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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の食後血糖に関する値を推定する食後血糖推定装置であって、
　糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取し
た場合の食後血糖に関する値と、該所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに
基づいて生成され、被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血
糖に関する値を推算するための推算情報を記憶する推算情報記憶手段と、
　被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する指標値、前記糖質含有
食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別
する情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力を受け付ける入力受付手段
と、
　入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエ
ネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関
する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者が前記糖質含有食品及び前
記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する推算手段と、
　推算した食後血糖に関する値を出力する出力手段と
　を備え、
　前記推算情報記憶手段は、データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂
取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関す
る値の差分と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と
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の関係を示す関数中の定数を、前記推算情報として記憶することを特徴とする食後血糖推
定装置。
【請求項２】
　前記推算情報記憶手段は、前記被験者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に
関する値を推算するための係数を、前記推算情報としてさらに記憶することを特徴とする
請求項１に記載の食後血糖推定装置。
【請求項３】
　前記被験者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するための
係数は、データ提供者が前記基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と、該データ
提供者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との比に基づいて生成さ
れることを特徴とする請求項２に記載の食後血糖推定装置。
【請求項４】
　前記第１食品は、主菜又は副菜に分類される食品であることを特徴とする請求項１乃至
３のいずれか一項に記載の食後血糖推定装置。
【請求項５】
　前記糖質含有食品は、主食に分類される食品であることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか一項に記載の食後血糖推定装置。
【請求項６】
　前記推算情報記憶手段は、データ提供者が前記第１食品とは異なる第２食品と前記所定
の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場
合の食後血糖に関する値の差分と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食
後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数を、前記推算情報としてさらに記憶し、
　前記入力受付手段は、前記第２食品を識別する情報及び該第２食品のエネルギー量に関
する情報の入力をさらに受け付け、
　前記推算手段は、入力を受け付けた指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質
含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該第１食品のエネ
ルギー量に関する情報、前記第２食品を識別する情報、該第２食品のエネルギー量に関す
る情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者が前記糖質含有食品、前記第
１食品及び前記第２食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算することを特徴とす
る請求項３乃至５のいずれか一項に記載の食後血糖推定装置。
【請求項７】
　前記第１食品は主菜に分類される食品であり、前記第２食品は副菜に分類される食品で
あることを特徴とする請求項６に記載の食後血糖推定装置。
【請求項８】
　前記推算手段は、（式１）により、前記被験者が前記糖質含有食品、前記第１食品及び
前記第２食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算することを特徴とする請求項６
又は７に記載の食後血糖推定装置。
　ＡＵＣ＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）×ＥＡ＋（β×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋γ）×ＥＢ
　　　　＋（δ×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋ε）×ＥＣ　・・・（式１）
　ただし、ＡＵＣ：被験者の食後血糖に関する値、
　　　　　ｅＡＵＣ（Ｓ）：被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関
　　　　　する指標値、
　　　　　α：被験者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算す
　　　　　るための係数、
　　　　　β、γ：データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取した場
　　　　　合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関
　　　　　する値の差分と、データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に
　　　　　関する値との関係を示す関数中の定数、
　　　　　δ、ε：データ提供者が前記第１食品とは異なる第２食品と前期所定の食品と
　　　　　をともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した
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　　　　　場合の食後血糖に関する値の差分と、データ提供者が前記所定の食品を摂取し
　　　　　た場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数、
　　　　　ＥＡ：糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、
　　　　　ＥＢ：第１食品のエネルギー量に関する情報、
　　　　　ＥＣ：第２食品のエネルギー量に関する情報
【請求項９】
　入力を受け付けた糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、及び前記第１食品のエネ
ルギー量に関する情報に基づいて、被験者の摂取エネルギー量を算出するエネルギー量算
出手段を備え、
　前記出力手段は、算出した摂取エネルギー量を出力することを特徴とする請求項１乃至
８のいずれか一項に記載の食後血糖推定装置。
【請求項１０】
　前記糖質含有食品を識別する情報に対応付けた、該糖質含有食品に含まれる複数の栄養
素それぞれの含有量に関する第１含有量情報、及び前記第１食品を識別する情報に対応付
けた、該第１食品に含まれる複数の栄養素それぞれの含有量に関する第２含有量情報を記
憶する含有量情報記憶手段を備え、
　前記推算出段は、記憶してある第１含有量情報及び第２含有量情報に基づいて、被験者
が摂取する複数の栄養素の摂取量の比率を算出し、
　前記出力手段は、算出した複数の栄養素の摂取量の比率を出力することを特徴とする請
求項１乃至９のいずれか一項に記載の食後血糖推定装置。
【請求項１１】
　前記推算手段は、前記被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の血
糖時間曲線下面積を推算することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の
食後血糖推定装置。
【請求項１２】
　被験者の食後血糖に関する値を推定する食後血糖推定装置で実行することが可能な食後
血糖推定方法であって、
　糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取し
た場合の食後血糖に関する値と、該所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに
基づいて生成され、被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血
糖に関する値を推算するための推算情報を記憶し、
