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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生体組織に照射する光照射手段と、
この光照射手段から発せられた各波長の光の生体組織への入射光強度を測定する入射光強
度測定手段と、
前記生体組織を透過した各波長の光を受光し、それぞれの透過光強度を測定する透過光強
度測定手段と、
この透過光強度測定手段が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生す
る各波長の減光度変化分の相互の比を演算する第１の演算手段と、
この第１の演算手段が求めた比と、前記入射光強度測定手段が測定した入射光強度と、前
記透過光強度測定手段が測定した透過光強度とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算し
て求める第２の演算手段と
を具備する血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項２】
前記第２の演算手段は、
各波長について、前記入射光強度測定手段が測定した入射光強度と、前記透過光強度測定
手段が測定した透過光強度とに基づいて前記生体組織の直流減光度を演算して求め、この
直流減光度と前記第１の演算手段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算し
て求めることを特徴とする請求項１に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項３】
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前記第２の演算手段は、各波長の直流減光度の相互の比を求め、この比と前記第１の演算
手段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算して求めることを特徴とする請
求項２に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項４】
前記第２の演算手段は、
各波長について、前記入射光強度測定手段が測定した入射光強度と、前記透過光強度測定
手段が測定した透過光強度とに基づいて前記生体組織の直流透過光強度を演算して求め、
この直流透過光強度と前記第１の演算手段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度
を演算して求めることを特徴ととする請求項１に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項５】
前記第２の演算手段は、各波長の直流透過光強度の相互の比を求め、この比と前記第１の
演算手段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算して求めることを特徴とす
る請求項４に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項６】
前記光照射手段は、前記光源が発光素子から成り、この発光素子に供給する電流または印
加する電圧を制御する制御部を備え、
前記第２の演算手段は前記制御部により制御された電流または電圧に応じて、測定した入
射光強度を補正し、この補正した入射光強度を用いて演算することを特徴とする請求項１
乃至５のいずれか１に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項７】
前記入射光強度測定手段は、前記光照射手段と前記透過光強度測定手段との間の所定位置
に、減光度が既知のファントムが配置された場合に、前記透過光強度測定手段により測定
される各波長の透過光強度に基づいて入射光強度を演算して求めることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１に記載の血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項８】
前記入射光強度測定手段は、前記ファントムが前記所定位置に配置されたか否かを検出す
るセンサを有し、前記ファントムが前記所定位置に配置されたことを前記センサにより検
出されると、入射光強度を演算して求めることを特徴とする請求項７に記載の血中吸光物
質濃度測定装置。
【請求項９】
ｎ種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生体組織に照射する光照射手段と、
この光照射手段から発せられたｎ種の波長の光の生体組織への入射光強度を測定する入射
光強度測定手段と、
前記生体組織を透過したｎ種の波長の光を受光し、それぞれの透過光強度を測定する透過
光強度測定手段と、
この透過光強度測定手段が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生す
る各波長の減光度変化分の相互の比のうち最大でｎ－１個の比を演算する第１の演算手段
と、
この第１の演算手段が求めた最大でｎ－１個の比と、前記入射光強度測定手段が求めた入
射光強度と、前記透過光強度測定手段が求めた透過光強度とに基づいて、各波長に対応す
る最大でｎ個の直流減光度を演算して求め、これらの演算結果に基づいて血液中の吸光物
質濃度を演算して求める第２の演算手段とを具備する血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項１０】
ｎ種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生体組織に照射する光照射手段と、
この光照射手段から発せられたｎ種の波長の光の生体組織への入射光強度を測定する入射
光強度測定手段と、
前記生体組織を透過したｎ種の波長の光を受光し、それぞれの透過光強度を測定する透過
光強度測定手段と、
この透過光強度測定手段が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生す
る各波長の減光度変化分の相互の比のうち最大でｎ－１個の比を演算する第１の演算手段
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と、
この第１の演算手段が求めた最大でｎ－１個の比と、前記入射光強度測定手段が求めた入
射光強度と、前記透過光強度測定手段が求めた透過光強度とに基づいて、各波長に対応す
る最大でｎ個の直流透過光強度を演算して求め、これらの演算結果に基づいて血液中の吸
光物質濃度を演算して求める第２の演算手段とを具備する血中吸光物質濃度測定装置。
【請求項１１】
前記光源は、血液に光吸収がある波長の光および／または血液以外の生体組織に光吸収が
ある波長の光を発することを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１に記載の血中吸光
物質濃度測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パルスオキシメータやパルス式色素希釈曲線測定装置のように、パルスフォト
メトリーを原理とする血中吸光物質濃度測定装置の改良に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パルスフォトメトリーは、パルスオキシメータだけに留まらず、現在はパルス式色素希釈
法としてインドシアニングリーン(indocyanine green：ＩＣＧ）という色素を血中に投与
して、その血中濃度を測定することにより、心拍出量、循環血液量、ＩＣＧの血漿消失率
、クリアランスの測定を行なう装置も実用化されている（例えば、非特許文献１～３参照
