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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置の作動方法であって、
　ａ．人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二
つの所定波長の電磁波を表す電磁信号を受け取るステップと、
　ｂ．前記装置中のプロセッサが、受け取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１の
および一つの第２の時間により変わる電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換するステップと、
　ｃ．前記プロセッサが、前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間個別的に
変換し、前記第１および第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk

）を決定するステップと、
　ｄ．前記プロセッサが、前記第１および第２のスペクトル値から、絶対値および前記第
１および第２のスペクトル値の比に関係する位相からなる複素結合値（Ａｋ、ｒａｔｉｏ

k）を形成するステップと、
　ｅ．前記プロセッサが、前記複素結合値の距離スペクトル（Ａk）の最大値範囲に基づ
いて、所定の判定基準に従って、関連性のある結合値を選択するステップと、
　ｆ．前記プロセッサが、前記選択された結合値および周波数的に関連するスペクトル値
の一方を利用して値を計算し、該計算された値が前記人間の組織の成分の濃度を表す、ス
テップと、
を有する方法。
【請求項２】
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　前記周波数領域に時間個別的に変換する前に、前記プロセッサが、前記第１および第２
の時間により変わる電気信号（Ｒｉ、ＩＲi）を予備処理して前記第１および第２の信号
から時間により変わるドリフト成分を除去する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記時間個別的変換は適切な時間窓関数を利用してフーリエ変換により行なわれる、請
求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記成分の前記濃度はガス飽和、特に動脈血の酸素飽和である、請求項１ないし３のう
ちいずれか一項記載の方法。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記選択された結合値および前記周波数的に関連するスペクトル値
の一方を利用して別にある値を決定し、前記決定された値が脈拍数を表す、請求項１ない
し４のうちいずれか一項記載の方法。
【請求項６】
　前記プロセッサが、前記選択した結合値および前記周波数的に関連するスペクトル値の
一方を利用して別にある値を決定し、前記決定された値が潅流指数を表す、請求項１ない
し５のうちいずれか一項記載の方法。
【請求項７】
　前記複素結合値の前記関連性に対する前記所定の判定基準として、前記最大値範囲の幅
、前記最大値範囲内の前記最大値の周波数、前記最大値範囲内の全ての結合値の重力周波
数、量スペクトルのさらに他の最大値範囲に関する前記最大値範囲の位置、前記最大値範
囲内の前記最大値について得られた飽和値、前記最大値範囲内の前記最大値から決定され
た潅流指数、および前記最大値範囲内の前記重力周波数から決定された脈拍数、の内少な
くとも二つが使用される請求項１ないし６のうちいずれか一項記載の方法。
【請求項８】
　上記１のステップｂからステップｆまでが循環して繰り返され、前記所定の判定基準は
他に、前記最大値範囲内の前記最大値の前記周波数の、および／または前記潅流指数の、
および／または先行サイクルの途中で決定された基準値からの前記飽和値の、偏差の内一
つを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　請求項１記載ののステップｂからステップｆまでが循環して繰り返され、数サイクル中
に得られた濃度を表す計算された値が前記プロセッサによってフィルタリングおよび／ま
たは平均にかけられる、請求項１ないし８のうちいずれか一項記載の方法。
【請求項１０】
　装置の作動方法であって、
　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二つの
所定波長の電磁波を表す電磁信号を受け取るステップと、
　前記装置中のプロセッサが、受け取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよ
び一つの第２の時間により変わる電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換するステップと、
　前記プロセッサが、前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間個別的に変換
し、前記第１および第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を
決定するステップと、
　前記プロセッサが、所定の判定基準に従って関連性のある第１および第２のスペクトル
値を選択するステップと、
　前記プロセッサが、前記選択された第１および第２のスペクトル値を利用して値を計算
し、該計算された値が前記人間の組織の成分の濃度を表す、ステップと、を有する方法。
【請求項１１】
　前記成分の前記濃度はガス飽和、特に動脈血の酸素飽和である請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
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　前記成分の前記濃度を表す前記計算された値の他に、前記プロセッサが、前記選択され
た第１および第２のスペクトル値を利用してある第１の値およびある第２の値をも計算し
、該第１の値が脈拍数を表し、該第２の値が潅流指数を表す、上記１０または１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二つの
所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定装置であって
、
　受け取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変
