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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の準円筒状の筐体部と、当該準円筒状の筐体部の長手方向の軸に平行な結
合部材とを有する一体の加圧帯筐体と、
　前記第１の筐体部に装着された光源と、
　前記第２の筐体部の所定位置に装着され、前記加圧帯筐体内に配置された測定部位を貫
通する前記光源からの透過光を受光する光検出器と、
　前記加圧帯筐体内部及び前記測定部位の周囲に適合するように調整された膨張可能な加
圧帯と、
　を備える血液指標の体外光学測定用の部位透過照射加圧帯。
【請求項２】
　前記膨張可能な加圧帯は、交換可能な加圧帯である、請求項１に記載の部位透過照射加
圧帯。
【請求項３】
　前記第１の筐体部に装着された第２の光源をさらに備え、前記光源及び該第２の光源は
、円周上に離間されて配置されている、請求項１に記載の部位透過照射加圧帯。
【請求項４】
　前記加圧帯は、複数の留め具により前記加圧帯筐体に装着されることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか１項に記載の部位透過照射加圧帯。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この出願は、２００１年６月２０日に出願された米国仮特許出願番号６０／２９９，４
６２の利益を主張し、当該仮出願は、ここで、引用により包含される。
【０００２】
　本発明は、人及び動物の血圧及び酸素飽和度のような指標の体外測定に関し、より詳細
には、身体部位を照射する膨張可能な加圧帯を用いた血液指標の体外光学測定に関する。
【背景技術】
【０００３】
　血液指標の多数の体外測定方法が知られている。例えば、加圧帯及び聴診器を使用する
聴診的方法により、また、身体部位に接触させる加圧帯のみを必要とする振動計測方法に
よって測定されてきた。従来の振動計測方法は、心収縮圧力より高い圧力からゼロ圧力に
至る加圧帯の収縮時に、身体部位中の動脈を横切って、加圧帯に伝達される微小振幅のパ
ルス状圧力振動に依拠する。そのような動脈圧力振動は、加圧帯圧力の対応する振動を発
生させ、この加圧帯圧力振動は、増幅可能であり、心収縮圧力、平均圧力及び心拡張圧力
を識別するために使用され得る。例えば、Ｐｏｓｅｙらによって、最大振幅振動時の加圧
帯圧力は、平均動脈圧力に対応することが立証されてきた。下記の非特許文献１を参照の
こと。さらに、下記の非特許文献２及び非特許文献３を参照のこと。全てのこれらの文献
は、ここで、引用により参照される。
【非特許文献１】Ｐｏｓｅｙらの"The Meaning of the Point of Maximum Oscillations 
in Cuff Pressure in the Direct Measurement of Blood Pressure", Part1, Cardiovasc
ular Res. Ctr. Bull.8(1):15-25, 1969
【非特許文献２】Ｒａｍｓｅｙの"Noninvasive Automatic Determination of Mean Arter
ial Pressure", Med. Biol. Eng. Comput. 17:17-18, 1979
【非特許文献３】Ｇｅｄｄｅｓらの"Characterization of the Oscillometric Method fo
r Measuring Indirect Blood Pressure", Annals of Biomedical Engineering, Vol.10,p
p.271-280, 1982
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　商業的に利用可能な振動計測装置は、ある用途には有効であるが、特に、例えば、その
小さい手足に非常に微小な振幅の圧力パルスが発生する新生児及び未熟児での使用、及び
、動物の手足及び尾等が従来の振動計測装置には小さ過ぎる小動物の医療での使用には適
さない。
【０００５】
　IEEE Engineering in Medicine and Biology, 87-91,March/April,1997に出版されたＧ
ｅｄｄｅｓによる、"Heritage of the Tissue-Bed Oximeter"という題名のレビュー記事
