
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 検査対象とする生体に光を供給するための光源部と、光を受けた生体に光学的情報を検
出する受光部と、光学的情報をデータ処理するデータ処理部と、データ処理により得られ
た生体成分 を出力する出力部と、データ処理に必要なデータを入力したり操
作を行う操作部を備え、データ処理部は同一人の生体成分 と

の時系列データを 出力部に表示さ
せることを特徴とする無侵襲生体成分計測装置。
【請求項２】
 

ことを特徴とする請求項１記載の無侵襲生体成分計
測装置。
【請求項３】
 ことを特徴とする請求項２
記載の無侵襲生体成分計測装置。
【請求項４】

ことを特徴とする請求項 記載の無侵襲生体成分計測装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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の測定データ
の測定データ 入力されたタイ

ムトライアル成績 所定の表示領域に表示した表示画面を

前記表示画面が前記表示領域とは異なる第２の表示領域を備え、前記生体成分の測定デ
ータが前記第２表示領域に表示される

前記タイムトライアル成績が前記第２表示領域に表示される

前記表示画面が第３の表示領域を備え、検査対象者の情報が前記第３表示領域に表示され
る １～３の何れか 1項に



【発明の属する技術分野】
本発明は、無侵襲的に生体成分情報を計測する無侵襲生体成分計測装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
生体の循環動態は、個人の行動成績や運動成績と関連することが多い。例えば、血中ヘモ
グロビン濃度は酸素の運搬能力を直接反映することから、特に有酸素系（エアロビックな
）運動能力を示す指標として有用であることが報告されている。
【０００３】
このような指標は定期的に計測することが必要であるが、通常の採血による方法では、頻
回の計測は困難である。
【０００４】
そこで、簡単な装置構成で指などの生体の一部に合まれる血管の透過像を得、これを画像
解析することによって血管サイズやヘモグロビン濃度およびヘマトクリットのような血液
成分の濃度を経皮的、非侵襲的に計測しようとする装置が考案されている（例えば、国際
特許出願公開番号ＷＯ９７／２４０６６）。
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、このような従来の分析装置は、血管幅や血液成分濃度などの計測結果を単
純に表示できるが、その計測結果をグラフや表にして時系列的な変化を表示したり、また
任意の選択情報と結びつけて表示することはできなかった。
【０００６】
この発明は、このような事情を考慮してなされたもので、複数の光学的情報から計測され
た同一人の生体成分情報に対応した任意選択情報の時系列データを解析結果として表示さ
せることが可能な無侵襲生体成分計測装置を提供するものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明は、検査対象とする生体に光を供給するための光源部と、光を受けた生体に光学
的情報を検出する受光部と、光学的情報をデータ処理するデータ処理部と、データ処理に
より得られた生体成分情報を出力する出力部と、データ処理に必要なデータを入力したり
操作を行う操作部を備え、データ処理部は同一人の生体成分情報と任意に選択された任意
選択情報の時系列データを解析結果として出力部に表示させることを特徴とする。
ここで、任意選択情報とは、生体の状態を表す指標であって、例えば、体重、血圧、心拍
数、体脂肪率なども含む。
【０００８】
さらに、任意選択情報が同一人の行動成績、運動成績、タイムトライアル成績であること
を特徴とする。
ここで、行動成績とは、行動によって生じた結果や成果であって、例えば、運動成績、作
