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(57)【要約】
　本明細書において開示されているのは、皮膚上に単一
センサを配置して血中酸素濃度を測定するシステム及び
方法である。一態様によれば、一方法は、発光器を使用
して、光を発生させ、皮膚の表面に向かって方向づける
ステップを含む。本方法は更に、検出器を使用して、非
吸収光を受けるステップを含む。本方法は更に、非吸収
光に基づいて血中酸素飽和度を測定するステップを含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光器を使用して、光を発生させ、皮膚の表面に向かって方向づけるステップと、
　検出器を使用して、非吸収光を受けるステップと、
　前記非吸収光に基づいて血中酸素飽和度を測定するステップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記光は、赤色光スペクトル及び赤外光スペクトルのいずれかの光である、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記酸素飽和度を測定する前記ステップは、プロセッサ及びメモリの少なくともいずれ
かを使用して、前記非吸収光に基づいて前記酸素飽和度を測定するステップを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記測定された酸素飽和度を送信するステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記測定された酸素飽和度を送信する前記ステップは、前記測定された酸素飽和度を無
線送信するステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定された酸素飽和度を送信する前記ステップは、前記測定された酸素飽和度を有
線コネクタ経由で送信するステップを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記発光器及び前記検出器に給電するステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　光を発生させ、皮膚の表面に向かって方向づけるように構成された発光器と、
　非吸収光を受けるように構成された検出器と、
　前記非吸収光に基づいて血中酸素飽和度を測定するように構成された、少なくとも１つ
のプロセッサ及びメモリと、
　を備える医療装置。
【請求項９】
　前記光は、赤色光スペクトル及び赤外光スペクトルのいずれかの光である、請求項８に
記載の医療装置。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサ及びメモリは、前記非吸収光に基づいて前記酸素飽和
度を測定するように構成される、請求項８に記載の医療装置。
【請求項１１】
　前記測定された酸素飽和度を送信するように構成された回路を更に備える、請求項８に
記載の医療装置。
【請求項１２】
　前記回路は、前記測定された酸素飽和度を無線送信するように構成されている、請求項
１１に記載の医療装置。
【請求項１３】
　前記回路は、前記測定された酸素飽和度を無線送信するように構成された有線コネクタ
を備える、請求項１１に記載の医療装置。
【請求項１４】
　前記発光器及び前記検出器に給電するように構成された電源を更に備える、請求項８に
記載の医療装置。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年５月１５日に出願された米国特許仮出願第６１／９９３，３０１
号、件名「皮膚上に単一センサを配置して血中酸素濃度を測定するシステム及び方法（Ｓ
ＹＳＴＥＭＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ　ＯＦ　ＯＸ
ＹＧＥＮ　ＬＥＶＥＬＳ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＢＬＯＯＤ　ＢＹ　ＴＨＥ　ＰＬＡＣＥＭＥＮ
Ｔ　ＯＦ　Ａ　ＳＩＮＧＬＥ　ＳＥＮＳＯＲ　ＯＮ　ＴＨＥ　ＳＫＩＮ）」の優先権を主
張するものであり、参照によって、この開示の全内容が本明細書に組み込まれている。
【０００２】
　本開示は、血中酸素濃度を検知するシステム及び手法に関する。特に、本開示は、皮膚