）。また、一酸化炭素ヘモグロビンやメトヘモグロビンなどの異常ヘモグロビンの濃度測
定や、ヘモグロビン濃度測定、血糖値測定などにも応用されている（例えば、特許文献１
、特許文献２参照）。
【０００３】
例えば、２波長の光を用いて、ある物質の血液中の濃度を測定する場合、従来は血液の脈
動により発生する２波長間の減光度変化分の比Φ12を求めて、Φ12と物質濃度の間に、あ
る一定の関係が有ることに基づいて、物質濃度を計算して求めていた（例えば、特許文献
３参照）。すなわち、
C＝F(Φ12）
C:物質の血中濃度
F:一定の関係を示す関数
で表される。一般に、 n種の波長の光を用いた場合、各波長相互の減光度変化分の比Φは
最大で n-1個用いる。たとえば、３波長であれば、第１波長と第２波長間の減光度変化分
の比Φ12と、第１波長と第３波長間の減光度変化分の比Φ13を用いて、
C＝F(Φ12, Φ13）
となる。
物質の血中濃度C は、パルスオキシメータの場合、動脈血酸素飽和度SpO2（ヘモグロビン
濃度に対する酸化ヘモグロビン濃度の比O2Hb／Hb）であり、パルス式色素希釈曲線測定の
場合、色素濃度Cdとヘモグロビン濃度Hbの比Cd／Hbである。
【０００４】
しかし、このような測定方法によれば、減光度変化分比と物質濃度の間にはおおよそ一定
の関係はあるものの、この関係には個体差があり、また同一個体であっても測定時点や測
定部位によって変化し、測定誤差の原因になっている。例えば、パルスオキシメータでは
、プローブを取付ける指を変えたり、手を上げ下げすることで、実際の動脈血酸素飽和度
SpO2は一定であっても、計算値が１％程度は変化する。この測定誤差の主な原因は、次の
ようなことが考えられる。
（１）血液が光散乱性物質であるために、散乱により発生する減光度は、血液の厚みに依
存して変化する。
（２）血液を通る光と血液を通らない光が存在する。
【０００５】
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【特許文献１】
特公平３－７１１３５号公報
【特許文献２】
特開平２００２－２２８５７９号公報
【特許文献３】
特公昭５３－２６４３７号公報
【特許文献４】
特許２６０８８２８号公報
【非特許文献１】
Takehiko Iijima, et al. Cardiac output and circulating blood volume analysis by 
pulse dye-densitometry. J Clin Monit 1997;13: 81－89
【非特許文献２】
Takasuke Imai, et al. Measurement of cardic output by pulse dye-densitometry usi
ng indocyanine green.Anesthesiology 1997;87:816-822
【非特許文献３】
Takasuke Imai, et al. Measurement of blood concentration of indocyanine green by
 pulse dye-densitometry-Comparison with the conventional spectrophotometric meth
od. J Clin Monit 1998;14: 477-484
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
以上のようにパルスフォトメトリーを用いて血中吸光物質濃度C を求める場合、従来は、
減光度変化分比Φのみを変数とする関数を用いていた。このため、散乱により発生する減
光度が、血液の厚み（ここでは変化分でなく全体の厚み）に依存して変化することは考慮
されず、また、血液を通る光と、血液を通らない光（血液以外の生体組織のみを通る光）
が存在するので、血液を通らない光は考慮されず、このため誤差が生じていた。
本発明は、このような従来の欠点に鑑みなされたものであり、その目的は、パルスフォト
メトリーによる測定において、精度良く血中吸光物質の濃度を測定することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明では、血中吸光物質の濃度C を、関数F を用いて計算する場合、血液全体の厚みお
よび血液以外の生体組織の厚みに関する、減光度の直流成分すなわち直流減光度Adc を考
慮し、関数F の変数を、ΦおよびAdc とした。したがって、濃度C は次の関数F により表
されるとした。
C＝F(Φ，Adc)
ここで、ｎ波長の光で測定する場合は、Φは最大n-1 個、Adc は最大n 個が用いられる。
例えば、３波長で測定する場合、関数F は、各波長の直流減光度Adc1,Adc2,Adc3を用いて
次のようになる。
C ＝F(Φ12，Φ13，Adc1，Adc2，Adc3）
直流減光度Adc は、入射光強度Iiと透過光強度Itとを用いて次のように表される。
Adc ＝log(Ii／It）＝logIi －logIt
ここで、Itは生体を透過した光の透過光強度であって連続的に測定できるが、入射光強度
Iiは予め測定して知っておく必要がある。Iiを知る方法としては、本出願人の特許の特許
文献４に記載した方法がある。これによれば、既知の光吸収特性を持つファントム（生体
を模擬した試料）を挟み、これの透過光強度を測定することにより入射光強度を求めるこ
とができる。
【０００８】
６６０nm，８０５nm，９４０nmなどの波長は、ヘモグロビンに光吸収があるが、水による
光吸収は殆どないので、これらの波長の光を生体組織に照射したときの直流的な減光度は
、測定部位の血液量と主に関係がある。また、ヘモグロビンの光吸収が少なく水の光吸収
が大きい１３００nmでは、直流減光度は主に生体組織の厚み（水分量）と主に関係がある
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。したがって、これらの波長における直流減光度を測定し、これらを計算式に変数として
組み込むことにより、上記誤差要因（１）および（２）による誤差を補正し、血中吸光物
質の濃度の測定精度を向上させることができる。
【０００９】
また、本発明では、直流減光度と直流透過光強度（透過光強度の直流分）は一定の関係が
あることから、血中吸光物質の濃度C を、直流透過光強度DC　を考慮し、変数を、Φおよ
びDC　とした関数F1により次の式で表されるとした。
C＝F1( Φ，DC)
ここで、ｎ波長の光で測定する場合は、Φは最大n-1 個、DC　は最大n 個が用いられる。
例えば、３波長で測定する場合、関数F は、各波長の直流透過光強度DC1,DC2,DC3 を用い
て次のようになる。
C ＝F1( Φ12，Φ13，DC1 ，DC2 ，DC3 ）
このように、減光度変化分比Φと直流透過光強度DCを変数とする関数を用いても、同様に
、血中吸光物質の濃度の測定精度を向上させることができる。
【００１０】
そこで、請求項１に係る発明は、複数種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生
体組織に照射する光照射手段と、この光照射手段から発せられた各波長の光の生体組織へ
の入射光強度を測定する入射光強度測定手段と、前記生体組織を透過した各波長の光を受
光し、それぞれの透過光強度を測定する透過光強度測定手段と、この透過光強度測定手段
が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生する各波長の減光度変化分
の相互の比を演算する第１の演算手段と、この第１の演算手段が求めた比と、前記入射光
強度測定手段が測定した入射光強度と、前記透過光強度測定手段が測定した透過光強度と
に基づいて血液中の吸光物質濃度を演算して求める第２の演算手段とを具備する。
【００１１】