業成績、労働成績などを含む。また、運動成績とは、徒競走、重量上げ、やり投げ等の運
動の成績を示す。さらに、タイムトライアル成績とは、時間を競う競技におけるタイムな
どであり、例えば、短距離走、長距離走、水泳などのタイムトライアルの成績を示す。
【０００９】
【発明の実施の形態】
この発明の生体検査用装置において、生体とはヒトを合む哺乳動物であり、生体の一部と
は生体から分離した組織ではなく、生体のありのままの組織の一部であり、例えば指や耳
柔などがあげられる。
【００１０】
本発明品の検出部は、光源部と受光部および保持部から構成される。
光源部には、半導体レーザ（以下、ＬＤ）やＬＥＤあるいはハロゲン光源が使用でき、直
接生体の一部に照射してもよいし、ファイバーを介して照射してもよい。波長としては生
体組織を透過し、水の吸収が大きくない６００～９５０ｎｍの範囲にあることが好ましい
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。
【００１１】
受光部は、レンズなどの光学系とフォトダイオードやＣＣＤなどの受光素子から構成でき
る。受光部素子にＣＣＤを用いると、血管部分の濃度分布情報が得られる。受光素子とし
ては、ＣＣＤの他にラインセンサーやフォトダイオード・アレイが使用できる。
また、フォトダイオード１個を血管を横切る方向に駆動させて濃度分布情報を得ることも
できる。
【００１２】
受光部の光学系は、受光素子にＣＣＤを用いる場合、単にＴＶ用レンズだけを用いて構成
してもよい。
【００１３】
また、検出部はより好適な光学情報を得るために、光源部と受光部を生体の一部に対して
保持するための保持部材を備えることが好ましい。生体の一部が例えばヒトの手の指であ
る場合には、保持部材は光源部と撮像部との間にその指を離脱可能に保持するような部材
であればよく、それには、指を指の形状に合わせた穴や溝に挿入させる方式のものや、指
を可動片で両側から挟む方式のものを用いることができる。
【００１４】
本発明品の解析部は、載置部、データ処理部、出力部および操作部から構成される。
解析部の載置部に載置された検出部は、コネクタによって解析部と直結することができる
。これらのコネクタは、検出部の光学情報を解析部へ電気信号として送るポートの役割と
同時に、検出部と解析部を固定して一体化する役割を担う。検出部と解析部を切り離す場
合、検出部を載置部から取り外し、検出部と解析部の間に接続コードを別途設けることで
対処できる。
【００１５】
また、検出部と解析部が、予め収納タイプのリール式接続コードで接続されているか、も
しくは、赤外線送受信機などのワイヤレス送受信機を備えることにより、別途、検出部と
解析部の載置部にそれぞれに凹凸からなる固定部材、磁石、粘着テープ、ネジ、などによ
り自由に脱着できる構成にしても良い。
【００１６】
解析部は、得られた同一人の複数の光学情報から血液に関する情報および任意に選択され
た情報の時系列データを解析結果として出力部に表示させることができる。血液に関する
情報とは、血液や血流に関する情報であって、具体的には血管径や血液成分濃度（例えば
、ヘモグロビン、ヘマトクリット等）、血液成分濃度比（例えば、酸素化率等）などであ
る。任意に選択された情報とは、同一人の健康状態を表す指標であったり、行動成績、運
動成績およびタイムトライアル成績あっても良い。また、解析部は、光学情報を解析する
ために、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭおよびＩ／Ｏポートからなるマイクロコンピュータ並び
に市販のパーソナルコンピュータを利用できる。
【００１７】
出力部は、ＣＲＴや液晶ディスプレイなどの表示装置や、プリンタ等の印字装置を利用で
きる。
【００１８】
操作部は、測定者情報や測定データ等を入力できるキーボードまたはテンキーから構成す
ることができる。
【００１９】
【実施例】
以下、図面に示す実施例に基づいてこの発明を詳述する。これによってこの発明が限定さ
れるものではない。