わる電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換する手段と、
　前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間個別的に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定する手段と、
　前記第１および第２のスペクトル値から、絶対値および前記第１および第２のスペクト
ル値の比に関係する位相からなる複素結合値（Ａk、ｒａｔｉｏk）を形成する手段と、
　生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記複素結合値を評価することにより
、生理学的に関連性のある結合値を選択する手段と、
　前記選択された結合値および周波数的に関連するスペクトル値の一方を利用して前記成
分の濃度を計算する手段と、を備えた成分濃度決定装置。
【請求項１４】
　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二つの
所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定装置であって
、
　受け取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変
わる電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換する手段と、
　前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間個別的に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定する手段と、
　生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記第１および第２のスペクトル値を
評価することにより、生理学的に関連性のある第１および第２のスペクトル値を選択する
手段と、
　前記選択された第１および第２のスペクトル値を利用して前記成分の前記濃度を計算す
る手段と、を備えた成分濃度決定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくと
も二つの所定波長の電磁波の強さから成分の濃度を決定する、例えばガス飽和、特に酸素
飽和度を決定する技術に関する。
【０００２】
本発明による技術は、例えば酸素飽和度を測定し計算するのに有利に使用できる。
【０００３】
【従来の技術】
酸素飽和度は、患者の状態を評価するのに臨床的に非常に適切なパラメータである。特に
手術室では、血液の酸素飽和度は、患者の状態、その酸素の供給状態、および他の生理学
的因子を示す。
【０００４】
患者の酸素飽和度の、非常に精密な値を得る一つの可能性は、血液試料を採取し、これを
血液ガス分析器で分析することである。この方法は非常に精密であるが、侵入的方法であ
り、これを頻繁に行うことはできない。すなわち、連続監視ができないということを意味
する。したがって、酸素飽和値の重要な変化を見落とすことがある。よって、この侵入的
方法は患者を監視するのに好ましい方法ではないことが理解される。
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【０００５】
故に、酸素飽和度を非侵入的に測定することが非常に望まれる。これはパルス酸素計測法
といわれる方法により行うことができる。
【０００６】
酸素計は通常、波長の異なる二つ以上の光源を備えている。光は人間の身体に照射され、
身体をから伝えられた光の強さ、または反射された光の強さが測定される。さらに一般的
に言えば、「光」は可視スペクトル内の電磁波を意味するだけではない。例えば、最も普
通の酸素計は可視スペクトル内の一つの波長、および赤外スペクトル内の他の波長を使用
している。このような酸素計については、例えばＳ．Ｋａｅｓｔｌｅ，Ｆ．Ｎｏｌｌｅｒ
等がヒューレット・パッカード・ジャーナルの１９９７年２月号に、「パルス酸素計測法
用センサのニューファミリー」という表題で説明している。酸素飽和度測定の理論に関す
るさらなる詳細については、この主題に関する以前の出版物、例えば、米国特許第４，１
６７，３３１号または欧州公開特許公報（Ａ）第２６２７７８号に記されている。（後者
の試料は理論の極めて完全に分析している。）
【０００７】
飽和値を得るには、４組セットの値が常に必要であり、これは二つの波長、例えば赤およ
び赤外のそれぞれについて一対の値、（Ｒ1、ＩＲ1）および（Ｒ2、ＩＲ2）から構成され
ている。通常、第１対の値は時刻１における原曲線試料として、第２対の値は時刻２にお
ける原曲線試料として用いられる。この動作の経過の根底にある仮定は、試料が時刻１と
時刻２とで動脈血体積の変化により生ずるレベルの変化に関してだけ異なるということで
ある。通常、拡張期プレス（Pleth）値（最大）は第１対の値として用いられ、収縮期プ
レス値（最小）は第２の試料として用いられる。
【０００８】
さらに一般的に言えば、任意の、例えばＲおよびＩＲの対が共に信号的にふさわしければ
、および値１および２の対の基礎を成すデータが動脈血の変化に関して異なるだけであれ
ば、赤Ｒおよび赤外ＩＲに対する複合値および／または平均値を使用することができる。
【０００９】
２対の値の比（Ratio）を次のような式（１）を用いて計算することができる。
【００１０】
【数１】

【００１１】
次に酸素飽和度（Ｓｐ０２）をこの比に基づいて式（２）のような既知の方法で計算する
ことができる。
【００１２】
【数２】

【００１３】
上に記した方法では、電磁波の強さに基づいて得られた原信号、または前記原信号から得
られた複合値もしくは平均値は、酸素飽和度を決定するための時間領域にあると考えられ
る。しかしながら、妨害信号が存在し、有用信号および妨害信号が絶えず存在すれば、有
用信号および妨害信号を時間領域で分離することは不可能である。時間領域における最小
二乗ｘ／ｙ法は通常常に歪められ、妨害がほぼＳ／Ｎ＝１である強いものであれば、この
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方法はもはや役に立たない。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、例えば人間の組織により反射された、または
人間の組織を通して伝えられた少なくとも二つの所定波長の電磁波の強さから、成分の少
なくとも濃度を決定するのに用いられ、強い妨害が存在しても成分の濃度を確実に決定で
