
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者の身体一部分に光を照射した後、出力される光を所定処理して被検者が睡眠中に
一時的に呼吸が停止した状態にあるか否かを診断する睡眠無呼吸の診断装置において、
　所定制御信号によって少なくとも相異なる２波長帯域の光を順次に生成する光源部と、
　前記光源部で生成され、身体の一部分に照射されて出力される光を感知し、電気信号に
変換する光感知部と、
　前記光感知部から出力される電気信号の時間差を実質的になくした後で前記電気信号の
比を求め、求めた比を所定基準値と比較して睡眠無呼吸状態を診断する診断部と、
　前記少なくとも２波長帯域の光を生成するように前記制御信号を前記光源部に出力し、
前記診断部に前記基準値を提供する制御部と
　を含むことを特徴とする睡眠無呼吸の診断装置。
【請求項２】
　前記光源部は、
　少なくとも赤色及び赤外線波長帯域の光を生成する発光ダイオードアレイであることを
特徴とする請求項１に記載の睡眠無呼吸の診断装置。
【請求項３】
　前記光源 成された光 被検者の動脈による脈動成分が測定されるいかなる
にも照射すること を特徴とする請求項２に記載の睡眠無呼吸の診断装置
。
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【請求項４】
　前記制御部は、
　前記発光ダイオードアレイを波長によって順次に点灯した後で消灯する制御信号を前記
光源部に出力する請求項２に記載の睡眠無呼吸の診断装置。
【請求項５】
　前記光感知部は、
　前記光源部で生成され、身体の一部分に照射されて出力される光を感知し、電流信号を
出力するフォトディテクタと、
　前記電流信号を電圧信号に変換する電流／電圧変換器と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の睡眠無呼吸の診断装置。
【請求項６】
　前記診断部は、
　前記光感知部から出力される電気信号を前記制御信号によって分離するマルチプレクサ
と、
　分離された電気信号をそれぞれサンプリングし、サンプリングされた電気信号が実質的
に同時に出力されるように該当時間前記サンプリングされた電気信号を遅延する遅延部と
、
　前記遅延部から出力されるサンプリングされた電気信号の比を求めるディバイダと、
　求めた比を前記基準値と比較して睡眠無呼吸状態のいかんを判別する比較器と
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の睡眠無呼吸の診断装置。
【請求項７】
　前記診断部は、
　前記光感知部から出力される電気信号を前記制御信号によって分離するマルチプレクサ
と、
　分離された電気信号をそれぞれサンプリングし、サンプリングされた電気信号が実質的
に同時に出力されるように該当時間前記サンプリングされた電気信号を遅延する遅延部と
、
　前記遅延部から出力されるサンプリングされた電気信号の比を求めるディバイダと、
　求めた比を前記基準値と比較して睡眠無呼吸状態のいかんを判別する比較器と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の睡眠無呼吸の診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は睡眠無呼吸の診断装置及び方法に係り、身体一部分に相異なる２波長帯域の光
を照射して現れた結果を利用し、睡眠中に呼吸停止が起きるか否かを診断する装置及び方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　睡眠無呼吸というのは、睡眠中に一時的に呼吸が停止する現象を言い、酸素飽和度とい
うのは、血液中に酸素がどの程度含まれていているかを示す。一般的に、睡眠無呼吸によ
り体内に酸素が供給されなければ、体内血液中の酸素飽和度が非正常的に低くなる。
　睡眠無呼吸による夜間の睡眠分裂は、昼間の過度な眠気（ＥＤＳ：Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ
