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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の血圧情報の測定を行うシステムであり、
　前記被測定者の心電の検出を行う心電検出部と、
　前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部と、
　前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出部により
検出された脈波のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、前記心電波形のＴ波と
前記脈波のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、
　前記第１演算部で演算された前記心室収縮期脈波伝搬時間と前記心室拡張期脈波伝搬時
間とから、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報
の演算を行う第２演算部と
　を有する血圧情報測定システム。
【請求項２】
　前記第２演算部は、前記心室収縮期脈波伝搬時間から前記最大血圧に関する情報の演算
を行い、前記心室拡張期脈波伝搬時間から前記最小血圧に関する情報の演算を行う請求項
１に記載の血圧情報測定システム。
【請求項３】
　前記脈波検出部が検出を行う脈波は容積脈波であり、
　前記第２演算部は、前記脈波形のＤ波の強度用いて前記最大血圧に関する情報の演算を
行い、前記脈波形のＴ派の強度を用いて前記最小血圧に関する情報の演算を行う請求項１
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又は２に記載の血圧情報測定システム。
【請求項４】
　前記脈波検出部が検出を行う脈波は容積脈波であり、
　前記血圧情報測定システムは、前記脈波の２階微分を行い加速度脈波の演算を行う第３
演算部を更に有し、
　前記第２演算部は、前記第３演算部で演算された前記加速度脈波のａ波とｂ波の強度比
と前記心室収縮期脈波伝搬時間を用いて前記最大血圧に関する情報の演算を行い、前記第
３演算部で演算された前記加速度脈波のｅ波とf波の強度比と前記心室拡張期脈波伝搬時
間から前記最小血圧に関する情報の演算を行う請求項１乃至３のいずれか一項に記載の血
圧情報測定システム。
【請求項５】
　前記心電検出部は、第１電極と第２電極を備える請求項１乃至４のいずれか一項に記載
の血圧情報測定システム。
【請求項６】
　前記第１電極と前記第２電極は、前記被測定者の手首に装着して使用される請求項５に
記載の血圧情報測定システム。
【請求項７】
　前記第１電極は、前記第２電極と前記被測定者の手首を介して対向する位置に装着され
る請求項５又は６に記載の血圧情報測定システム。
【請求項８】
　前記第１電極は、前記被測定者の橈骨動脈の心電を検出可能に装着される請求項５乃至
７のいずれか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項９】
　前記第１電極は、前記被測定者の尺骨動脈の心電を検出可能に装着される請求項５乃至
７のいずれか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項１０】
　前記脈波検出部は、前記第２電極の近傍に配置されることを特徴とする請求項５乃至９
のいずれか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項１１】
　前記第１電極は第１ユニットに配置され、前記第２電極と前記脈波検出部は第２ユニッ
トに配置され、前記第１ユニットと前記第２ユニットは互いの位置を可動できるように接
続される請求項５乃至１０のいずれか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項１２】
　前記脈波検出部は、発光部と受光部により構成される光学センサにより構成されている
請求項１乃至１１のいずれか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項１３】
　前記発光部は、中心発光波長域の異なる複数の発光部から構成され、
　前記血圧情報測定システムは、前記被測定者の活動状態に応じて前記中心発光波長域の
異なる発光部を選択し、切り替える制御部を更に有する請求項１２に記載の血圧情報測定
システム。
【請求項１４】
　前記発光部は、第１の発光部と第２の発光部とから構成され、前記受光部は、前記第１
の発光部と前記第２の発光部に挟まれる領域に配置される請求項１２又は１３に記載の血
圧情報測定システム。
【請求項１５】
　前記脈波検出部は、前記被測定者の手首に装着して使用される請求項１乃至１４のいず
れか一項に記載の血圧情報測定システム。
【請求項１６】
　被測定者の血圧情報の測定を行う方法であり、
　心電検出部により前記被測定者の心電の検出を行う心電検出ステップと、
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　脈波検出部により前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出ステップと、
　第１演算部により前記心電検出ステップにより検出された電位に基づく心電波形のＲ波
と前記脈波検出ステップにより検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間と、
前記心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１の
演算ステップと、
　第２演算部により前記第１の演算ステップで演算の行われた前記心室収縮期脈波伝搬時
間と前記心室拡張期脈波伝搬時間とから、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被
測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２の演算ステップと
　を有する血圧情報測定方法。
【請求項１７】
　被測定者の血圧情報の測定を行うプログラムであり、
　心電検出部により前記被測定者の心電の検出を行う心電検出ステップと、
　脈波検出部により前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出ステップと、
　第１演算部により前記心電検出ステップにより検出された電位に基づく心電波形のＲ波
と前記脈波検出ステップにより検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間と、
前記心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１の
演算ステップと、
　第２演算部により前記第１の演算ステップで演算の行われた前記心室収縮期脈波伝搬時
間と前記心室拡張期脈波伝搬時間とから、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被
測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２の演算ステップと
　を電子計算機に実行させるための血圧情報測定プログラム。
【請求項１８】
　被測定者の血圧情報の測定を行う測定装置であり、
　前記被測定者の心電の検出を行う心電検出部と、
　前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部と、
　前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出部により
検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行う、前記心電波形のＴ波
と前記脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、
　前記第１演算部で演算の行われた前記心室収縮期脈波伝搬時間と前記心室拡張期脈波伝
搬時間とから、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する
情報の演算を行う第２演算部と
　を有する血圧情報測定装置。
【請求項１９】
　被測定者の心電の検出を行う心電検出部と前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部
とを有する血圧情報測定装置と接続可能な前記被測定者の血圧情報の演算を行うサーバ装
置であり、
　前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出部により
検出された脈波形のＰ波から演算が行われた心室収縮期脈波伝搬時間と、前記心電波形の
Ｔ波と前記脈波形のＤ波から演算が行われた心室拡張期脈波伝搬時間とから、前記被測定
者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う演算部を
有するサーバ装置。
【請求項２０】
　被測定者の心電の検出を行う心電検出部と前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部
とを有する血圧情報測定装置と接続可能な前記被測定者の血圧情報の演算を行うサーバ装
置であり、
　前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出部により
検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、前記心電波形のＴ波
と前記脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、
　前記第１演算部で演算の行われた前記心室収縮期脈波伝搬時間と前記心室拡張期脈波伝
搬時間とから、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する
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情報の演算を行う第２演算部と
　を有するサーバ装置。
【請求項２１】
　被測定者の心電の検出を行う心電検出部と前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部
とを有する血圧情報測定装置と接続可能なサーバ装置で前記被測定者の血圧情報の演算を
行う演算方法であり、
　演算部により、前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈
波検出部により検出された脈波形のＰ波から演算が行われた心室収縮期脈波伝搬時間と、
前記心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から演算が行われた心室拡張期脈波伝搬時間とか
ら、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報の演算
を行う演算方法。
【請求項２２】
　被測定者の心電の検出を行う心電検出部と前記被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部
とを有する血圧情報測定装置と接続可能な電子計算機で前記被測定者の血圧情報の演算を
行う演算プログラムであり、
　演算部により、前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈
波検出部により検出された脈波形のＰ波から演算が行われた心室収縮期脈波伝搬時間と、
前記心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から演算が行われた心室拡張期脈波伝搬時間とか
ら、前記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報の演算
を前記電子計算機に実行させるための演算プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被測定者の血圧情報の測定を行うための血圧情報測定システム、血圧情報測
定方法、血圧情報測定プログラム、血圧情報測定装置サーバ装置、演算方法及び演算プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧を連続的に測定し、その変化から病気の早期発見や病状変化の検出を行うことは健
康管理を行う上で有効である。そこで、カフ等により腕等を加圧することなく血圧を連続
的に測定するための常時血圧測定装置や方法が提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１では、片腕に装着し、生体表面に接する一つの電極を有する心電波検
出手段と生体表面に接する光電センサを有する容積脈波検出手段とを備え、前記心電波検
出手段は電極に誘導される心電位を心電波検出手段のグラウンドに対する電位として検出
することにより、心電波と容積脈波を測定して容積脈波の伝達時間を求め血圧の最高値、
最低値の演算を行う携帯型血圧測定装置が提案されている。
【０００４】
　また、カフ等を用いない血圧測定方法において、最低血圧は、検出が容易である心電波
形のＲ波と脈波形のＰ波から算出する心室収縮期脈波伝搬時間に基づいて演算される最大
血圧から換算式を用いて演算することが一般的である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－８１２８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、病気の早期発見や病状変化の検出精度を高めるには、最高血圧と最低血
圧に関するより正確な変化情報が求められることになる。
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【０００７】
　そのため本発明では、被測定者が常時装着し最大血圧と最小血圧に関するより正確な血
圧情報を測定可能な血圧情報測定システム、血圧情報測定方法、血圧情報測定プログラム
、血圧情報測定装置サーバ装置、演算方法及び演算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】