図１はこの発明の生体用検査装置の構成図を示すブロック図であり、「血管幅計測モード
」、「血液成分濃度計測モード」および「酸素化率計測モード」を選択的に実行できる。
図１において、検出部１は、血管を合む生体の一部（ここではヒトの指）を照明するため
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の光源部１１と、照明された生体部分の光像（ここでは透過光像）を撮像する受光部１２
を備える。
【００２０】
解析部３は、データ処理部２、出力部２４および操作部３５から構成され、データ処理部
２は、受光部１２が生体の一部を時系列的に複数回撮像するとき、撮像された画像ごとに
その画像における生体の一部の位置的特徴（ここでは、指の第１関節位置の輪郭における
くぼみの座標）を抽出する特徴抽出部３１と、抽出された各特徴を記憶する記憶部３２と
、各特徴を比較する比較部３３と、比較結果に基づき複数の画像において同一血管部位を
合む解析領域を設定する解析領域設定部３４を備える。
【００２１】
また、データ処理部２は、撮像された画像について解析領域内の血管を直角に直線的に横
切る部分の画像濃度分布を画像の濃度プロファィルとして抽出する抽出部２１と、抽出さ
れた濃度プロファイルの形態的特徴を定量化する定量化部２２と、定量化された特徴に基
づいて血管径、血液成分濃度および酸素化率などを演算する演算部２３と、演算結果を記
憶する記憶部２５とを備える。
【００２２】
さらに、解析部３は演算結果やモニタ画像を出力する出力部（液晶モニター）２４、操作
部３５（キーボード）とからなり、計測モードの設定や解析領域の初期設定、演算部２３
の演算条件、測定者情報や測定データの入力を行う。また、データ処理部２はパーソナル
コンピュータによって構成される。
【００２３】
図２は図ｌに示す装置の外観斜視図であり、検出部１を載置部４に載置した状態を示して
いる。検出部１はアーム５とハウジング６からなり、アーム５内に光源部１１、アーム５
に対向してハウジング６内に受光部１２（レンズおよびＣＣＤ）を内蔵している。アーム
５とハウジング６の間に指１６を保持し、指１６に光を照射してその透過光を透過像とし
て受光部１２で受光するようになっている。出力部（液晶モニター）２４は、ヒンジ１０
で解析部３に繋がっており、折り畳むことができる。解析部３には外部記憶媒体の挿入口
３６があり、外部記憶媒体を挿入し、測定情報等を記録できる。
【００２４】
図３は図１に示す装置を検出部１側から見た側面図であり、載置部３に載置された検出部
１は、検出部１のコネクタ７と解析部３のコネクタ８で直結されている。このように、検
出部１と解析部３が載置部４とコネクタ７、８を介して一体化しているために、持ち運ぶ
ときに便利である。
【００２５】
図４は、検出部１を解析部３の載置部４から取り外し、コネクタの付いた接続コードで検
出部１と解析部３を接続した図を示している。検出部１を解析部３の載置部４から取り外
すことにより、測定の自由度が拡がり、座位または臥位等の自由な姿勢での計測可能とな
る。
【００２６】
このように、検出部１を解析部３に自由に脱着ができることにより、検出部１の交換も容
易であり、測対象の変更（例えば、大人用や子供用）にも柔軟に対応できる。
【００２７】
図５は、操作部３（キーボード）の一例である。操作部３は、装置電源を入れる「ＰＯＷ
ＥＲ」キー、コマンド領域のメニューをハイライト表示する「メニュー」キー、メニュー
の選択した項目の実行および測定情報や測定データを入力を確定する「入力」キー、メニ
ューツリーに戻るまたは入力を取り消す「取消」キー、頁の切り替えやカーソルの移動を
行う「カーソル」キー、測定シーケンスを実行する「測定」キー、並びに数字を入力する
「数字」キーから構成される。
【００２８】
図１３は光源部１１の正面図であり、ＬＥＤ１１ａとＬＥＤ１１ｂとＬＥＤ１１ｃを備え
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た発光素子からなる。