 Ｄａｙｔｉｍｅ  Ｓｌｅｅｐｎｅｓｓ）を誘発し、動脈血内の酸素飽和度を低下させる。
酸素飽和度の低下は、高血圧、不整脈などを起こすだけではなく、はなはだしくは睡眠中
に心臓マヒ、突然死などの深刻な結果を招きうる。米国の場合、成人人口の２０％がいび
きかき現象を示し、このうち５０％が睡眠無呼吸症であるとすでに調査されている。
【０００３】
　一方、睡眠無呼吸により子供らには、集中力欠如による散漫な行動、昼間の過度な眠気
、不規則な睡眠姿勢、胸廓収縮、肋骨発作の症状が現れ、学業成績の低下、心理的または
精神的障害を誘発もする。また乳児や新生児の睡眠中の急死の原因になることもある。
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　睡眠無呼吸は、一般的に閉鎖性、混合性、中心性の３つに分けられる。このうち、閉鎖
性睡眠無呼吸は、反復的な上気道の閉鎖と特徴づけられ、これにより動脈血内の酸素飽和
度が低下する。臨床的には、夜間睡眠中１０秒以上呼吸をしない症状が１時間あたり５回
以上現れたり、７時間の睡眠の間３０回以上現れれば、睡眠無呼吸症候群と分類できる。
いびきかきは、上気道の軟口蓋が震えて出る音であり、睡眠無呼吸症候群を疑いうる有力
な予測因子となりうる。
【０００４】
　睡眠無呼吸検査は、一般的に睡眠多元検査を通じてなされる。睡眠多元検査は、睡眠の
構造と機能、睡眠中に発生した事件などを客観的に評価するものであり、睡眠８時間の間
に脳波、眼球運動、下顎筋電図、足の筋電図、心電図、いびきかき、血圧、呼吸運動、動
脈血内の酸素飽和度などを総合的に測定し、同時にビデオで患者の睡眠中の行動異常を記
録するものである。この記録を睡眠検査専門技師と睡眠医学専門医とが判読し、いびきか
きがどのくらい激しいか、不整脈発生があるか否か、血圧上昇があるか否か、睡眠中に他
の問題が発生しているか否か、正常人の睡眠とどんな点で差があるかなどに関する包括的
な結果を得る。
【０００５】
　睡眠無呼吸の診断と関連した従来技術としては、特許文献１がある。この技術は、心電
図を測定するため胸に付着した電極に、呼吸による胸部体積の変化による影響が反映され
ることを利用した。キュービックスプラインインタポレーションを利用した信号処理を通
じて心電図信号に反映された呼吸の影響を抽出する方法を使用した。この方法は、付加的
な装置を利用して呼吸を測定し難い状況で呼吸と心電図との相関性を見るために利用され
ている。しかし、この方法は心電図を測定するために電極を身体の特定の位置に付着せね
ばならないが、このような作業が一般人には容易ではない上に複雑な測定準備過程が必要
であるという問題点がある。
【０００６】
　特許文献２は、臨床医や専門家の助けなしに家庭で一般人が容易に呼吸を測定できるよ
うにする装置であり、鼻孔部位に付着された温度センサを利用して呼吸の過程で呼吸によ
る温度変化を利用して睡眠無呼吸を診断するシステムを開示している。この技術は、測定
部位にセンサが正確に位置しているか否かを発光ダイオード（ＬＥＤ）で表示する。しか
し、鼻の周囲に付着した温度センサを利用して呼吸を測定することは、中心性無呼吸診断
には使用できないために、実際の臨床では鼻を通過する息による温度変化だけでは呼吸を
測定できない問題点がある。
【０００７】
　特許文献３は、無呼吸により酸素飽和度が低くなっていて、正常に呼吸をするようにな
れば酸素飽和度が正常に戻る現象を利用して睡眠無呼吸を診断するシステムを開示してい
る。この技術は、連続的に酸素飽和度を測定してグラフ化して睡眠無呼吸が発生する時に
変化する酸素飽和度の傾きを測定して無呼吸発生を診断する。この技術では、酸素飽和度
を測定するため２波長の光によるピークとバレーとを検出し、この値間の比率を利用して
回帰式を作成する比較的複雑な過程を通じて睡眠無呼吸を診断する。しかし、人体を対象
に酸素飽和度を測定するための光血量計の波形は、体の動きによる同雑音誤差のような要
因に比較的影響されやすく、高周波数帯域の雑音によってピーク及びバレーを測定する時
に誤差が発生する問題点がある。
