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(57)【要約】
　本発明は、生体組織内の血流を測定する方法、及び前
記方法を実行するための装置に関する。該装置は、レー
ザ及び光センサを有する。レーザは、組織により散乱さ
せられた光ビームの一部がレーザに再入射し、自己混合
効果を得るように、組織を照射する（１０）よう構成さ
れる。光センサにより電気信号として記録される（１１
）結果の光は、組織内の血球の動きに依存するスペック
ルパターンを含む。該信号に対してフーリエ変換が適用
され（１２）、結果の周波数ドメインのスペクトルに対
して指数関数フィッティングが適用される（１３）。こ
れにより、血球の量及びこれら細胞の平均速度に対応す
るパラメータが得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体組織内の血流を測定する方法であって、
　レーザを利用して前記組織をレーザビームにより照射し、前記組織によって散乱させら
れた前記レーザビームの一部を前記レーザに再入射させるステップと、
　光センサを利用して前記レーザから発せられた光を測定し、元の前記レーザビームと前
記散乱させられたレーザビームとの間の干渉によって変化する信号を得るステップと、
　前記信号に対してフーリエ変換を適用し、前記信号のスペクトルを提供するステップと
、
　前記スペクトルに対して指数関数フィッティングを適用し、前記組織内の平均血球速度
及び前記組織内の血液量に対応するパラメータを得るステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　生成された前記スペクトルのそれぞれについて、５乃至１５ｍｓの期間の間に測定され
た光センサ信号が利用される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　幾つかの連続する期間からパラメータのセットが収集される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記パラメータのセットに基づいて脈拍が決定される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記組織内の平均血球速度に対応する前記パラメータと、前記組織内の血液量に対応す
る前記パラメータとを乗算することにより、灌流パラメータが決定される、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記指数関数フィッティングは、０．２ｋＨｚ乃至１０ｋＨｚの間隔で適用される、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　生体組織内の血流を測定するための装置であって、
　レーザビームにより前記組織を照射するレーザであって、前記組織によって散乱させら
れた前記レーザビームの一部を前記レーザに再入射させるように構成されたレーザと、
　前記レーザから発せられた光を測定し、元の前記レーザビームと前記散乱させられたレ
ーザビームとの間の干渉によって変化する信号を得る光センサと、
　前記信号に対してフーリエ変換を適用して前記信号のスペクトルを提供し、前記スペク
トルに対して指数関数フィッティングを適用して前記組織内の平均血球速度及び前記組織
内の血液量に対応するパラメータを得るように構成された処理手段と、
を有する装置。
【請求項８】
　前記レーザは、レンズを通して前記組織を照射するように構成された、請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記レンズの焦点距離は２ｍｍ以下である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記レーザと前記レンズとの間のギャップは２ｍｍよりも小さい、請求項８に記載の装
置。
【請求項１１】
　前記レンズはユーザの指によって触れられ得るように接触可能である、請求項８に記載
の装置。
【請求項１２】
　起動されたときに制御コマンドを選択的に生成するためのボタンを更に有し、前記制御
コマンドは、前記処理手段により得られた前記パラメータと予め設定された内部規則とに
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基づいて送信される、請求項７に記載の装置。
【請求項１３】
　前記予め設定された内部規則は、人間の心拍を表すパラメータが予め設定された範囲内
にある場合に前記制御コマンドを生成するという規則を含む、請求項７に記載の装置。
【請求項１４】