きる技術を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
この目的は、特許請求の範囲に記載された請求項による技術によって達成される。
【００１６】
第１の形態によれば、本発明は、人間の組織により反射された、または人間の組織を通し
て伝えられた少なくとも二つの所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定
する成分濃度決定方法を提供し、この方法は、
受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変わる
電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換するステップと、
前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定するステップと
、
前記第１および第２のスペクトル値から複素結合値（Ａk、ｒａｔｉｏk）を形成するステ
ップと、
生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記複素結合値を評価することにより、
生理学的に関連性のある結合値を選択するステップと、　前記選択された結合値および周
波数的に関連するスペクトル値の一方を利用して前記成分の前記濃度を計算するステップ
と、を備えている。
【００１７】
本発明の好適な実施形態によれば、成分の濃度を決定するために、少なくとも二つの所定
波長として、赤領域にある電磁波および赤外領域にある電磁波を使用している。これら波
長で受取った時間によって変わる信号は好適に処理を受けて、周波数領域に時間的に個別
な変換が行なわれる前に、記第１および第２の信号から時間によって変わるドリフトが除
去される。続く時間的に個別な変換は、好適には適切な時間窓（time window）を用いて
フーリエ変換により行なわれる。好適な実施形態によれば、生理学的に関連性のある結合
（combinatorial）値の選択は、複素結合値の量スペクトルの最大値範囲に基づいて行な
われる。本発明の好適な実施形態によれば、脈拍数および潅流指数も、所定の結合値に基
づき、または周波数的に関連するスペクトル値を用いて決定される。
【００１８】
以下に記す少なくとも二つの判定基準が、複素結合値の生理学的関連性に対する判定基準
として用いられる。該判断基準には、最大値範囲の幅、最大値範囲内の最大値の周波数、
最大値範囲内の全ての結合値の重力周波数、量スペクトル（amount spectrum）のさらに
他の最大値範囲に関する前記最大値範囲の位置、最大値範囲内の最大値について得られた
飽和値、前記最大値範囲内の前記最大値から決定された潅流指数、および前記最大値範囲
内の重力周波数から決定された脈拍数、が含まれる。
【００１９】
本発明による方法のステップは、通常、循環的に繰り返され、数サイクルの途中で得られ
た飽和値をフィルタリング（filtering）および／または平均することができる。使用す
る所定の判定基準を特別に下記のものとすることができる。該判断基準には、最大値範囲
内の最大値の周波数の偏差、および／または潅流指数の偏差、および／または先行サイク
ルの途中で決定された基準値からの飽和値の偏差、が含まれる。
【００２０】
時間領域で信号をフィルタリングするステップと、それらを評価するステップと、赤およ
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び赤外に対して得られた信号を関係付けるステップと、を備えている公知のパルス酸素計
法とは対照的に、本発明の基本的考え方は、信号を周波数変換し、変換したら直ちに変換
した信号を「フィルタリング」し、評価し、関連付けて比を形成するようにする。周波数
領域で考えると、動脈パルスの基本波および全ての調和波は、個別および共に正しい比を
与える。他の全ての周波数成分は、雑音であろうとまたは運動妨害であろうと、通常は血
液パルスの「櫛形スペクトル」とは異なる。少なくとも、妨害を、各周波数成分に関して
同一割合で見いだすことはできない。
【００２１】
成分の濃度、例えばガス飽和を、人間の組織により反射された、または人間の組織を通し
て伝えられた少なくとも二つの所定波長の電磁波の強さから決定するために用いるとき、
本発明による方法は、潅流が高いときおよび潅流が低いときに確実な結果を与える。分析
しようとする物体の運動により生ずる潅流および運動妨害、いわゆる運動人工生成物が低
い信号の場合、経験的に精密な結果が非常に確実に得られる。
【００２２】
第２の形態によれば、本発明は、成分の少なくとも濃度、例えばガス飽和を人間の組織に
より反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二つの所定波長の電磁
波の強さから決定する方法を与え、この方法は、
受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変わる
電気信号に変換するステップと、
前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１および
第２の信号の第１および第２のスペクトル値を決定するステップと、
生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記第１および第２のスペクトル値を評
価することにより、生理学的に関連性のある第１および第２のスペクトル値を選択するス
テップと、
前記選択された第１および第２のスペクトル値を利用して成分の濃度を計算するステップ
と、を備えている。
【００２３】
本発明は他に上述した方法を実行する装置を提供する。
【００２４】
また、本発明のさらに他の展開を特許請求の範囲の従属請求項に開示してある。
【００２５】
以下に本発明の好適な実施形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００２６】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明による方法を実行するために用いられる酸素計の基本構造を示す。酸素計
は、少なくとも二つの所定波長の電磁波を送信および受信するセンサ装置１０を備えてい
る。本発明の好適な実施形態では、可視赤スペクトルの一つの波長、および赤外スペクト
ルの他の波長を使用する。センサ装置１０の光電受信器により発生される信号は、線１２
により電流－電圧変換装置１４に送られ、続いて、測定される強さのデジタル表現された