【０００８】
　特許文献４は、シャツ形態の衣服に呼吸を測定するためのセンサを一体型で構成し、人
体での呼吸、心電図などの生理学的信号を比較的便利に測定するシステムを開示している
。この技術は、長時間の検査中に非正常的な生理信号が検出されれば、被検者または検査
者に警報を送って異常を知らせる。しかし、開示された衣服形態のシステムは、被検者が
着用するのに便利であるが、呼吸を測定するために体に密着させることとなり、場合によ
って被検者に窮屈さや不便さを誘発させる。
【０００９】

10

20

30

40

50

(3) JP 3824615 B2 2006.9.20



　特許文献５は、光血量計を周波数帯域によって分析し、呼吸に該当する周波数成分を抽
出して無呼吸を診断する方法であり、正常人の呼吸を測定すれば非常に正確な予測が可能
である。しかし、呼吸成分を抽出し出す過程でフィルタのリンギング現象によって呼吸が
発生していない場合にも呼吸が発生したと診断する問題点を有している。
【００１０】
【特許文献１】米国登録特許ＵＳ６，４１５，１７４号公報、「ＥＣＧ  ｄｅｒｉｖｅｄ  
ｒｅｓｐｉｔｏｒｙ  ｒｈｙｔｈｍｓ  ｆｏｒ  ｉｍｐｒｏｖｅｄ  ｄｉａｇｎｏｓｉｓ  ｏ
ｆ  ｓｌｅｅｐ  ａｐｎｅａ」
【特許文献２】米国登録特許ＵＳ６，３６８，２８７号公報、「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ  
ｓｌｅｅｐ  ａｐｎｅａ  ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ  ｓｙｓｔｅｍ」
【特許文献３】米国登録特許ＵＳ６，３４２，０３９号公報、「Ｍｉｃｒｏｐｒｏｃｅｓ
ｓｏｒ  ｓｙｓｔｅｍ  ｆｏｒ  ｔｈｅ  ｓｉｍｐｌｉｆｉｅｄ  ｄｉａｇｎｏｓｉｓ  ｏｆ  
ｓｌｅｅｐ  ａｐｎｅａ」
【特許文献４】米国登録特許ＵＳ６，０４７，２０３号公報、「Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃ
 ｓｉｇｎ  ｆｅｅｄｂａｃｋ  ｓｙｓｔｅｍ」
【特許文献５】米国登録特許ＵＳ５，３９６，８９３号公報、「Ｍｅｔｈｏｄ  ａｎｄ  ａ
ｐｐａｒａｔｕｓ  ｆｏｒ  ａｎ  ａｌｙｚｉｎｇ  ｈｅａｒｔ  ａｎｄ  ｒｅｓｐｉｔｏｒｙ
 ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓ  ｐｈｏｔｏ－ｐｌｅｔｈｙｓｍｏｇｒａｐｈｉｃａｌｌｙ」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、相異なる２波長帯域の光を利用して光血量を
測定し、測定された２値の比を利用して睡眠無呼吸を診断する装置及び方法を提供すると
ころにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記技術的課題を解決するための本発明は、被検者の身体一部分に光を照射した後、出
力される光を所定処理して被検者が睡眠中に一時的に呼吸が停止した状態にあるか否かを
診断する睡眠無呼吸の診断装置において、所定制御信号によって少なくとも相異なる２波
長帯域の光を順次に生成する光源部と、前記光源部で生成されて身体の一部分に照射され
て出力される光を感知して電気信号に変換する光感知部と、前記光感知部から出力される
電気信号の時間差を実質的になくした後で前記電気信号の比を求め、求められた比を所定
基準値と比較して睡眠無呼吸状態を診断する診断部と、前記少なくとも２波長帯域の光を
生成するように前記制御信号を前記光源部に出力し、前記診断部に前記基準値を提供する
制御部とを含むことを特徴とする。
【００１３】
　前記技術的課題を解決するための本発明は、被検者の身体一部分に光を照射した後、出
力される光を処理して被検者が睡眠中に一時的に呼吸が停止した状態にあるか否かを診断
する睡眠無呼吸の診断装置において、（ａ）少なくとも相異なる２波長帯域の光を順次に
生成する段階と、（ｂ）前記（ａ）段階で生成されて身体一部分に照射されて出力される