また、請求項２に係る発明は、請求項１に記載の血中吸光物質濃度測定装置において、前
記第２の演算手段は、各波長について、前記入射光強度測定手段が測定した入射光強度と
、前記透過光強度測定手段が測定した透過光強度とに基づいて前記生体組織の直流減光度
を演算して求め、この直流減光度と前記第１の演算手段が求めた比とに基づいて血液中の
吸光物質濃度を演算して求めることを特徴とする。
【００１２】
また、請求項３に係る発明は、請求項２に記載の血中吸光物質濃度測定装置において、前
記第２の演算手段は、各波長の直流減光度の相互の比を求め、この比と前記第１の演算手
段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算して求めることを特徴とする。
【００１３】
また、請求項４に係る発明は、請求項１に記載の血中吸光物質濃度測定装置において、前
記第２の演算手段は、各波長について、前記入射光強度測定手段が測定した入射光強度と
、前記透過光強度測定手段が測定した透過光強度とに基づいて前記生体組織の直流透過光
強度を演算して求め、この直流透過光強度と前記第１の演算手段が求めた比とに基づいて
血液中の吸光物質濃度を演算して求めることを特徴ととする。
【００１４】
また、請求項５に係る発明は、請求項４に記載の血中吸光物質濃度測定装置において、前
記第２の演算手段は、各波長の直流透過光強度の相互の比を求め、この比と前記第１の演
算手段が求めた比とに基づいて血液中の吸光物質濃度を演算して求めることを特徴とする
。
【００１５】
また、請求項６に係る発明は、請求項１乃至５のいずれか１に記載の血中吸光物質濃度測
定装置において、前記光照射手段は、前記光源が発光素子から成り、この発光素子に供給
する電流または印加する電圧を制御する制御部を備え、前記第２の演算手段は前記制御部
により制御された電流または電圧に応じて、測定した入射光強度を補正し、この補正した
入射光強度を用いて演算することを特徴とする。
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【００１６】
また、請求項７に係る発明は、請求項１乃至６のいずれか１に記載の血中吸光物質濃度測
定装置において、前記入射光強度測定手段は、前記光照射手段と前記透過光強度測定手段
との間の所定位置に、減光度が既知のファントムが配置された場合に、前記透過光強度測
定手段により測定される各波長の透過光強度に基づいて入射光強度を演算して求めること
を特徴とする。
【００１７】
また、請求項８に係る発明は、請求項７に記載の血中吸光物質濃度測定装置において、前
記入射光強度測定手段は、前記ファントムが前記所定位置に配置されたか否かを検出する
センサを有し、前記ファントムが前記所定位置に配置されたことを前記センサにより検出
されると、入射光強度を演算して求めることを特徴とする。
【００１８】
また、請求項９に係る発明は、ｎ種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生体組
織に照射する光照射手段と、この光照射手段から発せられたｎ種の波長の光の生体組織へ
の入射光強度を測定する入射光強度測定手段と、前記生体組織を透過したｎ種の波長の光
を受光し、それぞれの透過光強度を測定する透過光強度測定手段と、この透過光強度測定
手段が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生する各波長の減光度変
化分の相互の比のうち最大でｎ－１個の比を演算する第１の演算手段と、この第１の演算
手段が求めた最大でｎ－１個の比と、前記入射光強度測定手段が求めた入射光強度と、前
記透過光強度測定手段が求めた透過光強度とに基づいて、各波長に対応する最大でｎ個の
直流減光度を演算して求め、これらの演算結果に基づいて血液中の吸光物質濃度を演算し
て求める第２の演算手段とを具備する。
【００１９】
また、請求項１０に係る発明は、ｎ種の波長の光を発する光源を持ち、これらの光を生体
組織に照射する光照射手段と、この光照射手段から発せられたｎ種の波長の光の生体組織
への入射光強度を測定する入射光強度測定手段と、前記生体組織を透過したｎ種の波長の
光を受光し、それぞれの透過光強度を測定する透過光強度測定手段と、この透過光強度測
定手段が測定した透過光強度に基づいて、血液の厚み変化により発生する各波長の減光度
変化分の相互の比のうち最大でｎ－１個の比を演算する第１の演算手段と、この第１の演
算手段が求めた最大でｎ－１個の比と、前記入射光強度測定手段が求めた入射光強度と、
前記透過光強度測定手段が求めた透過光強度とに基づいて、各波長に対応する最大でｎ個
の直流透過光強度を演算して求め、これらの演算結果に基づいて血液中の吸光物質濃度を
演算して求める第２の演算手段とを具備する。
【００２０】
また、請求項１１に係る発明は、請求項１乃至１０のいずれか１に記載の血中吸光物質濃
度測定装置において、前記光源は、血液に光吸収がある波長の光および／または血液以外
の生体組織に光吸収がある波長の光を発することを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
［第１の実施の形態：ヘモグロビン濃度測定装置］
次に、本発明の第１の実施の形態を説明する。この第１の実施の形態は、ヘモグロビン濃
度測定装置である。
【００２２】
図２は、本実施の形態の装置の全体構成を示すブロック図である。発光部１は相異なる２
つの波長の光を発生するＬＥＤ２，３とこれらを駆動する駆動回路４とから成る。ＬＥＤ
２から発生する光の波長を第１の波長とし、ＬＥＤ３から発生する光の波長を第２の波長
とする。本装置において、第１の波長は１３００nm、第２の波長は８０５nmである。
【００２３】
受光部５は、ＬＥＤ２およびＬＥＤ３に対向して配置されたフォトダイオード６とこのフ
ォトダイオード６の出力電流を電圧信号に変換する電流－電圧変換器７とアンプ８から成
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る。
【００２４】
マルチプレクサ９は、アンプ８から与えられる信号をフィルタ１０とフィルタ１１に振り
分ける回路である。フィルタ１０とフィルタ１１は、各波長の透過光強度に対応する信号
のノイズを除去する回路であり、これらの出力信号は、マルチプレクサ１２でそれぞれの
出力のタイミングを制御されＡ／Ｄコンバータ１３に至るようにされている。Ａ／Ｄコン
バータ１３はマルチプレクサ１２から与えられる信号をデジタル信号に変換する回路であ
る。
【００２５】
ＣＰＵ１４は駆動回路４、マルチプレクサ９およびマルチプレクサ１２を制御すると共に
、Ａ／Ｄコンバータ１３から与えられる信号に基づいて演算を行なう回路である。
【００２６】
メモリ１５は、ＣＰＵ１４が行なう処理のためのプログラムを格納されており、またＣＰ
Ｕ１４から与えられるデータを格納するものである。
【００２７】
表示部１６はＣＰＵ１４から与えられるデータを表示するものであり、入力部１７は複数
のスイッチ（後述する校正スイッチおよび測定スイッチを含む）、複数のキーを備え、操
作者の操作に応じた信号をＣＰＵ１４に出力するものである。
【００２８】
生体に装着される本装置のプローブは、ＬＥＤ２，３とフォトダイオード６を備え、これ
らのＬＥＤ２，３とフォトダイオード６の間で生体（例えば指先、耳朶など）３０を挟持
するようになっている。
次に、本装置の動作を図１を参照して説明する。
【００２９】
＜ステップ１A ：プローブの入射光強度の測定（校正）＞
このステップ１A では、生体への入射光強度を測定する。すなわち、プローブのＬＥＤ２
，３から生体に照射される光の強度を求める。本例では、既知の光吸収特性を持つファン
トム３０Ａを用いてこの入射光強度を求める。ファントム３０Ａとしては、例えば、乳白