に述べられているように、パルス酸素濃度計は、酸素飽和度の体外測定用の既知の装置で
あり、この記事は、ここで、参照により引用される。しかしながら、従来のパルス酸素濃
度計は、酸素濃度測定に使用されるセンサと同一のセンサを用いて血圧を測定するための
組合せ手段を有しない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの観点によれば、透過照射する加圧可能な加圧帯は、第１及び第２の準円
筒状部と、該準円筒状の筐体部の長手方向の軸に平行な結合部材とを有する加圧帯筐体を
含む。１以上の光源が第１の筐体部に装着され、光検出器が、第２の筐体部の所定の位置
に装着され、加圧帯筐体内に配置された身体部位を貫通する光源からの透過光を受光する
。光の透過する膨張可能な加圧帯は、加圧帯筐体内及び身体部位の周囲に適合するように
調節される。骨による照射光線の遮断を最小限にするために、円周上に離間された２つの
光源を使用することが好ましい。
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【０００７】
　本発明の１つの実施形態は、微小な身体部位、例えば、小動物の手足と尾、及び幼児、
特に、低出生重量（８－１／２ポンド）の幼児の手足における血圧及び酸素飽和度を測定
するために、容易に適用される加圧帯を提供する。
【０００８】
　本発明の別の観点は、狭小な身体部位に使用可能な光振動計測法である。従来の振動計
測法は、加圧帯圧力における微小振幅振動若しくはパルスに基づいて構成される。従来法
を有効に活用するには、加圧帯中に検出可能な圧力パルスの存在を必要とする。そのよう
なパルスは、身体の小さい子供では極端に微小であり、及び、新生児及び未熟児において
はさらに微小である。これらの測定対象においては、従来の振動計測法は信頼性に欠け、
また、小動物においても同様に信頼性に欠ける。加圧帯の圧力パルスを検出する代わりに
、本発明に係る振動計測法は、加圧可能な加圧帯の光源と光学的に結合された光検出器か
らのパルスのような光パルスを検出する。新しい方法は、微小な身体部位において心収縮
圧力、平均圧力及び心拡張圧力を取得するために使用可能なパルスの、信頼性があり効率
的な検出を許容する。実際に、測定部位が狭小になるに伴い、光パルス信号が増大するこ
とが見出されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　発明原理の理解を助ける目的のために、図面中に図解された実施形態に対して説明がこ
れからなされるであろう。また、この説明を記述するために特定の用語が使用されるであ
ろう。さらに、ここでは、発明の範囲のいかなる限定も意図されず、発明を限定しない図
示された装置の変更及び改良、及び、ここで図解されたような発明原理のさらなる応用は
、それらが本発明の関連分野の当業者が通常着想するものとして含まれていることが理解
されるであろう。
【００１０】
　図１に図示される、測定部位を透過照射し光が透過する加圧可能な本発明に係る加圧帯
の１つの実施形態では、剛性のある管１２が弾性のある側壁１４を有する。この側壁には
、圧力源、例えば空気供給部への接続用入口１６、及び、例えば水銀圧力計への接続用出
口１８が提供されてもよい。代替的に、以下に述べる図２の実施形態におけるように、入
口１６は単独の加圧部であってもよい。弾性のある側壁と剛性のある管との間に印加され
る圧力によって、側壁は、そこに配置された指２０のような管内の身体部位を圧縮する。
この実施形態は、また、他の用途の中でも、例えば、小動物の尾にも有効である。剛性の
ある管は、１つの光源２２と１つの光検出器２４とを有し、これらは、図面にて図示され
るように直径の両端に対置され得る。代替的に、以下に述べるように２つの光源が提供さ
れてもよい。別の実施形態では、光源及び光検出器は、加圧帯筐体に互いに隣接して取り
付けられ、血圧及び酸素飽和度は、身体部位の構造による光の反射に基づいて測定される
。
【００１１】
　図２及び図３を参照して、本発明に係る加圧帯３０の別の実施形態は、第１及び第２の
準円筒状部３４及び３６と、準円筒状筐体部の長手方向の軸に平行な取付部材３８とを有
する加圧帯筐体３２を含む。２つの筐体部の軸は、互いに平行であり、取付部材を有する
筐体が閉成されたときに、一致して共通の軸を形成する。骨を含む身体部位への加圧帯の
使用を助長するために、即ち、骨の影響を避けるために、２つの光源４０及び４２が、他