　上記の課題を解決するために、本発明の血圧情報測定システムは、被測定者の血圧情報
の測定を行うシステムであり、被測定者の心電の検出を行う心電検出部と、被測定者の脈
波の検出を行う脈波検出部と、心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波
と脈波検出部により検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、
心電波形のＴ波と脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、
記第１演算部で演算された心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、被
測定者の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２演算
部とを有する。
【０００９】
　又、本発明の血圧情報測定方法は、被測定者の血圧情報の測定を行う方法であり、心電
検出部により被測定者の心電の検出を行う心電検出ステップと、脈波検出部により被測定
者の脈波の検出を行う脈波検出ステップと、第１演算部により心電検出ステップにより検
出された電位に基づく心電波形のＲ波と脈波検出ステップにより検出された脈波形のＰ波
から心室収縮期脈波伝搬時間と、心電波形のＴ波と脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬
時間の演算を行う第１の演算ステップと、第２演算部により第１の演算ステップで演算さ
れた心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、被測定者の最大血圧に関
する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２の演算ステップとを有する
。
【００１０】
　又、本発明の血圧情報測定プログラムは、被測定者の血圧情報の測定を行うプログラム
であり、心電検出部により被測定者の心電の検出を行う心電検出ステップと、脈波検出部
により被測定者の脈波の検出を行う脈波検出ステップと、第１演算部により心電検出ステ
ップにより検出された電位に基づく心電波形のＲ波と脈波検出ステップにより検出された
脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間と、心電波形のＴ波と脈波形のＤ波から心室拡
張期脈波伝搬時間の演算を行う第１の演算ステップと、第２演算部により第１の演算ステ
ップで演算の行われた心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、被測定
者の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２の演算ス
テップとを電子計算機に実行させるための血圧情報測定プログラムである。
【００１１】
　又、本発明の血圧情報測定装置は、被測定者の血圧情報の測定を行う測定装置であり、
被測定者の心電の検出を行う心電検出部と、被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部と、
心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と脈波検出部により検出された
脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、心電波形のＴ波と脈波形のＤ波
から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、第１演算部で演算された心室収
縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、被測定者の最大血圧に関する情報と
被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２演算部とを有する。
【００１３】
　又、本発明のサーバ装置は、被測定者の心電の検出を行う心電検出部と被測定者の脈波
の検出を行う脈波検出部とを有する血圧情報測定装置と接続可能な被測定者の血圧情報の
演算を行うサーバ装置であり、心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波
と脈波検出部により検出された脈波形のＰ波から演算された心室収縮期脈波伝搬時間と、
心電波形のＴ波と脈波形のＤ波から演算された心室拡張期脈波伝搬時間とから、被測定者
の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う演算部を有する
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。
【００１４】
　又、本発明のサーバ装置は、被測定者の心電の検出を行う心電検出部と被測定者の脈波
の検出を行う脈波検出部とを有する血圧情報測定装置と接続可能な被測定者の血圧情報の
演算を行うサーバ装置であり、心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波
と脈波検出部により検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、
心電波形のＴ波と脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、
第１演算部で演算された心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、被測
定者の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算を行う第２演算部
とを有する。
【００１５】
　又、本発明の演算方法は、被測定者の心電の検出を行う心電検出部と被測定者の脈波の
検出を行う脈波検出部とを有する血圧情報測定装置と接続可能なサーバ装置で被測定者の
血圧情報の演算を行う演算方法であり、演算部により、心電検出部により検出された電位
に基づく心電波形のＲ波と脈波検出部により検出された脈波形のＰ波から演算が行われた
心室収縮期脈波伝搬時間と、心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から演算が行われた心室
拡張期脈波伝搬時間とから、被測定者の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関
する情報の演算を行う演算方法である。
【００１６】
　又、本発明の演算プログラムは、被測定者の心電の検出を行う心電検出部と被測定者の
脈波の検出を行う脈波検出部とを有する血圧情報測定装置と接続可能な電子計算機で被測
定者の血圧情報の演算を行う演算プログラムであり、演算部により、前記心電検出部によ
り検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出部により検出された脈波形のＰ
波から演算が行われた心室収縮期脈波伝搬時間と、前記心電波形のＴ波と前記脈波形のＤ
波から演算が行われた心室拡張期脈波伝搬時間とから、前記被測定者の最大血圧に関する
情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報の演算を電子計算機に実行させるための演算
プログラムである。
【発明の効果】
【００１７】
　上述の血圧情報測定システム、血圧情報測定方法、血圧情報測定プログラム、血圧情報
測定装置、サーバ装置、演算方法及び演算プログラムによれば、被測定者が常時装着し最
大血圧と最小血圧に関するより正確な血圧情報を測定可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態に係る被測定者の左腕と血圧情報測定装置及び測定部位の電極等
にについて説明するための図である。
【図２】第１の実施形態に係る血圧情報測定装置を装着した被測定者の左腕と血圧情報測
定装置の図１（Ａ）におけるＡ－Ａ断面について説明するための図である。
【図３】第１の実施形態に係る血圧情報測定システムの構成を示す概略ブロック図である
。
【図４】第１の実施形態に係る心電波形及び脈波の例について説明するための図である。
【図５】第１の実施形態に係る血圧情報測定システムの動作について説明するためのフロ
ーチャートである。
【図６】第２の実施形態に係る血圧情報測定システムの構成を示す概略ブロック図である
。
【図７】第２の実施形態に係る血圧情報測定システムの動作について説明するためのフロ
ーチャートである。
【図８】第３の実施形態に係る被測定者の左腕と血圧情報測定装置及び測定部位の電極等
にについて説明するための図である。
【図９】第３の実施形態に係る血圧情報測定装置を装着した被測定者の左腕と血圧情報測
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定装置の図８（Ａ）におけるＢ－Ｂ断面について説明するための図である。
【図１０】第４の実施形態に係る被測定者の左腕と血圧情報測定装置及び測定部位の電極
等にについて説明するための図である。
【図１１】第４の実施形態に係る血圧情報測定装置を装着した被測定者の左腕と血圧情報
測定装置の図１０（Ａ）におけるＣ－Ｃ断面について説明するための図である。
【図１２】第５の実施形態に係る被測定者の左腕と血圧情報測定装置及び測定部位の電極
等にについて説明するための図である。
【図１３】第５の実施形態に係る血圧情報測定装置を装着した被測定者の左腕と血圧情報
測定装置の図１２（Ａ）におけるＤ－Ｄ断面について説明するための図である。
【図１４】実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の
範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではない。又、本実施形態で説明さ
れる構成の全てが、本発明の必須構成要件であるとは限らない。
【００２０】
　（第１の実施形態）
　　＜構成＞
　図１及び図２を用いて、第１の実施形態における血圧情報測定システム１の被測定者の
測定部位である腕と血圧情報測定装置１０１について説明する。図１（Ａ）は、被測定者
の左腕に血圧情報測定装置１０１を装着した状態である。図１（Ｂ）は、被測定者の左腕
の橈骨動脈と尺骨動脈を透視して示しており、橈骨動脈と血圧情報測定装置の電極との位
置関係を示す図である。図１（Ｃ）は、被測定者の腕と、血圧情報測定装置１０１の電極
と光学センサの位置関係を示す図である。図２は、図１（Ａ）におけるＡ－Ａ断面を示し
ている。
【００２１】
　図１（Ａ）及び図２で示すように血圧情報測定装置１０１は、メインユニット１０２と
サブユニット１０３からなり、メインユニット１０２とサブユニット１０３の一端同士は
電気配線を内部に配したゴムからなるリンクバンド１０４により接続されている。又、メ
インユニット１０２とサブユニット１０３の他端同士は血圧情報測定装置１０１を手首９
０１に固定するためのゴム製のサポートバンド１０５により接続されている。このような
構成によって、リンクバンド１０４が変形した場合、サポートバンド１０５のゴム弾性で
メインユニット１０２とサブユニット１０３を引き寄せることができる。そのため、被測
定者は、手首９０１の太さに拘わらずメインユニット１０２とサブユニット１０３を被測
定者の手首９０１に密着させることができる。なお、メインユニット１０２とサブユニッ
ト１０３は、電気配線により接続せずに無線により通信を行う構成でもよい。又、サポー
トバンド１０５は、腕時計のベルトのように２つのバンドとして美錠と孔により手首の径
に合わせてもよい。
【００２２】
　メインユニット１０２は、第２電極１２２と光学センサモジュール１２３と後述する測
定装置制御部等を含んで構成される。メインユニット１０２には、後述する測定装置制御
部１１３等を含む。サブユニット１０３は、第１電極１２１が配置される。
【００２３】
　図１（Ｂ）及び図２で示すように、被測定者の腕には橈骨動脈９１１と尺骨動脈９１２
が通っている。図２で示すように、手首９０１には、橈骨９０２と尺骨９０３が通ってお
り、又、橈骨動脈９１１は橈骨９０２と手首表面の皮膚との間に通っており、尺骨動脈９
１２は尺骨９０３と手首表面の皮膚との間に通っている。橈骨動脈９１１と尺骨動脈９１
２は上腕において上腕動脈９１３から枝分かれしている。腱９０４は橈骨動脈９１１と尺
骨動脈９１２の間に存在する。腱９０４は、手首９０１の動きによって手首表面の皮膚を
盛り上がらせるように突出することがある。そのため、血圧情報計測装置１０１のメイン
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ユニット１０２やサブユニット１０３は、図２で示すように、腱９０４の近傍の皮膚に触
れないようにすることにより、被測定者の装着感に違和感を与えにくくすることができる
。また、サブユニット１０３が厚みを持つことで、サポートバンド１０４が腱９０４近傍
の皮膚に触れにくくするという効果もある。
【００２４】
　図１（Ｂ）及び図２で示す第１電極１２１は、手首９０１の手の甲側の橈骨動脈の近傍
に配置され、橈骨動脈から心電に連動する電位の検出を行う。図１（Ｃ）、図２で示す第
２電極１２２は、手首９０１の手のひら側に配置され、生体基準電位の検出を行う。この
ような構成により、第２電極１２２を基準電位として第１電極１２１で検出する電位を時
間経過に伴って測定を行うことにより心電を得ることができ心電波形の測定を行うことが
できる。又、第２電極１２２により、測定の基準電位の振れを抑制できるため、後述する
Ｔ波等の微小変化を伴う心電波形の検出精度を高めることができ、後述する心室拡張期脈
波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡ（Ｐｕｌｓｅ　Ｔｒａｎｓｉｔ　Ｔｉｍｅ＿Ｄｉａｓｔｏｌｉ
ｃ）の変化を正確に測定することができる。
【００２５】
　光学センサモジュール１２３は、図１（Ｃ）及び図２で示すように、発光部１２４と受
光部１２５を含んで構成されている。発光部１２４は中心波長６６０ｎｍの発光ＬＥＤで
あり、受光部１２５は発光ＬＥＤにより構成される発光部１２４から出射された光を受光
可能なフォトダイオードにより構成される。発光部１２４から手首に照射される光は手首