色のアクリル板が好適である。
【００３０】
操作者は、まず、ファントム３０ＡをプローブのＬＥＤ２，３とフォトダイオード６の間
の所定位置に配置し、本装置の入力部１７の校正スイッチを操作して入射光強度の測定開
始をＣＰＵ１４に指示する。これによりＬＥＤ２，３はそれぞれの波長の光を発生し、そ
れらの光は上記のファントム３０Ａを透過してフォトダイオード６に至り、電気信号にさ
れる。この信号は、以後、電流－電圧変換器７、アンプ８、マルチプレクサ９、フィルタ
１０、１１、マルチプレクサ１２およびＡ／Ｄコンバータ１３により処理されて、ＣＰＵ
１４に至り、ここで各波長の透過光強度Itcal1、Itcal2としてメモリ１５に格納される。
そしてＣＰＵ１４は、測定されたItcal1、Itcal2を次式に代入して計算し、ファントム３
０Ａに対する入射光強度Iical1、Iical2を求める。
Iical1＝Itcal1×exp(Af1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１）
Iical2＝Itcal2×exp(Af2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）
【００３１】
式中、Af1 、Af2 はファントム３０Ａの各波長における既知の減光度であり、予めメモリ
１５に格納されている。また、上記の計算結果もメモリ１５に格納される。計算結果のIi
cal1、Iical2は、メモリ１５内の所定のエリアに書き込まれ、前回測定された値Iical1、
Iical2があればこれらを書き替えるようにされている。そして、後述のステップ３A にお
ける計算では、最新のIical1、Iical2が用いられるようになっている。したがってこのス
テップ１は、入射光強度Iical を校正するステップである。
【００３２】
なお、入射光強度Iical の計算は、操作者がファントム３０Ａにプローブを取り付け、校
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正スイッチを押すことによって行なうようにしたが、プローブに光または機械的センサを
設け、プローブをファントム３０Ａに取り付けると、そのセンサが感知し、これによって
ＣＰＵ１４は上記のような処理を開始して入射光強度Iical の計算を行なうようにしても
良い。
【００３３】
また、ファントム３０Ａ自体が、プローブを収納しておくホルダーにされていて、このホ
ルダーに上記のようなセンサを設け、プローブがそのホルダーに収納されると（もちろん
ファントム３０Ａの一部はＬＥＤ２，３とフォトダイオード６の間に挟持されるようにな
っている）、センサがその収納を感知し、これによってＣＰＵ１４は入射光強度Iical の
計算を行なうようにしても良い。
【００３４】
ＬＥＤなどの発光素子は長期間使用すると発光強度が低下するし、プローブ表面の汚れな
どによっても発光強度は変化するので、出荷時に決めたプローブの発光強度を継続して使
うのは困難であり、測定の直前に入射光強度Iical を校正するのが良い。
【００３５】
＜ステップ２A ：脈波の測定と減光度変化分比Φの計算＞
次にステップ２A では、プローブを生体３０に取り付け、血液の脈動による各波長の減光
度変化分を測定し、それら相互の比Φを求める。
【００３６】
このステップは、操作者が入力部１７の測定スイッチを操作することにより開始する。こ
のときＣＰＵ１４は、Ａ／Ｄコンバータ１３から与えられる透過光強度It1,It2 を示す信
号に基づいて、各波長の減光度A1,A2 の変化分ΔA1，ΔA2の比Φ12を求める。すなわち、
次式を計算し、その結果をメモリ１５に格納する。
Φ12＝ΔA1／ΔA2＝ (AC1 ／DC1)／ (AC2 ／DC2)　　　　　　　　（３）
【００３７】
ここで、DC1,DC2 は、脈動する透過光強度It1,It2 のうちの直流分であって、直流透過光
強度と称する。また、AC1,AC2 は脈動する透過光強度It1,It2 のうちの交流分であって、
交流透過光強度と称する。
【００３８】
この式（３）は次のようにして得られるものである。図３（ａ）に示すように生体は、動
脈血、静脈血、血液以外の組織、の各層からなると考えることができる。生体に入射光強
度Iiの光を照射すると、透過光強度Itの光が測定される。このとき、生体による減光度A 
は、ランバート・ベールの法則に基づき、次式で表される。
A ＝log(Ii／It) ＝logIi －logIt 　　　　　　　　　　　　　　（４）
【００３９】
次に、図３（ｂ）に示すように、動脈血の層の厚さが変化したとき、透過光強度は、変化
分をΔItとすると、It－ΔItとなる。このとき、生体による減光度は、その変化分ΔA が
加えられ、次式で表される。
A ＋ΔA ＝log{Ii／(It －ΔIt)}＝logIi －log(It－ΔIt) 　　　（５）
【００４０】
式（４）と式（５）からA を消去して、ΔA を求めると、ΔA は次のように入射光強度Ii
を用いない式で表される。
ΔA ＝logIt －log(It－ΔIt) ＝log{It／(It －ΔIt)}　　　　　（６）
この式（６）は、変形すれば、
ΔA ＝log{It／(It －ΔIt)}
＝log[1 ／{1－ (ΔIt／It)}] 　　　　　　　　　　　　　　（７）
となる。ここで (ΔIt／It) は１よりかなり小さい値をとるので（生体の動脈血層の脈動
による透過光強度Itの変化分ΔItは、透過光強度Itに対し極めて小さいので）、式（７）
は次の式で近似することができる。
ΔA ＝ΔIt／It　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８）



(9) JP 4284674 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

したがって、Φ12の定義式であるΦ12＝ΔA1／ΔA2と、式（８）より次式が得られる。
Φ12＝ΔA1／ΔA2＝ (ΔIt1 ／It1)／ (ΔIt2 ／It2)　　　　　　（９）
これによれば対数計算が不要となる。この式（９）は、透過光強度がIt1,It2 を基準にし
てΔIt1,ΔIt2 だけ変化した場合の式と考えられる。
【００４１】
一方、図４（ａ）に示すように、脈動する透過光強度Itのうちピーク値を直流透過光強度
DCとし、ピーク値とボトム値の差（最大の変化分）の値を交流透過光強度ACとすると、こ
の場合、透過光強度がDCを基準にしてACだけ変化したと考えられるから、ΔIt／It＝AC／
DCとなり、式（９）は次のようになる。
Φ12＝ΔA1／ΔA2＝ (AC1 ／DC1)／ (AC2 ／DC2)　　　　　　　　（３）
すなわち、上記の式（３）が得られる。
【００４２】
なお、ここでは、透過光強度のうちピーク値を直流透過光強度DCとしたが、ACはDCに対し
極めて小さいので、図４（ｂ）に示すように、直流透過光強度DCを、脈動する透過光強度
Itのボトム値としても式（３）は成り立ち、また、図４（ｃ）に示すように、ピーク値と
ボトム値の平均値（ピーク値とボトム値の中間点の値）としても式（３）は成り立つ。
【００４３】
このように、直流透過光強度DCは、ピーク値からボトム値の間のどこを採っても良いので
、交流透過光強度の測定時点またはその周辺時点の透過光強度Itをそのまま使っても良い
。
【００４４】
このステップにおいて、Φ12の計算は、脈動する透過光強度It1,It2 の波の１つずつにつ
いて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００４５】
＜ステップ３A ：直流減光度の計算＞
次にステップ３A では、各波長の直流減光度Adc1, Adc2を求める。ここで、ＣＰＵ１４は