の筐体部に装着された光検出器４４に対向して、１つの筐体部の円周に離間して配置され
ている。この構成は、血圧が体外測定される部位の骨４５の周囲の構造体を貫通する光の
透過を増大させる。ＬＥＤ及び光検出器の角度は、図３に示すように配置可能であり、代
替的には、ＬＥＤ及び光検出器は、略１２０度離間して配置されてもよい。Ｅｐｉｔｅｘ
，Ｋｙｏｔｏ，日本から利用可能なＬ６６０／８０５／９７５－４０Ｄ００型のようなＬ
ＥＤは、好適な光源であり、好適な光検出器は、ＱＴ　Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ
から利用可能なＱＳＤ７２３型光抵抗器若しくは光ダイオードである。上記のＬＥＤは、
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多波長のＬＥＤであり、該ＬＥＤは、後述するように、血液酸素飽和度の測定に有用であ
る。代替的に、２つの単色ＬＥＤが使用されてもよい。
【００１２】
　膨張管５６内に交換可能な部品として提供可能な光を透過する膨張可能な加圧帯４６は
、加圧帯筐体３２内及び身体部位の周囲に適合するように調節されており、この目的のた
めに筐体部に配置されている複数の留め具４８により、所定位置に保持されている。新生
児用でＷ．Ａ．Ｂａｕｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから利用可能な型の単一管膨張加圧帯が、ＬＥ
Ｄから発せられる波長帯の光を透過する材料から成っている場合には、そのような目的に
は好適であろう。ＰＶＣが現状では好ましいが、ラテックス及びポリウレタンも、透過度
を変更するには好適である。同様の交換可能な加圧帯は、図１の実施形態における側壁１
４としても機能可能である。タルク粉は、好ましくは環状加圧帯と共に使用され、該加圧
帯の取付及び取り外しを一層容易にし、結果的に安定装着に役立つ。
【００１３】
　加圧帯筐体は、金属若しくはプラスチックから成り、上述した取付部材により共に結合
される２つの別体に形成された部材であり得る。代替的に、準円筒状部材と該取付部材と
が、一体のプラスチック筐体として同時に形成されてもよい。後者の場合には、筐体は、
一体化された取付部材近傍において、他の場所よりも実質的に肉薄であり、従って、全て
の場所において、該筐体は、加圧帯の圧力に耐えるのに適した厚さを有する。筐体は、テ
ープ、ラッチ、若しくは他の好適な手段により閉成されて保持され得る。大多数の人間用
加圧帯に対する好適な軸方向長さは、測定部位の周囲の略４０％であり、加圧帯は該測定
部位に対して使用可能に設計されている。加圧帯の長さは、好ましくは、光振動の最大振
幅が真の平均動脈圧力に一致するように定められる。加圧帯が短すぎる場合には、最大振
幅の光振動に対する加圧帯圧力により識別されるように、加圧帯は、平均圧力とは直接対
応しない高い圧力を与える可能性がある。４５％近傍の比率が、狭小な身体部位に対して
は、適切であり得る。例えば、これまでの実験は、人の小指及び豚の尾に対しては、４３
％の比率が、ねずみの尾に対しては、４５％の比率が適当であることを示す。
【００１４】
　図４を参照して、加圧帯は、膨張管５６によって、マイクロプロセッサ６０により制御
されるポンプ５８に接続されている。加圧帯に至るラインの圧力は、マイクロプロセッサ
に供給される信号出力を有する圧力トランスデューサ６２により測定される。好適なトラ
ンスデューサは、Ｃｏｂｅ　Ｌａｂｓ，Ｌｉｔｔｌｅｔｏｎ，Ｃｏｌｏｒａｄｏから利用
可能である。加圧帯が入口及び出口を有する図１のような実施形態においては、圧力トラ
ンスデューサは、出口に接続される。Ａ／Ｄ変換がマイクロプロセッサ若しくはトランス
デューサにて実行されてもよく、さらに、第２のＡ／Ｄ変換器を用いて、Ａ／Ｄ変換がこ
れらの２つの間で実行されてもよい。マイクロプロセッサは、ＬＥＤを制御し、さらに、
血圧測定時には、２つのＬＥＤを連続的に励起する。光検出器は、増幅器６４を介してマ
イクロプロセッサに供給される出力信号を生成する。増幅された光検出器の出力信号は、
マイクロプロセッサが内部Ａ／Ｄ変換器を有する場合には該マイクロプロセッサそれ自体
で、若しくは、増幅器とマイクロプロセッサとの間に提供される別のＡ／Ｄ変換器にて、
デジタル形式に変換される。
【００１５】
　マイクロプロセッサは、光検出器のデジタル化された出力信号に基づいて、心収縮圧力
、平均圧力及び心拡張圧力に対応する加圧帯圧力信号中の点を識別するように好適にプロ