の内部で反射され、受光部１２５により受光される。受光部１２５で受光した光の強度の
時間変化により、被測定者の心臓の心拍により生ずる血管の容積変化により脈波形の測定
を行うことができる。この方式で検出を行うことができる脈波形は光電式容積脈波形であ
る。光学センサモジュール１２３は、手首９０１の手のひら側に配置され、第１電極１２
１とは手首９０１を介して対向する位置に配置される。そのことにより、第１電極１２１
で測定を行う心電波形と光学センサモジュール１２３で測定を行う光電式容積脈波形の測
定部位を離すことができる。それによって、後述する心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿Ｓ
ＹＳ（Ｐｕｌｓｅ　Ｔｒａｎｓｉｔ　Ｔｉｍｅ＿Ｄｉａｓｔｏｌｉｃ）及び心室拡張期脈
波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡを長くすることができ、計測の信頼性を向上させることができ
る。
【００２６】
　次に、図３を用いて第１の実施形態における血圧情報測定装置１０１からの情報により
、被測定者の血圧情報の演算を行うサーバ装置４０１を含む血圧情報測定検出システム１
の構成及びその概要について説明する。なお、図３は、本実施形態の血圧情報測定システ
ム１のブロック図である。
【００２７】
　本実施形態の血圧情報測定システム１は、図３に示すように、血圧情報測定装置１０１
と端末装置２０１とサーバ装置４０１により構成されており、端末装置２０１とサーバ装
置４０１は、例えばインターネットやＬＡＮ等のネットワーク３０１に接続可能に構成さ
れている。
【００２８】
　血圧情報測定装置１０１は、心電検出部１１１、脈波検出部１１２、測定装置制御部１
１３、測定装置記憶部１１４、測定装置操作部１１５及び測定装置通信部１１６を含んで
構成される。
【００２９】
　心電検出部１１１は、橈骨動脈の心電の検出を行う第１電極１２１と生体基準電位の測
定を行う第２電極１２２を含んで構成される。
【００３０】
　脈波検出部１１２は、光学センサモジュール１２３を含んで構成される。光学センサモ
ジュール１２３は、発光部１２４と受光部１２５からなる。
【００３１】
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　測定装置制御部１１３は、心電測定制御部１１７と脈波測定制御部１１８を含んで構成
される。心電測定制御部１１７は、第１電極１２１と第２電極１２２からの検出電位の差
を検出し、時間情報を付加して心電波形とする。脈波測定制御部１１８は、脈波検出部１
１２の発光部１２４の発光制御を行い、又、受光部１２５からの検出信号の受信を行う。
【００３２】
　測定装置記憶部１１４は、心電測定制御部１１７が受信した心電測定データの記憶を行
い、又、脈波測定制御部１１８が受信した脈波測定データの記憶を行う。心電測定データ
は、第１電極により検出された心電情報を連続的に配列した心電波形に関する情報であり
、心電波形の測定時間情報等が付加されている。脈波測定データは、光学センサモジュー
ル１２３で検出した脈波を連続的に配列した光電式容積脈波形に関する情報であり、光電
式容積脈波形の測定時間情報等が付加されている。心電測定データや脈波測定データは、
後述する測定装置通信部１１６を介して端末装置２０１に送信が行われるが、省電力化等
のために送信頻度を低くする場合や、端末装置２０１との通信接続が切れている場合など
のためにも一時的に記憶を行うことができる。
【００３３】
　測定装置操作部１１５は、血圧情報測定装置１０１の電源の操作や測定開始、終了等の
操作を、被測定者等が行うための操作部である。
【００３４】
　測定装置通信部１１６は、血圧情報測定装置１０１と端末装置２０１等の外部装置との
通信を行うための通信インタフェースである。測定装置通信部１１６は、例えば、心電測
定制御部１１７が受信した心電測定データ及び脈波測定制御部１１８が受信した脈波測定
データや、測定装置記憶部１１４に記憶された心電測定データや脈波測定データを、端末
装置２０１へ送信したり、端末装置２０１から血圧情報測定装置１０１の操作を行うため
の情報を受信したりする。本実施形態の通信手段としては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）を用いている。他の通信手段として、近距離無線通信（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　ｒａ
ｄｉｏ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ＝ＮＦＣ）、Ａｆｅｒｏ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅ
ｅ（登録商標）、Ｚ－Ｗａｖｅ（登録商標）、又は無線ＬＡＮ等を用いても構わない。又
、有線で接続を行っても構わない。
【００３５】
　端末装置２０１は、端末装置制御部２１１、端末装置記憶部２１２及び端末装置通信部
２１３を含んで構成される。端末装置２０１は、スマートフォンや携帯電話、ＰＨＳ、Ｐ
ＤＡ等の情報処理装置である。又、スマートフォンのような汎用装置ではなく、血圧情報
測定装置専用の端末装置であっても構わない。
【００３６】
　端末装置通信部２１３は、血圧情報測定装置１０１やサーバ装置４０１と通信を行うた
めの通信インタフェースである。血圧情報測定装置１０１から送信が行われる心電測定デ
ータや脈波測定データの受信を行い、又、血圧情報測定装置１０１への設定情報や、心電
測定データや脈波測定データの要求信号の送信を行う。また、サーバ装置４０１への、心
電測定データや脈波測定データの送信を行い、又、サーバ装置４０１からの心電測定デー
タや脈波測定データの要求信号の受信を行う。また、サーバ装置４０１からの異常通知の
受信を行う。本実施形態では、血圧情報測定装置１０１との通信は前述したＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）であるが、他の通信手段であっても構わない。又、サーバ装置４０１
との通信は、無線ＬＡＮによりインターネット等のネットワーク３０１を介して行うこと
ができる。
【００３７】
　端末装置制御部２１１は、端末装置通信部２１３が血圧情報測定装置１０１から受信し
た心電測定データや脈波測定データを、端末装置記憶部２１２に記憶制御を行い、又、端
末装置記憶部２１２から心電測定データや脈波測定データをサーバ装置４０１に送信制御
を行う。
【００３８】
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　端末装置記憶部２１２は、端末装置通信部２１３が受信を行った心電測定データや脈波
測定データの記憶を行う。
【００３９】
　端末装置表示部２１３は、サーバ装置４０１から送信が行われた異常通知の表示を行う
。
【００４０】
　サーバ装置４０１は、サーバ装置制御部４１１、サーバ装置通信部４１２及びサーバ装
置記憶部４１３を含んで構成される。
【００４１】
　サーバ装置制御部４１１は、第１演算部である脈波伝搬時間演算部４２１と第２演算部
である血圧情報演算部４２２を含んで構成される。サーバ装置制御部４１１（第３演算部
）は、光電式容積脈波形データから２階微分データの演算を行う。脈波伝搬時間演算部４
２１は、後述する心電測定データ中の波形プロファイルからＲ波とＴ波を検出し、又、光
電式容積脈波形データ中の波形プロファイルからＰ波とＤ波を検出し、それらの情報に基
づいて、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿Ｄ
ＩＡの演算を行う。又、血圧情報演算部４２２はサーバ装置制御部４１１で演算される後
述する２階微分データの基づく加速度脈波特性情報と、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿
ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡから、血圧情報の演算を行う。さらに
、サーバ装置制御部４１１は、血圧情報に基づいて被測定者の健康状態の判別を行い、端
末装置２０１に対して異常通知を行う。脈波伝搬時間演算部４２１は、Ｒ波とＴ波を検出
に当たって、光電式容積脈波形データの１階微分データや、２階微分データを用いてもよ
い。
【００４２】
　サーバ装置通信部４１２は、インターネット等のネットワーク３０１を介して端末装置
２０１との通信を行うための通信インタフェースである。端末装置２０１から送信が行わ
れる心電測定データや脈波測定データの受信を行い、又、端末装置２０１に対して心電測
定データや脈波測定データの要求信号の送信を行う。また、端末装置２０１に対しての異
常通知の送信を行う。
【００４３】
　サーバ装置記憶部４１３は、サーバ装置通信部４１２が受信を行った心電測定データや
脈波測定データの記憶を行う。また、血圧情報演算部４２２が演算を行った血圧情報の記
憶を行う。
【００４４】
　　＜心電波形、光電式容積脈波形、速度脈波形、加速度脈波形、血圧情報演算方法＞
　図４は、血圧情報測定装置１０１が測定した非測定者の心電波形及び光電式容積脈波形
と、サーバ装置４０１が演算を行った速度脈波形及び加速度脈波形を示している。図４の
上から順に、心電波形、光電式容積脈波形、速度脈波形及び加速度脈波形となる。縦軸は
、各波形の強度を示しており、心電波形及び光電式容積脈波形は電位を示すｍＶで表され
る。横軸は時間経過を示し、左から右へ時間経過を示している。
【００４５】
　心電波形は、人の心臓の拍動を引き起こす電気的信号の周期的変化を示す波形である。
心電波形は、その形状の変曲点にそれぞれＰ波，Ｑ波，Ｒ波，Ｓ波，Ｔ波の名称が割り当
てられ、心拍の１サイクルを示している。Ｐ波は心房収縮を表し、Ｑ波Ｒ波Ｓ波は心室収
縮の状態を表し、Ｔ波は心室拡張の開始を表す。
【００４６】
　光電式容積脈波形は、人の心臓の拍動に伴う末梢血管系内の血圧・体積の変化を示す波
形である。光電式容積脈波形は、その形状の変曲点にそれぞれＡ波、Ｐ波、Ｖ波、Ｄ波の
名称が割り当てられ、心拍の１サイクルを示している。Ａ波を動脈脈波が生じた時点の基
準点として、Ｐ波が左心室駆出によって生じるＰｅｒｃｕｓｓｉｏｎ波（衝撃波）、Ｖ波
が大動脈弁の閉鎖時に生じるＶａｌｌｅｙ波（重複隆起による波）、Ｄ波が反射振動波で
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あるＤｉｃｒｏｔｉｃ波（重複波）を示している。
【００４７】
　速度脈波形は、光電式容積脈波形を時間で１階微分をしたものである。加速度脈波形は
、速度脈波形を時間で１階微分したもの、すなわち光電式容積脈波形を２階微分したもの
である。加速度脈波形は、図４で示すように、その波形の各ピークにａ波（収縮初期陽性
波）、ｂ波（収縮初期陰性波）、ｃ波（収縮中期再上昇波）、ｄ波（収縮後期再下降波）
、ｅ波（拡張初期陽性波）、ｆ波（拡張初期陰性波）の名称が割り当てられている。ｂ波
の強度とａ波の強度の比、及びｆ波の強度とｅ波の強度の比はそれぞれ血管の伸縮性すな
わち弾性を示すパラメータである。主な血管の成分は、血管内皮（Ｅｎｄｏｔｈｅｌｉｕ
ｍ）、弾性線維（Ｅｌａｓｔｉｎ）、タンパク質（Ｃｏｌｌａｇｅｎ）、平滑筋（Ｓｍｏ
ｏｔｈ　Ｍｕｓｃｌｅ）である。これら成分それぞれ異なった性質があり、最大血圧、最
小血圧時の血管の弾性はそれぞれＣｏｌｌａｇｅｎ、Ｅｌａｓｔｉｎが強い影響力を担っ
ている。そのため、血圧値によって異なる弾性をｂ波の強度とａ波の強度の比である（ｂ
／ａ），ｆ波の強度とｅ波の強度の比である（ｆ／ｅ）のパラメータで示すことができ、
年齢・性別・環境変数（気温など）の影響によってもこれらの値は変動する。そのため、
（ｂ／ａ），（ｆ／ｅ）の値は、加速度脈波形の特性情報として算出することができる。
【００４８】
　図４で示すようにＲ波の生じた時間ＴｒとＰ波の生じた時間Ｔｐの差分の時間が心室収
縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳとなる。Ｔ波の生じた時間ＴｔとＤ波の生じた時間Ｔｄ
の差分の時間が心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡとなる。すなわち、心電波形のＲ
波の時間Ｔｒ及びＴ波の時間Ｔｔと、光電式容積脈波形のＴ波の時間ＴｐとＤ波の時間Ｔ
ｄから、（１）式及び（２）式で示すように、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及
び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡを算出することができる。
【００４９】
　ＰＴＴ＿ＳＹＳ＝Ｔｐ－Ｔｒ　・・・（１）
【００５０】
　ＰＴＴ＿ＤＩＡ＝Ｔｄ－Ｔｔ　・・・（２）
【００５１】
　心電波形を測定する第1電極１２１と、光電式容積脈波形の測定する光学センサモジュ
ール１２３を、手首９０１を介して対向させ、配置距離を離すことにより、心電波形の検
出部位と光電式容積脈波形の測定部位を離すことになる。そのため、それぞれの特徴波形
が生じるタイムラグを生じさせることにより、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及
び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの絶対的な算出時間を長くとることができる。
そのため、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿
ＤＩＡの変化情報を得る場合に、変化情報の精度を高めることができる。
【００５２】
　ここで、血圧の算出式について説明する。
【００５３】
　以下に示す（３）式の脈波伝搬速度の式（Ｍｏｅｎｓ―Ｋｏｒｔｅｗｅｇ の式）より
、脈波伝播速度と動脈壁の縦弾性係数との関係が示されている。
【００５４】
　Ｌ／Ｔ＿ＰＴＴ＝√（Ｅ・ｈ／（２・ｒ・ρ））　・・・（３）
【００５５】
　（３）式の各パラメータは、Ｌ：測定間距離、Ｔ＿ＰＴＴ：脈波伝搬時間、ｒ：血管内
径、Ｅ：血管の縦弾性係数、ｈ：血管の厚さ、ρ：血液密度である。
【００５６】
　縦弾性係数と血圧値は相関関係にあることが知られており、
【００５７】
　Ｅ＝Ｅ０・ｅｘｐ（α・Ｐ）　・・・（４）
【００５８】