光を感知して電気信号に変換する段階と、（ｃ）前記（ｂ）段階で出力される電気信号を
サンプリングし、サンプリングされた電気信号の時間差が実質的にないように各電気信号
を遅延する段階と、（ｄ）前記電気信号の比を求め、求めた比を所定基準値と比較して被
検者が睡眠無呼吸状態にあるか否かを判別する段階とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、睡眠無呼吸の原因に関係なく家庭でも診断できる。また、睡眠中に発
生する自発的または非自発的な動きによる雑音のために従来技術では測定が不可であった
場合にも、本発明ではＲＩを測定するので診断が可能である。
　反射型または透過型ＰＰＧ（光血量計）は比較的測定が便利であり、指、足指、手首、
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乳児の脳天など身体の 部位でも測定可能である。
【００１５】
　従来の酸素飽和度の測定方式の無呼吸検出器やインピーダンス変化を測定する方法はア
ナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器を使用するために高性能のマイクロコントローラが必
要である。しかし、本願発明ではＡ／Ｄ変換器が必要ではなくしてアナログハードウェア
だけを使用するので、低性能のマイクロコントローラだけでも具現可能である。
　また、従来の酸素飽和度測定のための光血量計では、ＡＣ成分のピーク値とバレー値と
をそれぞれ検出せねばならない。この過程で、測定者の動き呼吸のような内外部的な要因
により検出値に誤差が発生しうる。しかし、本願発明の場合に光血量計でのＤＣ値を利用
するので、雑音による影響を相対的に少なく受けることとなり、低周波数のＤＣ変動成分
もやはり２信号間の比率測定により消去される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、添付された図面を参照して本発明をさらに詳細に説明する。
　図１は、本発明による睡眠無呼吸の診断装置に関わるブロック図である。図示されたよ
うな睡眠無呼吸の診断装置は、光源部１１、制御部１２、光感知部１３、マルチプレクサ
（ＭＵＸ）１４、遅延部１５、ディバイダ１６及び比較器１７を備える。
　光源部１１は、相異なる波長帯域の光を生成する光源１１１と光源１１１に駆動電流を
提供する光源駆動部１１２とを備える。
【００１７】
　光感知部１３は、光源１１１で生成される光信号を電流に変換するフォトディテクタ１
３１及び前記電流を電圧に変換する電流／電圧（Ｉ／Ｖ）変換器１３２を備える。
　遅延部１５は、ＭＵＸ１４からそれぞれ出力される２信号をサンプリングし、所定時間
遅延する２つのサンプルアンドホルダ（Ｓ／Ｈ）１５１，１５３と２つの増幅器１５２，
１５４とを備える。
　前記ＭＵＸ１４及び比較器１７は、光感知部１３から出力される電圧を処理し、被検者
が睡眠無呼吸状態にあるか否かを診断する。
【００１８】
　前記構成を有する睡眠無呼吸の診断装置の動作は、次の通りなされる。光源駆動部１１
２は、制御部１２の制御信号によって光源１１１に駆動電流を出力する。前記制御信号は
、光源１１１が赤色波長帯域の光を生成するか、または赤外線波長帯域の光を生成するか
を制御する。ここで、光源１１１は、赤色波長帯域と赤外線波長帯域とから発光する少な
くとも２つの発光ダイオードを含む発光ダイオードアレイであることが適切である。
【００１９】
　制御部１２は、前記発光ダイオードアレイを波長によって順次に点灯及び消灯するよう
に制御信号を出力する。
　光源１１１で生成された光は、血液の中のヘモグロビンに含まれた酸素の量を測定する
ように指を含んだ身体の一部分１８に照射される。ここで、身体の一部分１８は、動脈に
よる脈動成分が測定されるいかなる部位でも可能である。
　フォトディテクタ１３１は、光源１０で生成されて身体の一部分１８を透過したり、あ
るいは身体の一部分１８で反射された光を感知して光度に該当する電流を出力し、Ｉ／Ｖ