　被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する指標値、前記糖質含有
食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別
する情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力を受け付け、
　入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエ
ネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関
する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者が前記糖質含有食品及び前
記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算し、
　推算した食後血糖に関する値を出力し、
　前記推算情報として、データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取し
た場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値
の差分と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関
係を示す関数中の定数を記憶することを特徴とする食後血糖推定方法。
【請求項１３】
　被験者の食後血糖に関する値を推定する食後血糖推定装置で実行することが可能なコン
ピュータプログラムであって、
　前記食後血糖推定装置を、
　糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取し
た場合の食後血糖に関する値と、該所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに
基づいて生成され、被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血
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糖に関する値を推算するための推算情報を記憶する推算情報記憶手段、
　被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する指標値、前記糖質含有
食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別
する情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力を受け付ける入力受付手段
、
　入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエ
ネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関
する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者が前記糖質含有食品及び前
記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する推算手段、及び
　推算した食後血糖に関する値を出力する出力手段
　として機能させ、
　前記推算情報記憶手段を、データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂
取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関す
る値の差分と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と
の関係を示す関数中の定数を、前記推算情報として記憶する手段として機能させることを
特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者ごとの入力情報に基づいて、食後血糖に関する値を推定することがで
きる食後血糖推定装置、食後血糖推定方法及びコンピュータプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　食品に含まれる炭水化物、デキストリン、デンプン等は、人間の消化器官中で主として
グルコースとして吸収され、血中に溶け込む。血中のグルコース同化作用に反応して、膵
臓はインスリンを分泌し、グルコースの代謝を助ける。
【０００３】
　糖尿病患者は、インスリンの作用に異常が生じているので、血中のグルコース濃度を適
正範囲内に維持することが困難であり、血中のグルコース濃度が過剰になる場合、あるい
は過少になる場合等が生じうる。したがって、糖尿病患者にとって、食後の血糖値を適正
範囲内に維持するために食事の内容及び量を管理することは、きわめて重要である。また
、糖尿病患者ではない健常人にとっても、食後の血糖値を適正範囲内に維持するために食
事の内容及び量を管理することは、健康を維持するために重要である。
【０００４】
　そこで、食事として摂取する食品の種類及び摂取量に関する情報の入力を受け付け、入
力を受け付けた情報に基づいて食後の血糖値を推定するプログラムが開発されている。例
えば特許文献１には、食品の種類及び摂取量に関する情報の入力を受け付けた場合に、摂
取する炭水化物の総量を算出し、算出した炭水化物の総量に基づいて食後の血糖値を推定
するソフトウェアシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００８－５４５４８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、食品の種類によっては、糖質を含む食品とともに摂取すると、その食品の糖質
に由来する血糖値の上昇を抑制するものもある。したがって、特許文献１に開示されてい
るソフトウェアシステムのように、食品の組み合わせを考慮せず、炭水化物の総量だけか
ら食後の血糖値を推定する方法では、実際に上昇する食後の血糖値との間に乖離が生じる
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おそれがあるという問題点があった。
【０００７】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、複数の食品を摂取する場合でも、食
後血糖に関する値を推定することができる食後血糖推定装置、食後血糖推定方法及びコン
ピュータプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために第１発明に係る食後血糖推定装置は、被験者の食後血糖に関
する値を推定する食後血糖推定装置であって、糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食
品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値と、該所定の食
品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに基づいて生成され、被験者が前記糖質含有食
品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するための推算情報を記
憶する推算情報記憶手段と、被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関
する指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する
情報、前記第１食品を識別する情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力
を受け付ける入力受付手段と、入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食品を識別す
る情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該
第１食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験
者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する
推算手段と、推算した食後血糖に関する値を出力する出力手段とを備え、前記推算情報記
憶手段は、データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取した場合の食後
血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値の差分と、該
データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数
中の定数を、前記推算情報として記憶することを特徴とする。
【００１０】
　また、第２発明に係る食後血糖推定装置は、第１発明において、前記推算情報記憶手段
は、前記被験者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するため
の係数を、前記推算情報としてさらに記憶することを特徴とする。
【００１１】
　また、第３発明に係る食後血糖推定装置は、第２発明において、前記被験者が前記糖質
含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するための係数は、データ提供者が
前記基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と、該データ提供者が前記糖質含有食
品を摂取した場合の食後血糖に関する値との比に基づいて生成されることを特徴とする。
【００１２】
　また、第４発明に係る食後血糖推定装置は、第１乃至第３発明のいずれか１つにおいて
、前記第１食品は、主菜又は副菜に分類される食品であることを特徴とする。
【００１３】
　また、第５発明に係る食後血糖推定装置は、第１乃至第４発明のいずれか１つにおいて
、前記糖質含有食品は、主食に分類される食品であることを特徴とする。