(12) JP 6202510 B1 2017.9.27

10

20

30

40

50

　で示すことができる。ここで、Ｐ：血圧値、α：定数、Ｅ０：初期値である。
【００５９】
　（３）式と（４）式より
【００６０】
　Ｐ＝（－２・ｌｎ（Ｔ＿ＰＴＴ）＋ｌｎ（２・ｒ・ρ・Ｌ２／（Ｅ０・ｈ）））／α　
・・・（５）
【００６１】
　を導き出すことができる。ｌｎは自然対数を示している。このとき、”ｒ・ρ”は測定
部位の血液量に比例するため、光電式容積脈波形で示される高値（Ｖｐ、Ｖｄ）で示すこ
とができる。又、”Ｅ０・ｈ”は血管の弾性に比例する値であるため、弾性を示すパラメ
ータである（ｂ／ａ）と（ｆ／ｅ）を用いて置き換えることができる。
【００６２】
　よって、最高血圧ＢＰ＿ＳＹＳ（Ｂｌｏｏｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ＿Ｓｙｓｔｏｌｉｃ）
及び最低血圧ＢＰ＿ＤＩＡ（Ｂｌｏｏｄ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ＿Ｄｉａｓｔｏｌｉｃ）は、
以下で示す（６）式及び（７）式で示すことができる。
【００６３】
　ＢＰ＿ＳＹＳ＝Ａ１・ｌｎ（ＰＴＴ＿ＳＹＳ）＋Ａ２・ｌｎ（Ｖｐ）＋Ａ３・ｌｎ（ｂ
／ａ）＋Ａ４　・・・（６）
【００６４】
　ＢＰ＿ＤＩＡ＝Ａ５・ｌｎ（ＰＴＴ＿ＤＩＡ）＋Ａ６・ｌｎ（Ｖｄ）＋Ａ７・ｌｎ（ｆ
／ｅ）＋Ａ８　・・・（７）
【００６５】
　Ａ１からＡ８は条件により定まる定数である。（６）式で算出することができる最高血
圧ＢＰ＿ＳＹＳは、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳの自然対数に定数Ａ１を掛け
たものと、Ｐ波の強度Ｖｐの自然対数に定数Ａ２を掛けたものと、（ｂ／ａ）の自然対数
に定数Ａ３を掛けたものと、定数Ａ４の和で求めることができる。（７）式で算出するこ
とができる最低血圧ＢＰ＿ＳＹＳは、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの自然対数
に定数Ａ５を掛けたものと、Ｄ波の強度Ｖｄの自然対数に定数Ａ６を掛けたものと、（ｆ
／ｅ）の自然対数に定数Ａ７を掛けたものと、定数Ａ８の和で求めることができる。装置
の特性や、測定対象者等により各定数を求めることにより、最高血圧ＢＰ＿ＳＹＳと最低
血圧ＢＰ＿ＤＩＡを求めることが可能である。しかし、最高血圧ＢＰ＿ＳＹＳと最低血圧
ＢＰ＿ＤＩＡの変化状態を確認する場合には、すべての定数を確定する必要はなく、暫定
の数値で代用しながら、最高血圧ＢＰ＿ＳＹＳに関する情報と最低血圧ＢＰ＿ＤＩＡに関
する情報としての値を得ることが可能である。Ｐ波の強度Ｖｐの自然対数及びＤ波の強度
Ｖｄの自然対数は、血液密度の影響を考慮した項である。また、（ｂ／ａ）の自然対数及
び（ｆ／ｅ）の自然対数は、動脈壁の縦弾性係数の影響を考慮した項である。そのため、
測定条件によっては、いずれかの項を選択し他の項を定数化することで最高血圧ＢＰ＿Ｓ
ＹＳに関する情報と最低血圧ＢＰ＿ＤＩＡに関する情報の演算を行ってもよい。
【００６６】
　　＜処理の流れ＞
　次に、本発明の第１の実施形態に係るにおける血圧情報計測システム１の動作について
、図５に示すフローチャートを参照しながら説明する。図５のフローチャートは、血圧情
報計測装置１０１と端末装置２０１と、サーバ装置４０１の各動作の関連状態を示してい
る。
【００６７】
　ステップＳ１０１において、血圧情報計測装置１０１は、ステップＳ１２２までの間、
被測定者が測定を開始し、終了操作を行うまでループを行う。
【００６８】
　ステップＳ１０２において、心電測定制御部１１７は、第１電極１２１と第２電極１２
２から心電の検出を行う。尚、ステップＳ１０２とステップＳ１０４及びステップＳ１０
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３とステップＳ１０５は並列処理により同時並行で処理される。
【００６９】
　ステップＳ１０３において、心電測定制御部１１７は、ステップＳ１０２で検出した心
電の時間変化から心電波形の生成を行う。
【００７０】
　ステップＳ１０４において、脈波測定制御部１１８は、光学センサモジュール１２３を
制御し、脈波の検出を行う。具体的には、発光部１２４の発光ＬＥＤを発光させ手首９０
１へ照射する。受光部１２５は、手首９０１から反射した光を受光する。受光部１２５は
、受光した光を受光部１２５のフォトダイオードで電気信号に変換し、脈波情報として脈
波測定制御部１１８への送信を行う。
【００７１】
　ステップＳ１０５において、脈波測定制御部１１８は、ステップＳ１０４で検出した脈
波に基づく脈波情報の時間変化から光電式容積脈波形の生成を行う。
【００７２】
　ステップＳ１０６において、測定装置制御部１１３は、ステップＳ１０３で生成した心
電波形と、ステップＳ１０５で生成した光電式容積脈波形に、各々検出した時間を測定時
間として付加して、心電測定データ及び脈波測定データ（図５において「心電波形、脈波
形」と表示）として測定装置記憶部１１４への記憶を行う。
【００７３】
　ステップＳ１０７において、測定装置制御部１１３は、測定装置データ送信トリガの有
無の判別を行う。測定装置データ送信トリガが「有」すなわち「Ｙ」の時はステップＳ１
０７へ進み、「無」すなわち「Ｎ」の時はステップＳ１２２へ進む。測定装置データ送信
トリガは、血圧情報測定装置１０１内の内部パラメータであり、血圧情報測定装置１０１
から端末装置２０１へ、心電測定データ及び脈波測定データを常時送信する場合には、当
該パラメータは常時「有」すなわち「１」と設定される。血圧情報測定装置１０１から端
末装置２０１へ、心電測定データ及び脈波測定データを定期的に送信する場合には、内部
のカウンタによって、設定したタイミングによって測定装置データ通信トリガが「１」と
なるように設定する。また、端末装置２０１からの要求により、測定装置データ通信トリ
ガを「１」としてもよい。
【００７４】
　ステップＳ１０８において、測定装置制御部１１３は、測定装置記憶部１１４に記憶が
行われている心電測定データ及び脈波測定データを端末装置２０１へ送信を行う。
【００７５】
　ステップＳ１０９において、端末装置制御部２１１は、端末装置通信部２１３が受信し
た心電測定データ及び脈波測定データを端末装置記憶部２１２に記憶を行う。
【００７６】
　ステップＳ１１０において、測定装置制御部２１１は、端末装置データ送信トリガの有
無の判別を行う。端末装置データ送信トリガが「有」すなわち「Ｙ」の時はステップＳ１
１１へ進み、「無」すなわち「Ｎ」の時はステップＳ１２１へ進む。端末装置データ送信
トリガは、端末装置２０１内の内部パラメータであり、端末装置２０１からサーバ装置４
０１へ、心電測定データ及び脈波測定データを常時送信する場合には、当該パラメータは
常時「有」すなわち「１」と設定される。端末装置２０１からサーバ装置４０１へ、心電
測定データ及び脈波測定データを定期的に送信する場合には、内部のカウンタによって、
設定したタイミングによって端末装置データ通信トリガが「１」となるように設定する。
また、サーバ装置４０１からの要求により、端末装置データ通信トリガを「１」としても
よい。
【００７７】
　ステップＳ１１１において、端末装置制御部２１１は、端末装置記憶部２１２に記憶が
行われている心電測定データ及び脈波測定データをサーバ装置４０１へ送信を行う。
【００７８】
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　ステップＳ１１２において、サーバ装置制御部４１１は、サーバ装置通信部４１２が受
信した心電測定データ及び脈波測定データをサーバ装置記憶部４１３に記憶を行う。
【００７９】
　ステップＳ１１３において、サーバ装置制御部４１１は、サーバ装置記憶部４１３で記
憶がされている心電測定データ及び脈波測定データから脈波伝搬時間の演算を行う。具体
的な動作手順を以下に説明する。脈波伝搬時間演算部４２１は、計測タイミングの近い心
電測定データ中の波形プロファイルと脈波測定データ中の波形プロファイルを抽出する。
次に、脈波伝搬時間演算部４２１は、心電測定データ中の波形プロファイルからＲ波とＴ
波を検出し、検出したＲ波とＴ波の生じた時間情報をＴｒ、Ｔｔとして記憶を行う。同様
に、脈波伝搬時間演算部４２１は、光電式容積脈波形データ中の波形プロファイルから、
Ｐ波とＤ波を検出し、検出したＰ波とＤ波の生じた時間情報をＴｐ、Ｔｄとして記憶を行
う。また、同時にＰ波の強度ＶｐとＤ波の強度Ｖｄを検出し、記憶を行う。脈波伝搬時間
演算部４２１は、図４で示すようにＲ波の生じた時間情報ＴｒとＰ波の生じた時間情報Ｔ
ｐの差分の演算を行い心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳの演算を行う。又、同様に
、Ｔ波の生じた時間情報ＴｔとＤ波の生じた時間情報Ｔｄの差分の演算を行い心室拡張期
脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの演算を行う。
【００８０】
　ステップＳ１１４において、サーバ装置制御部４１１は、サーバ装置記憶部４１３に記
憶がされている光電式容積脈波形データから２階微分データの演算を行う。具体的には、
図４で示すように、光電式容積脈波形データの１階微分を行い、１階微分を行ったデータ
をさらに微分し２階微分データを得る。脈波を２階微分した波形は加速度脈波形と呼ばれ
る。
【００８１】
　ステップＳ１１５において、サーバ装置制御部４１１は、ステップＳ１１４で得られた
２階微分データから、加速度脈波形の特性情報の演算を行う。加速度脈波形の特性情報は
、前述した加速度脈波形のピークを示すａ波、ｂ波、ｅ波、ｆ波の強度から演算を行うこ
とにより求める。
【００８２】
　ステップＳ１１６において、サーバ装置制御部４１１は、ステップＳ１１３で得られた
心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ、心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡ及びス
テップＳ１１５で得られた加速度脈波形の特性情報から血圧情報の演算を行う。心室収縮
期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳと加速度脈波の特性情報から最大血圧に関する血圧情報の
演算を行い、心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡと加速度脈波形の特性情報から最小
血圧に関する血圧情報の演算を行う。演算は、前述した（６）式及び（７）式を用いて行
う。
【００８３】
　ステップＳ１１７において、サーバ装置制御部４１１は、ステップＳ１１６で演算を行
った血圧情報を、サーバ装置記憶部４１３へ記憶を行う。
【００８４】
　ステップＳ１１８において、サーバ装置制御部４１１は、サーバ装置記憶部４１３へ記
憶がされた血圧情報の変化状態を解析する。変化状態が被測定者の健康状態の悪化と判別
した場合は、判定フラグを異常として「有」とする。判定フラグはサーバ装置４０１の内
部パラメータである。
【００８５】
　ステップＳ１１９において、サーバ装置制御部４１１は、判定フラグをが「有」かどう
かを判別する。「有」の場合にはステップＳ１２０へ進み、「無」の場合はフローを終了
する。
【００８６】
　ステップＳ１２０において、サーバ装置制御部４１１は、サーバ装置通信部４１２を介
して、端末装置２０１へ、異常通知を行う。
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【００８７】