値を発生するアナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ変換器）１６に送られる。このデジタル
値は次にプログラム記憶装置２０に制御されて動作するマイクロプロセッサ１８に送られ
る。プログラム記憶装置２０は、マイクロプロセッサ１８が酸素飽和度を決定するのに必
要な全てのコード、および必要に応じて、下に詳細に説明するように、潅流指数をも備え
ている。前記プログラム記憶装置２０にあるプログラムコードは、マイクロプロセッサ１
８に、本発明による方法に必要な全てのステップを実行するよう指令する。
【００２７】
先に説明した特殊な装置の代わりに、本発明による方法を実行可能な、当該技術分野にお
いて公知である任意の処理装置を使用することができることは明らかである。このような
処理装置は、例えば表示装置、入力装置、別の記憶装置および付属配列を周知のように備
えている。
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【００２８】
本発明の好適な実施形態によれば、通常は赤および赤外の少なくとも二つの所定波長の電
磁波の強さに基づいて得られた電気原信号（electric raw signals）は、最初に前記第１
および第２の信号から時間によって変わるドリフトを除去するように処理される。図２に
、このような処理を受けた、原曲線Ｒ（赤）およびＩＲ（赤外）を示す。
【００２９】
以下に、この処理を簡単に説明する。処理の目的は、可能ならば、時間により変わる重畳
信号（superpositions）の全てを原信号から分離することである。この目的で、原信号波
ＲiおよびＩＲiを基に連続平均値を形成し、いわゆる基線を下記の式（３）および式（４
）によって形成する。
【００３０】
【数３】

【００３１】
【数４】

【００３２】
但し、式（３）および式（４）において、ｉは連続試料であり、ＭRiおよびＭIRiのそれ
ぞれは、前記連続試料ｉの対称的に周りのＲiおよびＩＲiの連続平均値であり、Ｔは平均
化の時間（例えば、１秒）である。
【００３３】
今度は基線を下記の式（５）および式（６）を用いて原信号から排除する。
【００３４】
【数５】

【００３５】
【数６】

【００３６】
ＳRiおよびＳIRiは、時間領域における赤および赤外に対する元の原信号の連続試料を表
している。
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【００３７】
連続試料ＳRiである曲線２２と、ＳIRiである曲線２４とを図２に曲線の形で示してある
。横座標は図２における時間を表し、縦座標はＳRiおよびＳIRiの振幅を表している。原
曲線は上の例では１２５Ｈｚで抜取ったが、１０Ｈｚに強く帯域制限されていることから
、冗長性が処理の途中で別に省略され、４～３１，２５Ｈｚだけ抜取りが低下している。
【００３８】
原信号の上述の処理は、複数の利点を与える。一方で、信号が正規化されそれにより値の
範囲が小さくなるが、これは整数処理に関して有利である。さらに、各試料組Ｒ対ＩＲの
信号比は既に、式（２）によって利用できる比を与えている。さらに、信号の線形ドリフ
トは対称平均化により完全に省略されている。
【００３９】
本発明によれば、時間領域に存在する信号は、今度は適切なウィンドウ処理を利用する高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）を受ける。ウインドウ形状の選択はこの関係では重要でない。
説明した実施形態では、公知のハニングウインドウが使用されたが、これは最小ピーク拡
大と小さい２次ピークとに関して有利な性質を組み合わせている。さらに重要なことは、
ウインドウ長さである。これに関しては、良好な周波数分解能、すなわち多数の点を実現
するのに十分長いウインドウ長さと、信号周波数、脈拍数および間欠妨害の急速変化に対
する十分短いウインドウ長さとの間に妥協（compromise）を行なわなければならない。好
適な実施形態では、８秒のウインドウ、ｎ＝２５６サンプル、を使用した。このようなウ
インドウを使用すると、１／（３２ｍｓ・ｎ）＝０．１２Ｈｚの十分な周波数分解能が実
現される。したがって、０～１０Ｈｚの関連する周波数帯域で８２個の値が得られる。
【００４０】
図３は、図２の信号のフーリエ変換値ＳRkである曲線２６、およびＳIRkである曲線２８
を示す図であり、前記フーリエ変換値は前に説明した方法で得られたものである。図３の
図表の横軸は周波数を表すが、縦軸はＳRkおよびＳIRkの正規化振幅を表している。上述
の基線予備処理のため、ＤＣ成分は丸め誤差を除けば実質的に０に等しい。
【００４１】
Ｓ'を時間関数ｓ（式（５）および式（６））の振幅スペクトル（フーリエ変換値の絶対
値）と規定すると、以下の式（７）に示すように、比（Ratio）を周波数点の各対に対す
る係数の比を基に形成することができる。
【００４２】
【数７】

【００４３】
ここでｋはそれぞれの周波数基点を意味する。
【００４４】
血液パルスから発するスペクトルのピークについては、比を真のＳｐＯ２（酸素飽和値）
に至るこの方法で求めるべきである。血液パルスの基本波および調和波の周りの外側にあ
るスペクトル成分については、妨害と見做さねばならず、排除しなければならない比の結
果が得られる。この排除について下に詳細に説明する。
【００４５】
連続動作モードにおいて、ＦＦＴウインドウは、それぞれの場合で、所定期間、例えば１
秒だけ進んでいる。したがって、各所定の期間について新しいスペクトル（対）が決定す
る。これはウインドウの７／８の重なりを生じ、したがって大きな冗長性を生ずるが、１
／８変位の途中で生ずるスペクトル変化により、新しい計算サイクルが既に正しいもので
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あるされていることが判明される。したがって、本発明による方法は好適に循環して実行
され、１サイクルの継続時間は例えば１秒である。
【００４６】
本発明による方法の、他の実施形態の場合には、時間によって変わる信号の上述の予備処
理が施されるが、他の方法、例えばＦＦＴウインドウ内の信号のＤＣ成分として、または
十分低い限界周波数（例えば、０．５Ｈｚの領域内）を有する通常の因果（causal）低域
フィルタの出力信号として、周波数領域で基線または基準値を決定することができる。こ
の場合には、高速フーリエ変換は、得られた原信号に関して直接行なわれる。
【００４７】
本発明による方法の好適な実施形態では、複素結合値は今度はフーリエ変換値に基づいて
形成される。これを一層容易に包括的とするために、それをフーリエ変換値のパラメータ