【００１４】
　また、第６発明に係る食後血糖推定装置は、第３乃至第５発明のいずれか１つにおいて
、前記推算情報記憶手段は、データ提供者が前記第１食品とは異なる第２食品と前記所定
の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場
合の食後血糖に関する値の差分と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食
後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数を、前記推算情報としてさらに記憶し、前
記入力受付手段は、前記第２食品を識別する情報及び該第２食品のエネルギー量に関する
情報の入力をさらに受け付け、前記推算手段は、入力を受け付けた指標値、前記糖質含有
食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別
する情報、該第１食品のエネルギー量に関する情報、前記第２食品を識別する情報、該第
２食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者
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が前記糖質含有食品、前記第１食品及び前記第２食品を摂取した場合の食後血糖に関する
値を推算することを特徴とする。
【００１５】
　また、第７発明に係る食後血糖推定装置は、第６発明において、前記第１食品は主菜に
分類される食品であり、前記第２食品は副菜に分類される食品であることを特徴とする。
【００１６】
　また、第８発明に係る食後血糖推定装置は、第６又は第７発明において、前記推算手段
は、（式１）により、前記被験者が前記糖質含有食品、前記第１食品及び前記第２食品を
摂取した場合の食後血糖に関する値を推算することを特徴とする。
　ＡＵＣ＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）×ＥＡ＋（β×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋γ）×ＥＢ
　　　　＋（δ×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋ε）×ＥＣ　・・・（式１）
　ただし、ＡＵＣ：被験者の食後血糖に関する値、
　　　　　ｅＡＵＣ（Ｓ）：被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関
　　　　　する指標値、
　　　　　α：被験者が前記糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算す
　　　　　るための係数、
　　　　　β、γ：データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取した場
　　　　　合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関
　　　　　する値の差分と、データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に
　　　　　関する値との関係を示す関数中の定数、
　　　　　δ、ε：データ提供者が前記第１食品とは異なる第２食品と前期所定の食品と
　　　　　をともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した
　　　　　場合の食後血糖に関する値の差分と、データ提供者が前記所定の食品を摂取し
　　　　　た場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数、
　　　　　ＥＡ：糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、
　　　　　ＥＢ：第１食品のエネルギー量に関する情報、
　　　　　ＥＣ：第２食品のエネルギー量に関する情報
【００１７】
　また、第９発明に係る食後血糖推定装置は、第１乃至第８発明のいずれか１つにおいて
、入力を受け付けた糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、及び前記第１食品のエネ
ルギー量に関する情報に基づいて、被験者の摂取エネルギー量を算出するエネルギー量算
出手段を備え、前記出力手段は、算出した摂取エネルギー量を出力することを特徴とする
。
【００１８】
　また、第１０発明に係る食後血糖推定装置は、第１乃至第９発明のいずれか１つにおい
て、前記糖質含有食品を識別する情報に対応付けた、該糖質含有食品に含まれる複数の栄
養素それぞれの含有量に関する第１含有量情報、及び前記第１食品を識別する情報に対応
付けた、該第１食品に含まれる複数の栄養素それぞれの含有量に関する第２含有量情報を
記憶する含有量情報記憶手段を備え、前記推算出段は、記憶してある第１含有量情報及び
第２含有量情報に基づいて、被験者が摂取する複数の栄養素の摂取量の比率を算出し、前
記出力手段は、算出した複数の栄養素の摂取量の比率を出力することを特徴とする。
【００１９】
　また、第１１発明に係る食後血糖推定装置は、第１乃至第１０発明のいずれか１つにお
いて、前記推算手段は、前記被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合
の血糖時間曲線下面積を推算することを特徴とする。
【００２０】
　次に、上記目的を達成するために第１２発明に係る食後血糖推定方法は、被験者の食後
血糖に関する値を推定する食後血糖推定装置で実行することが可能な食後血糖推定方法で
あって、糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食品と糖質を含む所定の食品とをともに
摂取した場合の食後血糖に関する値と、該所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する
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値とに基づいて生成され、被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の
食後血糖に関する値を推算するための推算情報を記憶し、被験者が糖質を含む基準食品を
摂取した場合の食後血糖に関する指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有
食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、及び該第１食品のエネ
ルギー量に関する情報の入力を受け付け、入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食
品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別す
る情報、該第１食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて
、前記被験者が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値
を推算し、推算した食後血糖に関する値を出力し、前記推算情報として、データ提供者が
前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び前記
所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値の差分と、該データ提供者が前記所定の
食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数を記憶することを
特徴とする。
【００２１】
　次に、上記目的を達成するために第１３発明に係るコンピュータプログラムは、被験者
の食後血糖に関する値を推定する食後血糖推定装置で実行することが可能なコンピュータ
プログラムであって、前記食後血糖推定装置を、糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１
食品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値と、該所定の
食品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに基づいて生成され、被験者が前記糖質含有
食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するための推算情報を
記憶する推算情報記憶手段、被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関
する指標値、前記糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する
情報、前記第１食品を識別する情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力
を受け付ける入力受付手段、入力を受け付けた前記指標値、前記糖質含有食品を識別する
情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、前記第１食品を識別する情報、該第
１食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて、前記被験者
が前記糖質含有食品及び前記第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する推
算手段、及び推算した食後血糖に関する値を出力する出力手段として機能させ、前記推算
情報記憶手段を、データ提供者が前記第１食品と前記所定の食品とをともに摂取した場合
の食後血糖に関する値、及び前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値の差分