　ステップＳ１２１において、端末装置制御部２１１は、端末装置通信部２１３が受信し
た異常通知に基づき、端末装置表示部２１４に健康状態の異常があることを通知するため
の表示を行う制御を行う。そのことにより、端末装置２０１は、被測定者に健康状態の異
常を通知することができる。
【００８８】
　ステップＳ１２２において、血圧情報測定装置１０１は、血圧情報測定装置１０１の電
源がオフにされるか、測定装置制御部１１３から、測定の終了操作がされるまでステップ
Ｓ１０１との間でループを行う。
【００８９】
　　＜効果の説明＞
　以上のように、本発明の第１の実施形態に係る血圧情報計測システム１は、心電波形の
Ｒ波及びＴ波、光電式容積脈波形のＰ波及びＤ波を用いることで、心室収縮期脈波伝搬時
間ＰＴＴ＿ＳＹＳと心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの変化を計測することができ
る。そのため、血圧情報計測システム１は、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳと加
速度脈波の特性情報から最大血圧に関する血圧情報の演算を行い、心室拡張期脈波伝搬時
間ＰＴＴ＿ＤＩＡと加速度脈波の特性情報から最小血圧に関する血圧情報の演算を行うこ
とで、血圧情報に関する正確な変化の検出を行うことができる。
【００９０】
　また、血圧情報計測システム１は、血圧情報の変化を正確に検出することで、健康状態
の悪化の早期の発見を可能とし、被測定者の健康状態を適切に管理することが可能となる
。
【００９１】
　また、本実施形態において、他の血圧測定手段を用いて測定した血圧と、血圧情報計測
システム１で計測した最大血圧に関する血圧情報と、最小血圧に関する血圧情報の対応取
を行うことで、血圧の絶対値として、血圧情報を出力することも可能である。
【００９２】
　また、本実施形態において、血圧情報測定装置１０１と端末装置２０１を一体に構成し
、血圧情報測定装置１０１とサーバ装置４０１の間で通信を行う構成でもよい。
【００９３】
　また、端末装置表示部２１４は、サーバ装置４０１で演算された血圧情報や脈波情報の
表示を行っても良い。
【００９４】
　また、血圧情報測定装置１０１は、第１電極１２１に隣接して第３電極を追加し、第１
電極と第３電極を橈骨動脈９１１から等距離に配置して検出を行う構成でもよい。その場
合、第１電極１２１と第３電極からの検出値に対して加算増幅回路を使用することでラン
ダムノイズを除去し、心電波形の測定精度を高めることもできる。また、第３電極に加え
て電極を更に追加して効果を高めてもよい。
【００９５】
　（第２の実施形態）
　　＜構成＞
　図６を用いて第２の実施形態における血圧情報測定検出システム２の構成及びその概要
について説明する。なお、図６は、本実施形態の血圧情報測定システム２を構成する、血
圧情報測定装置１０６のブロック図である。また、被測定者の腕への装着状態や血圧情報
測定装置１０６と腕との関係、さらに、心電波形、光電式容積脈波形等については第１の
実施形態と同様であるため、説明は省略する。
【００９６】
　血圧情報測定装置１０６は、心電検出部１１１、脈波検出部１１２、測定装置制御部１
１３、測定装置記憶部１１４、測定装置操作部１１５、測定装置通信部１１６及び測定装
置表示部１１９を含んで構成される。
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【００９７】
　心電検出部１１１は、橈骨動脈の心電の検出を行う第１電極１２１と生体基準電位の測
定を行う第２電極１２２を含んで構成される。
【００９８】
　脈波検出部１１２は、光学センサモジュール１２３を含んで構成される。光学センサモ
ジュールは、発光部１２４と受光部１２５からなる。
【００９９】
　測定装置制御部１１３は、心電測定制御部１１７、脈波測定制御部１１８、第１演算部
である脈波伝搬時間演算部１３１及び第２演算部である血圧情報演算部を含んで構成され
る。心電測定制御部１１７は、第１電極１２１と第２電極１２２からの検出電位の差を検
出し、時間情報を付加して心電波形とする。脈波測定制御部１１８は、脈波検出部１１２
の発光部１２４の発光制御を行い、又、受光部１２５からの検出信号の受信を行う。又、
測定装置制御部１１３は、光電式容積脈波形データから２階微分データの演算を行う。脈
波伝搬時間演算部１３１は、心電測定データ中の波形プロファイルからＲ波とＴ波を検出
し、又、光電式容積脈波形データ中の波形プロファイルからＰ波とＤ波を検出し、それら
の情報に基づいて、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間
ＰＴＴ＿ＤＩＡの演算を行う。又、血圧情報演算部１３２は測定装置制御部１１３で演算
される脈波データの２階微分データの基づく加速度脈波特性情報と、心室収縮期脈波伝搬
時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡから、血圧情報の演算を
行う。さらに、測定装置制御部１１３は、血圧情報に基づいて被測定者の健康状態の判別
を行い、測定装置表示部１１９に対して異常通知を行う。脈波伝搬時間演算部１３１は、
Ｒ波とＴ波を検出に当たって、光電式容積脈波形データの１階微分データや、２階微分デ
ータを用いてもよい。
【０１００】
　測定装置記憶部１１４は、心電測定制御部１１７が受信した心電測定データの記憶を行
い、又、脈波測定制御部１１８が受信した脈波測定データの記憶を行う。また、測定装置
制御部１１３が演算を行った血圧情報の記憶を行う。心電測定データは、第１電極１２１
により検出された心電情報を連続的に配列した心電波形に関する情報であり、心電波形の
測定時間情報等が付加されている。脈波測定データは、光学センサモジュール１２３で検
出した脈波を連続的に配列した光電式容積脈波形に関する情報であり、光電式容積脈波形
の測定時間情報等が付加されている。
【０１０１】
　測定装置操作部１１５は、血圧情報測定装置１０６の電源の操作や測定開始、終了等の
操作を、被測定者等が行うための操作部である。
【０１０２】
　測定装置通信部１１６は、血圧情報測定装置１０６と外部装置との通信を行うための通
信インタフェースである。測定装置通信部１１６は、心電測定データ、脈波測定データ、
血圧情報の送信を行うことができる。
【０１０３】
　　＜処理の流れ＞
　次に、本発明の第２の実施形態における血圧情報計測システム２の動作について、図７
に示すフローチャートを参照しながら説明する。図７のフローチャートは、血圧情報計測
装置１０６を示している。
【０１０４】
　ステップＳ２０１において、血圧情報計測装置１０６は、ステップＳ２１５までの間、
被測定者が測定を開始し、終了操作を行うまでループを行う。
【０１０５】
　ステップＳ２０２において、心電測定制御部１１７は、第１電極１２１と第２電極１２
２から心電の検出を行う。尚、ステップＳ２０２とステップＳ２０４及びステップＳ２０
３とステップＳ２０５は並列処理により同時並行で処理される。
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【０１０６】
　ステップＳ２０３において、心電測定制御部１１７は、ステップＳ２０２で検出した心
電の時間変化から心電波形の生成を行う。
【０１０７】
　ステップＳ２０４において、脈波測定制御部１１８は、光学センサモジュール１２３を
制御し、脈波の検出を行う。具体的には、発光部１２４の発光ＬＥＤを発光させ手首９０
１へ照射する。受光部１２５は、手首９０１から反射した光を受光する。受光部１２５は
、受光した光を受光部１２５のフォトダイオードで電気信号に変換し、脈波情報として脈
波測定制御部１１８への送信を行う。
【０１０８】
　ステップＳ２０５において、脈波測定制御部１１８は、ステップＳ２０４で検出した脈
波の元づく脈波情報の時間変化から光電式容積脈波形の生成を行う。
【０１０９】
　ステップＳ２０６において、測定装置制御部１１３は、ステップＳ２０３で生成した心
電波形と、ステップＳ２０５で生成した光電式容積脈波形に、各々検出した時間を測定時
間として付加して、心電測定データ及び脈波測定データ（図７において「心電波形、脈波
形」と表示）として測定装置記憶部１１４への記憶を行う。
【０１１０】
　ステップＳ２０７において、測定装置制御部１１３は、測定装置記憶部１１４で記憶が
されている心電測定データ及び脈波測定データから脈波伝搬時間の演算を行う。具体的な
動作手順を以下に説明する。脈波伝搬時間演算部１３１は、計測タイミングの近い心電測
定データ中の波形プロファイルと脈波測定データ中の波形プロファイルを抽出する。次に
、脈波伝搬時間演算部１３１は、心電測定データ中の波形プロファイルからＲ波とＴ波を
検出し、検出したＲ波とＴ波の生じた時間情報をＴｒ、Ｔｔとして記憶を行う。同様に、
脈波伝搬時間演算部１３１は、光電式容積脈波形データ中の波形プロファイルから、Ｐ波
とＤ波を検出し、検出したＰ波とＤ波の生じた時間情報をＴｐ、Ｔｄとして記憶を行う。
また、同時にＰ波の強度ＶｐとＤ波の強度Ｖｄを検出し、記憶を行う。脈波伝搬時間演算
部１３１は、Ｒ波の生じた時間情報ＴｒとＰ波の生じた時間情報Ｔｐの差分の演算を行い
心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳの演算を行う。又、同様に、Ｔ波の生じた時間情
報ＴｔとＤ波の生じた時間情報Ｔｄの差分の演算を行い心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿
ＤＩＡの演算を行う。
【０１１１】
　ステップＳ２０８において、測定装置制御部１１３は、測定装置記憶部１１４に記憶が
されている光電式容積脈波形データから２階微分データの演算を行う。具体的には、光電
式容積脈波形データの１階微分を行い、1階微分を行ったデータをさらに微分し２階微分
データを得る。脈波を２階微分した波形は加速度脈波形と呼ばれる。
【０１１２】
　ステップＳ２０９において、測定装置制御部１１３は、ステップＳ２０８で得られた２
階微分データから、加速度脈波形の特性情報の演算を行う。加速度脈波形の特性情報は、
加速度脈波波形のピークを示すａ波、ｂ波、ｅ波、ｆ波の強度から演算を行うことにより
求める。
【０１１３】
　ステップＳ２１０において、測定装置制御部１１３は、ステップＳ２０７で得られた心
室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳ、心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡ及びステ
ップＳ２０９で得られた加速度脈波形の特性情報から血圧情報の演算を行う。心室収縮期
脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳと加速度脈波形の特性情報から最大血圧に関する血圧情報の
演算を行い、心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡと加速度脈波形の特性情報から最小
血圧に関する血圧情報の演算を行う。演算は、第１の実施形態で示した（６）式及び（７
）式を用いて行う。
【０１１４】
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　ステップＳ２１１において、測定装置制御部１１３は、ステップＳ２１０で演算を行っ
た血圧情報を、測定装置記憶部１１４へ記憶を行う。
【０１１５】
　ステップＳ２１２において、測定装置制御部１１３は、測定装置記憶部１１４へ記憶が
された血圧情報の変化状態を解析する。変化状態が被測定者の健康状態の悪化と判別した