ＬＥＤ１１ａとして、中心波長８３０ｎｍ、半値幅４０ｎｍのＬ３９８９（浜松ホトニク
ス（株）製）を使用し、ＬＥＤ１１ｂとして中心波長８９０ｎｍ、半値幅５０ｎｍのＬ２
５６５６（同上製）を使用し、ＬＥＤ１１ｃとして、中心波長６６０ｎｍ、半値幅４０ｎ
ｍのＬＥＤ（同上製）を使用している。なお、後述するように、「血管幅計測モード」で
はＬＥＤ１１ａのみを点灯させ、「血液成分濃度計測モード」ではＬＥＤ１１ａ、１１ｂ
を、「酸素化率計測モード」ではＬＥＤ１１ａ、１１ｂ、１１ｃを点灯させる。
【００２９】
このような構成において実施される血管幅、血液成分濃度および酸素化率の計測手順を説
明する。
（１）血管幅計測モード
このモードにおいては、一つの波長を使って時系列的に複数回血管像を撮像する。
まず、図６において、操作部３５を操作して「血管幅計測モード」を設定し（ステップＳ
１）、ＬＥＤ１１ａ（第１波長）によって指１６を照明して撮像すると、図８に示すよう
に、指１６の輪郭１６ａと共に、受光部１２側の皮膚表面に局在する血管（静脈）像４０
を合む画像４１が得られる（ステップＳ２）。次に、画像４１において解析領域Ａ１を設
定する（ステップＳ３）。
【００３０】
解析領域Ａｌの設定手順は図７に示す手順により実行される。つまり、計測が第１回目で
あるときには（ステップＳ３１）、血管像４０の最もコントラストのよい領域を検索し、
決定した領域を解析領域Ａ１として設定する（ステップＳ３２）。なお、解析領域Ａ１は
解析領域設定部３４により自動的に設定されるが、使用者が出力部２４に出力されるモニ
タ像を見ながら操作部３５を操作して手動設定してもよい。
【００３１】
設定された解析領域Ａ１は、画像４１の画面をＸ－Ｙ座標平面として、四角形の各頂点の
座標が記憶部３２に記憶される（ステップＳ３３）。次に、特徴抽出部３１が、画像４１
において輪郭１６ａのくぼみから関節位置Ｐ１を抽出し、袖出した位置Ｐ１の座標を記憶
部３２に記憶させる（ステップＳ３４、Ｓ３５）。
【００３２】
また、ステップ３１において、計測が第２回目以降である場合には、前のステップにおい
て、例えば、図９に示すような画像４１ａが得られると、記憶されている解析領域Ａ１の
座標が読み出されると共に、画像４１ａから関節位置Ｐ２が特徴抽出部３１によって抽出
される（ステップＳ３６、Ｓ３７）。
【００３３】
次に、第ｌ回の計測時に設定した関節位置Ｐ１と今回抽出した関節位置Ｐ２について座標
の差△Ｘ、△Ｙが比較部３３によって算出される（ステップＳ３８）。そして、△Ｘ、△
Ｙがいずれも所定の許容範囲δを越えない場合には（ステップＳ３９）、解析領域設定部
３４は初斯設定した解析領域Ａ１を△Ｘ、△Ｙだけずらすことにより、新しい解析領域Ａ
２を設定する（ステップＳ４０）。
【００３４】
これによって領域Ａ２内の血管部位は、第１回目の計測時に設定された領域Ａ１内の血管
部位と実質的に同一となる。このようにして、一人の被検者の指について時系列的（例え
ば、２時間おき）にｎ回計測しても、解析領域Ａ１、Ａ２……Ａｎがその都度設定され、
常に血管の同一部位についての計測が行われる。なお、ステップＳ３９において、△Ｘ、
△Ｙのいずれかが許容値δを越えると、指１６が検出部１に対して正常に設置されていな
いものと判断され、出力部２４に「エラー」が表示される。
【００３５】
次に、図６のステップＳ４においで、プロファイル抽出部２１が、設定された解析領域内
で血管に垂直な方向の濃度プロファイル（図１０）を作成すると、定量化部２２は、この
濃度プロファイルをベースラインで規格化する。ベースラインは、血管部分以外の濃度プ
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ロファイルから、最小二乗法などによって求め、これで図１０のプロファイルを図１１に
示すように規格化する（ステップＳ５）。このようにすることによって、入射光量に依存
しない濃度プロファイルを得ることができる。
【００３６】