と、該データ提供者が前記所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関係を示
す関数中の定数を、前記推算情報として記憶する手段として機能させることを特徴とする
。
【００２２】
　第１発明、第１２発明及び第１３発明では、糖質を含む糖質含有食品とは異なる第１食
品と糖質を含む所定の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関する値と、該所定の食
品を摂取した場合の食後血糖に関する値とに基づいて生成され、被験者が糖質含有食品及
び第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算するための推算情報を記憶してお
く。被験者による糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する指標値、糖質含
有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、第１食品を識別す
る情報、及び該第１食品のエネルギー量に関する情報の入力を受け付け、入力を受け付け
た指標値、糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、
第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推
算情報に基づいて、被験者が糖質含有食品及び第１食品を摂取した場合の食後血糖に関す
る値を推算し、推算した食後血糖に関する値を出力する。食後血糖推定装置をこのように
構成することにより、第１食品を糖質を含む糖質含有食品とともに摂取した場合の該糖質
含有食品による血糖値上昇への影響を考慮することができる。したがって、第１食品を糖
質含有食品とともに摂取することにより、糖質含有食品を単独で摂取した場合よりも血糖
値の上昇が抑制される場合であっても、食後血糖に関する値を高い精度で推算することが
可能となる。
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【００２３】
　また、データ提供者が第１食品と所定の食品とをともに摂取した場合の食後血糖に関す
る値、及び所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値の差分と、該データ提供者が
所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数中の定数を、推算情
報として記憶するので、第１食品を糖質を含む糖質含有食品とともに摂取した場合の該糖
質含有食品による血糖値上昇への影響をより正確に考慮することができる。
【００２４】
　第２発明では、被験者が糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する
ための係数を、推算情報としてさらに記憶する。これにより、糖質含有食品を摂取した場
合の血糖値上昇をより正確に考慮することができる。
【００２５】
　第３発明では、被験者が糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する
ための係数は、データ提供者が基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と、該デー
タ提供者が糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との比に基づいて生成され
る。これにより、糖質含有食品を摂取した場合の血糖値上昇をより正確に考慮することが
できる。
【００２６】
　第４発明では、第１食品は、主菜又は副菜に分類される食品であることにより、糖質を
主体とした食品のみではなく、たんぱく質及び／又は脂質を主体とした食品を同時に摂取
することによる影響を考慮した食後血糖に関する値を推算することができる。なお、「主
菜」とは、たんぱく質等の供給源である肉、魚、卵、大豆及び大豆製品等を主材料とする
食品全般を意味しており、「副菜」とは、ビタミン、ミネラル、食物繊維等の供給源であ
る野菜、いも、豆類（大豆を除く）、きのこ類、海草等を主材料とする食品全般を意味す
る。
【００２７】
　第５発明では、糖質含有食品は、主食に分類される食品であることにより、食後血糖に
関する値の上昇要因である糖質を主体とした主食のみではなく、糖質含有食品とは異なる
第１食品を同時に摂取した場合であっても、第１食品の摂取による影響を考慮して食後血
糖に関する値を推算することができる。なお、「主食」とは、炭水化物等の供給源である
ごはん、パン、麺類、パスタ等の食品全般を意味する。
【００２８】
　第６発明では、データ提供者が第１食品とは異なる第２食品と糖質を含む所定の食品と
をともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び所定の食品を摂取した場合の食後血糖
に関する値の差分と、データ提供者が所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値と
の関係を示す関数中の定数を、推算情報としてさらに記憶しておく。第２食品を識別する
情報及び該第２食品のエネルギー量に関する情報の入力をさらに受け付け、入力を受け付
けた指標値、糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量に関する情報
、第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関する情報、第２食品を識別す
る情報、該第２食品のエネルギー量に関する情報、及び記憶してある推算情報に基づいて
、被験者が糖質含有食品、第１食品及び第２食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を
推算する。これにより、糖質含有食品及び第１食品のみではなく、第２食品を同時に摂取
した場合であっても、第１食品及び第２食品の摂取による影響を考慮して食後血糖に関す
る値を推算することができる。
【００２９】
　第７発明では、第１食品は主菜に分類される食品であり、第２食品は副菜に分類される
食品である。これにより、主菜のみではなく、副菜を同時に摂取することによる影響を考
慮して食後血糖に関する値を推算することができる。
【００３０】
　第８発明では、前述の（式１）により、被験者が糖質含有食品、第１食品及び第２食品
を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算することにより、糖質含有食品、第１食品及
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び第２食品を同時に摂取した場合であっても、第１食品及び第２食品の摂取による影響を
考慮して食後血糖に関する値を推算することができる。
【００３１】
　第９発明では、入力を受け付けた糖質含有食品のエネルギー量に関する情報、及び第１
食品のエネルギー量に関する情報に基づいて、被験者の摂取エネルギー量を算出し、算出
した摂取エネルギー量を出力する。これにより、被験者の食事の嗜好に応じた、摂取エネ
ルギー量当たりの食後血糖に関する値の変動度合を客観的に把握することが可能となる。
【００３２】
　第１０発明では、糖質含有食品を識別する情報に対応付けた、該糖質含有食品に含まれ
る複数の栄養素それぞれの含有量に関する第１含有量情報、及び第１食品を識別する情報
に対応付けた、該第１食品に含まれる複数の栄養素それぞれの含有量に関する第２含有量
情報を記憶しておく。記憶してある第１含有量情報及び第２含有量情報に基づいて、被験
者が摂取する複数の栄養素の摂取量の比率を算出し、算出した複数の栄養素の摂取量の比
率を出力する。これにより、被験者の食事の嗜好に応じた、摂取した複数の栄養素の摂取
量の比率に対する食後血糖に関する値の変動度合を客観的に把握することが可能となる。
【００３３】
　第１１発明では、被験者が糖質含有食品及び第１食品を摂取した場合の血糖時間曲線下
面積を推算することにより、糖質を含む糖質含有食品の摂取により上昇する食後血糖に関
する値が、第１食品の摂取により抑制された食後血糖に関する値の変動分を正しく把握す
ることが可能となる。
【発明の効果】
【００３４】
　上記構成によれば、第１食品を糖質含有食品とともに摂取することにより、糖質含有食
品を単独で摂取した場合よりも血糖値の上昇が抑制される場合であっても、食後血糖に関
する値を高い精度で推算することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置をＣＰＵにより具現化した場合の構
成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置の推算情報記憶部のデータ構成の例
示図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置の含有量情報記憶部のデータ構成の
例示図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置の機能ブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置の入力画面の例示図である。
【図６】血糖値－時間曲線下の面積の算出方法の例示図である。
【図７】主菜としてのマグロ脂身による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量と、基準
食品による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量との関係を示すグラフである。
【図８】副菜としての酢の物による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量と、基準食品
による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量との関係を示すグラフである。