場合は、判定フラグを異常として「有」とする。判定フラグは血圧情報測定装置１０６の
内部パラメータである。
【０１１６】
　ステップＳ２１３において、測定装置制御部１１３は、判定フラグが「有」かどうかを
判別する。「有」の場合にはステップＳ２１４へ進み、「無」の場合はステップＳ２１５
へ進む。
【０１１７】
　ステップＳ２１４において、測定装置制御部１１３は、測定装置表示部１１９に健康状
態の異常があることを通知するための表示を行う制御を行う。そのことにより、血圧情報
測定装置１０６は、被測定者に健康状態の異常を通知することができる。
【０１１８】
　ステップＳ２１５において、血圧情報測定装置１０６は、血圧情報測定装置１０６の電
源がオフにされるか、測定装置操作部１１５から、測定の終了操作がされるまでステップ
Ｓ２０１との間でループを行う。
【０１１９】
　　＜効果の説明＞
　以上のように、本発明の第２の実施形態に係る血圧情報計測システム２は、腕に装着す
る血圧情報測定装置１０６単体のみで、心電波形のＲ波及びＴ波、光電式容積脈波形のＰ
波及びＤ波を用いることで、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳと心室拡張期脈波伝
搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの変化を計測することができる。そのため、血圧情報計測システム
２は、心室収縮期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＳＹＳと加速度脈波形の特性情報から最大血圧に
関する血圧情報の演算を行い、心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡと加速度脈波形の
特性情報から最小血圧に関する血圧情報の演算を行うことで、血圧情報に関する正確な変
化の検出を行うことができる。
【０１２０】
　また、血圧情報計測システム２は、血圧情報の変化を正確に検出することで、健康状態
の悪化の早期の発見を可能とし、被測定者の健康状態を適切に管理することが可能となる
。
【０１２１】
　また、本実施形態において、他の血圧測定手段を用いて測定した血圧と、血圧情報計測
システム１で計測した最大血圧に関する血圧情報と、最小血圧に関する血圧情報の対応取
りを行うことで、血圧の絶対値として、血圧情報を出力することも可能である。
【０１２２】
　また、測定装置表示部１１９は、血圧情報や脈波情報の表示を行っても良い。
【０１２３】
　（第３の実施形態）
　＜構成＞
　本発明の第３の実施形態に係る血圧情報測定システム３の被測定者の測定部位である腕
と血圧情報測定装置１０７について説明する。図８（Ａ）は、被測定者の左腕に血圧情報
測定装置を装着した状態である。図８（Ｂ）は、被測定者の左腕の橈骨動脈と尺骨動脈を
透視して示しており、橈骨動脈と血圧情報測定装置の電極との位置関係を示す図である。
図８（Ｃ）は、被測定者の腕と、血圧情報測定装置１０７の電極と光学センサモジュール
１２６の位置関係を示す図である。図９は、図８（Ａ）におけるＢ－Ｂ断面を示している
。第１の実施形態に係る血圧情報測定システム１との明確な違いは、発光部１２４が１２
４ａ、１２４ｂの２つとなり、受光部１２５を挟むように配置されている点である。
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【０１２４】
　図８（Ａ）及び図９で示すように血圧情報測定装置１０７は、メインユニット１０２と
サブユニット１０３からなり、メインユニット１０２とサブユニット１０３の一端同士は
電気配線を内部に配したゴムからなるリンクバンド１０４により接続されている。又、メ
インユニット１０２とサブユニット１０３の他端同士は血圧情報測定装置１０１を手首９
０１に固定するためのゴム製のサポートバンド１０５により接続されている。このような
構成によって、リンクバンド１０４が変形し、又サポートバンド１０５のゴム弾性でメイ
ンユニット１０２とサブユニット１０３を引き寄せることができる。そのため、被測定者
は、手首９０１の太さに拘わらずメインユニット１０２とサブユニット１０３を被測定者
の手首９０１に密着させることができる。なお、メインユニット１０２とサブユニット１
０３は、電気配線により接続せずに無線により通信を行う構成でもよい。又、サポートバ
ンド１０５は、腕時計のベルトのように２つのバンドとして美錠と孔により手首の径に合
わせてもよい。
【０１２５】
　メインユニット１０２は、第２電極１２２と光学センサモジュール１２６と測定装置制
御部１１３等を含んで構成される。メインユニット１０２には、後述する測定装置制御部
１１３等を含む。サブユニット１０３は、第１電極１２１が配置される。
【０１２６】
　図８（Ｂ）及び図９で示すように、被測定者の腕には橈骨動脈９１１と尺骨動脈９１２
が通っている。図９で示すように、手首９０１には、橈骨９０２と尺骨９０３が通ってお
り、又、橈骨動脈９１１は橈骨９０２と手首表面の皮膚との間に通っており、尺骨動脈９
１２は尺骨９０３と手首表面の皮膚との間に通っている。橈骨動脈９１１と尺骨動脈９１
２は上腕において上腕動脈９１３から枝分かれしている。腱９０４は橈骨動脈９１１と尺
骨動脈９１２の間に存在する。腱９０４は、手首９０１の動きによって手首表面の皮膚を
盛り上がらせるように突出することがある。そのため、血圧情報計測装置１０９のメイン
ユニット１０２やサブユニット１０３は、図９で示すように、腱９０４の近傍の皮膚に触
れないようにすることにより、被測定者の装着感に違和感を与えにくくすることができる
。
【０１２７】
　図８（Ｂ）及び図９で示す第１電極１２１は、手首９０１の手の甲側の尺骨動脈の近傍
に配置され、尺骨動脈から心電に連動する電位の検出を行う。尺骨動脈９１２は橈骨動脈
９１１と上腕動脈９１３から枝分かれしており、手首付近では、枝分かれ部からの距離も
ほぼ等しいため、尺骨動脈においても心電波形を取得することができる。図８（Ｃ）、図
９で示す第２電極１２２は、手首９０１の手のひら側に配置され、生体基準電位の検出を
行う。このような構成により、第２電極１２２を基準電位として第１電極１２１で検出す
る電位を時間経過に伴って測定を行うことにより心電を得ることができ心電波形の測定を
行うことができる。第２電極１２２により、測定の基準電位の振れを抑制できるため、Ｔ
波等の微小変化を伴う心電波形の検出精度を高めることができ、心室拡張期脈波伝搬時間
ＰＴＴ＿ＤＩＡの変化を正確に測定することができる。
【０１２８】
　光学センサモジュール１２６は、図８（Ｃ）及び図９で示すように、発光部１２４ａ、
１２４ｂと受光部１２５を含んで構成されている。発光部１２４ａ、１２４ｂは中心波長
６６０ｎｍの発光ＬＥＤであり、受光部１２５は発光ＬＥＤにより構成される発光部１２
４ａ、１２４ｂから出射された光を受光可能なフォトダイオードにより構成される。発光
部１２４ａ、１２５ｂから手首に照射される光は手首の内部で反射され、受光部１２５に
より受光される。受光部１２５で受光した光の強度の時間変化により、被測定者の心臓の
心拍により生ずる脈波の検出を行うことができ、光電式容積脈波形の測定を行うことがで
きる。尚、発光部１２４ａ、１２４ｂは受光部１２５を挟むように配置されるため、光学
センサモジュール１２６と腕が平行に接触しないような場合においても、いずれかの発光
部１２４ａ又は発光部１２４ｂからの光が受光部１２５に到達しやすくなり、検出精度を
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向上させることができる。光学センサモジュール１２６は、手首９０１の手のひら側に配
置され、第１電極１２１とは手首９０１を介して対向する位置に配置される。そのことに
より、第１電極１２１で測定を行う心電波形と光学センサモジュール１２６で測定を行う
光電式容積脈波形の測定部位を離すことができる。それによって、心室収縮期脈波伝搬時
間ＰＴＴ＿ＳＹＳ及び心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡを長くすることができ、計
測の信頼性を向上させることができる。
【０１２９】
　　＜効果の説明＞
　以上のように、本発明の第３の実施形態に係る血圧情報測定システム３は、光学センサ
モジュール１２６において、発光部１２４ａ及び１２４ｂが受光部１２５を挟むように配
置されているため、脈波の検出精度を向上させることができ、Ｐ波に比較して強度の弱い
Ｄ波の測定精度を高めることができる。そのため、血圧情報測定システム３は、Ｄ波を用
いた心室拡張期脈波伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡを正確に算出することが可能となり、ひいて
は、最小血圧に関する情報の正確性を高めることが可能となる。
【０１３０】
　（第４の実施形態）
　＜構成＞
　本発明の第４の実施形態に係る血圧情報測定システム４の被測定者の測定部位である腕
と血圧情報測定装置１０８について説明する。図１０（Ａ）は、被測定者の左腕に血圧情
報測定装置を装着した状態である。図１０（Ｂ）は、被測定者の左腕の橈骨動脈と尺骨動
脈を透視して示しており、橈骨動脈と血圧情報測定装置の電極との位置関係を示す図であ
る。図１０（Ｃ）は、被測定者の腕と、血圧情報測定装置１０７の電極と光学センサモジ
ュール１２７の位置関係を示す図である。図１１は、図１０（Ａ）におけるＣ－Ｃ断面を
示している。第３の実施形態に係る血圧情報測定システム３との明確な違いは、発光部１
２４が１２４ａ、１２４ｂの２つの緑色発光ＬＥＤと、青色発光ＬＥＤからなる発光部１
２８ａ及び１２８ｂが追加され、受光部１２５を挟むように配置されている点である。
【０１３１】
　図１０（Ａ）及び図１１で示すように血圧情報測定装置１０８は、メインユニット１０
２とサブユニット１０３からなり、メインユニット１０２とサブユニット１０３の一端同
士は電気配線を内部に配したゴムからなるリンクバンド１０４により接続されている。又
、メインユニット１０２とサブユニット１０３の他端同士は血圧情報測定装置１０８を手
首９０１に固定するためのゴム製のサポートバンド１０５により接続されている。このよ
うな構成によって、リンクバンド１０４が変形し、又サポートバンド１０５のゴム弾性で
メインユニット１０２とサブユニット１０３を引き寄せることができる。そのため、被測
定者は、手首９０１の太さに拘わらずメインユニット１０２とサブユニット１０３を被測
定者の手首９０１に密着させることができる。なお、メインユニット１０２とサブユニッ
ト１０３は、電気配線により接続せずに無線により通信を行う構成でもよい。又、サポー
トバンド１０５は、腕時計のベルトのように２つのバンドとして美錠と孔により手首の径
に合わせてもよい。
【０１３２】
　メインユニット１０２は、第２電極１２２と光学センサモジュール１２７と測定装置制
御部１１３等を含んで構成される。メインユニット１０２には、後述する測定装置制御部
１１３等を含む。サブユニット１０３は、第１電極１２１が配置される。
【０１３３】
　図１０（Ｂ）及び図１１で示すように、被測定者の腕には橈骨動脈９１１と尺骨動脈９
１２が通っている。図１１で示すように、手首９０１には、橈骨９０２と尺骨９０３が通
っており、又、橈骨動脈９１１は橈骨９０２と手首表面の皮膚との間に通っており、尺骨
動脈９１２は尺骨９０３と手首表面の皮膚との間に通っている。橈骨動脈９１１と尺骨動
脈９１２は上腕において上腕動脈９１３から枝分かれしている。腱９０４は橈骨動脈９１
１と尺骨動脈９１２の間に存在する。腱９０４は、手首９０１の動きによって手首表面の