演算部２３は、この規格化した濃度プロファイル（図１０）からピーク高さｈ１を求め、
（１／２）ｈ１における分布輻（半値輻）ｗ１を血管幅として算出し、記憶部２５に格納
する（ステップＳ６）。そして、所定回数の計測が完了すると、算出した血管幅からその
時系列的変化を表わすグラフや表を作成して表示する（ステップＳ７～Ｓ９）。
【００３７】
（２）血液成分濃度計測モード
このモードにおいては、２波長について各１回撮像する動作を時系列的に複数回行う。
まず、図６において、操作部３５を操作して「血液成分濃度計測モード」を設定し（ステ
ップＳ１１）、ＬＥＤ１１ａ（第１波長）とＬＥＤ１１ｂ（第２波長）とによって順に指
１６を照明し、それぞれ撮像を行い（ステップＳ１２、Ｓ１３）、第１波長により得られ
た画像について、ステップＳ３と同じ手順、つまり図７に示す手順により解析領域を設定
する（ステップＳ１４）。
【００３８】
次に、プロファイル抽出部２１が、第１および第２波長により得られた各画像について、
図１０に示すようなそれぞれの第１の濃度プロファイルおよび第２の濃度プロファイルを
作成する（ステップＳ１５）。定量化部２２は、第１、第２の各濃度プロファイルをベー
スラインでそれぞれ図１１、図１２に示すように規格化する（ステップＳ１６）。
【００３９】
そこで、演算部２３は、規格化された各濃度プロファイル（図１１）についてピーク高さ
ｈ１および半値幅ｗ１を算出し規格化された第２の濃度プロファイル（図１２）について
同様にピーク高さｈ２を算出し（ステップＳ１７）、次のようにしてヘモグロビン濃度Ｈ
ＧＢおよびヘマトクリットＨＣＴを算出する（ステップＳ１８）。
【００４０】
つまり、第１波長における血液の散乱係数をＳ１、吸収係数をＡ１とし、近似的にＢｅｅ
ｒの法則が成立っているとすると
ｌｏｇ（１－ｈ１）＝－ｋ（Ｓｌ＋Ａｌ）ｗ１　……（１）
である。ここで、ｋは比例定数である。
【００４１】
ところで散乱係数Ｓ１と吸収係数Ａ１は、それぞれ血液のへマトクリットＨＣＴとヘモグ
ロビン量に比例すると考えられるので、σ１、ε１を定数として、
Ｓ１＝σ１・ＨＣＴ、Ａ１＝ε１・ＨＧＢ　……（２）
故に、
ｌｏｇ（１－ｈ１）＝－（ｋσ１・ＨＣＴ＋ｋε１・ＨＧＢ）・ｗ１……（３）
となる。
【００４２】
そこで、ＬＥＤ１１ｂ（第２波長）による画像から求めたピーク高さｈ２についても同様
に、Ｓ２＝σ２・ＨＣＴ、Ａ２＝ε２・ＨＧＢ（σ２、ε２は定数）
　
　
　
　
　
となる。
ｋ、σｌ、σ２、ε１、ε２は理論的又は実験的に決定されるので、ｈ１、ｈ２、ｗ１が
得られると、式（３）、（４）よりＨＧＢ、ＨＣＴが決まる。
【００４３】
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ところで、実際には血管から表皮までに存在する組織によって画像はボケるため、観察さ
れるピーク値は組織がない場合に比べて小さくなる。よって、実際には
ｌｏｇ（１－ｈ１）＝－ｋ（Ｓ＋Ａ）ｗ１＋Ｔ　……（５）
となる。
ここで、Ｓは血液の散乱係数、Ａは血液の吸収係数、Ｔは生体組織による影響を表す項で
ある。
【００４４】
さて、このＴは、得られた画像の中で血管像のコントラストが最大となる部分を解析領域
に選択することによって、比較的一定となることを実験的に見いだした。従って、実験的
に求めたＴを用いればＨＧＢ、ＨＣＴを求めるのに問題とはならない。
算出されたＨＧＢとＨＣＴは記憶部２５に格納される。このような計測が所定回数くり返
されると、演算部２３は、算出した値からその時系列的変化を表わすグラフや表を作成し
て表示する（ステップＳ１９、Ｓ２０）。
【００４５】
（３）酸素化率計測モード
このモードでは複数波長について各１回撮像する動作を（時系列的に）複数回行う。
操作部３５により「酸素化率計測モード」を設定する。そして、図１４に示すようにＬＥ
Ｄ１１ａ（第一波長：８３０ｎｍ）によって指１６を照明し撮像を行う（ステップＳ５１
）。次に、ＬＥＤ１１ｂ（第２波長：８９０ｎｍ）によって指１６を照明し、同様に撮像