グラムされ、図４に示すような複数の表示部を具備し得る、若しくは、遠方での記録用の
出力を提供することができる表示装置６５に、対応する値を表示する。
【００１６】
　増幅器６４の１つの好適な実施形態は、可変ゲイン増幅器である。そのような増幅器及
び、図４に示すような該増幅器のゲイン制御入力部に接続されたフィードバック回路６６
を使用する場合には、測定システムの感度は、血圧測定に対する適切な水準に自動的に調
整され得る。加圧帯の膨張前に、光検出器の出力パルスの振幅に基づいて感度を設定する
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のが有効であることが見出されている。このパルスは、血圧測定中に得られるパルスの最
大ピーク振幅の１／３乃至１／２の大きさのピーク振幅を有し得る。そのようなパルスは
、図５において参照番号６８により示され、図５は、血圧測定前及び血圧測定中の光検出
器の出力信号に対する例示的波形を示す。感度調整は、血圧測定中には実行できない。即
ち、増幅器６４のゲイン、従って、システム感度は、血圧測定中には固定されている。パ
ルス率（pulse rate）は、加圧帯膨張前及び加圧帯収縮後に発生する光パルスから決定可
能であり、図４にて示されるように、血圧値と共に表示され得ることが注記されるべきで
ある。
【００１７】
　加圧帯圧力が心収縮圧力よりも上昇すると、全ての振動は停止する。加圧帯圧力が心収
縮圧力よりも低下すると、パルスが再度出現し、さらに、加圧帯圧力が低減された時には
、光パルスの振幅が増大して最大に達し、その点では、加圧帯圧力は、平均動脈圧力と同
一であると考えられている。加圧帯圧力の連続的な減少に伴って、振動振幅は減少し、一
定水準に戻る。図５は、心収縮圧力（Ｓ）、平均圧力（Ｍ）及び心拡張圧力（Ｄ）に対応
する加圧帯圧力曲線７０上の点を識別するための信号を示す。図５は、曲線７０により表
される加圧帯加圧サイクル中に得られる例示的な光パルス波形６９を示し、且つ、心収縮
圧力、平均圧力及び心拡張圧力の発生にそれぞれ一致する点における、パルス波形のピー
ク振幅Ａｓ，Ａｍ及びＡｄを示す。心収縮圧力は、比Ａｓ／Ａｍに基づいて識別され、心
拡張圧力は、比Ａｄ／Ａｍに基づいて識別される。特に、これらの割合は、振幅Ａｍと積
算されて振幅Ａｓ及びＡｄが得られ、時分割された対応点は、必要であれば、隣接するパ
ルスの補間により、光パルス波形に基づいて識別される。適切な比が実験的に判別されて
いる。測定対象の人の上腕部に適用される従来の加圧帯であって、且つ、加圧帯幅（軸方
向長さ）が測定部位の周囲の４０％に等しい場合には、心収縮圧力は、振幅比Ａｓ／Ａｍ

が０．５０であるときに発生し、心拡張圧力は、振幅比Ａｄ／Ａｍが０．８０に等しい場
合に発生する。上述したように、加圧帯の軸方向長さは、好適には、人の小指、及び、ね
ずみ若しくは豚の尾に対してその測定部位の周囲の４３乃至４５％に等しい。これまでの
実験は、ねずみの尾に関して適当な寸法にされた加圧帯の場合には、対応する比Ａｓ／Ａ

ｍ及びＡｄ／Ａｍが、それぞれ、０．６及び０．８５である、ことを示す。人の小指に対
しては、対応する比Ａｓ／Ａｍ及びＡｄ／Ａｍは、それぞれ、０．２及び０．６５である
。
【００１８】
　図６は、加圧帯圧力信号の分割部７２及び７４によりそれぞれ示されるように、加圧帯
圧力が直線的に増加され、その後、直線的に減少され、２組の光パルスデータ７６及び７
８が取得される、本発明の１つの実施形態に対する例示的な波形を図解する。図面にて示
されるように、第１の組のパルス７６では、心拡張圧力、平均圧力及び心収縮圧力がその
順番で発生する、加圧帯圧力上昇７２中の時分割された点が示される。逆に、第２の組の
パルス７８では、心収縮圧力、平均圧力及び心拡張圧力がその順番で発生する、加圧帯圧
力低下７４中の時分割された点が示される。このようにして、各圧力に対して２つの値が
取得されて平均可能であり、この平均値は表示され得る。
【００１９】
　再度図４を参照して、このシステムは、酸素飽和度測定用のパルス酸素濃度計を含み得
る。血液酸素飽和度は、全ヘモグロビン（Ｈｂ＋ＨｂＯ２）に対する酸素化ヘモグロビン
（ＨｂＯ２）の比として定義され、典型的には、百分率として表される。パルス酸素濃度
計は、指先のような構造体を通過する光の２つの波長における光透過度を測定することに
より、酸素飽和度を判別する。図７に示すように、ヘモグロビン（Ｈｂ）は、６５０ｎｍ