(21) JP 6202510 B1 2017.9.27

10

20

30

40

50

皮膚を盛り上がらせるように突出することがある。そのため、血圧情報計測装置１０９の
メインユニット１０２やサブユニット１０３は、図１１で示すように、腱９０４の近傍の
皮膚に触れないようにすることにより、被測定者の装着感に違和感を与えにくくすること
ができる。
【０１３４】
　図１０（Ｂ）及び図１１で示す第１電極１２１は、手首９０１の手の甲側の尺骨動脈の
近傍に配置され、尺骨動脈から心電に連動する電位の検出を行う。尺骨動脈９１２は橈骨
動脈９１１と上腕動脈９１３から枝分かれしており、手首付近では、枝分かれ部からの距
離もほぼ等しいため、尺骨動脈においても心電波形を取得することができる。図１０（Ｃ
）、図１１で示す第２電極１２２は、手首９０１の手のひら側に配置され、生体基準電位
の検出を行う。このような構成により、第２電極１２２を基準電位として第１電極１２１
で検出する電位を時間経過に伴って測定を行うことにより心電を得ることができ心電波形
の測定を行うことができる。第２電極１２２により、測定の基準電位の振れを抑制できる
ため、Ｔ波等の微小変化を伴う心電波形の検出精度を高めることができ、心室拡張期脈波
伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの変化を正確に測定することができる。
【０１３５】
　光学センサモジュール１２７は、図１０（Ｃ）及び図１１で示すように、発光部１２４
ａ、１２４ｂ、受光部１２９、発光部１２８ａ、１２８ｂを含んで構成されている。発光
部１２４ａ及び１２４ｂは中心波長５２０ｎｍの緑色発光ＬＥＤであり、発光部１２８ａ
、１２８ｂは中心波長４７０ｎｍの青色発光ＬＥＤである。又、受光部１２９は、緑色発
光ＬＥＤにより構成される発光部１２４ａ、１２４ｂ及び青色発光ＬＥＤにより構成され
る発光部１２８ａ、１２８ｂから出射された光を受光可能なフォトダイオードにより構成
される。発光部１２４ａ、１２４ｂから手首に照射される緑色光、または発光部１２８ａ
、１２８ｂから手首に照射される青色光は手首の内部で反射され、受光部１２９により受
光される。受光部１２９で受光した光の強度の時間変化により、被測定者の心臓の心拍に
より生ずる脈波の検出を行うことができ、光電式容積脈波形の測定を行うことができる。
発光波長を変化させることにより、各発光部から測定部位までの焦点距離を変化させるこ
とができる。測定を行うための血管は皮膚表面に近いため、中心波長が４７０ｎｍや５２
０ｎｍの短波長を用いることで測定精度を高めることができる。さらに、被測定者が安静
時には緑色発光ＬＥＤを用いることで安定した測定を行うことができる。また、被測定者
が活動時には青色発光ＬＥＤを用いることで安定した測定を行うことができ、特に肌の色
がＦｉｔｚｐａｔｒｉｃｋ　ｓｃａｌｅによるＳｋｉｎ　Ｔｙｐｅ　Ｖである場合には顕
著である。そのため、血圧情報測定装置１０７内に加速度センサ等を設け、被測定者の活
動状況を認識し、活動状況に応じて発光部１２４ａ、１２４ｂと発光部１２８ａ，１２８
ｂを切り替えることで、脈波の検出精度を高めることができる。
【０１３６】
　　＜効果の説明＞
　以上のように、本発明の第４の実施形態に係る血圧情報測定システム４は、被測定者の
活動状況に応じて緑色発光ＬＥＤと青色発光ＬＥＤを切り替えることで、脈波形の測定精
度を高め、Ｐ波やＤ波の時間を正確に求めることで、血圧情報の精度を高めることが可能
となる。
【０１３７】
　また、本実施形態では、被測定者の活動状況に応じて緑色発光ＬＥＤと青色発光ＬＥＤ
の切り替えを行っているが、同時に緑色発光ＬＥＤと青色発光ＬＥＤを同時に照射しても
よい。その場合、活動状況を測定する構成や、緑色発光ＬＥＤと青色発光ＬＥＤを切り替
えるための構成が不要となる。
【０１３８】
　（第５の実施形態）
　＜構成＞
　本発明の第５の実施形態に係る血圧情報測定システム５の被測定者の測定部位である腕
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と血圧情報測定装置１０９について説明する。図１２（Ａ）は、被測定者の左腕に血圧情
報測定装置を装着した状態である。図１２（Ｂ）は、被測定者の左腕の橈骨動脈と尺骨動
脈を透視して示しており、橈骨動脈と血圧情報測定装置の電極との位置関係を示す図であ
る。図１２（Ｃ）は、被測定者の腕と、血圧情報測定装置１０９の電極と光学センサモジ
ュール１２３の位置関係を示す図である。図１３は、図１２（Ａ）におけるＤ－Ｄ断面を
示している。第１の実施形態に係る血圧情報測定システム１との明確な違いは、第１電極
１２１が橈骨動脈９１１ではなく、尺骨動脈９１２と対向している点であり、それに伴い
、メインユニット１０２及びサブユニット１０３の向きが変更となっている。
【０１３９】
　図１２（Ａ）及び図１３で示すように血圧情報測定装置１０９は、メインユニット１０
２とサブユニット１０３からなり、メインユニット１０２とサブユニット１０３の一端同
士は電気配線を内部に配したゴムからなるリンクバンド１０４により接続されている。又
、メインユニット１０２とサブユニット１０３の他端同士は血圧情報測定装置１０１を手
首９０１に固定するためのゴム製のサポートバンド１０５により接続されている。このよ
うな構成によって、リンクバンド１０４が変形し、又サポートバンド１０５のゴム弾性で
メインユニット１０２とサブユニット１０３を引き寄せることができる。そのため、被測
定者は、手首９０１の太さに拘わらずメインユニット１０２とサブユニット１０３を被測
定者の手首９０１に密着させることができる。なお、メインユニット１０２とサブユニッ
ト１０３は、電気配線により接続せずに無線により通信を行う構成でもよい。又、サポー
トバンド１０５は、腕時計のベルトのように２つのバンドとして美錠と孔により手首の径
に合わせてもよい。
【０１４０】
　メインユニット１０２は、第２電極１２２と光学センサモジュール１２３と測定装置制
御部１１３等を含んで構成される。メインユニット１０２には、後述する測定装置制御部
１１３等を含む。サブユニット１０３は、第１電極１２１が配置される。
【０１４１】
　図１２（Ｂ）及び図１３で示すように、被測定者の腕には橈骨動脈９１１と尺骨動脈９
１２が通っている。図１３で示すように、手首９０１には、橈骨９０２と尺骨９０３が通
っており、又、橈骨動脈９１１は橈骨９０２と手首表面の皮膚との間に通っており、尺骨
動脈９１２は尺骨９０３と手首表面の皮膚との間に通っている。橈骨動脈９１１と尺骨動
脈９１２は上腕において上腕動脈９１３から枝分かれしている。腱９０４は橈骨動脈９１
１と尺骨動脈９１２の間に存在する。腱９０４は、手首９０１の動きによって手首表面の
皮膚を盛り上がらせるように突出することがある。そのため、血圧情報計測装置１０９の
メインユニット１０２やサブユニット１０３は、図１３で示すように、腱９０４の近傍の
皮膚に触れないようにすることにより、被測定者の装着感に違和感を与えにくくすること
ができる。
【０１４２】
　図１２（Ｂ）及び図１３で示す第１電極１２１は、手首９０１の手の甲側の尺骨動脈の
近傍に配置され、尺骨動脈から心電に連動する電位の検出を行う。尺骨動脈９１２は橈骨
動脈９１１と上腕動脈９１３から枝分かれしており、手首付近では、枝分かれ部からの距
離もほぼ等しいため、尺骨動脈においても心電波形を取得することができる。図１２（Ｃ
）、図１３で示す第２電極１２２は、手首９０１の手のひら側に配置され、生体基準電位
の検出を行う。このような構成により、第２電極１２２を基準電位として第１電極１２１
で検出する電位を時間経過に伴って測定を行うことにより心電を得ることができ心電波形
の測定を行うことができる。第２電極１２２により、測定の基準電位の振れを抑制できる
ため、Ｔ波等の微小変化を伴う心電波形の検出精度を高めることができ、心室拡張期脈波
伝搬時間ＰＴＴ＿ＤＩＡの変化を正確に測定することができる。
【０１４３】
　光学センサモジュール１２３は、図１２（Ｃ）及び図１３で示すように、発光部１２４
と受光部１２５を含んで構成されている。発光部１２４は中心波長６６０ｎｍの発光ＬＥ
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Ｄであり、受光部１２５は発光ＬＥＤの発光波長を受光可能なフォトダイオードにより構
成される。発光部１２４から手首に照射される光は手首の内部で反射され、受光部１２５
により受光される。
【０１４４】
　　＜効果の説明＞
　以上のように、本発明の第５の実施形態に係る血圧情報測定システム５は、尺骨動脈９
１２を用いて心電波形の検出を行うことにより、被測定者が、血圧情報測定装置１０６を
装着した際に、サブユニット１０３の配置を、小指側に配置することができる。そのため