　前記予め設定された内部規則は、前記処理手段が、生きた人物が前記ボタンを押下した
ことを表すパラメータを得ることが可能である場合に前記制御コマンドを生成するという
規則を含む、請求項７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体組織内の血流を測定する方法、及び前記方法を実行するための装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　斯かる装置及び対応する方法は、例えば欧州特許出願公開EP282210A1において開示され
ている。該装置は、レーザ及び線形光センサを利用する。該光センサは、ユーザの皮膚に
より反射されたレーザからの光を記録し、該信号に基づいてユーザの脈拍が決定され得る
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　斯かる装置の欠点は、信号が主に皮膚の動きに依存し、それ故実際の血流を測定しない
という点である。このことは、脈拍以外の血流特性を決定することが困難であることを意
味する。
【０００４】
　それ故本発明の目的は、信頼性の高い方法で、実際の血流パラメータを供給することが
可能な血流検知方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　更に詳細には、第１の態様によれば、本発明は、生体組織内の血流を測定する方法であ
って、レーザを利用して前記組織をレーザビームにより照射し、前記組織によって散乱さ
せられた前記レーザビームの一部を前記レーザに再入射させるステップと、光センサを利
用して前記レーザから発せられた光を測定し、元の前記レーザビームと前記散乱させられ
たレーザビームとの間の干渉によって変化する信号を得るステップと、前記信号に対して
フーリエ変換を適用し、前記信号のスペクトルを提供するステップと、前記スペクトルに
対して指数関数フィッティングを適用し、前記組織内の平均血球（blood cell）速度及び
前記組織内の血液量に対応するパラメータを得るステップと、を有する方法を提供する。
【０００６】
　フーリエ解析と共に自己混合効果を利用し、更に指数モデルを利用して、組織内の実際
の血球の動きのデータを供給することが可能な斯かるセンサを利用することは、実際の血
流パラメータの信頼性の高い決定を可能とする。これらのパラメータは、ユーザの脈拍を
決定するためのみならず、組織内の灌流（perfusion）の尺度を決定するためにも利用さ
れ得る。
【０００７】
　好適な実施例においては、各生成されたスペクトルについて５乃至１５ｍｓの期間の間
、光センサ信号が測定される。このことは、更に信頼性の高いパラメータを提供する。な
ぜなら、組織内の血球の量、及びこれら細胞の平均速度は、斯かる期間の間は一定である
とみなせるからである。
【０００８】
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　好ましくは、パラメータのセットが、幾つかの斯かる期間から収集される。斯かるパラ
メータのセットから、例えばユーザの脈拍が決定されても良い。
【０００９】
　前記組織内の平均血球速度に対応する前記パラメータと、前記組織内の血液量に対応す
る前記パラメータとを乗算することにより、灌流パラメータを決定することも可能である
。
【００１０】
　好適な実施例においては、前記指数関数フィッティングは、０．２ｋＨｚ乃至１０ｋＨ
ｚの間隔で適用される。
【００１１】
　第２の態様によれば、本発明は、生体組織内の血流を測定するための装置に関する。本
装置は、レーザビームにより前記組織を照射するレーザであって、前記組織によって散乱
させられた前記レーザビームの一部を前記レーザに再入射させるように構成されたレーザ
を有する。本装置は更に、前記レーザから発せられた光を測定し、元の前記レーザビーム
と前記散乱させられたレーザビームとの間の干渉によって変化する信号を得る光センサと
、前記信号に対してフーリエ変換を適用して前記信号のスペクトルを提供し、前記スペク
トルに対して指数関数フィッティングを適用して前記組織内の平均血球速度及び前記組織
内の血液量に対応するパラメータを得るように構成された処理手段と、を有する。
【００１２】
　該装置は、以上に定義された方法に対応する利点を提供する。
【００１３】
　好ましくは、前記レーザは、レンズを通して前記組織を照射するように構成され、該レ
ンズは好ましくは２ｍｍより短い焦点距離を持つ。該レンズは、より多くの光がレーザに
再入射するように散乱光を集める。このことはより正確な信号を提供する。
【００１４】
　前記レーザと前記レンズとの間のギャップは、好ましくは２ｍｍよりも小さい。