変換器１３２は前記電流を電圧に変換する。
【００２０】
　ＭＵＸ１４は、制御部１２から出力される制御信号を選択信号にし、光感知部１３から
出力された光を波長によって赤色光と赤外線とに分離して出力する。
　遅延部１５は、ＭＵＸ１４から分離されて出力される電圧値をそれぞれサンプリングし
て所定時間ホールドして増幅する。これは、ＭＵＸ１４で時間差をおいて出力される２電
圧に対して時間差がないように適切に遅延し、実質的に同時に２電圧を出力するためのも
のである。
【００２１】
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　ディバイダ１６は、２つの増幅器１５２，１５４から出力される２電圧を分ける。比較
器１７は、制御部１２から提供される基準値とディバイダ１６で分けられる値とを比較し
て、睡眠無呼吸のいかんを診断する。被検者が睡眠無呼吸状態であると判別されれば、制
御部１２は、別途の警報装置（図示せず）を通じて被検者または検査者に警告を送りもす
る。比較器１７と制御部１２とは、必要によって無線に連結し、無拘束型システムでも具
現が可能である。
【００２２】
　前記睡眠無呼吸の診断装置についての理論的な背景は次の通りである。睡眠無呼吸のよ
うに、呼吸が一時的に停止して体内に酸素が供給されなければ、体内血液中にある酸素の
飽和度が非正常的に低くなる。このような酸素飽和度は、一般的に光学的に測定される。
図２は、波長による酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの光吸収係数を図示したもので
ある。図示されたところによれば、血液中のヘモグロビンが酸素を包含しているか否かに
よって、光の波長に関わり全く異なる傾向の吸収係数を有していることが分かる。従って
、赤色帯域の光が人体で反応された量と赤外線帯域の光が反応された量とを比較して、酸
素飽和度を予測できる。このような酸素飽和度を予測するために身体の一部分に光を照射
すれば、照射された光の透過または反射によって、図３に図示されたようなＰＰＧ波形を
得る。図示された波形において、参照番号３０は、身体に照射された光量、３１は吸収さ
れた光量、３２は身体に透過された光量、３３は心臓拍動周期、３４は動脈脈動成分によ
る透過光の強度の変化量（ＡＣ成分）、３５は動脈の非脈動成分による透過光の強度の変
化量（ＤＣ成分）、３６は心臓拍動のピーク、そして３７は心臓拍動のバレーをそれぞれ
示す。
【００２３】
　ＰＰＧのＡＣ成分は、心臓拍動による血流の変化が血流量の変化に反映されたものを測
定した結果である。このＡＣ成分を利用して心臓拍動数を測定する方法が、広く利用され
ている。ＡＣ成分は、呼吸や人間の自発的／非自発的な動きによって現れることもあるが
、心臓拍動により起きるものよりも非周期的であってパワーも小さく現れる。ＰＰＧのＤ
Ｃ成分は骨、皮膚または皮下組織のように経時的に変化しない体内成分によって光が吸収
または散乱されて発生する。
【００２４】
　無呼吸により体内に酸素が供給されなければ還元ヘモグロビンが増加し、それにより図
２に図示されたように、還元ヘモグロビンの吸収係数がさらに大きい赤色帯域の光が、一
層多く減衰される。図４及び図５は、それぞれ正常呼吸時と無呼吸時のＰＰＧ波形を図示
したものである。図示されたところによれば、正常呼吸時には経時的に同じ傾きパターン
を有することが分かる。しかし、無呼吸時には還元ヘモグロビンの増加により６６０ｎｍ
の赤色波長帯域の光量が減少する傾向を見せることが分かる。
【００２５】
　一般的に、図２のＰＰＧでＤＣ成分は、人の指の太さあるいは光が透過する該当する身
体の一部分の特徴によって大きな差を有する。従って、相異なる波長帯域の光に関わる透
過比を求めるならば、該当身体部分の特徴による差を補償できる。従って、本発明ではＭ
ＵＸ１４と遅延部１５とを介してそれぞれ出力される、赤色光と赤外線のＤＣ成分を利用
する。ディバイダ１６は、赤色光のＤＣ成分で赤外線のＤＣ成分を割り算する。この時、
割った値をレシオメトリックインデックス（ＲＩ：Ｒａｔｉｏｍｅｔｒｉｃ  Ｉｎｄｅｘ