的ｘ－ｙ表現と考えることができる。赤外スペクトルをｘ方向にプロットし、赤スペクト
ルをｙ方向にプロットすると、針状先端（needlelike tips）を有する表現が得られる。
図３に示したスペクトルに対するこのような表現を図４に示す。これらの「ニードル（ne
edles）」はスペクトルのピークに相当する。妨害されない信号では非常に細いニードル
が得られ、基本波および調和波に対するそれぞれのニードルは、互いの上に乗っている。
ニードルの方向は、飽和に対応する。これは、具体的にいえば、ニードルの平均勾配が、
得ようとしている比であるということを意味している。
【００４８】
色々な妨害周波数成分が、血液パルスにより発生されたニードルの外側に存在する。背景
雑音および小妨害がｘ－ｙ表現の原点の周りに点の蓄積を生じており、これを「雲（clou
d）」と言うことができよう。さらに、前記背景雑音および前記小妨害がニードルを相殺
する。
【００４９】
また、運動人工生成物のような、同様のスペクトル成分を有する、赤スペクトルおよび赤
外スペクトルの相関妨害を余分のニードルとして見分けることができ、それらは通常、血
液パルススペクトルの有用信号ニードルにおいて退化（regression）していない。図４の
破線４０は０％のＳｐＯ２限界を示すが、破線６０は１００％のＳｐＯ２限界を示す。
【００５０】
「ニードル」をアルゴリズム的に見分けるには、真っ先に前記ニードルの長さを決定する
必要がある。この目的で、いわゆる距離スペクトルを、赤スペクトルおよび赤外スペクト
ルの振幅Ｓ'RkおよびＳ'IRkを基準として計算する。距離スペクトルの値は、各周波数ｋ
で次の式（８）に従って計算される。
【００５１】
【数８】

【００５２】
　したがって、これらの値Ａkは、赤および赤外スペクトルに基づいて決定された複素結
合値の大きさを表している。複素結合値の位相は、式（７）により与えられる。距離スペ
クトル、すなわち複素結合値の量スペクトルを、図５に線図の形で示してある。また、将
来の識別でピーク区域（すなわち、ニードル）として識別される区画７０、７２、７４、
７６が、図５に示してある。
【００５３】
「ニードル」を識別するには、今度は距離スペクトルでピーク、すなわち最大点および関
連する基底点をアルゴリズム的に探す必要がある。このようなアルゴリズムは、距離スペ
クトルから妨害されないプレス波に属し、したがって正しい値を供給するピークを識別し
なければならない。随意補足的に、アルゴリズムは外側にあるものを排除することにより
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一定の平滑化が可能であるべきである。さらに好適には、アルゴリズムは、飽和値の決定
が利用可能なデータに基づいて不可能であれば、特別な指示を与えるべきである。
【００５４】
距離スペクトルを、今度はいわゆる「ニードル」に関連するピーク域を決定するよう、図
４を参照して検討しなければならない。下記において、距離スペクトルのピーク域を識別
するための好適な実施形態を説明するが、簡単にするために、これらのピーク域を下では
ピークとだけ言うことにする。しかし、説明する実施形態は、ピークを識別するための一
つの好適な実施形態に過ぎず、ピークを識別するのに適切な、説明した方法から離れた代
わりの方法を同様に使用できることを指摘しておく。
【００５５】
ピーク域を識別するための好適な実施形態では、下記ステップが行なわれる。
１．最大判定基準を満たす最高ピークを探す。（下記参照）
２．基底点判定基準を満たす、右にある基底点を探す。（下記参照）
３．左にある基底点を探す。
４．スペクトルから基底点間で見つかったピークを排除する。
５．最大数１０個のピークが見つかるまで、または残存スペクトル線が最小閾値、例えば
、３８％の下になるまで、ステップ１からステップ５までを繰り返す。
６．ピーク判定基準を満たす全てのピークを受け入れる。（下記参照）
【００５６】
最大判定基準
最大値はスペクトルの縁にはない。すなわち、カットアウトピークの縁、つまり基底点に
ついて、１０Ｈｚは上限周波数であり、０．５Ｈｚは下限周波数である。
【００５７】
基底点判定基準
基底点は下記判定基準の一つを満たさなければならない。
・基底点は、既に排除されたピークに隣接し、但し前記ピークから少なくとも１ライン距
離が離れていなければならない。すなわち、新しい基底点＝古いピーク縁。したがって、
共通の基底点が存在する。
・二つの連続するラインの振幅はピークの振幅の２５％下にある。すなわち、基底点＝第
１ライン。
・二つの連続するラインの振幅はピークの振幅の５０％下にあり、かつ前記ラインは単調
にしかもゆるやかに下降する。すなわち、ピーク高さに正規化された高さの変化は５％以
下（＜５％）である。すなわち、基底点＝第１ラインの前にあるライン。
・二つの連続するラインの振幅はピークの振幅の５０％より下にあり、最後のラインは再
び上昇する。すなわち、基底点＝第１ラインの前にあるライン。
【００５８】
ピーク判定基準
ピークは特別に下記判定基準を満たさなければならない。
・最小ピーク幅＝３ライン（ほぼ０．３６Ｈｚ）
・最大ピーク幅＝４Ｈｚ
【００５９】
この方法で決定された各ピークについて、複数の特定の特性が次に決定され、これは前記
ピークの将来の分類に用いられる。
【００６０】
【表１】
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【００６１】
下記に、表１に使用した呼称を詳細に説明する。
・ｔｉｍｅ：判定基準からの信号時間。
・ｎｅｅｄｌｅ（ピーク）［＃］：見つかったピーク／ニードルの順序。
・ａｌｌＴｉｍｅ：この行はピークを参照しないが、現在のＦＦＴウインドウの中にある
全ての（予備処理された）時間信号を参照する。また、回帰分析に対しては、周波数の行
の代わりにそれぞれの一時的試料を取る。
・ａｌｌＦｒｅｑ：この行はニードルを参照しないが、０．５～１０Ｈｚの全スペクトル
を参照する。また、回帰分析に対しては、そこに含まれている全ての周波数の行を使用す
る。
・ｆＣｅｎｔｒ［Ｈｚ］：ピークの最長ラインの周波数。
・ｆＧｒａｖ［Ｈｚ］：ピークの全ラインの重力周波数。
・ｒｅｌＨ［％］：見つかった全てのピークと比較したピークの相対的高さ。
・ａｂｓＨ［ｎｏｒｍ］：予備処理後正規化したピークの絶対高さ。変調度に対応、また
は潅流にほぼ対応する。
・Ｐｓｌｉｍ［ｆａｃｔｒ］：ピークの細さ係数。基底点から基底点までの幅をＨｚで表
して規定する。
・ＡＳｙｍ［ｆａｃｔｒ］：ピークの非対称性の尺度であり、ａｓｙ＝｛（ｆo－ｆg）－
（ｆg－ｆu）｝／ｗで規定される。ここで、ｆoは上基ｗ底点、ｆuは下基底点、ｆgはピ
