４３，５３，６３　　制御部
２３１　演算部
２３２　フィルタ処理部
２３３　運動量計算部
２３４，４３４，５３４，６３４　　解析部
２３５　駆動部
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２３６　タイマ
２４　　メモリ
２５　　加速度センサ
２６　　操作部
２７　　表示部
３１，３２　　発光素子
３３　　受光素子
３４　　指サック
４３３　移動量計算部
４５　　ＧＰＳ受信機
５５　　回転計
５３３　速度計算部
６３３　脈拍計算部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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