、ステップ１A で求めた入射光強度Iical1、Iical2と、ステップ２A で求めた直流透過光
強度DC1,DC2 を次式に代入して、各波長の直流減光度Adc1, Adc2を計算する。
Adc1＝ log(Iical1 ／DC1)＝logIical1 －logDC1　　　　　　　　（１０）
Adc2＝ log(Iical2 ／DC2)＝logIical2 －logDC2　　　　　　　　（１１）
【００４６】
本装置が、発光素子（ＬＥＤ２，３）に流す電流を変化させない回路構成を持つ場合は、
ステップ１A で求めた入射光強度Iical1、Iical2をそのまま用いる。
【００４７】
しかし、本装置が、発光素子の電流を変化させて最適の透過光強度が得られるように調整
する回路構成を持つ場合、ファントム３０Ａを用いて入射光強度測定を行なった時（校正
時）の発光素子への電流値 Ccal1, Ccal2 と、生体の減光度測定を行なった時（測定時）
の発光素子への電流値 Cmeas1, Cmeas2 が違うことがある。その場合ＣＰＵ１４は、入射
光強度として、
IiA1 ＝Ical1 × Cmeas1 ／Ccal1 　　　　　　　　　　　　　　（１２）
IiA2 ＝Ical2 × Cmeas2 ／Ccal2 　　　　　　　　　　　　　　（１３）
のように、発光素子への通電電流に応じて補正した値IiA1,IiA2 を用いる。
【００４８】
このステップにおいても、直流減光度Adc1, Adc2の計算は、脈動する透過光強度It1,It2 
の波の１つずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００４９】
＜ステップ４A ：ヘモグロビン濃度の計算＞
次にステップ４A では、ＣＰＵ１４は、ステップ２A で求めたΦ12とステップ３A で求め
た直流減光度Adc1、Adc2を変数とする次式を用いてヘモグロビン濃度Hbdcを計算する。
Hbdc＝a1×Φ12＋b1＋c1×Adc2／Adc1　　　　　　　　　　　　　（１４）
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【００５０】
この式（１４）の係数a1，b1，c1は、ある母集団（例えばある選択された１０人のデータ
）において式（１４）を計算した結果のHbdcと、採血してシアンメトヘモグロビン法など
によって測定した正確なヘモグロビン濃度Hbs の差が最小になるように最小二乗法で予め
決めた値である。
【００５１】
ここで、本装置の効果を示すため、ヘモグロビン濃度を、脈波の減光度変化分比Φ12だけ
を使って計算した場合と、本装置によってΦ12とAdc1,Adc2 を使って計算した場合とを、
それぞれ採血法によって求めた場合とを比較する。
Φ12だけを使う場合、
Hbp ＝a2×Φ12＋b2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１５）
により計算する。この場合の係数a2，b2も、上記母集団のデータにより上記と同様にして
最小二乗法で予め決定されたものである。式（１５）を用いて計算したヘモグロビン濃度
Hbp と、採血法により測定したヘモグロビン濃度Hbs との相関を図５（ａ）に示す。
【００５２】
これに対し、直流減光度を使い、式（１４）により計算した本装置によるヘモグロビン濃
度Hbdcと、採血法により測定したヘモグロビン濃度Hbs との相関を図５（ｂ）に示す。こ
れらの図を比較すると分かるように、計算式に直流減光度を入れることによって、採血法
との一致が改善される。
【００５３】
また、上記の式（１４）の代わりに、次式を用いても良い。
Hbdc＝a3×Φ12＋b3＋c3×Adc2＋d3×Adc1　　　　　　　　　　　（１６）
この式の係数a3～d3も上記と同様にして予め決定しておく。
【００５４】
ところで、直流減光度Adc1,Adc2 と直流透過光強度 DC1,DC2との間には逆相関の一定の関
係があるので、直流減光度を用いて計算しなくとも、直流透過光強度をそのまま使って計
算すれば同様の効果が得られる。この場合、直流透過光強度はプローブの入射光強度に比
例するので、入射光強度 Iical1,Iical2を、発光素子（ＬＥＤ２，３）の特定の通電電流
値で規格化した状態で補正する必要が有る。補正した各波長の直流透過光強度Itcomp1,It
comp2 は次式により計算する。
Itcomp1 ＝DC1 ×(Iical1 ／Istd1)×(Cmeas1 ／Ccal1)　　　　　（１７）
Itcomp2 ＝DC2 ×(Iical2 ／Istd2)×(Cmeas2 ／Ccal2)　　　　　（１８）
DC1,DC2:測定した直流透過光強度
Iical1,Iical2:校正時に計算した入射光強度
Istd1,Istd2:標準とする入射光強度
Cmeas1,Cmeas2:生体を測定したときの発光素子の通電電流
Ccal1,Ccal2:入射光強度校正時の発光素子の通電電流
【００５５】
したがって上記の式（１４）、（１６）の代わりに、次式を用いても良い。
Hbdc＝a4×Φ12＋b4＋c4× Itcomp1／Itcomp2 　　　　　　　　　（１９）
Hbdc＝a5×Φ12＋b5＋c5× Itcomp1＋d5×Itcomp2 　　　　　　　（２０）
ここで、式（１９）における係数a4～c4、式（２０）における係数a5～d5は、それぞれ上
記式（１４）の係数の決定方法と同様の方法で、予め決定されるものである。
【００５６】
このステップにおいても、Hbdcの計算は、脈動する透過光強度It1,It2 の波の１つづつに
ついて、すなわち心拍の一拍づつについて行なう。そして、ＣＰＵ１４は、求めたHbdcを
メモリ１５に格納すると共に、表示部１６に表示する。
【００５７】
本実施の形態の装置によれば、血液以外の生体組織に光吸収がある第１波長１３００ｎｍ
の直流減光度または直流透過光強度と、血液に光吸収がある第２波長８０５ｎｍ直流減光
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度または直流透過光強度を用いて計算したので、測定部位における血液と血液以外の組織
からなる生体組織全体の厚さが考慮され、精度良くヘモグロビン濃度を測定することがで
きる。
なお、本実施の形態において、第１の波長を赤色光（例えば６６０nm）、第２の波長を赤
外光（例えば９４０nm）とし、酸化ヘモグロビン濃度を求めることで動脈血酸素飽和度測
定に適用することができる。
【００５８】
［第２の実施の形態：一酸化炭素ヘモグロビン濃度測定装置］
次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。この第２の実施の形態は、一酸化炭素ヘモ
グロビン濃度測定装置である。
【００５９】
図６は、本実施の形態の装置の全体構成を示すブロック図である。発光部１００は相異な
る３つの波長の光を発生するＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃとこれらを駆動する駆動回路
４０とから成る。
【００６０】
ＬＥＤ２０ａから発生する光の波長を第１の波長とし、ＬＥＤ２０ｂから発生する光の波
長を第２の波長とし、ＬＥＤ２０ｃから発生する光の波長を第３の波長とする。本装置に
おいて、第１の波長は９４０nm、第２の波長は６６０nm、第３の波長は６２０nmである。
【００６１】
受光部５０は、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃに対向して配置されたフォトダイオード６
０とこのフォトダイオード６０の出力電流を電圧信号に変換する電流－電圧変換器７０と
アンプ８０から成る。
【００６２】
マルチプレクサ９０は、アンプ８０から与えられる信号を３個のフィルタ１０ａ，１０ｂ
，１０ｃに振り分ける回路である。フィルタ１０ａ，１０ｂ，１０ｃは、各波長の透過光