において透過が殆どなく、８０５ｎｍにおいては、ヘモグロビン（Ｈｂ）及び酸素化ヘモ
グロビン（ＨｂＯ２）は、同等に良好に透過し、後者の波長は、等透過点（isobetic poi
nt）として知られている。図７から認識可能なように、８０５ｎｍにおける透過度は、酸
素飽和度には依存しない。開示された実施形態においては、他の波長が含まれているが、
１つのＬＥＤは、赤色ＬＥＤであり、好ましくは、略６５０ｎｍの波長において作動し、
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他のＬＥＤは、赤外ＬＥＤであり、好ましくは、８０５ｎｍの波長で作動する。
【００２０】
　２つのＬＥＤは、例えば、２００パルス／秒の速度にて、短い間隔で交互に励起される
。この技術は、高強度短寿命パルスの使用を許容する。この機能は、別々の狭帯域ＬＥＤ
を用いて、若しくは、上述したＥｐｉｔｅｘＬ６６０／８０５／９７５－４０Ｄ００のよ
うな１つの多波長ＬＥＤを用いて実行され得る。後者の場合には、１つのそのようなＬＥ
Ｄは、酸素濃度測定にも併用される。上述したように、光検出器は、広帯域検出器であっ
てもよく、該検出器は、赤色ＬＥＤが励起されたときに該赤色ＬＥＤから測定部位を透過
した光を検出し、次いで、赤外ＬＥＤが励起されると、この部位を通過する赤外放射を検
出する。相互に同期した検出が最も高い信号対ノイズ比を達成するために使用される。結
果的に２つの利点が発生し、その一つは、低い平均出力と加熱が最小限度であることであ
り、第２は、システムが大気中散乱光の影響を受け難いことである。赤色信号及び赤外信
号が採取され、酸素飽和度を得るために処理される。短い表示応答時間とアナログ及びデ
ジタル出力とが、外部装置への接続用に提供されてもよい。自動感度調整は、酸素飽和度
測定中には不可能である。
【００２１】
　測定用のベースラインは、始めに、加圧帯を膨張させて、加圧帯中の部位から従って光
路から、全ての血液を押し出すために十分な高圧に到達させることにより取得可能である
。例えば、図６における平坦部（plateau）７３により示されるように、血液のない状態
の透過度の読みを得るために、加圧帯圧力は、所望の時間、最大圧力で保持可能であり、
この読みは、１００％透過時の値とみなされ得る。加圧帯圧力が解放されると、血液が光
路に入り、赤色透過度及び赤外透過度が測定される。光密度が、各透過信号に対して計算
され、さらに赤外光密度に対する赤色光密度の比が計算されて、酸素飽和度の百分率に対
応する出力値を提供するための尺度とされる。
【００２２】
　Ｂｅｅｒの法則は、光密度（Ｄ）を溶解した物質の濃度に対応付ける。光密度（Ｄ）は
、ｌｏｇ（１／Ｔ）に等しく、ここで、Ｔは透過度である。従って、酸素飽和度（ＳａＯ

２）は以下の式により与えられる。
【式１】
【００２３】
　ＳａＯ２＝Ｄ６５０／Ｄ８０５＋Ｂ
ここで、Ｂは、定数である。この等式は、Ｂｅｅｒの法則に基づいた線形関係を予測する
。しかしながら、Ｂｅｅｒの法則は、光吸収物質が溶解された溶液に適用される。血液は
懸濁液であり、結果的に、酸素飽和度と、赤色放射及び赤外放射の光密度比との間の関係
は、図８に示すように、非線形である。３０％乃至６０％の間では、上記関係は略線形で
あり、この範囲より大きくなると、上記関係は非線形である。図８の曲線は、例えば、ル
ックアップテーブルの形式にて、マイクロプロセッサにプログラム可能で酸素飽和度の計
算用に好適な較正曲線の例である。血液酸素飽和度の測定方法に関するさらなる情報は、
ここで参照により引用される以下の文献にて発見可能である。すなわち、Ｇｅｄｄｅｓら
による"Heritage of the Tissue-Bed Oximeter"IEEE Engineering in Medicine and Biol
ogy, 87-91,March/April,1997、及び、Ｇｅｄｄｅｓ及びＢａｋｅｒの"Principles of Ap
plied Biomedical Instrumentation",第３版、Wiley, New York,1989である。
【００２４】
　酸素濃度計の較正は、赤色伝播路（red channel）及び赤外伝播路（infrared channel
）に対して同一の光感度を得るためにこれら伝播路に対する出力のバランスをとること、
及び、２つの伝播路が確実に赤色放射及び赤外放射に対して線形的な応答を有すること、
を含む。
【００２５】
　本発明は、また、呼吸動作と共に酸素飽和度が変化するという事実を利用する。呼吸が