【図９】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置で推定した食後血糖値の精度を確認
するグラフである。
【図１０】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置の出力画面の例示図である。
【図１１】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置のＣＰＵの演算処理手順を示すフ
ローチャートである。
【図１２】本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置で推定した食後血糖値の精度を確
認するグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置について、図面に基づいて具体的に
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説明する。以下の実施の形態は、特許請求の範囲に記載された発明を限定するものではな
く、実施の形態の中で説明されている特徴的事項の組み合わせの全てが解決手段の必須事
項であるとは限らないことは言うまでもない。
【００３７】
　本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置は、被験者が予め検査して取得した単位エ
ネルギー量当たりの血糖値上昇量である耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）、主食である糖質含
有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量、主菜である第１食品を識別する
情報、該第１食品のエネルギー量、副菜である第２食品を識別する情報、及び該第２食品
のエネルギー量を入力として受け付け、当該被験者の食後血糖に関する値（血糖時間曲線
下面積：ＡＵＣ（Ｓ））を推定する装置である。
【００３８】
　図１は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置をＣＰＵにより具現化した場合の
構成を示すブロック図である。図１に示すように、本実施の形態に係る食後血糖推定装置
１は、少なくともＣＰＵ（中央演算装置）１１、メモリ１２、記憶装置１３、入出力イン
タフェース１４、ビデオインタフェース１５、可搬型ディスクドライブ１６、通信インタ
フェース１７及び上述したハードウェアを接続する内部バス１８で構成されている。
【００３９】
　ＣＰＵ１１は、内部バス１８を介して食後血糖推定装置１の上述したようなハードウェ
ア各部と接続されており、上述したハードウェア各部の動作を制御するとともに、記憶装
置１３に記憶されているコンピュータプログラム１００に従って、種々のソフトウェア的
機能を実行する。メモリ１２は、ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ等の揮発性メモリで構成され、コ
ンピュータプログラム１００の実行時にロードモジュールが展開され、コンピュータプロ
グラム１００の実行時に発生する一時的なデータ等を記憶する。
【００４０】
　記憶装置１３は、内蔵される固定型記憶装置（ハードディスク）、ＲＯＭ等で構成され
ている。記憶装置１３に記憶されているコンピュータプログラム１００は、プログラム及
びデータ等の情報を記録したＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体９０から、可搬型
ディスクドライブ１６によりダウンロードされ、実行時には記憶装置１３からメモリ１２
へ展開して実行される。もちろん、通信インタフェース１７を介して外部のネットワーク
に接続されている外部のコンピュータからダウンロードされたコンピュータプログラムで
あっても良い。
【００４１】
　また記憶装置１３は、推算情報記憶部１３１及び含有量情報記憶部１３２を備えている
。図２は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１の推算情報記憶部１３１のデー
タ構成の例示図である。図２（ａ）及び図２（ｂ）に示すように、推算情報記憶部１３１
には、２つのデータベースが記憶されている。
【００４２】
　図２（ａ）は、耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいて、被験者が糖質含有食品を摂取
した場合の食後血糖に関する値ｉＡＵＣ（Ａ）を推算するための係数αを記憶するデータ
ベースのデータ構造を示している。図２（ａ）に示すように、係数αは、糖質含有食品の
種類と対応付け、糖質含有食品の種類ごとに記憶されている。係数αは、食後血糖推定装
置１の開発者によって予め決定され、推算情報記憶部１３１に記憶されている。
【００４３】
　係数αを決定するにあたり、開発者は、検査の協力者であるデータ提供者に糖質を含む
基準食品を摂取させ、基準食品の単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量である耐糖能検
査値ｅＡＵＣ（Ｓ）を取得する。また、開発者は、データ提供者に糖質含有食品を摂取さ
せ、耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）と同様の手順により、糖質含有食品の単位エネルギー量
当たりの血糖値上昇量である耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ａ）を取得する。そして、係数αは
、耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）と耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ａ）との比（＝ｅＡＵＣ（Ａ）
／ｅＡＵＣ（Ｓ））として求められる。係数αの決定は、糖質含有食品の種類ごとに実施
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される。なお、耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）の取得方法は後に説明する。
【００４４】
　図２（ｂ）は、被験者の耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいて、該被験者が主菜であ
る第１食品を摂取した場合の食後血糖に関する値ｅＡＵＣ（Ｂ）を推算するための定数β
、γ、及び耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいて、被験者が副菜である第２食品を摂取
した場合の食後血糖に関する値ｅＡＵＣ（Ｃ）を推算するための定数δ、εを記憶するデ
ータベースのデータ構造を示している。図２（ｂ）に示すように、定数β、γは、第１食
品の種類と対応付け、第１食品の種類ごとに記憶されており、定数δ、εは、第２食品の
種類と対応付け、第２食品の種類ごとに記憶されている。定数β、γ、δ、εは、食後血
糖推定装置１の開発者によって予め決定され、推算情報記憶部１３１に記憶されている。
定数β、γ、δ、εの決め方については後に説明する。
【００４５】
　なお、上述のように、第１食品は主菜、第２食品は副菜であり、いずれも副食に該当す
る食品である。主菜としては、例えば、たんぱく質等の供給源である肉、魚、卵、大豆及
び大豆製品等を主材料とする食品が挙げられる。副菜としては、ビタミン、ミネラル、食
物繊維等の供給源である野菜、いも、豆類（大豆を除く）、きのこ類、海草等を主材料と
する食品が挙げられる。
【００４６】
　含有量情報記憶部１３２は、食品ごとの三大栄養素の含有率を、含有量情報として記憶
する。図３は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１の含有量情報記憶部１３２
のデータ構成の例示図である。
【００４７】
　図３に示すように、含有量情報記憶部１３２は、食品の種類ごとに三大栄養素である炭
水化物、たんぱく質、脂質の単位エネルギー量当たりの含有量の比率であるＣ、Ｐ、Ｆを
記憶してある。もちろん、単位重量当たりの含有量、例えば１グラム当たりの含有量をそ
のまま記憶しておいても良い。
【００４８】
　図１へ戻って、通信インタフェース１７は内部バス１８に接続されており、インターネ
ット、ＬＡＮ、ＷＡＮ等の外部のネットワークに接続されることにより、外部のコンピュ
ータ等とデータ送受信を行うことが可能となっている。
【００４９】
　入出力インタフェース１４は、キーボード、マウス等の入力部２０と接続され、データ
の入力を受け付ける。また、ビデオインタフェース１５は、ＣＲＴモニタ、ＬＣＤ等の画
像表示部３０と接続され、所定の画像を表示する。
【００５０】
　図４は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１の機能ブロック図である。図４
において、入力受付部４０１は、被験者が予め検査して取得した耐糖能検査値ｅＡＵＣ（
Ｓ）、主食である糖質含有食品を識別する情報、該糖質含有食品のエネルギー量、主菜で
ある第１食品を識別する情報、該第１食品のエネルギー量に関する情報、副菜である第２
食品を識別する情報、及び該第２食品のエネルギー量に関する情報の入力を受け付ける。
【００５１】
　図５は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１の入力画面の例示図である。図
５に示すように、耐糖能検査値入力領域５１にて、被験者が予め検査して取得した耐糖能
検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）の入力を受け付ける。入力の受付は、入力部２０からのキーイン操
作による。
【００５２】
　被験者ごとの指標値である耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）は、以下の手順で取得する。ま
ず一定量の糖質付与後の食後血糖値上昇量を測定する。具体的には、基準食品として例え