強度に対応する信号のノイズを除去する回路であり、これらの出力信号は、マルチプレク
サ１２０でそれぞれの出力のタイミングを制御されＡ／Ｄコンバータ１３０に至るように
されている。Ａ／Ｄコンバータ１３０はマルチプレクサ１２０から与えられる信号をデジ
タル信号に変換する回路である。
【００６３】
ＣＰＵ１４０は駆動回路４０、マルチプレクサ９０およびマルチプレクサ１２０に制御信
号を出力してそれらを制御すると共に、Ａ／Ｄコンバータ１３０から与えられる信号に基
づいて演算を行なう回路である。
【００６４】
メモリ１５０は、ＣＰＵ１４０が行なう処理のためのプログラムを格納されており、また
ＣＰＵ１４０から与えられるデータを格納するものである。
【００６５】
表示部１６０はＣＰＵ１４０から与えられるデータを表示するものであり、入力部１７０
は複数のスイッチ（後述する校正スイッチおよび測定スイッチを含む）、複数のキーを備
え、操作者の操作に応じた信号をＣＰＵ１４０に出力するものである。本装置のプローブ
は、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃとフォトダイオード６０を備え、これらのＬＥＤ２０
ａ，２０ｂ，２０ｃとフォトダイオード６０の間で生体３０を挟持するようになっている
。
次に、本装置の動作を図７を参照して説明する。
【００６６】
＜ステップ１B ：プローブの入射光強度の測定＞
このステップ１B では、生体３０への入射光強度を測定する。ここではプローブの３個の
ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃからそれぞれ生体３０に照射される光の強度、すなわち生
体３０への入射光強度を求める。上記の第１の実施の形態の装置におけるステップ１A と
同様にして、操作者は、減光度が既知のファントム３０ＡをプローブのＬＥＤ２０ａ，２
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０ｂ，２０ｃとフォトダイオード６０との間の所定位置に配置し、次に校正スイッチを操
作して入射光強度測定開始をＣＰＵ１４０に指示する。これによりＣＰＵ１４０は、ファ
ントム３０Ａを透過した各波長の光強度Itcal1,Itcal2,Itcal3から次式を計算して、３波
長の入射光強度Iical1、Iical2、Iical3を求め、これらをメモリ１５０に格納する。
Iical1＝Itcal1×exp(Af1)
Iical2＝Itcal2×exp(Af2)
Iical3＝Itcal2×exp(Af3)
ここで、Af1,Af2,Af3 はファントム３０Ａの各波長の既知の減光度であり、予めメモリ１
５０に格納されている。
【００６７】
＜ステップ２B ：脈波の測定と減光度比Φの計算＞
次にステップ２B では、操作者は、プローブを生体３０に取り付け、測定スイッチを操作
する。これによりＣＰＵ１４０は、生体３０の血液の脈動による各波長の減光度変化分を
測定し、それらの相互の比Φを求める。
【００６８】
すなわちこのステップでは、ＣＰＵ１４０は上記第１の実施の形態におけるステップ２A 
と同様にして各波長の直流透過光強度と交流透過光強度を求め、これらを用いて各波長の
減光度の変化分の相互の比を求めるのであるが、ここでは、３波長の光を用いるので、次
の式を計算してΦ12、Φ13を求め、その結果をメモリ１５０に格納する。
Φ12＝ΔA1／ΔA2＝ (AC1 ／DC1)／ (AC2 ／DC2)　　　　　　　　（２１）
Φ13＝ΔA1／ΔA3＝ (AC1 ／DC1)／ (AC3 ／DC3)　　　　　　　　（２２）
Φ12：第１波長と第２波長の減光度A1,A2 の変化分ΔA1, ΔA2の相互比
Φ13：第１波長と第３波長の減光度A1,A3 の変化分ΔA1, ΔA3の相互比
DC1,DC2,DC3:第１～３波長の透過光強度It1,It2,It3 における直流透過光強度
AC1,AC2,AC3:第１～３波長の透過光強度It1,It2,It3 における交流透過光強度
【００６９】
このステップにおいて、Φ12、Φ13の計算は、脈動する透過光強度It1,It2,Ii3 の波の１
つずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００７０】
＜ステップ３B ：直流減光度の計算＞
次にステップ３B では、各波長の直流減光度Adc1,Adc2,Adc3を求める。ここで、ＣＰＵ１
４０は、ステップ１B で求めた入射光強度Iical1,Iical2,Iical3と、ステップ２B で求め
た直流透過光強度DC1,DC2,DC3 を次式に代入して、各波長の直流減光度Adc1, Adc2を求め
、その結果をメモリ１５０に格納する。
Adc1＝ log(Iical1 ／DC1)＝logIical1 －logDC1　　　　　　　　（２３）
Adc2＝ log(Iical2 ／DC2)＝logIical2 －logDC2　　　　　　　　（２４）
Adc3＝ log(Iical3 ／DC3)＝logIical3 －logDC3　　　　　　　　（２５）
【００７１】
本装置が、発光素子（ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）に流す電流を変化させない回路構
成を持つ場合は、上記のようにステップ１B で求めた入射光強度Iical1,Iical2,Iical3を
そのまま用いる。
【００７２】
しかし、本装置が、発光素子の電流を変化させて最適の透過光強度が得られるように調整
する回路構成を持つ場合、ファントム３０Ａを用いて入射光強度測定を行なった時（校正
時）の発光素子への電流値 Ccal1, Ccal2 ,Ccal3と生体の減光度測定を行なった時（測定
時）の発光素子への電流値 Cmeas1, Cmeas2, Cmeas3 が違うことがある。その場合入射光
強度IiA1,IiA2 ,IiA3 は、
IiA1 ＝Ical1 × Cmeas1 ／Ccal1 　　　（２６）
IiA2 ＝Ical2 × Cmeas2 ／Ccal2 　　　（２７）
IiA3 ＝Ical3 × Cmeas3 ／Ccal3 　　　（２８）
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のように、発光素子への通電電流に応じて補正した値を用いる。
【００７３】
このステップにおいても、直流減光度Adc1,Adc2,Adc3の計算は、脈動する透過光強度It1,
It2,It3 の波の１つずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００７４】
＜ステップ４B ：一酸化炭素ヘモグロビン濃度の計算＞
次にステップ４B では、ＣＰＵ１４０は、ステップ２B で求めたΦ12、Φ13とステップ３
B で求めた直流減光度Adc1、Adc2、Adc3を変数とする次式を用いて一酸化炭素ヘモグロビ
ン濃度COHbdcを計算する。
C0Hbdc＝a6×Φ12＋b6×Φ13＋c6＋d6×Adc2／Adc1＋e6×Adc3／Adc1
（２９）
【００７５】
この式（２９）の係数a6～e6はある母集団（例えばある選択された１０人のデータ）にお
いて、式（２９）を計算した結果のCOHbdcと、採血して測定した正確な一酸化炭素ヘモグ
ロビン値COHbs の差が最小になるように最小二乗法で予め決めた値である。
【００７６】
ここで、本装置の効果を示すため、一酸化炭素ヘモグロビン濃度を、脈波の減光度変化分
比Φ12、Φ13だけを使って計算した場合と、本装置により、Φ12、Φ13と直流減光度Adc1
,Adc2,Adc3を使って計算した場合とを、それぞれ採血法によって求めた場合とを比較する
。
【００７７】
Φ12、Φ13だけを使う場合、