上に単一センサを配置して血中酸素濃度を測定するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　患者の酸素飽和度を監視する非侵襲的な方法として、パルスオキシメトリがある。最も
一般的には、患者の身体の細い部分、通常は指先又は耳たぶに、幼児の場合は足を横断し
て、センサを配置する。そして、２つの波長の光を患者に透過させて光検出器に入れる。
各波長における変化する吸光度が測定される為、静脈血、皮膚、骨、筋肉、及び脂肪を除
いた、脈動する動脈血のみによる吸光度の測定が可能になる。パルスオキシメトリは、特
に便利な非侵襲的測定方法である。
【０００４】
　パルスオキシメータは、（血液標本から酸素飽和度を直接測定する場合と異なり）患者
の血液の酸素飽和度を間接的に監視し、且つ、皮膚内の血液量の変化を、それによって発
生する光電式指尖容積脈波から間接的に監視する医療機器である。典型的には、パルスオ
キシメータは、プロセッサと小形発光ダイオード（ＬＥＤ）のペアとを利用しており、Ｌ
ＥＤのペアは、患者の身体（通常は指先又は耳たぶ）の透光性の部分を挟んでフォトダイ
オードと向かい合う。酸化血液又は酸化ヘモグロビンは、赤外光を多く吸収し、赤色光を
多く透過させる。還元ヘモグロビンは、赤外光を多く透過させ、赤色光を多く吸収する。
フォトダイオードは、吸収されずに透過した光の量を測定する。この測定値は時間変動す
るが、これは、存在する動脈血の量が拍動のたびに増える為である。プロセッサは、典型
的には、発光源として設けられたＬＥＤの反対側に配置されたセンサで受ける光に基づい
て酸素濃度を計算することに使用される。
【０００５】
　しかしながら、現行の方法は全て、皮膚（例えば、指、爪先、舌下ポケット、鼻腔内中
央フラップ組織等）に光を透過させることに関するものであり、その場合、光は、身体の
その部分の一方の側から送出され、身体のその部分の第２又は反対の側又は面で受けられ
る。これらの方法は、どの光が、選択された皮膚部位の一方の側からその皮膚部位の他方
の側にある検出器まで透過するかに基づいて、酸素飽和度を計算する（例えば、経皮酸素
飽和度）。このように、センサを光源の反対側に配置することが必須である。従って、身
体のうちの、光が透過できるほどの細い部分が必要である。身体のうちの、光が透過でき
るほど細くはない部分（例えば、頭、腕、脚等）の酸素飽和度を測定しなければならない
場合、これらの方法では正しい結果が得られないであろう。
【０００６】
　以上から、血中酸素濃度の測定方法を改良することが必要とされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、背景技術の課題を解決するためのものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本概要では、後の「発明を実施するための形態」で詳述される概念を精選し、簡略化し
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て紹介する。本概要は、本特許請求対象の重要な特徴又は本質的な特徴を明らかにするこ
とを意図しておらず、本特許請求対象の範囲を限定することも意図していない。
【０００９】
　本明細書において開示されているのは、皮膚上に単一センサを配置して血中酸素濃度を
測定するシステム及び方法である。一態様によれば、一方法は、発光器を使用して、光を
発生させ、皮膚の表面に向かって方向づけるステップを含む。本方法は更に、検出器を使
用して、非吸収光を受けるステップを含む。本方法は更に、非吸収光に基づいて血中酸素
飽和度を測定するステップを含む。
【００１０】
　上述の概要、並びに後述の様々な実施形態の詳細説明は、添付図面と併せて読むことに
より、よりよく理解される。図面には、説明を目的として、例示的実施形態が示されてい
るが、本開示対象は、開示されている特定の方法及び手段に限定されない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の実施形態による、血中酸素濃度を測定する為の一例示的医療装置を示す
図である。
【図２】本開示の実施形態による、血中酸素濃度の一例示的測定方法のフローチャートで
ある。
【図３】本開示の実施形態による、別の例示的医療装置のブロック図である。
【図４】様々な光波長での酸化ヘモグロビン及び還元ヘモグロビンの光吸収量を表したグ
ラフである。
【図５】本開示の実施形態による、血中酸素濃度曲線を示すグラフである。