ば７５ｇグルコース水溶液を被験者に対して付与し、付与時及び付与後一定時間Δｔごと
に採血により血糖値ＢＧを測定する。７５ｇグルコース水溶液を被験者に対して付与する
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前、例えば空腹時に測定した血糖値ＢＧを基準血糖値ＢＧ（０）として、以後、一定時間
Δｔごとに測定した血糖値ＢＧ（ｔ）に基づいて台形近似法を用いることにより、血糖値
ＢＧ－時間ｔ曲線下の面積（血糖時間曲線下面積：ＡＵＣ（Ｓ））を算出することができ
る。
【００５３】
　図６は、血糖値ＢＧ－時間ｔ曲線下の面積の算出方法の例示図である。図６に示すよう
に、時刻０での最初の血糖値を基準血糖値ＢＧ（０）とし、時刻Δｔでの血糖値をＢＧ（
Δｔ）とし、以下、測定した血糖値ＢＧ（２Δｔ）、ＢＧ（３Δｔ）、ＢＧ（４Δｔ）を
プロットしている。血糖値ＢＧ－時間ｔ曲線下の面積ＡＵＣ（Ｓ）は、それぞれの台形の
面積を算出して加算することにより求めることができるので、（式２）により算出する。
【００５４】
　ＡＵＣ（Ｓ）＝（ＢＧ（０）＋ＢＧ（Δｔ））＊Δｔ／２
　　　　　　　　＋（ＢＧ（Δｔ）＋ＢＧ（２Δｔ））＊Δｔ／２
　　　　　　　　＋（ＢＧ（２Δｔ）＋ＢＧ（３Δｔ））＊Δｔ／２
　　　　　　　　＋（ＢＧ（３Δｔ）＋ＢＧ（４Δｔ））＊Δｔ／２　・・・（式２）
【００５５】
　一定量の糖質付与後の食後血糖値上昇量ｉＡＵＣ（Ｓ）は、上昇前の血糖値を減算した
（式３）により算出することができる。
【００５６】
　ｉＡＵＣ（Ｓ）＝ＡＵＣ（Ｓ）－ＢＧ（０）×４Δｔ　・・・（式３）
【００５７】
　７５ｇグルコース水溶液のエネルギー量をＥとした場合、単位エネルギー量当たりの血
糖値上昇量、すなわち耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）は、（式３）で算出したｉＡＵＣ（Ｓ
）を摂取する食品、すなわち７５ｇグルコース水溶液のエネルギー量Ｅで除算した（式４
）により算出することができる。
【００５８】
　ｅＡＵＣ（Ｓ）＝ｉＡＵＣ（Ｓ）／Ｅ　・・・（式４）
【００５９】
　被験者は、（式４）により算出した耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）を、指標値として図５
に示す耐糖能検査値入力領域５１に入力する。
【００６０】
　次に、摂取する食品の種類及び食品のエネルギー量の入力を、主食（糖質含有食品）、
主菜（第１食品）、副菜（第２食品）ごとに、それぞれ受け付ける。入力の受付は、入力
部２０からのキーイン操作による。
【００６１】
　具体的には、主食の食品名入力領域５２に主食の種類を識別する情報として名称、食品
の識別番号等をキー入力し、対応する摂取量入力領域５３に、主食のエネルギー量をキー
入力する。同様に、主菜の食品名入力領域５４に主菜の種類を識別する情報として名称、
食品の識別番号等をキー入力し、対応する摂取量入力領域５５に、主菜のエネルギー量を
キー入力し、副菜の食品名入力領域５６に副菜の種類を識別する情報として名称、食品の
識別番号等をキー入力し、対応する摂取量入力領域５７に、副菜のエネルギー量をキー入
力する。食品の種類の入力は、各領域５２、５４、５６への名称、食品の識別番号等の入
力に限定されるものではなく、プルダウンメニュー等の食品選択画面を各領域に表示し、
被験者による選択を受け付けるようにしても良い。
【００６２】
　図４に戻って、推算部４０２は、推算情報記憶部１３１に記憶してある係数α、定数β
、γ、δ、ε及び入力受付部４０１で入力を受け付けた指標値である耐糖能検査値ｅＡＵ
Ｃ（Ｓ）、主食、主菜、副菜ごとの食品を識別する情報である食品の種類及び食品のエネ
ルギー量である摂取量に基づいて、食後血糖値を推算する。具体的には、（式５）に示す
ように、主食Ａに対する推定血糖値上昇量ｉＡＵＣ（Ａ）を算出するとともに、主菜Ｂに
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よる血糖値上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｂ）及び副菜Ｃによる血糖値上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｃ）
を算出し、これらの総和として食後血糖値ＡＵＣを推算する。説明を簡単にするために、
主食Ａ、主菜Ｂ、副菜Ｃを１つずつとしているが、特にこれに限定されるものではなく、
それぞれ複数であっても良い。また、主菜Ｂ、副菜Ｃは血糖値上昇抑制効果を有する場合
に限定しているが、特に血糖値上昇抑制効果に限定されるものではなく、却って増大させ
る効果であっても（式５）にて算出することができる。
【００６３】
　ＡＵＣ＝ｉＡＵＣ（Ａ）＋ｉＡＵＣ（Ｂ）＋ｉＡＵＣ（Ｃ）　・・・（式５）
【００６４】
　主食Ａについては、糖質を多く含むことから、血糖値上昇作用群に属する食品であると
考えることができる。したがって、主食Ａの単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡ
ＵＣ（Ａ）と主食Ａのエネルギー量（摂取カロリー）ＥＡとの積として、（式６）に示す
ように主食Ａに対する推定血糖値上昇量ｉＡＵＣ（Ａ）を算出することができる。
【００６５】
　ｉＡＵＣ（Ａ）＝ｅＡＵＣ（Ａ）×ＥＡ　・・・（式６）
【００６６】
　さらに、（式７）を（式６）に代入することで、（式８）が得られる。係数α（＝ｅＡ
ＵＣ（Ａ）／ｅＡＵＣ（Ｓ））が推算情報記憶部１３１に記憶してあり、被験者ごとの耐
糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）を指標値として入力を受け付けていることから、ｉＡＵＣ（Ａ
）は、入力を受け付けた被験者ごとの耐糖能検査値ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいて、（式８）
を用いて算出することができる。
【００６７】
　ｅＡＵＣ（Ａ）＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）　・・・（式７）
　ｉＡＵＣ（Ａ）＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）×ＥＡ　・・・（式８）
【００６８】
　次に、主菜Ｂによる血糖値上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｂ）は、主菜Ｂの単位エネルギー量当
たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｂ）と主菜Ｂのエネルギー量（摂取カロリー）ＥＢとの積
として、（式９）に示すように算出することができる。
【００６９】
　ｉＡＵＣ（Ｂ）＝ｅＡＵＣ（Ｂ）×ＥＢ　・・・（式９）
【００７０】
　したがって、被験者の主菜Ｂの単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｂ）
と、主菜Ｂのエネルギー量（摂取カロリー）ＥＢとにより、被験者の主菜Ｂによる血糖値
上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｂ）を算出することができる。ここで、主菜Ｂによる血糖値上昇抑
制量ｉＡＵＣ（Ｂ）は、上述のｉＡＵＣ（Ａ）と同様の方法で求めることはできない。主
食Ａによる血糖値上昇量ｉＡＵＣ（Ａ）の算出に用いられる係数αは、主食Ａを単独で摂
取した場合の食後血糖値を推算するものである。これに対し、主菜Ｂは単独で血糖値を上
昇させる食品ではなく、糖質を含む他の食品による血糖値の上昇を抑制する食品であるか
ら、糖質を含む他の食品とともに摂取した場合を考慮しなければ、高い精度で食後血糖値
を推定することができない。そこで、例えば（式１０）に示すような推算式を用いて血糖
値上昇量ｅＡＵＣ（Ｂ）を推算する。
【００７１】
　ｅＡＵＣ（Ｂ）＝β×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋γ　・・・（式１０）
　ただし、β＝１．１５０４、γ＝－０．４６９７
【００７２】
　上述のように、定数β、γは、推算情報記憶部１３１に記憶してある。以下、定数β、
γの決定方法について説明する。
【００７３】
　定数β、γを決定するには、まず、複数のデータ提供者に耐糖能検査を実施させ、糖質
を含む所定の食品（例えば基準食品や主食である糖質含有食品）と主菜Ｂとをともに摂取
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した場合の食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ＋Ｂ）と、所定の食品（例えば基準食品）のみ
を摂取した場合の食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ）とを取得する。食後の血糖値上昇量Ａ
ＵＣ（Ｓ＋Ｂ）及びＡＵＣ（Ｓ）は、上述した（式２）を用いて取得する。そして、血糖
値推定装置１の開発者は、食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ＋Ｂ）とＡＵＣ（Ｓ）の差分を
、摂取した主菜Ｂのエネルギー量で除算し、得られた値を、主菜Ｂの単位エネルギー量当
たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｂ）であると推定する。また、血糖値推定装置１の開発者
は、食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ）を、摂取した基準食品のエネルギー量で除算して、
単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量（耐糖能検査値）ｅＡＵＣ（Ｓ）を取得する。血
糖値推定装置１の開発者は、主菜Ｂの単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（
Ｂ）及び所定の食品（例えば基準食品）のみを摂取した場合の単位エネルギー量当たりの