COHbp ＝a7×Φ12＋b7×Φ13＋c7　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
により計算する。この場合の係数a7,b7,c7も、上記母集団のデータを用いて上記と同様に
して予め決定されたものである。式（３０）を用いて計算した一酸化炭素ヘモグロビン濃
度COHbp と、採血法により測定した一酸化炭素ヘモグロビン濃度COHbs との相関を図８（
ａ）に示す。
【００７８】
これに対し、直流減光度を使い、式（２９）により計算した本装置による一酸化炭素ヘモ
グロビン濃度C0Hbdcと、採血法により測定したCOHbs との相関を図８（ｂ）に示す。
【００７９】
これらの図を比較すると分かるように、計算式に直流減光度を入れることによって、採血
法との一致が改善される。
【００８０】
また、上記の式（２９）の代わりに、次式を用いても良い。
COHbdc＝a8×Φ12＋b8×Φ13＋c8＋d8×Adc1＋e8×Adc2＋f8×Adc3
（３１）
この式の係数a8～f8も上記と同様にして予め決定しておく。
【００８１】
ところで、直流減光度Adc1,Adc2,Adc3と直流透過光強度 DC1,DC2,DC3との間には逆相関の
一定の関係があるので、減光度で計算しなくても、直流透過光強度をそのまま使って計算
すれば同様の効果が得られる。この場合、直流透過光強度はプローブの入射光強度に比例
するので、入射光強度を、発光素子（ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）の特定の通電電流
値で規格化した状態で補正する必要が有る。補正した各波長の直流透過光強度Itcomp1,It
comp2,Itcomp3 は次式により計算する。
Itcomp1 ＝DC1 ×(Iical1 ／Istd1)×(Cmeas1 ／Ccal1)　　　　　（３２）
Itcomp2 ＝DC2 ×(Iical2 ／Istd2)×(Cmeas2 ／Ccal2)　　　　　（３３）
Itcomp3 ＝DC3 ×(Iical3 ／Istd3)×(Cmeas3 ／Ccal3)　　　　　（３４）
DC1,DC2,DC3:測定した透過光強度
Iical1,Iical2,Iical3: 校正時に計算した入射光強度
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Istd1,Istd2,Istd3:標準とする入射光強度
Cmeas1,Cmeas2,Cmeas3: 生体を測定したときの発光素子の通電電流
Ccal1,Ccal2,Ccal3:入射光強度校正時の発光素子の通電電流
【００８２】
したがって、上記の式（２９）、（３１）の代わりに、次式を用いても良い。
COHbdc＝a9×Φ12＋b9×Φ13＋c9＋d9×Itcomp1 ／Itcomp2 ＋e9×Itcomp1 ／Itcomp3 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３５）
COHbdc＝a10 ×Φ12＋b10 ×Φ13＋ c10＋ d10×Itcomp1 ＋e10 ×Itcomp2 ＋f10 ×Itco
mp3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（３６）
式（３５）における係数a9～e9、式（３６）における係数a10 ～f10 は、それぞれ上記と
同様の母集団のデータを用いて、上記と同様にして予め決定されるものである。
【００８３】
このステップにおいても、COHbdcの計算は、脈動する透過光強度It1,It2,It3 の波の１つ
ずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。そして、ＣＰＵ１４０は、求め
たCOHbdcをメモリ１５０に格納すると共に、表示部１６０に表示する。
【００８４】
本実施の形態の装置によれば、血液に光吸収がある第１波長９４０ｎｍ、第２波長６６０
ｎｍおよび第３波長６２０ｎｍの直流減光度または直流透過光強度を用いて計算したので
、測定部位の血液層全体の厚さが考慮され、精度良くヘモグロビン濃度を測定することが
できる。
【００８５】
［第３の実施の形態：色素濃度測定装置］
次に、本発明の第３の実施の形態を説明する。この第３の実施の形態は、色素濃度測定装
置である。この装置は、第２の実施の形態と同様に３波長の光を用いるので、装置の構成
ブロック図は図６と同じである。このため、本装置の構成ブロック図は省略し、以下の説
明では図６を利用する。しかし、ＣＰＵ１４０が行なう処理のプログラムは、図９に示す
ように第２の実施の形態と異なる。また、第１の波長は９４０nm、第２の波長は６６０nm
、第３の波長は８０５nmである。以下、図９を参照して本装置の動作を説明する。
【００８６】
＜ステップ１C ：プローブの入射光強度の測定（校正）＞
このステップ１C では、生体３０への入射光強度を測定する。上記の第２の実施の形態の
装置におけるステップ１B と同様にして、ファントム３０Ａを用い、３波長の入射光強度
Iical1、Iical2、Iical3を求め、これらをメモリ１５０に格納する。
【００８７】
＜ステップ２C ：脈波の測定と減光度変化分比Φの計算＞
次にステップ２C では、操作者は、プローブを生体３０に装着した後、色素を注入する。
色素として例えばインドシアニングリーンを用いる。そして、上記第２の実施の形態にお
けるステップ２B と同様にして各波長の減光度の変化分の相互の比を求める。すなわち、
次の式を計算してΦ12、Φ13を求め、その結果をメモリ１５０に格納する。
Φ12＝ΔA1／ΔA2＝ (AC1 ／DC1)／ (AC2 ／DC2)　　　　　　　　（２１）
Φ13＝ΔA1／ΔA3＝ (AC1 ／DC1)／ (AC3 ／DC3)　　　　　　　　（２２）
Φ12：第１波長と第２波長の減光度A1,A2 の変化分ΔA1, ΔA2の相互比
Φ13：第１波長と第３波長の減光度A1,A3 の変化分ΔA1, ΔA3の相互比
DC1,DC2,DC3:第１～３波長の透過光強度It1,It2,It3 における直流透過光強度
AC1,AC2,AC3:第１～３波長の透過光強度It1,It2,It3 における交流透過光強度
【００８８】
このステップにおいて、Φ12、Φ13の計算は、脈動する透過光強度It1,It2,Ii3 の波の１
つずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００８９】
＜ステップ３C ：直流減光度の計算＞
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次にステップ３C では、各波長の直流減光度Adc1,Adc2,Adc3を求める。ここで、ＣＰＵ１
４０は、第２の実施の形態のステップ３B と同様にして、各波長の入射光強度Iical1,Iic
al2,Iical3と、各波長の直流透過光強度DC1,DC2,DC3 と次式により、各波長の直流減光度
Adc1, Adc2, Adc3を求め、その結果をメモリ１５０に格納する。
Adc1＝ log(Iical1 ／DC1)＝logIical1 －logDC1　　　　　　　　（２３）
Adc2＝ log(Iical2 ／DC2)＝logIical2 －logDC2　　　　　　　　（２４）
Adc3＝ log(Iical3 ／DC3)＝logIical3 －logDC3　　　　　　　　（２５）
【００９０】
本装置が、発光素子（ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）に流す電流を変化させない回路構
成を持つ場合、上記のようにステップ１C で求めた入射光強度Iical1,Iical2,Iical3をそ
のまま用いる。
【００９１】
しかし、本装置が、発光素子の電流を変化させて最適の透過光強度が得られるように調整