【図６】本開示の実施形態による、別の例示的医療装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　法定要件を満たすべく、本開示対象を具体的に記述する。しかしながら、この記述自体
は、本特許の範囲を限定するものではない。むしろ、本発明者等は、本特許請求対象が、
他の現行技術又は将来技術との併用で、本文書に記載のステップ又は要素と類似である別
のステップ又は要素を含む別の様式で実施されてもよいと考えている。更に、本明細書で
は、「ステップ」という語を用いて、使用される方法の様々な態様を含意している場合が
あるが、この語は、個々のステップの順序が明示的に記述されていない限り、又は明示的
に記述されている場合を除き、本明細書において開示されている各種ステップの間の何ら
かの特定の順序を含意しているように解釈されるべきではない。
【００１３】
　本明細書では、「コンピューティング装置」という用語は広義に解釈されたい。この語
は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、その他、並びにこれらの組み合わせ
を含む、あらゆるタイプの装置を包含してよい。コンピューティング装置は、１つ以上の
プロセッサと、メモリ又は他の適切な非過渡的コンピュータ可読記憶媒体と、を含んでよ
く、これらの記憶媒体は、本開示の実施形態による方法を実施する為のコンピュータ可読
なプログラムコードを有する。別の例では、コンピューティング装置は、サーバ又は他の
コンピュータであってよく、データ分析の為に他のコンピューティング装置（例えば、ハ
ンドヘルドの装置又はコンピュータ）と通信可能に接続されてよい。別の例では、コンピ
ューティング装置はモバイルコンピューティング装置であってよく、例えば、スマートフ
ォン、携帯電話、ページャ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォンクライアント付き
モバイルコンピュータなどであってよく、これらに限定されない。別の例では、コンピュ
ーティング装置は、任意のタイプのウェアラブルコンピュータであってよく、たとえば、
ヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）を有するコンピュータであってよい。コンピュー
ティング装置は又、任意のタイプの従来型コンピュータであってよく、たとえば、ラップ
トップコンピュータ又はタブレットコンピュータであってよい。典型的なモバイルコンピ
ューティング装置は、無線データアクセス対応の装置（例えば、ｉＰＨＯＮＥ（登録商標
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）スマートフォン、ＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ（登録商標）スマートフォン、ＮＥＸＵＳ　Ｏ
ＮＥ（商標）スマートフォン、ｉＰＡＤ（登録商標）装置等）であり、これは、インター
ネットプロトコル（ＩＰ）やワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）のような
プロトコルを使用してデータの送受信を無線で行うことが可能である。これにより、ユー
ザは、スマートフォン、携帯電話、ページャ、双方向ラジオ、コミュニケータなどの無線
装置を介して情報にアクセスすることが可能になる。無線データアクセスは、多くの無線
ネットワークによってサポートされており、例えば、ＣＤＰＤ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ（登録
商標）、ＰＤＣ、ＰＨＳ、ＴＤＭＡ、ＦＬＥＸ、ＲｅＦＬＥＸ、ｉＤＥＮ、ＴＥＴＲＡ、
ＤＥＣＴ、ＤａｔａＴＡＣ、Ｍｏｂｉｔｅｘ、ＥＤＧＥなどの２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ、及びＬ
ＴＥの技術によってサポートされており、又、無線データアクセスは、ＰａｌｍＯＳ、Ｅ
ＰＯＣ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＣＥ、ＦＬＥＸＯＳ、ＯＳ／９、Ｊａｖａ（登録商標）ＯＳ、
ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄなど、多くのハンドヘルド装置用オペレーティングシステムで動
作する。典型的には、これらの装置は、グラフィカルディスプレイを使用しており、いわ