食後の血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｓ）をそれぞれ縦軸、横軸とするグラフ上に、複数のデー
タ提供者から得られたデータをプロットする。
【００７４】
　図７は、上述の推算により得られた、主菜Ｂとしてのマグロ脂身による単位エネルギー
量当たりの血糖値上昇量と、基準食品による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量との
関係を示すグラフである。
【００７５】
　図７からもわかるように、ＡＵＣ（Ｓ＋Ｂ）とＡＵＣ（Ｓ）とに基づいて推算したｅＡ
ＵＣ（Ｂ）とｅＡＵＣ（Ｓ）とは強い正の相関性を示しており、複数のプロット点を直線
２００にて近似することができる。なお、近似直線２００は最小二乗法により求めている
。
【００７６】
　ここで、ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいてｅＡＵＣ（Ｂ）を算出する（式１０）における定数
β、γは、直線２００の傾きβ、切片γに該当する。図７の例では、傾きβが１．１５０
４、切片γが－０．４６９７であり、推算情報記憶部１３１に主菜Ｂであるマグロ脂身に
対応付けて記憶される。
【００７７】
　同様に、副菜Ｃによる血糖値上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｃ）は、副菜Ｃの単位エネルギー量
当たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｃ）と副菜Ｃのエネルギー量（摂取カロリー）ＥＣとの
積として、（式１１）に示すように算出することができる。
【００７８】
　ｉＡＵＣ（Ｃ）＝ｅＡＵＣ（Ｃ）×ＥＣ　・・・（式１１）
【００７９】
　したがって、被験者の副菜Ｃの単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｃ）
と、副菜Ｃのエネルギー量（摂取カロリー）ＥＣとにより、被験者の副菜Ｃによる血糖値
上昇抑制量ｉＡＵＣ（Ｃ）を算出することができる。ここで、副菜Ｃによる血糖値上昇抑
制量ｉＡＵＣ（Ｃ）は、上述のｉＡＵＣ（Ａ）と同様の方法で求めることはできない。主
食Ａによる血糖値上昇量ｉＡＵＣ（Ａ）の算出に用いられる係数αは、主食Ａを単独で摂
取した場合の食後血糖値を推算するものである。これに対し、副菜Ｃは単独で血糖値を上
昇させる食品ではなく、糖質を含む他の食品による血糖値の上昇を抑制する食品であるの
で、糖質を含む他の食品とともに摂取した場合を考慮しなければ、高い精度で食後血糖値
を推定することができない。例えば（式１２）に示すような推定式を用いて推定する。
【００８０】
　ｅＡＵＣ（Ｃ）＝δ×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋ε　・・・（式１２）
　ただし、δ＝－３．９２９１、ε＝１．１１０８
【００８１】
　上述のように、定数δ、εは、推算情報記憶部１３１に記憶してある。以下、定数δ、
εの決定方法について説明する。
【００８２】
　定数δ、εを決定するには、まず、複数のデータ提供者に検査を実施させ、糖質を含む



(15) JP 5503234 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

所定の食品（例えば基準食品や主食である糖質含有食品）と副菜Ｃとをともに摂取した場
合の食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ＋Ｃ）と、所定の食品（例えば基準食品）のみを摂取
した場合の食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（Ｓ）とを取得する。食後の血糖値上昇量ＡＵＣ（
Ｓ＋Ｃ）及びＡＵＣ（Ｓ）の取得方法は、上述した（式２）を用いる。そして、血糖値推
定装置１の開発者は、ＡＵＣ（Ｓ＋Ｃ）とＡＵＣ（Ｓ）の差分を、摂取した副菜Ｃのエネ
ルギー量で除算し、得られた値を、副菜Ｃの単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡ
ＵＣ（Ｃ）であると推定する。また、血糖値推定装置１の開発者は、ＡＵＣ（Ｓ）を、摂
取した基準食品のエネルギー量で除算して血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｓ）を取得する。血糖
値推定装置1の開発者は、ｅＡＵＣ（Ｃ）及びｅＡＵＣ（Ｓ）をそれぞれ縦軸、横軸とす
るグラフ上に、複数のデータ提供者から得られたデータをプロットする。
【００８３】
　図８は、上述の推定により得られた、副菜Ｃとしての酢の物による単位エネルギー量当
たりの血糖値上昇量と、基準食品による単位エネルギー量当たりの血糖値上昇量との関係
を示すグラフである。
【００８４】
　図８からもわかるように、ＡＵＣ（Ｓ＋Ｃ）とＡＵＣ（Ｓ）とに基づいて推定したｅＡ
ＵＣ（Ｃ）とｅＡＵＣ（Ｓ）とは強い負の相関性を示しており、複数のプロット点を直線
３００にて近似することができる。なお、近似直線３００は最小二乗法により求めている
。
【００８５】
　ここで、ＡＵＣ（Ｓ）に基づいてＡＵＣ（Ｃ）を算出する（式１２）における定数δ、
εは、直線３００の傾きδ、切片εに該当する。図８の例では、傾きδが－３．９２９１
、切片εが１．１１０８であり、推算情報記憶部１３１に副菜Ｃである酢の物に対応付け
て記憶される。
【００８６】
　（式６）から（式１２）までで、食後血糖値ＡＵＣを求めることができる。すなわち、
食後血糖値ＡＵＣは（式５）から（式１２）までを用いて変形することにより、（式１）
のように算出することができる。
【００８７】
　ＡＵＣ＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）×ＥＡ＋（β×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋γ）×ＥＢ
　　　　＋（δ×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋ε）×ＥＣ　・・・（式１）
【００８８】
　ただし、（式１）において、ＡＵＣは、被験者の食後血糖に関する値である食後血糖値
を、ｅＡＵＣ（Ｓ）は、被験者が糖質を含む基準食品を摂取した場合の食後血糖に関する
指標値を、αは、被験者が糖質含有食品を摂取した場合の食後血糖に関する値を推算する
ための係数を、β、γは、データ提供者が第１食品と所定の食品とをともに摂取した場合
の食後血糖に関する値、及び所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値の差分と、
データ提供者が所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値との関係を示す関数中の
定数を、δ、εは、データ提供者が第１食品とは異なる第２食品及び糖質を含む所定の食
品をともに摂取した場合の食後血糖に関する値、及び所定の食品を摂取した場合の食後血
糖に関する値の差分と、データ提供者が所定の食品を摂取した場合の食後血糖に関する値
との関係を示す関数中の定数を、ＥＡは、糖質含有食品のエネルギー量に関する情報を、
ＥＢは、第１食品のエネルギー量に関する情報を、ＥＣは、第２食品のエネルギー量に関
する情報を、それぞれ示している。
【００８９】
　（式１）を用いて推算した食後血糖値ＡＵＣの精度を確認するために、主食、主菜、及
び副菜を摂取し、自己血糖測定によるＳＭＢＧ値から算出した食後血糖値と比較する。図
９は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１で推定した食後血糖値ＡＵＣの精度
を確認するグラフである。図９（ａ）は、主菜Ｂ、副菜Ｃの摂取による影響を考慮した場
合の本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１で推定した食後血糖値ＡＵＣの精度を



(16) JP 5503234 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

確認するグラフであり、図９（ｂ）は、主菜Ｂ、副菜Ｃの摂取による影響を考慮しない場
合の食後血糖値ＡＵＣの精度を確認するグラフである。すなわち、図９（ｂ）では、（式
１）の第２項、第３項を０（ゼロ）としている。
【００９０】
　図９（ａ）では、（式１）を用いて推算した食後血糖値ＡＵＣと、自己血糖測定による
ＳＭＢＧ値から算出した食後血糖値とは略一致しており、プロット点を一次関数で近似し
た場合には、傾きが略１である原点を通る直線になる。したがって、高い精度で食後血糖
値ＡＵＣを推定することができている。
【００９１】
　一方、図９（ｂ）では、（式１）の第２項、第３項を０（ゼロ）として推算した食後血
糖値ＡＵＣ、すなわち主菜Ｂ、副菜Ｃの摂取による影響を考慮しない場合の食後血糖値Ａ
ＵＣの方が、自己血糖測定によるＳＭＢＧ値から算出した食後血糖値より全体として大き
い値となっており、両者が略一致しているとは言えない。したがって、主菜Ｂ、副菜Ｃの
摂取による影響を考慮するという本発明による効果が顕著に現れている。
【００９２】
　図４に戻って、出力部４０３は、（式１）を用いて推算した食後血糖値ＡＵＣを出力す
る。例えば画像表示部３０に表示出力すれば良い。図１０は、本発明の実施の形態に係る
食後血糖推定装置１の出力画面の例示図である。図１０に示すように、食後血糖値ＡＵＣ
を表示する食後血糖値表示領域１０１に、（式１）を用いて推算した食後血糖値ＡＵＣを
表示する。
【００９３】
　もちろん、食事により摂取する食品のエネルギー量の総和である摂取エネルギー量を出
力しても良い。この場合、入力を受け付けた主食Ａのエネルギー量ＥＡ、主菜Ｂのエネル
ギー量ＥＢ及び副菜Ｃのエネルギー量ＥＣの総和を図４に示すエネルギー量算出部４０４
にて算出し、出力画面の摂取エネルギー量表示領域１０２に表示すれば良い。
【００９４】