）という。比較器１７は、割った値を制御部１２から供給される基準値と比較し、ディバ
イダ１６の出力値が基準値より大きいならば、睡眠中に一時的に呼吸が停止したと判断す
る。
【００２６】
　図６及び図７は、それぞれ正常呼吸状態と無呼吸時の赤色波長帯域の光と赤外線波長帯
域光とのＤＣ成分比を図示したものである。図示されたところによれば、正常呼吸状態で
は原信号の傾向と大きく異ならないが、無呼吸時には２信号間のＤＣ成分比、すなわちＲ
Ｉがだんだんと大きくなる。従って、ＲＩが基準値より大きくなれば、睡眠無呼吸が発生
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したと判断する。
【００２７】
　次の表は、無呼吸と正常呼吸時の平均ＲＩを測定した結果である。測定は６人の被検者
に対して１分単位で６回にわたって反復測定を実施した。１分単位の測定で３回は人為的
に呼吸を１０秒以上止めるようにし、残りの３回は正常に呼吸をして測定した。使われた
光は赤色帯域の６６０ｎｍ波長と赤外線帯域の９４０ｎｍ波長とである。
【００２８】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２９】
　この時、呼吸を１０秒以上止めた場合に測定されたデータでＲＩを計算すれば、０．０
９６～０．５６と示され、正常呼吸状態で測定されたデータで計算されたＲＩは、０．０
２～０．０７範囲の値を表した。この結果より０．０７～０．０９６間の値を比較器１７
の基準値と使用することが適切でありうる。
　従来技術の場合、呼吸や動きによる雑音によって影響を受けたＰＰＧ波形でピークを探
せないデータが発生すれば、この結果は、酸素飽和度予測に反映されるので、これを利用
して睡眠無呼吸を診断するようになれば、エラーが発生する。
　次の表は６人の被検者において３回反復して人為的に動きによる雑音を発生させ、この
時の酸素飽和度予測値と実際値との差を求めたものである。
【００３０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３１】
　表によれば、本発明の場合にＡＣ成分のピークとバレーとを使用せずにＤＣ成分の比を
使用するために、無呼吸診断時に動きによる雑音には特別な影響を受けないことが分かる
。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明の睡眠無呼吸の診断装置及び方法は、例えば被検者の睡眠無呼吸のいかんを診断
する診断システムに使用でき、サイズが比較的小さい診断システムにも効果的に適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による睡眠無呼吸の診断装置に関わるブロック図である。
【図２】波長による酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの吸収係数を図示した図面であ
る。
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【図３】一般的な光血量計波形を図示した図面である。
【図４】正常呼吸時にさまざまな波長に対する光血量計波形を図示した図面である。
【図５】無呼吸時にさまざまな波長に対する光血量計波形を図示した図面である。
【図６】正常状態で赤色及び赤外線波長帯域光のＤＣ成分比を図示した図面である。
【図７】無呼吸発生時の赤色及び赤外線波長帯域光のＤＣ成分比を図示した図面である。
【符号の説明】
【００３４】
　１１…光源部
　１１１…光源
　１１２…光源駆動部
　１２…制御部
　１３…光感知部
　１３１…フォトディテクタ
　１３２…電流／電圧変換器
　１４…ＭＵＸ
　１５…遅延部
　１５１，１５３…サンプルアンドホルダ
　１５２，１５４…増幅器
　１６…ディバイダ
　１７…比較器
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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