ゆるミニブラウザ又はマイクロブラウザ上でインターネット（又は他の通信ネットワーク
）にアクセスすることが可能である（ミニブラウザ又はマイクロブラウザは、無線ネット
ワークの切り詰められたメモリ制約に対応できる、ファイルサイズが小さいウェブブラウ
ザである）。代表的な実施形態では、モバイル装置は、ＧＳＭネットワーク用データ技術
であるＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ））上で動作する携帯電話又はスマートフォンである。従来の音声
通信に加えて、多様なタイプのメッセージ転送技術を用いて、あるモバイル装置が別のそ
のような装置と通信することが可能であり、そのような技術として、ＳＭＳ（ショートメ
ッセージサービス）、拡張ＳＭＳ（ＥＭＳ）、マルチメディアメッセージ（ＭＭＳ）、電
子メール、ＷＡＰ、ページング、又は他の既知の、又は今後開発される無線データフォー
マットがある。本明細書において与えられる実施例の多くはスマートフォン上で実施され
るが、それらの実施例は、コンピュータなど、任意の適切なコンピューティング装置上で
同様に実施されてよい。
【００１４】
　本明細書では、「ユーザインタフェース」という用語は、大まかには、ユーザがコンピ
ューティング装置と対話する為の手段となるシステムを意味する。ユーザインタフェース
は、ユーザがコンピューティング装置を操作することを可能にする入力を含んでよく、且
つ、コンピューティング装置が情報及び／又はデータの提示、ユーザの操作の結果の表示
等を行うことを可能にする出力を含んでよい。コンピューティング装置上のユーザインタ
フェースの一例として、ユーザがタイプ入力より多様な形式でプログラムやアプリケーシ
ョンと対話することを可能にするグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）がある。
ＧＵＩは、典型的には、ユーザが利用できる情報及びアクションを表現する為に、テキス
トベースのインタフェース、タイプ入力されるコマンドラベル、又はテキストナビゲーシ
ョンではなく、表示オブジェクト、及び可視インジケータを提供することが可能である。
例えば、ユーザインタフェースは、表示ウィンドウ又は表示オブジェクトであってよく、
これは、コンピューティング装置のユーザが対話の為に選択可能である。表示オブジェク
トは、コンピューティング装置のディスプレイ画面上に表示されてよく、ユーザがユーザ
インタフェースを使用して表示オブジェクトを選択し、これと対話することが可能である
。一例では、コンピューティング装置のディスプレイは、タッチスクリーンであってよく
、これは表示アイコンを表示することが可能である。ユーザは、ディスプレイ画面の、表
示アイコンが表示されている場所を押下することにより、その表示アイコンを選択するこ
とが可能である。別の例では、ユーザは、コンピューティング装置の他の任意の適切なユ
ーザインタフェース（例えば、キーパッド）を使用して、表示アイコン又は表示オブジェ
クトを選択することが可能である。例えば、ユーザは、トラックボール又は矢印キーでカ
ーソルを動かして、表示オブジェクトをハイライトして選択することが可能である。
【００１５】
　図１は、本開示の実施形態による、血中酸素濃度を測定する為の一例示的医療装置１０
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０を示す図である。図１を参照すると、本開示の実施形態によれば、医療装置１００は、
ヒトの皮膚１０４の表面に配置されるセンサ１０２を含む。センサ１０２は、或いは、皮
膚１０４の表面の近くに配置されてもよい。センサ１０２は、概ね矢印１０８で示される
方向に光を発するように構成された発光器１０６を含む。特に、発光器１０６は、複数波
長の光を発生させてよい。一例では、発生させる光は、赤色光スペクトル及び／又は赤外
光スペクトルの光であってよい。一例として、赤色光の波長は約６５０ナノメートル（ｎ
ｍ）である。しかしながら、波長が２００ｎｍから９００ｎｍである他の光が併用又は代
替として使用されてよいことに注意されたい。別の例として、波長が７００ｎｍから１．
８ミリメートル（ｍｍ）である赤外光が併用又は代替として使用されてよい。複数波長の
光は同時に発せられてよい。この光は、皮膚１０４に向けられ、皮膚１０４を透過してヒ
トの体内に進入してよい。この光の全て又は一部が、概ね矢印１１０で示される方向に反