　また、摂取する食品の三大栄養素の比率を出力しても良い。この場合、図４に示す推算
部４０２は、含有量情報記憶部１３２に記憶してある食品ごとの三大栄養素の含有量情報
及び摂取した食品のエネルギー量に基づいて、三大栄養素の摂取比率を算出する。
【００９５】
　具体的には、図３に示す食品ごとの炭水化物の含有量、たんぱく質の含有量、脂質の含
有量は、それぞれ食品ごとに単位エネルギー量当たりの百分率で含有量情報記憶部１３２
に記憶されている。したがって、主食Ａ、主菜Ｂ、副菜Ｃを摂取した場合の炭水化物の総
含有量Ｃt 、たんぱく質の総含有量Ｐt 、及び脂質の総含有量Ｆt の比率（Ｃt ：Ｐt ：
Ｆt ）は、（式１３）により算出することができる。（式１３）において、主食Ａ、主菜
Ｂ、副菜Ｃそれぞれの単位エネルギー量当たりの炭水化物の含有量をＣA 、ＣB 、ＣC、
たんぱく質の含有量をＰA 、ＰB 、ＰC、脂質の含有量をＦA 、ＦB 、ＦCとし、それぞれ
の食品のエネルギー量をＥＡ、ＥＢ、ＥＣとする。
【００９６】
　（Ｃt ：Ｐt ：Ｆt ）＝（ＣA ×ＥＡ＋ＣB ×ＥＢ＋ＣC ×ＥＣ）
　　　　　　　　　　　：（ＰA ×ＥＡ＋ＰB ×ＥＢ＋ＰC ×ＥＣ）
　　　　　　　　　　　：（ＦA ×ＥＡ＋ＦB ×ＥＢ＋ＦC ×ＥＣ）　・・・（式１３）
【００９７】
　（式１３）により算出された主食Ａ、主菜Ｂ、副菜Ｃを摂取した場合の炭水化物の総含
有量Ｃt 、たんぱく質の総含有量Ｐt 、及び脂質の総含有量Ｆt の比率（Ｃt ：Ｐt ：Ｆ

t ）は、摂取エネルギー比として、図１０に示す出力画面の摂取エネルギー比表示領域１
０３に表示される。これにより、食後血糖値を推算するだけでなく、被験者が摂取する食
事の栄養バランスも目視で確認することができる。
【００９８】
　図１１は、本発明の実施の形態に係る食後血糖推定装置１のＣＰＵ１１の演算処理手順
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を示すフローチャートである。食後血糖推定装置１のＣＰＵ１１は、被験者の耐糖能検査
値ｅＡＵＣ（Ｓ）、食品を識別する情報としての食品名（主食、主菜、副菜それぞれの名
称）、食品ごとのエネルギー量の入力を受け付ける（ステップＳ１１０１）。
【００９９】
　ＣＰＵ１１は、入力を受け付けた主食、主菜、副菜それぞれのエネルギー量を加算する
ことにより、摂取エネルギー量の総和を算出する（ステップＳ１１０２）。また、ＣＰＵ
１１は、含有量情報記憶部１３２に記憶してある食品ごとの炭水化物の含有量情報、たん
ぱく質の含有量情報、脂質の含有量情報に基づいて、（式１３）により三大栄養素の摂取
比率として摂取エネルギー比を算出する（ステップＳ１１０３）。
【０１００】
　ＣＰＵ１１は、推算情報記憶部１３１から、入力された食品の種類に対応する係数α、
定数β、γ、δ、εを読み出し（ステップＳ１１０４）、（式１）に従って被験者の食後
血糖値ＡＵＣを推算する（ステップＳ１１０５）。ＣＰＵ１１は、推算した食後血糖値Ａ
ＵＣ、摂取エネルギー量、摂取エネルギー比を画像表示部３０に表示する（ステップＳ１
１０６）。
【０１０１】
　以上のように本実施の形態によれば、食後血糖値の上昇に影響を与える副食（第１食品
、第２食品）を主食（糖質含有食品）とともに摂取することにより、主食を単独で摂取し
た場合よりも血糖値の上昇が抑制される場合であっても、被験者ごとの耐糖能検査値に応
じて、食後血糖値を高い精度で推定することが可能となる。
【０１０２】
　なお、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨の範囲内であ
れば多種の変形、置換等が可能である。例えば、推定する食後血糖値は、上述した実施の
形態のように、主食の摂取による食後血糖値と、副食の摂取による食後血糖値の上昇抑制
量を推算する方法に限定されるものではなく、両者の組み合わせを考慮した推算情報を特
定して、一括して食後血糖値を推算するようにしても良い。
【０１０３】
　また、主食のエネルギー量に関する情報の入力を主食のエネルギー量として、副食のエ
ネルギー量に関する情報の入力を副食のエネルギー量として、それぞれ受け付けているが
、エネルギー量の入力を直接受け付けるのではなく、主食又は副食の数量（摂取量）の入
力を受け付け、エネルギー量を演算により算出して用いても良いことは言うまでもない。
【０１０４】
　また、入力される情報として、主菜（第１食品）及び副菜（第２食品）の両方を受け付
けているが、いずれか一方のみを受け付け、食後血糖値を推定しても良い。
【０１０５】
　また、食品の種類は、主食、主菜、副菜に分類して入力されているが、これらの区分を
省略しても良い。
【０１０６】
　また、上記実施の形態では、ｅＡＵＣ（Ｂ）及びｅＡＵＣ（Ｃ）を被験者の耐糖能検査
値ｅＡＵＣ（Ｓ）に基づいて算出しているが、ｅＡＵＣ（Ｂ）及びｅＡＵＣ（Ｃ）を、食
品の種類ごとに決定された定数としても良い。この場合、上記と同様に、複数のデータ提
供者についてＡＵＣ（Ｓ＋Ｂ）とＡＵＣ（Ｓ）とを取得し、ＡＵＣ（Ｓ＋Ｂ）とＡＵＣ（
Ｓ）との差分を、摂取した主菜Ｂのエネルギー量で除算し、得られた値を、主菜Ｂの単位
エネルギー量当たりの血糖値上昇量ｅＡＵＣ（Ｂ）であると推定する。そして、複数のデ
ータ提供者について得られた複数のｅＡＵＣ（Ｂ）の平均値を、（式１）における（β×
ｅＡＵＣ（Ｓ）＋γ）と置換しても良い。
【０１０７】
　また、ｅＡＵＣ（Ｃ）についても同様に、複数のデータ提供者についてＡＵＣ（Ｓ＋Ｃ
）とＡＵＣ（Ｓ）とを取得し、ＡＵＣ（Ｓ＋Ｃ）とＡＵＣ（Ｓ）との差分を、摂取した副
菜Ｃのエネルギー量で除算し、得られた値を、副菜Ｃの単位エネルギー量当たりの血糖値
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上昇量（ｅＡＵＣ（Ｃ））であると推定する。そして、複数のデータ提供者について得ら
れた複数のｅＡＵＣ（Ｃ）の平均値を、（式１）における（δ×ｅＡＵＣ（Ｓ）＋ε）と
置換しても良い。すなわち、ＡＵＣは、（式１４）のように算出することができる。
【０１０８】
　ＡＵＣ＝α×ｅＡＵＣ（Ｓ）×ＥＡ＋（ｅＡＵＣ（Ｂ）の平均値）×ＥＢ
　　　　＋（ｅＡＵＣ（Ｃ）の平均値）×ＥＣ　・・・　（式１４）
【０１０９】
　図１２は、（式１４）により食後血糖値ＡＵＣを推算した場合の精度を確認するグラフ
である。図１２に示すように、（式１４）を用いて推算した食後血糖値ＡＵＣと、自己血
糖測定によるＳＭＢＧ値から算出した食後血糖値とは略一致しており、プロット点を一次
関数で近似した場合には、傾きが略１である原点を通る直線になる。したがって、高い精
度で食後血糖値ＡＵＣを推定することができている。
【符号の説明】
【０１１０】
　１　食後血糖推定装置
　１１　ＣＰＵ
　１２　メモリ
　１３　記憶装置
　１４　入出力インタフェース
　１５　ビデオインタフェース
　１６　可搬型ディスクドライブ
　１７　通信インタフェース
　１８　内部バス
　９０　可搬型記録媒体
　１００　コンピュータプログラム
【図１】 【図２】
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(22) JP 5503234 B2 2014.5.28

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  瀬古　晃督
            兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１丁目５番１号　シスメックス株式会社内
(72)発明者  中村　丁次
            神奈川県横須賀市平成町１丁目１０番１号　神奈川県立保健福祉大学内
(72)発明者  倉貫　早智
            神奈川県横須賀市平成町１丁目１０番１号　神奈川県立保健福祉大学内

    審査官  宮久保　博幸

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００３／０２０８１１３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２００８－５４５４８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５０８９３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３２６９４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５３４５８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６３－１９８９５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０２４０８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１４７６４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              久野一恵，食品の組み合わせが健常な大学生の食後血糖値に及ぼす影響，栄養学雑誌，１９９７
              年，第５５間，第１号，ｐ．２３－２９
              Wolever, T.M.，Prediction of glucose and insulin responses of normal subjects after co
              nsuming mixed meals varying in energy, protein, fat, carbohydrate and glycemic index，
              The Journal of nutrition，１９９６年，Vol.126, No.11，p.2807-2812

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｑ　　５０／２２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