ークの重力周波数、ｗはピークの幅である。
・Ｃｏｒｅｌ［ｃｏｅｆｆ］：ピークの左基底点から右基底点へ、Ｓ'RおよびＳ'IRを線
形回帰分析した後のニードルの相関係数であり、ｘ－ｙ表現（図４）でのニードルの細さ
を記述するが、量スペクトルでのピークではない。
・ｓｌｏｐｅ［比］：回帰線の傾斜であり、比に対応する。
・ＳｐＯ２［％］：傾斜に基づき決定されたＳｐＯ２値（既知の経験的関係による。式（
２）参照。）
・Ｐｅｒｆ［％］：点ｆＣｅｎｔｒでＳ'RおよびＳ'IRの高さに基づき（例えば、既知の
公式Ｐｅｒｆ＝０．１１６・Ｓ'R＋０．６２６・Ｓ'IRにより）決定した潅流指数。
・Ｎａｄｅｌ　Ｓｃｏｒｅ：下に説明する分類による点の数。
【００６２】
ピーク、すなわち、ｘ－ｙ表現でのニードルは、本発明による方法の上述の実施形態によ
ってこのようにして識別され、特徴付けられるが、今度はこのニードルは、見つかったピ
ークが信号が妨害されない場合にのみ有用信号の基本波および調和波に精密に対応するか
ら、選択を受けねばならない。しかしながら、通常は、有用信号成分の他に任意の妨害成
分が存在すること、および任意の妨害成分は有用信号に重なっていることを仮定しなけれ
ばならない。
【００６３】
一方において、妨害成分は、スペクトル的に有用信号のピークに重なる可能性があり、し
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たがってニードルの組み込み成分である可能性がある。他方、妨害成分は、それぞれ別々
に認識され得るニードルおよびピークとして存在する可能性がある。最初に記した場合は
、原理的に、ピーク内部の妨害がある程度一定であると仮定される限り、本発明による方
法の場合重要ではない。このような妨害は、ニードルの広がり、および原点からの変位を
生ずるだけてある。相関係数が１よりはるかに小さくない限り、この種の背景妨害は、本
発明による方法、すなわち回帰分析により実質的に排除される。
【００６４】
しかし、距離スペクトルに別々に現われる妨害ピークを排除するためには、先行するピー
ク識別に基づき得られたピークを分類する必要がある。
【００６５】
下記では、ピークを分類するのに使用できる特殊な関連性判定基準を詳細に説明する。し
かし、この説明は、特定の実施形態を提示するだけであり、この実施形態から離れて、記
述した判定基準のいくつかだけを用いて、これら判定基準の限界を別の方法で規定し、点
を別に与えることも可能である。
【００６６】
まず、時間信号（ａｌｌＴｉｍｅ）の相関が利用可能、例えばＣｏｒｅｌ＞０．４でなけ
ればならない。そうでなければ、（完全に相関した）有用信号成分が十分大きくなく、こ
の場合には、信号をこの時、それ以上全く使用すべきでないからである。
【００６７】
これに関連するピークおよびニードルは、有用信号として用いられるようになっているが
、全て下記の性質を備えていなければならない。
【００６８】
・ピークは、一つまたは数個の他のピークから成る調和周波数によく適合し、調和波の飽
和値は互いに大きく異ならない。
・可能な限り多数の調和波が存在する。
・ニードルは細い、すなわちその相関係数が１に近い。
・基本波の周波数が生理学的範囲または指定の範囲（プラス公差）にある。
・飽和値は理論的に有用な生理学的範囲（プラス公差）にある。
・潅流は生理学的範囲にある。
・脈拍数、すなわちピーク周波数は監視される患者に対する生理学的にあり得る、例えば
新生児から大人の範囲にある。
【００６９】
妨害により生ずるピーク、すなわち妨害ニードルは上に挙げた所要性質の一つまたはいく
つかを特定の範囲で満たすことができないため、特に見易い。
【００７０】
個別の判定基準を満たす程度をＫ．０．および点原理により公知の方法で判断することが
できる。この目的で、Ｋ．０．判定基準を、例えば用いることができる、すなわち下記の
判定基準を満たさないピークを考慮に入れない。該判断基準は、相関係数＞０．５、脈拍
数３０～３６０ｂｐｍ、ＳｐＯ２が０％と１１０％との間、および潅流指数が０．０５（
％）と２５（％）との間、を含む。
【００７１】
加えて、下記判定基準を満たすことについて、点数を与えることができる。
【００７２】
・各適切な調和波について、前記調和波の周波数の偏りが基本波から１０％未満（または
第３または第４調和波について５％未満）、およびそのＳｐＯ２の偏りが前記基本波から
１０％未満であれば、＋２０点。
・０．９より大きい相関係数について＋１０点。
・周波数があり得るパルス周波数範囲にあれば、＋３０点。
【００７３】
ピークおよび関連するニードルを、先行する実行に関連した基準値に関して、傾向変動に
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基づき評価することもできる。このように行う際、例えば、小さい周波数変化（＜１０％
ｒｅｌ）、小さい潅流変化（＜１０％ｒｅｌ）または小さい飽和変動（５％ａｂｓ）につ
いてそれぞれのピークに＋２０点を与えることができる。
【００７４】
さらに、ピークおよび関連ニードルに対する点数がそれぞれ比較的低いとき、先行するア
ルゴリズムサイクルから基準値に関して過度に大きい傾向変動については、Ｋ．Ｏ．判定
基準を用いることもできる。したがって、ピークは不合格とされ、下に記す判定基準を満
たすが、低い点数の値を得る。
【００７５】
値出力の開始から短い期間（１５秒）内で、
・周波数変動が－２０％ｒｅｌの外にある。　＋３０％ｒｅｌ
・潅流指数の変動が－２０％ｒｅｌの外にある。　＋４０％ｒｅｌ
・飽和値が－１０％ａｂｓの外にある。　＋５％ａｂｓ
【００７６】
前記期間に続く期間（＞１５秒）で、
・周波数変動が－４０％ｒｅｌの外にある。　＋８０％ｒｅｌ
・潅流指数の変動が－４０％ｒｅｌの外にある。　＋８０％ｒｅｌ
・飽和値が－１５％ａｂｓの外にある。　＋３０％ａｂｓ
【００７７】
仮定したニードルの得点が各ピーク、すなわち各関連ニードルについてこの方法で確認さ
れると、その得点が最高であり少なくとも６０点を数えるピークの値を使用して、説明し
た実施形態に従って出力する。このピークに対する特性に基づき（表１を参照）、このピ
ークに対する飽和値ＳｐＯ２を確認済み飽和値として出力する。加えて、このピークの重
力周波数を確認済み脈拍数として出力することができ、このピークの潅流指数を確認済み
潅流として出力できる。
【００７８】
随意選択的に、確認された上述の値の個別の一つまたは各々をフィルタリングすることが
可能である。例えば、三組の値を先行アルゴリズムサイクルの最後の二つの三組の値と共
に中間フィルタに入力し、誤りにより不正のニードルが上の識別分類法によりフィルタリ