、血圧情報測定システム５は、被測定者の装着性の好みに応じて、サブユニット１０３の
位置を変更しても、血圧情報に関する正確な変化の検出を行うことができる。
【０１４５】
（プログラム１）
　図１４は、コンピュータ８０１の構成を示す概略ブロック図である。コンピュータ８０
１は、ＣＰＵ８０２、主記憶装置８０３、補助記憶装置８０４、インタフェース８０５を
備える。
【０１４６】
　ここで、第１の実施形態に係る血圧情報計測システム１を構成する各機能を実現するた
めのプログラムの詳細について説明する。
【０１４７】
　サーバ装置４０１は、コンピュータ８０１に実装される。そして、サーバ装置４０１の
各構成要素の動作は、プログラムの形式で補助記憶装置８０４に記憶されている。ＣＰＵ
８０２は、プログラムを補助記憶装置８０４から読み出して主記憶装置８０３に展開し、
当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、ＣＰＵ８０２は、プログラムに従っ
て、上述した記憶部に対応する記憶領域を主記憶装置８０３に確保する。
【０１４８】
　当該プログラムは、具体的には、コンピュータ８０１において、被測定者の心電の検出
を行う心電検出部と被測定者の脈波の検出を行う脈波検出部とを有する血圧情報測定装置
と接続可能な電子計算機で被測定者の血圧情報の演算を行う演算プログラムであり、演算
部により、前記心電検出部により検出された電位に基づく心電波形のＲ波と前記脈波検出
部により検出された脈波形のＰ波から演算が行われた心室収縮期脈波伝搬時間と、前記心
電波形のＴ波と前記脈波形のＤ波から演算が行われた心室拡張期脈波伝搬時間とから、前
記被測定者の最大血圧に関する情報と前記被測定者の最小血圧に関する情報の演算を電子
計算機に実行させるための演算プログラムである。
【０１４９】
　なお、補助記憶装置８０４は、一時的でない有形の媒体の一例である。一時的でない有
形の媒体の他の例としては、インタフェース８０５を介して接続される磁気ディスク、光
磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等が挙げられる。また、こ
のプログラムがネットワークを介してコンピュータ８０１に配信される場合、配信を受け
たコンピュータ８０１が当該プログラムを主記憶装置８０３に展開し、上記処理を実行し
てもよい。
【０１５０】
　また、当該プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。
さらに、当該プログラムは、前述した機能を補助記憶装置８０４に既に記憶されている他
のプログラムとの組み合わせで実現するもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）
であってもよい。
【０１５１】
（プログラム２）
　次に、第２の実施形態に係る血圧情報計測システム２を構成する各機能を実現するため
のプログラムの詳細について説明する。
【０１５２】
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　血圧情報計測装置１０６は、コンピュータ８０１に実装される。そして、血圧情報計測
装置１０６の各構成要素の動作は、プログラムの形式で補助記憶装置８０４に記憶されて
いる。ＣＰＵ８０２は、プログラムを補助記憶装置８０４から読み出して主記憶装置８０
３に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。また、ＣＰＵ８０２は、プロ
グラムに従って、上述した記憶部に対応する記憶領域を主記憶装置８０３に確保する。
【０１５３】
　当該プログラムは、具体的には、コンピュータ８０１において被測定者の血圧情報の測
定を行うプログラムであり、心電検出部により被測定者の心電の検出を行う心電検出ステ
ップと、脈波検出部により被測定者の脈波の検出を行う脈波検出ステップと、第１演算部
により心電検出ステップにより検出された電位に基づく心電波形のＲ波と脈波検出ステッ
プにより検出された脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間と、心電波形のＴ波と脈波
形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１の演算ステップと、第２演算部に
より第１の演算ステップで演算の行われた心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬
時間とから、被測定者の最大血圧に関する情報と被測定者の最小血圧に関する情報の演算
を行う第２の演算ステップとを電子計算機に実行させるための血圧情報測定プログラムで
ある。
【０１５４】
　なお、補助記憶装置８０４は、一時的でない有形の媒体の一例である。一時的でない有
形の媒体の他の例としては、インタフェース８０５を介して接続される磁気ディスク、光
磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等が挙げられる。また、こ
のプログラムがネットワークを介してコンピュータ８０１に配信される場合、配信を受け
たコンピュータ８０１が当該プログラムを主記憶装置８０３に展開し、上記処理を実行し
てもよい。
【０１５５】
　また、当該プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよい。
さらに、当該プログラムは、前述した機能を補助記憶装置８０４に既に記憶されている他
のプログラムとの組み合わせで実現するもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）
であってもよい。
【０１５６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これら実施形態は、その他の様々な
形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換
え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれ
ると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものとする。
【符号の説明】
【０１５７】
１、２、３、４、５…血圧情報測定システム
１０１、１０６、１０７、１０８、１０９・・・血圧情報測定装置
１０２・・・メインユニット
１０３・・・サブユニット
１０４・・・リンクバンド
１０５・・・サポートバンド
１１１・・・心電検出部
１１２・・・脈波検出部
１１３・・・測定装置制御部
１１４・・・測定装置記憶部
１１５・・・測定装置操作部
１１６・・・測定装置通信部
１１７・・・心電測定制御部
１１８・・・脈波測定制御部
１１９・・・測定装置表示部
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１２１・・・第１電極
１２２・・・第２電極
１２３、１２６、１２７・・・光学センサモジュール
１２４、１２４ａ、１２４ｂ、１２８ａ、１２８ｂ・・・発光部
１２５、１２９・・・受光部
１３１・・・脈波伝搬時間演算部
１３２・・・血圧情報演算部
２０１・・・端末装置
２１１・・・端末装置制御部
２１２・・・端末装置記憶部
２１３・・・端末装置通信部
２１４・・・端末装置表示部
３０１・・・ネットワーク
４０１・・・サーバ装置
４１１・・・サーバ装置制御部
４１２・・・サーバ装置通信部
４１３・・・サーバ装置記憶部
４２１・・・脈波伝搬時間演算部
４２２・・・血圧情報演算部
８０１・・・コンピュータ
８０２・・・ＣＰＵ
８０３・・・主記憶装置
８０４・・・補助記憶装置
８０５・・・インタフェース
９０１・・・手首
９０２・・・橈骨
９０３・・・尺骨
９０４・・・腱
９１１・・・橈骨動脈
９１２・・・尺骨動脈
９１３・・・上腕動脈

 
【要約】　　　（修正有）
【課題】常時装着し最大血圧と最小血圧に関するより正確な情報を測定可能な血圧情報測
定システム、血圧情報測定方法、血圧情報測定プログラム、血圧情報測定装置、サーバ装
置、演算方法及び演算プログラムを提供する。
【解決手段】被測定者の血圧情報を測定するシステムであり、心電検出部と、脈波検出部
と、心電波形のＲ波と脈波形のＰ波から心室収縮期脈波伝搬時間の演算を行い、心電波形
のＴ波と脈波形のＤ波から心室拡張期脈波伝搬時間の演算を行う第１演算部と、記第１演
算部で演算された心室収縮期脈波伝搬時間と心室拡張期脈波伝搬時間とから、最大血圧に
関する情報と最小血圧に関する情報の演算を行う第２演算部とを有する
【選択図】図１
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