する回路構成を持つ場合、ファントム３０Ａを用いて入射光強度測定を行なった時（校正
時）の発光素子への電流値 Ccal1, Ccal2 ,Ccal3と生体の減光度測定を行なった時（測定
時）の発光素子への電流値 Cmeas1, Cmeas2, Cmeas3 が違うことがある。その場合入射光
強度IiA1,IiA2 ,IiA3 は、
IiA1 ＝Ical1 × Cmeas1 ／Ccal1　　 　（２６）
IiA2 ＝Ical2 × Cmeas2 ／Ccal2 　　　（２７）
IiA3 ＝Ical3 × Cmeas3 ／Ccal3　 　　（２８）
のように、発光素子への通電電流に応じて補正した値を用いる。
【００９２】
このステップにおいても、直流減光度Adc1,Adc2,Adc3の計算は、脈動する透過光強度It1,
It2,It3 の波の１つずつについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。
【００９３】
＜ステップ４C ：色素濃度の計算＞
次にステップ４C では、ＣＰＵ１４０は、上記ステップ２C で求めたΦ12、Φ13と上記ス
テップ３C で求めた直流減光度Adc1、Adc2、Adc3を変数とする次式を用いて色素濃度Cdを
計算する。
Cddc＝a11 ×Φ12＋b11 ×Φ13＋c11 ＋d11 ×Adc2／Adc1＋e11 ×Adc3／Adc1（３７）
【００９４】
この式（３７）の係数a11 ～e11 はある母集団（例えばある選択された１０人のデータ）
において、式（３７）を計算した結果であるCddcと、採血して測定した正確なCds 値の差
が最小になるように最小二乗法で予め決めた値である。
ここで、本装置の効果を示すため、色素濃度を、脈波の減光度変化分比Φ12、Φ13だけを
使って計算した場合と、本装置によるΦ12、Φ13とAdc1,Adc2,Adc3を使って計算した場合
とを、それぞれ採血法によって求めた場合とを比較する。
【００９５】
Φ12、Φ13だけを使う場合、
Cdp ＝a12 ×Φ12＋b12 ×Φ13＋c12 　　　　　　　　　　　　　（３８）
により計算する。この場合の係数a12,b12,c12 も、上記母集団のデータを用いて上記と同
様にして予め決定されたものである。式（３８）を用いて計算した色素濃度Cdp と、採血
法により測定した色素濃度Cds との相関を図１０（ａ）に示す。これに対し、直流減光度
を使い、式（３７）により計算した本装置による色素濃度Cddcと、採血法により測定した
色素濃度Cds との相関を図１０（ｂ）に示す。
【００９６】
これらの図を比較すると分かるように、計算式に直流減光度を入れることによって、採血
法との一致が改善される。
また、上記の式（３７）の代わりに、次式を用いても良い。
Cddc＝a13 ×Φ12＋b13 ×Φ13＋c13 ＋d13 ×Adc1＋ e13×Adc2
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＋f12 ×Adc3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３９）
この式の係数a13 ～f13 も上記と同様にして予め決定しておく。
【００９７】
ところで、直流減光度Adc1,Adc2,Adc3と直流透過光強度 DC1,DC2,DC3との間には逆相関の
一定の関係があるので、減光度で計算しなくても、直流透過光強度をそのまま使っても同
様の効果が得られる。この場合、直流透過光強度はプローブの入射光強度に比例するので
、入射光強度を、発光素子（ＬＥＤ２０ａ，２０ｂ，２０ｃ）の特定の通電電流値で規格
化した状態で補正する必要が有る。補正した各波長の直流透過光強度Itcompは次式により
計算する。
Itcomp1 ＝DC1 ×(Iical1 ／Istd1)×(Cmeas1 ／Ccal1)　　　　　（４０）
Itcomp2 ＝DC2 ×(Iical2 ／Istd2)×(Cmeas2 ／Ccal2)　　　　　（４１）
Itcomp3 ＝DC3 ×(Iical3 ／Istd3)×(Cmeas3 ／Ccal3)　　　　　（４２）
DC1,DC2,DC3:測定した透過光強度
Iical1,Iical2,Iical3: 校正時に計算した入射光強度
Istd1,Istd2,Istd3:標準とする入射光強度
Cmeas1,Cmeas2,Cmeas3: 生体を測定したときの発光素子の通電電流
Ccal1,Ccal2,Ccal3:入射光強度校正時の発光素子の通電電流
【００９８】
したがって、上記の式（３７）、（３９）の代わりに、次式を用いても良い。
Cddc＝a14 ×Φ12＋ b14×Φ13＋ c14＋ d14×Itcomp1 ／Itcomp2 ＋ e14×Itcomp1 ／It
comp3　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４３）
Cddc＝a15×Φ12＋ b15×Φ13＋c15＋d15×Itcomp１＋e15 ×Itcomp2 ＋f15 ×Itcomp3　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（４４）
【００９９】
ここで、式（４３）における係数a14 ～e14 、式（４４）における係数a15 ～f15 は、そ
れぞれ上記と同様の母集団のデータを用いて、上記と同様にして予め決定されるものであ
る。
【０１００】
このステップにおいても、Cddcの計算は、脈動する透過光強度It1,It2,It3 の波の１つず
つについて、すなわち心拍の一拍ずつについて行なう。そして、ＣＰＵ１４０は、求めた
Cddcをメモリ１５０に格納すると共に、表示部１６０に表示する。
【０１０１】
本実施の形態の装置によれば、血液に光吸収がある第１波長９４０ｎｍ、第２波長８０５
ｎｍおよび第３波長６６０ｎｍの直流減光度または直流透過光強度を用いて計算したので
、測定部位の血液層全体の厚さが考慮され、精度良く色素濃度を測定することができる。
【０１０２】
なお、以上の説明においては、発光素子に流れる電流を制御して生体に照射する光強度を
変える場合について説明したが、これは、発光素子に印加する電圧を制御して発光素子の
光強度を変え、測定される入射光強度や直流透過光強度をその電圧値に応じて補正するよ
うにしても良い。
【０１０３】
【発明の効果】
本発明によれば、パルスフォトメトリーを原理とする血中吸光物質濃度測定において、精
度良く測定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態のヘモグロビン濃度測定装置の動作を説明するための図。
【図２】第１の実施の形態のヘモグロビン濃度測定装置のブロック構成図。
【図３】生体へ光を照射したときの入射光強度と透過光強度との関係を説明する図。
【図４】直流透過光強度を説明する図。
【図５】第１の実施の形態のヘモグロビン濃度測定装置の効果を説明する図。
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【図６】第２の実施の形態の一酸化炭素ヘモグロビン濃度測定装置のブロック構成図。
【図７】第２の実施の形態の一酸化炭素ヘモグロビン濃度測定装置の動作を説明するため
の図。
【図８】第２の実施の形態の一酸化炭素ヘモグロビン濃度測定装置の効果を説明する図。
【図９】第３の実施の形態の色素濃度測定装置の動作を説明するための図。
【図１０】第３の実施の形態の色素濃度測定装置の効果を説明する図。
【符号の説明】
１、１００　発光部
５、５０　受光部
１４、１４０　ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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