ングされてしまわない場合、かなりのアウトライア（outlier）を排除することができる
。中間フィルタにより確認された中間三組は、前に説明した傾向を評価するのに使用でき
る基準値を与える。強く動的なまたは雑音の多い値を平滑にするには、平均化フイルタ、
例えば５値ディープボックスカー平均化フイルタを、さらに前記中間フィルタの下流に接
続することができる。
【００７９】
前に述べた方法を用いてニードルを見つけることができなければ、またはニードルが所定
最小数の点を所持していなければ、古い組の値を所定期間維持することができ、この期間
を２０秒から４０秒の範囲にすることができる。続いて、特別なレポート、ＩＮＯＰレポ
ートを発生するが、これは利用可能な値が今のところ発生されていないことを示す。値を
このようにして「？」または「０」に設定することができる。
【００８０】
有用信号にもかかわらず、例えば非常に不整性なパルスパターンが存在するため、ピーク
またはニードルが見つからない場合、特別なケースが発生する可能性がある。この場合に
は、特別な処理を行なうことができる。不整性なパルスパターンのため脈拍数を計算する
ことは不可能であるが、ＳｐＯ２値をなお計算することができる。使用のため、相関係数
が時間領域（ａｌｌＴｉｍｅ）でおよび周波数領域（ａｌｌＦｒｅｑ）で０．９８より良
いこと、およびａｌｌＴｉｍｅおよび周波数相関からの飽和値の平均値が、基準値から５
％を超えて偏らないことが必要である。この平均値を次にＳｐＯ２として出力する。
【００８１】
図６は、本発明による方法の好適な実施形態の概観をフローチャート示す。まず、強さか
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ら得られた原信号Ｒ、ＩＲを、前に説明したようにステップ１００で処理装置に入力する
。これら原信号Ｒ、ＩＲは、主としていわゆる基線補正を行なうようにステップ１１０で
予備処理を受ける。続いて、このようにして得られた値はＦＦＴを受けるが、その結果得
られた赤および赤外に対する振幅スペクトルがステップ１２０に示されている。ステップ
１３０で示したように、これら振幅スペクトルはｘ－ｙ表現に変換されるが、これは振幅
スペクトルの複素表現に対応する。距離スペクトルがステップ１４０により複素結合値の
量から得られる。このステップ１４０による距離スペクトルから、関連判定基準を満たす
個別ピークが選択される。続いて、これらピークを、例えばステップ１５０の形で分類す
る。個別ピークの特性に基づき、前記ピークはステップ１６０でそれに与えられた点を所
持し、このようにして血液パルスに属するピークを識別するようになる。これに続き、中
間フィルタリング、平均値形成、または沿革評価がステップ１７０において行なわれる。
最後に、ＳｐＯ２値、脈拍数値、および／または潅流値が上述の選択の結果、または上述
の選択により決定されたステップ１２０による振幅スペクトル値の結果、またはステップ
１３０による複素結合値の結果として出力される。必要なら、それぞれの値の出力の代わ
りに、ＩＮＯＰの出力が行なわれる。
【００８２】
下記において本発明による方法の上述の特別な実施形態の更なる発展および代案を説明す
る。
【００８３】
例えば、赤および／または赤外スペクトルでの上述のピーク決定を別々に決定することが
可能である。この目的で、フーリエ係数としてａRおよびａIRを有するＦＦＴの各試料に
ついて、ｒａｔｉｏ（ｆ）＝ａR（ｆ）／ａIR（ｆ）が形成される。所要のＳｐＯ２を決
定するには、下記周波数成分を除外する。量子化の問題を避けるために、フーリエ係数が
絶対最小値より小さい全ての周波数成分、さらに相対検出器閾値より低い全ての周波数成
分を除外する。検出器閾値を、下降曲線、例えば最大フーリエ係数ａmax、例えば１／２
ａmaxに応じて、１／ｆ形状、１／ｆ2形状、ｅ-x形状として定義できる。前記閾値より上
の周波数値だけを比に用いる。続いて、中間値により平均比を形成し、形成したら全ての
比の標準偏差を計算する。特定の標準偏差より上では、ＳｐＯ２値の代わりにＩＮＯＰが
出力される。これに続き、中間値から標準偏差の倍数、例えば１標準偏差だけ異なる全て
の比を排除する。残った比の点を使用して平均値を形成する。これにより、探していたＳ
ｐＯ２が生ずる。脈拍数は、最大値ａmaxの周波数である。
【００８４】
以下に本発明の実施の形態を要約する。
１．　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも二
つの所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定方法であ
って、
ａ．受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変
わる電気信号（Ｒｉ、ＩＲｉ）に変換するステップと、
ｂ．前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１お
よび第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定するステッ
プと、
ｃ．前記第１および第２のスペクトル値から複素結合値（Ａｋ、ｒａｔｉｏk）を形成す
るステップと、
ｄ．生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記複素結合値を評価することによ
り、生理学的に関連性のある結合値を選択するステップと、
ｅ．前記選択された結合値および周波数的に関連するスペクトル値の一方を利用して成分
の濃度を計算するステップと、から成る成分濃度決定方法。
【００８５】
２．　前記周波数領域に時間的に個別に変換する前に、前記第１および第２の時間により
変わる電気信号（Ｒi、ＩＲi）を予備処理して前記第１および第２の信号から時間により
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変わるドリフト成分を除去する上記１に記載の成分濃度決定方法。
【００８６】
３．　時間的な個別の変換は適切な時間窓を利用してフーリエ変換により行なわれる上記
１または２に記載の成分濃度決定方法。
【００８７】
４．　前記生理学的に関連性のある結合値の選択は、前記複素結合値の距離スペクトル（
Ａk）の最大値範囲に基づいて行なわれる上記１～３の一つに記載の成分濃度決定方法。
【００８８】
５．　決定される前記成分の前記濃度はガス飽和、特に動脈血の酸素飽和である上記１～
４の一つに記載の成分濃度決定方法。
【００８９】
６．　前記選択された結合値および前記周波数的に関連するスペクトル値の一方を利用し