射されてよい。酸素濃度の適正な測定を可能にする為に、様々な波長の光のＬＥＤエミッ
タが使用されてよい。実施形態によれば、発光器は、赤色光の範囲の１つ以上のＬＥＤと
、赤外光の範囲の１つ以上のＬＥＤと、を含んでよい。
【００１６】
　センサ１０２は、反射光を受けるように位置決め及び構成された検出器１１２を含んで
よい。発光器１０６が発生させる光は、ヒトの体内で反射されて検出器１１２が受けるよ
うな角度に方向づけられてよい。赤外光の物理特性と皮膚内を伝搬する能力とを理由とし
て、センサ１０２は、皮膚１０４のうちの、皮膚１０４の外層とヒトの骨１１４との間の
組織が最も少ない場所に配置されることが望ましいであろう。非限定的な一例は、センサ
１０２をヒトの額に配置することである。センサ１０２は、反射光を測定及び分析してヒ
トの血中酸素飽和度を決定するように構成されてよい。検出器の例として、光検出器、Ｐ
ＩＮダイオード、フォトダイオード、ＣＣＤなどがあるが、これらに限定されず、使用さ
れる発光器の波長に適合可能な動作範囲を有する他のタイプの検出器が使用されてもよい
。
【００１７】
　引き続き、図１を参照すると、センサ１０２は、コンピューティング装置１１６及び内
部電源１１８を含んでよい。コンピューティング装置１１６及び電源１１８は、発光器１
０６及び検出器１１２と作用的に接続されてよい。電源１１６は、コンピューティング装
置１１４、発光器１０６、及び検出器１１２に電力を供給することが可能である。コンピ
ューティング装置１１４は、本明細書に開示の諸機能を実施する為のハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、又はこれらの組み合わせを含んでよい。例えば、コンピュー
ティング装置１１４は、プロセッサ１２０及びメモリ１２２を含んでよい。一例では、コ
ンピューティング装置１１６は、センサ１０２の外部に配置されてもよい。コンピューテ
ィング装置１１６は、発光器１０６からの光の出力を制御するように構成されてよい。コ
ンピューティング装置１１６は又、検出器１１２からの信号を受信して、酸素飽和度及び
他の血液の指標を分析するように構成されてよい。
【００１８】
　図２は、本開示の実施形態による、血中酸素濃度の一例示的測定方法２００のフローチ
ャートを示す。本方法は、この例では、図１に示された医療装置１００によって実施され
るものとして説明されるが、他の任意の適切な装置によって実施されてもよいことを理解
されたい。又、コンピューティング装置１１６は、本方法の機能性が実施されるように、
発光器１０６及び検出器１１８を制御するように適切に構成されてよい。
【００１９】
　図２を参照すると、本方法は、ステップ２００において、発光器を使用して、光を発生
させ、皮膚の表面に向かって方向づける。例えば、図１に示されたコンピューティング装
置１１６は、光を発生させ、皮膚１０４に透過させるように、発光器１０６を制御するよ
うに構成されてよい。光は、概ね矢印１０８の方向に透過するように方向づけられてよい
。光は、骨１１４に到達するまで組織内を進み、骨１１４に反射して検出器１０２に向か
ってよい。光は、組織に反射して検出器１１２に向かってもよい。
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【００２０】
　図２の方法は、ステップ２０２において、非吸収光を受ける。更に、本方法は、非吸収
光に基づいて血中酸素飽和度を測定するステップを含む。引き続き前述の例では、検出器
１１２は、ヒトの組織又は骨１１４に吸収されなかった光を受けることが可能である。検
出器１１２は、受けた光を表す信号を発生させることが可能である。コンピューティング
装置１１６は、発生した信号を受ける為に、検出器１１２と通信可能に接続されてよい。
更に、コンピューティング装置１１６は、血液の酸素飽和度を測定することが可能である
。センサ１０２は、時間に対して酸素飽和度を継続的に測定するように動作可能である。
或いは、酸素飽和度は、異なる複数の時点で（例えば、周期的に）測定されてよい。
【００２１】
　図３は、本開示の実施形態による、別の例示的医療装置１００のブロック図を示す。図
３に示された医療装置１００は、図１に示された医療装置１００と同様であり、異なるの
は、コンピューティング装置１１６及び電源１１８がセンサ１０２のパッケージングの外
に配置されている点である。コンピューティング装置１１６及び電源１１８は、適切なケ
ーブル配線３００により、発光器１０６及び検出器１１２と作用的に接続されてよい。ケ