緩やかで深いときには、図９により示されるように、酸素飽和度は、かなり変化し、図９
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は、流通式酸素濃度計を使用して昏睡状態の犬から得られた呼吸、酸素飽和度及び血圧の
記録である。所定の呼吸速度で発生する飽和度の周期的変化が、グラフ中で確認され得る
。商業的に利用可能なパルス酸素濃度計は、応答時間が長すぎるので、該応答時間に対応
しない呼吸速度を有したこの重要な医学的徴候を示すことができない。本発明によるパル
ス酸素濃度計は、この酸素飽和度の変化を表示可能なように十分短い応答時間を有し、こ
の変化は、換気装置の設定時の指標として使用可能である。
【００２６】
　図１０は、上述したように豚の尾に適用される環状加圧帯を用いた赤色伝路及び赤外伝
播路に対する透過度のアナログ記録である。呼吸変動は、２つの波長におけるパルス信号
の包絡線９０において明確であり、呼吸速度を算出して表示するために、この変動は、従
来の信号処理技術によって高周波数側振動９２から分離可能である。
【００２７】
　図１１は、人間の測定対象に対する酸素飽和度の対時間記録である。表示される酸素飽
和度は、５つの鼓動の移動平均である。測定対象が、通常の呼吸をしている場合には、血
液は、約９９％飽和されている。しかしながら、信号は、呼吸による微小変動を含む。増
大され確実な酸素飽和度の変動は、対象が深呼吸をした時に発生し、次いで、測定対象が
、その呼吸を１．５分間停止すると、酸素飽和度は、６０％まで低下する。測定対象が息
を深く吸い込んだ時には、酸素飽和度は急上昇する。
【００２８】
　上記のことから、開示されたシステムは、パルス記録、血圧測定及び酸素飽和度測定を
、単一のトランスデューサを用いて提供することにより、従来装置に対して重要な利点を
有することが認識されるであろう。さらに、加圧帯が膨張した時には、該加圧帯は、加圧
帯中にて測定部位の自動軸調整を提供し、従って、適切な配置を確実にする。
【００２９】
　本発明は、図面及び上述の記載において、図解され詳細に説明されてきたが、その一方
で、記載事項は、特徴を図解するものであって、これを制限するものではないと考えられ
るべきであり、好ましい実施形態のみが示され説明されてきたこと、及び、本発明の範囲
に属するすべての変更及び改良が望ましくは保護されるべきであること、が理解されるで
あろう。例えば、図２の実施形態は、２つの発光体と１つの検出器とを有するものとして
前述されたが、この実施形態には、代替的に、１つの発光体と２つの検出器とが、若しく
は、複数の発光体及び複数の検出器の組み合わせが提供可能である。このシステムには、
トランスデューサが望ましくはモニタされるべき測定部位から取り外されている時に作動
するアラームが提供されてもよい。このアラーム回路は、例えば、予め定められた閾値を
越えて光路内に光吸収物質がないことを表す光センサ出力信号レベル、若しくは、光パル
スの存在しない他の条件と組み合わせた条件、に対応するように設計可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明に係る透過照射加圧帯の円筒状実施形態の側面図である。
【図２】本発明に係る透過照射加圧帯の結合部材付実施形態の斜視図である。
【図３】図２の加圧帯の横断面図である。
【図４】部位透過照射加圧帯を含む血液指標測定システムのブロック図である。
【図５】本発明に係る加圧帯を小指に用いて測定対象の人から得られた一組の例示的な波
形である。
【図６】別組の例示的な波形である。
【図７】ヘモグロビン（Ｈｂ）及び酸素化ヘモグロビン（ＨｂＯ２）の分光特性を図解す
る。
【図８】本発明に係る酸素飽和度測定用較正曲線の例である。
【図９】流通式酸素濃度計を用いて昏睡状態の犬から得られた、呼吸、酸素飽和度及び血
圧の記録である。
【図１０】本発明に係る加圧帯を用いて光が測定部位を貫通して透過する際の呼吸変動を
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図解する。
【図１１】測定対象の人の呼吸停止中における時間の関数としての酸素飽和度の記録であ
る。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】
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