て脈拍数を別に決定する上記１～５の一つに記載の成分濃度決定方法。
【００９０】
７．　前記選択した結合値および前記周波数的に関連するスペクトル値の一方を利用して
潅流指数を別に決定する上記１～６の一つに記載の成分濃度決定方法。
【００９１】
８．　前記複素結合値の前記生理学的関連性に対する所定の判定基準として、前記最大値
範囲の幅、前記最大値範囲内の前記最大値の周波数、前記最大値範囲内の全ての結合値の
重力周波数、量スペクトルのさらに他の最大値範囲に関する前記最大値範囲の位置、前記
最大値範囲内の前記最大値について得られた飽和値、前記最大値範囲内の前記最大値から
決定された潅流指数、および前記最大値範囲内の前記重力周波数から決定された脈拍数、
の内少なくとも二つを使用する上記４～７の一つに記載の成分濃度決定方法。
【００９２】
９．　上記１のステップａからステップｅまでを循環して繰り返し、前記所定の判定基準
は他に、前記最大値範囲内の前記最大値の前記周波数の、および／または前記潅流指数の
、および／または先行サイクルの途中で決定された基準値からの前記飽和値の、偏差の内
一つを備えている上記８に記載の成分濃度決定方法。
【００９３】
１０．　上記１のステップａからステップｅまでを循環して繰り返し、数サイクル中に得
られた濃度値をフィルタリングおよび／または平均する上記１～９の一つに記載の成分濃
度決定方法。
【００９４】
１１．　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも
二つの所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定方法で
あって、
受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変わる
電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換するステップと、
前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定するステップと
、
生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記第１および第２のスペクトル値を評
価することにより、生理学的に関連性のある第１および第２のスペクトル値を選択するス
テップと、
前記選択された第１および第２のスペクトル値を利用して成分の濃度を計算するステップ
と、から成る成分濃度決定方法。
【００９５】
１２．　決定される前記成分の前記濃度はガス飽和、特に動脈血の酸素飽和である上記１
１に記載の成分濃度決定方法。
【００９６】
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１３．　前記成分の前記濃度の他に、前記選択された第１および第２のスペクトル値を利
用して、脈拍数および／または潅流指数をも計算する上記１１または１２に記載の成分濃
度決定方法。
【００９７】
１４．　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも
二つの所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定装置で
あって、
受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変わる
電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換する手段と、
前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定する手段と、
前記第１および第２のスペクトル値から複素結合値（Ａk、ｒａｔｉｏk）を形成する手段
と、
生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記複素結合値を評価することにより、
生理学的に関連性のある結合値を選択する手段と、
前記選択された結合値および周波数的に関連するスペクトル値の一方を利用して成分の濃
度を計算する手段と、を備えた成分濃度決定装置。
【００９８】
１５．　人間の組織により反射された、または人間の組織を通して伝えられた少なくとも
二つの所定波長の電磁波の強さから成分の少なくとも濃度を決定する成分濃度決定装置で
あって、
受取った電磁信号の強さを少なくとも一つの第１のおよび一つの第２の時間により変わる
電気信号（Ｒi、ＩＲi）に変換する手段と、
前記第１および第２の電気信号を周波数領域に、時間的に個別に変換し、前記第１および
第２の電気信号の第１および第２のスペクトル値（ＳRk、ＳIRk）を決定する手段と、
生理学的関連性に対する所定の判定基準に従って前記第１および第２のスペクトル値を評
価することにより、生理学的に関連性のある第１および第２のスペクトル値を選択する手
段と、
前記選択された第１および第２のスペクトル値を利用して前記成分の前記濃度を計算する
手段と、を備えた成分濃度決定装置。
【００９９】
【発明の効果】
上述のように本発明によれば、例えば人間の組織により反射された、または人間の組織を
通して伝えられた少なくとも二つの所定波長の電磁波の強さから、成分の少なくとも濃度
を決定するのに用いられ、強い妨害が存在しても成分の濃度を確実に決定できる技術を提
供することができる。これは例えば、酸素飽和度を測定し計算するのに有利に使用できる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】酸素計を示す概略的なブロック図である。
【図２】時間領域における予備処理した原信号ＩおよびＩＲを示すグラフである。
【図３】図２に示した信号のフーリエ変換値を示すグラフである。
【図４】図３に示した信号の複素表現を示す図である。
【図５】図３に示した信号に基づき決定された複素結合値の量スペクトルを示す図である
。
【図６】本発明による方法の好適な実施形態を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１０　センサ装置
１４　電流－電圧変換装置
１６　アナログ／デジタル変換器
１８　マイクロプロセッサ
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２０　プログラム記憶装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】 【図６】
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