ーブル配線３００の代替として、コンピューティング装置１１６は、適切な無線接続、例
えば、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）やＷＩＦＩ（登録商標）の通信技術の使用などに
よる、適切な無線接続を介して、発光器１０６及び検出器１１２と作用的に接続されてよ
い。
【００２２】
　実験では、本明細書に開示の装置の、末梢毛細血管の酸素飽和度（ＳｐＯ２）の測定範
囲は３５％から９９％である。更に、この装置は、（７５％から９９％の間で）精度が±
２％又は±２ｂｐｍ（毎分の心拍数（ｂｅａｔｓ　ｐｅｒ　ｍｉｎｕｔｅ））であること
が示されている。
【００２３】
　なお、パルスオキシメトリの原理は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンの赤色光及
び赤外光の吸収特性に基づいている。酸化ヘモグロビンは、赤外光を多く吸収し、赤色光
を多く透過させる。脱酸素化（還元）ヘモグロビンは、赤色光を多く吸収し、赤外光を多
く透過させる。赤色光は、６００～７００ナノメートル（ｎｍ）の波長光帯域にある。赤
外光は、８５０～１０００ｎｍの波長光帯域にある。図４は、様々な光波長での酸化ヘモ
グロビン及び還元ヘモグロビンの光吸収量を表したグラフである。
【００２４】
　本明細書に開示の装置及び方法の開発を検討する上で注目されるのは、関心対象が動脈
血であるのに対し、測定部位には一定不変の光吸収体が存在することである。光吸収体の
例として、皮膚、組織、静脈血、及び動脈血があり、これらに限定されない。しかしなが
ら、心拍があるたびに心臓は収縮し、動脈血が急増し、これによって、測定部位を横切る
動脈血の量が瞬間的に増加する。この為、その急増中は、光吸収量が多くなることになる
。検出器で受ける光信号を波形として見た場合、各心拍に伴うピークと、心拍間の谷部と
が存在するであろう。ピークにおける光吸収量から、谷部における光吸収量（これは全て
の一定不変の吸収体による光吸収量を含む）を差し引くと、血量の増加分のみ、即ち、動
脈血に起因する吸収特性が得られる。
【００２５】
　ＳａＯ２は、全ヘモグロビン量（酸化ヘモグロビン及び還元ヘモグロビン）に対する酸
化ヘモグロビン量の比として、次式のように定義される。
ＳａＯ２＝（ＨｂＯ２＋ヘモグロビン）／全ヘモグロビン
体内組織は、透過する血液の酸化レベルに応じて、光吸収量が異なる。この特性は非線形
である。上式は、検出装置の下を通過するいかなる瞬間においても存在する酸化／還元ヘ
モグロビンの通常比である。センサからの読みが取得されたら、酸素飽和度のパーセント
値がシステムによって計算される為、エンドユーザには最終的な数値だけが表示され、エ
ンドユーザは計算を行う必要がない。
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【００２６】
　赤色波長は約６６０ｎｍであってよく、赤外波長は約８８０ｎｍであってよい。これら
の波長における動脈血反射の比は、血液中の酸素の量に比例してよい。
【００２７】
　図５は、本開示の実施形態による、血中酸素濃度曲線を示すグラフである。この曲線は
、時間に対する酸化ヘモグロビンを示す。この曲線は、人体の循環系が酸化／還元ヘモグ
ロビンをどのように動かしているかを示す為に用いられ、温度、脈圧、及びｐＨの各因子
による変化を示している。血中酸素濃度のパーセント値を求める式は、次のように表され
る。
％ＨｂＯ２＝－３０．６６７×ｒａｔｉｏ２＋１０×ｒａｔｉｏ＋１０２．６７
但し、ｒａｔｉｏは、６６０ｎｍにおける動脈血の反射率を８８０ｎｍにおける動脈血の
反射率で割った比である。
【００２８】
　オキシメータは、動脈血中のヘモグロビンの酸素飽和度を測定するように動作可能であ
る。オキシメータは、例えば、センサ、センサからの信号を処理するマイクロプロセッサ
ユニット、及びディスプレイを含んでよい。
【００２９】
　図６は、本開示の実施形態による、別の例示的医療装置１００を示す図である。図６を
参照すると、医療装置１００は、発光器１０６及び検出器１１２を有するセンサ１０２を
含むパッチ６００を含む。パッチ６００は、粘着剤などにより、患者の胸部、又は他の、
身体の適切な場所に貼り付けられるように適切に構成されてよい。装置１００は、検出器
１１２から出力される信号を調整する為に、（例えば、有線又は無線接続により）センサ