する（ステップ５２）。次に、ＬＥＤ１１ｃ（第３波：６６０ｎｍ）によって指１６を照
明し撮像する（ステップＳ５３）。そして、図７に示す手順で、解析領域を設定する（ス
テップ５４）。
【００４６】
次に、第１、第２および第３波長による画像の各濃度プロファイルを図１０に示すように
作成する（ステップＳ５５）。
次に、各濃度プロファイルを規格化し（ステップＳ５６）、ピーク高さｈ１、ｈ２、ｈ３
と幅ｗ１を算出する（ステップＳ５７）。
次に、酸素化率を算出して記憶部２５に格納する（ステップＳ５８）。所定回数の計測を
繰り返し、その時系列的変化を表すグラフや表を作成して表示してもよい（ステップＳ５
９～Ｓ６１）。
【００４７】
ここで、ステップＳ５８において酸素化率を算出する原理を説明する。
全ヘモグロビン量をＨＧＢ、酸化ヘモグロビン量をＨＧＢｏ、還元ヘモグロビン量をＨＧ
Ｂｒとすると
ＨＧＢ＝ＨＧＢｏ＋ＨＧＢｒ　……（６）
である。
【００４８】
また、第１波長での酸化および還元ヘモグロビンに対する吸光度ε１（等吸収なので）、
第２波長での酸化および還元ヘモグロビンに対する吸光度をε２（等吸収なので）、第３
波長での酸化および還元ヘモグロビンに対する吸光度をそれぞれε３ｏ、ε３ｒとする。
【００４９】
さらに、第１波長での吸収係数をＡ１、散乱係数をＳ１、第２波長での吸収係数をＡ２、
散乱係数をＳ２、第３波長での吸収係数をＡ３、散乱係数をＳ３とし、各波長について規
格化された濃度プロファイルのピーク高さをそれぞれ、ｈ１、ｈ２、ｈ３、幅をｗ１とす
ると、式（１）と同様にして、
ｌｏｇ（１－ｈ１）＝―ｋ（Ａ１＋Ｓ１）ｗ１　……（７）
ｌｏｇ（１－ｈ２）＝―ｋ（Ａ２＋Ｓ２）ｗ１　……（８）
ｌｏｇ（１－ｈ３）＝―ｋ（Ａ３＋Ｓ３）ｗ１　……（９）
となり、式（７）、（８）よりＡ１、Ａ２、Ｓ１、Ｓ２は決定する。
【００５０】
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一方、Ｓ３は、Ｓ１、Ｓ２と同様に、血液のヘマトクリットＨＣＴに比例すると考えられ
、
Ｓ３＝σ３・ＨＣＴ　……（１０）
として決定される。
従って、式（９）、（１０）からＡ３も求まる。
【００５１】
ところで、
Ａ３／Ａ１＝（ε３ｏ・ＨＧＢｏ＋ε３ｒ・ＨＧＢｒ）／（ε１・ＨＧＢ）……（１１）
ε３ｒ＞＞ε３ｏであるから
　
　
　
となる（ａ＝ε３ｒ／ε１）。
【００５２】
酸素化率の定義から
　
　
　
となり、酸素化率が算出される。
なお、静脈の酸素化率の臨床的な意義は、現時点では動脈血の酸素飽和度ほど明確ではな
い。しかし、動脈の酸素飽和度と静脈の酸素飽和度の差が実際に消費される酸素量であり
、静脈の酸素飽和度は、生体の酸素の予備量を反映していると考えられる。
【００５３】
図１５は出力部２４（液晶ディスプレイ）の表示例である。グラフ表示領域５１、測定デ
ータ表示領域５２、測定情報領域５３、メッセージ領域５４、データ表示形式切替領域５
５、コマンド領域５６がある。グラフ表示領域５１は、計測装置より得られた生体成分情
報と任意選択情報を時系列データのグラフとして表示できる。測定データ表示領域５２は
、グラフ上のある測定時点の測定データを表示できる。測定情報領域５３は、測定番号、
測定者名、生年月日、性別等の測定者情報が表示される。メッセージ領域５４はシステム
の状態を示すメッセージや、測定者に動作を促すメッセージを表示できる。データ表示形
式切替領域５５は、データ表示形式を切り替えるためのアイコンを表示し、グラフ、一覧
表、画像等のいずれかに表示を切り替えることができる。コマンド領域は、いろいろなコ
マンドを実行するアイコンが表示され、各アイコンを選択すると、ＰＣカードへの測定デ
ータの記録、ファイルの削除、設定、データの転送、印刷、メンテナンス等を実行できる
。
【００５４】
図１５のグラフ領域５１に示されたグラフは、同一の被験者について、毎日の運動前に計
測して得られた血管幅、ヘモグロビンＨＧＢ、酸素化率ＳＶＩと、任意の選択情報中から
タイムトライアルのタイムを選択して入力した測定データ基づいた時系列グラフである。
グラフ領域５１には示されていないが、任意選択情報として乳酸（乳酸値）、血圧Ｈ（血
圧最大値）、心拍数が選択、データ入力されており、図３に示した「カーソル」キーで表
示領域を切り替えて、グラフ領域５１に時系列グラフとして表示できる。また、「カーソ
ル」キーで時系列データのグラフ上の計測点を示すバー（棒）を動かすことができ、グラ
フ領域５１に測定日と測定時間とその時点の測定結果とコメントをデータ表示領域５２に
表示できる。
【００５５】
このように、計測装置の計測結果と任意選択情報との関係が時系列的に一目でわかり、計
測結果の予測（増加または減少傾向）が容易となり、便利である。また、コンディション
を反映した項目を任意に選択可能であり、目的に応じたコンディションの管理ができる。
【００５６】
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【発明の効果】
この発明によれば、計測結果を時系列データのグラフや表として表示したり、また任意の
選択情報と結びつけて表示することができる。これにより、計測結果とコンディションが
時系列的にわかり、計測結果の予測（増加または減少傾向）が容易となり、便利である。
また、コンディションを反映した項目を任意に選択可能であり、目的に応じたコンディシ
ョンの管理ができる。
このような無侵襲生体成分計測装置は、測定場所を選ばず、どこでも持ち運びができ、定
期的に計測したい有酸素系運動能力指標として有用なヘモグロビン濃度の測定が簡単に短
時間に行え、測定結果も時系列データとして表示され、その日のコンディションが一目で
わかる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の実施例の外形を示す斜視図である。
【図３】この発明の実施例の外形を示す側面図である。
【図４】この発明の実施例の外形を示す斜視図である。
【図５】この発明の実施例の操作部を示す図である。
【図６】この発明の実施例の動作を示すフローチャートである。
【図７】この発明の実施例の動作を示すフローチャートである。
【図８】この発明の実施例により得られる画像例を示す説明図である。
【図９】この発明の実施例により得られる画像例を示す説明図である。
【図１０】この発明の実施例の画像例の濃度プロファイルを示す説明図である。
【図１１】この発明の実施例の正規化された濃度プロファイルを示す説明図である。
【図１２】この発明の実施例の正規化された濃度プロファイルを示す説明図である。
【図１３】この発明の実施例の光源の正面図である。
【図１４】この発明の実施例の動作を示すフローチャートである。
【図１５】この発明の実施例の表示例を示す説明図である。
【符号の説明】
１　検出部
２　データ処理部
３　解析部
４　載置部
１１　光源部
１２　受光部
２１　プロファイル抽出部
２２　定量化部
２３　演算部
２４　出力部
２５　記憶部
３１　特徴抽出部
３２　記憶部
３３　比較部
３４　解析領域設定部
３５　操作部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

(12) JP 4038280 B2 2008.1.23



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０７－１００１２７（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９７／０２４０６６（ＷＯ，Ａ１）
              特開平０６－１４２０８７（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61B   5/1455

(13) JP 4038280 B2 2008.1.23


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