１０２に適切に接続された駆動電子回路及びインピーダンス変換増幅器６０２を含んでよ
い。更に、医療装置１００は、コンピューティング装置６０６とインタフェースする為の
ネットワークアナログデジタル（Ａ／Ｄ）及びデジタルアナログ（Ｄ／Ａ）コネクタ６０
４を含む。コンピューティング装置は、適切な読み取りソフトウェアを有してよい。コネ
クタ６０４は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インタフェースを介してコンピュー
ティング装置６０６に作用的に接続されてよい。本明細書に開示の装置及びシステムを使
用できる装置には、鬱血性心不全監視装置、睡眠時無呼吸監視装置、救急医療監視装置、
心臓救助装置、心肺蘇生装置、及び他の、エンドユーザが人体内の血中酸素濃度を非侵襲
的に測定する為の装置が含まれる。
【００３０】
　使用した式は、人間用の標準的なモデルであり、これらの式は、脈圧、血液ｐＨ、及び
温度の各因子の様々な変化を考慮に入れている。図５のグラフに示されるように、比は、
赤色エミッタの反射量を赤外エミッタの反射量で割ったものであり、検出器１１２によっ
て算出される。比が０から２まで動くと、％ＳｐＯ２の量は１００％から０％まで動く。
【００３１】
　本明細書に記載の様々な手法は、ハードウェア又はソフトウェア、或いは、必要に応じ
て、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせにより、実施されてよい。従って、本開示
の実施形態の方法及び装置、或いは、これらの特定の態様又は部分が、フロッピーディス
ケット、ＣＤ－ＲＯＭ、ハードドライブ、又は他の任意のマシン可読記憶媒体のような有
形媒体において実施されるプログラムコード（即ち、命令）の形をとってよく、このプロ
グラムコードがコンピュータなどのマシンにロードされて実行されると、マシンは、本開
示対象を実施する装置になる。プログラムコードがプログラム可能なコンピュータで実行
される場合、このコンピュータは、一般に、プロセッサと、プロセッサ可読な記憶媒体（
揮発性及び不揮発性のメモリ及び／又は記憶素子を含む）と、少なくとも１つの入力装置
と、少なくとも１つの出力装置と、を含んでよい。１つ以上のプログラムが、コンピュー
タシステムと通信する為に、高レベルの手続き型又はオブジェクト指向型のプログラミン
グ言語で実装されてよい。しかしながら、プログラムは、必要に応じて、アセンブリ言語
又は機械語で実装されてもよい。いかなる場合でも、言語は、コンパイラ型言語又はイン
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【００３２】
　記載された方法及び装置は、何らかの伝送媒体、例えば、電気配線又はケーブル配線、
光ファイバ、又は他の任意の伝送形式で伝送されるプログラムコードの形で実施されても
よく、このプログラムコードが、ＥＰＲＯＭ、ゲートアレイ、プログラマブルロジックデ
バイス（ＰＬＤ）、クライアントコンピュータ、ビデオレコーダなどのマシンで受けられ
、このマシンにロードされて実行されると、マシンは、本開示対象を実施する装置になる
。このプログラムコードは、汎用プロセッサ上で実施された場合には、そのプロセッサと
の組み合わせで、本開示対象の処理を実施するように動作する固有の装置を実現する。
【００３３】
　ある実施形態又は態様の特徴と、他の任意の実施形態又は態様の特徴とを、任意の適切
な組み合わせ方で組み合わせてよい。例えば、方法の態様又は実施形態の任意の個別の特
徴又は特徴の集合体が、装置、システム、製品、又は部品の態様又は実施形態に適用され
てよく、且つ、装置、システム、製品、又は部品の態様又は実施形態の任意の個別の特徴
又は特徴の集合体が、方法の態様又は実施形態に適用されてよい。
【００３４】
　様々な図面の様々な実施形態に関して実施形態を説明してきたが、他の同様の実施形態
も使用されてよいこと、或いは、説明された実施形態から逸脱することなく同じ機能を実
施する為に、説明された実施形態に対して修正や追加が行われてよいことを理解されたい
。従って、本開示の実施形態は、いかなる単一の実施形態にも限定されるべきでなく、む
しろ、添付の特許請求の範囲に従う広さ及び範囲において解釈されるべきである。
　

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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