【００１５】
　好適な実施例においては、前記レンズはユーザの指によって触れられ得るように接触可
能である。このことは指を静止状態に保ち、指の動きにより生じるドップラーシフトがあ
まり起こらないようにする。記録される信号はかくして、更に専ら血球の動きに依存する
ようになる。
【００１６】
　本発明のこれらの及び他の態様は、以下に説明される実施例を参照しながら説明され明
らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　図１は、本発明の実施例による装置即ち血流センサ１を、模式的に断面図で示す。セン
サ１は、レーザダイオードの形をとるレーザ２を有する。レーザ２は１ｍＷのパワーを持
っても良く、８１０ｎｍの波長を持つレーザビーム３を生成する。
【００１８】
　前記レーザから近い距離ｄにおいて、好ましくは凸レンズ４が配置される。レーザビー
ム３は該レンズを通過し、本例においてはユーザの指５である生体組織（勿論センサ１の
形成部分とみなされるべきではない）を照射する。該レーザビームは、一部は指５の中の
血管を流れる赤血球によって、該指の組織により散乱させられる。該散乱させられた光の
一部は反射ビーム６として伝播し、レンズ４により集光され、前記レーザに再入射し、該
レーザにおいて発射光ビーム３と干渉する。このことは、発射光が、レーザビーム３を散
乱させた物体のドップラー速度に依存するスペックルパターンを有するであろうことを意
味する。発射レーザ光の一部は光センサ７に供給され、例えばレンズ４から見てレーザ２
の反対側における光出力に対応する電気信号を得ても良い。光センサ７からの電気信号Ｕ

ｏｕｔは次いで、後に説明するように、信号処理ユニット８により処理され、前記信号か
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ら適切な血流パラメータを決定する。信号処理ユニット８は、ソフトウェア及び／又はハ
ードウェアとして実現されても良い。高いパワーのレーザが利用される場合には、十分な
光が前記レーザに再入射し得るため、前記レンズは省略されても良い。
【００１９】
　血流センサ１は例えば、自己混合干渉計である。該センサは非常に小型にされることが
でき、それ故小型化に適している。該センサは、携帯電話のような携帯型の消費者向け製
品に組み込まれることができる。
【００２０】
　血流検知のためのものではないが上述のセンサに類似した一般的な自己混合センサは、
国際特許出願公開WO02/37410A1に開示されている。該センサは、入力装置として利用され
る。
【００２１】
　本発明の実施例においては、レーザ２とレンズ４との間の距離ｄは小さく、好ましくは
２ｍｍ以下に保たれる。このことは、レーザ３に再入射する反射ビーム６における、より
多くの光を提供する。好ましくは、同じ理由から、レンズ４の焦点距離は短く、好ましく
は２ｍｍよりも短く、ことによると１ｍｍまで短く保たれる。
【００２２】
　有利にも、例えば指のような組織が、測定の間前記レンズと接触したままとされ得るよ
うに、前記レンズはユーザに対して接触可能である。このことは、より好ましい出力信号
を提供する。なぜなら、指がセンサ１に対して移動し、それにより血流に関連しないドッ
プラーシフトを導くようなことがなくなるからである。例えば血流センサが携帯電話に組
み込まれる場合、前記レンズは携帯電話の筐体に配置されても良い。代替として、レンズ
４の上端に配置された透明な面（図示されていない）に指が接触されるようにしても良い
。
【００２３】
　図２は、本発明の実施例による方法におけるステップを示すフロー図である。本方法は
、図２乃至４を参照しながら以下に説明される。
【００２４】
　図１の構成を利用して、電気信号が生成される。かくして最初のステップにおいては、
レーザを利用して、組織がレーザビームにより照射され（１０）、目標の組織により散乱
させられたレーザビームの一部がレーザに再入射することを可能とされる。レーザから発
せられた光は、光センサにより測定される（１１）。元のレーザビームと散乱させられた
レーザビームとの間の干渉により変化する信号が、かくして得られる。
【００２５】
　反射させられた光がレーザに再入射し自己混合効果を引き起こすように、大量の赤血球
がレーザビームを反射させることも想定され得る。これらの血球は、組織内であらゆる方
向に移動しているため、結果の全体的なドップラー信号は、単一の正弦関数とはならない
。その代わり、各血球が、レーザビームの方向における当該血球の速度に依存するドップ
ラーシフトを伴う信号を生成する。高い平均血球速度は高い周波数を持つレーザ光の変動
に帰着し、低い速度は低い周波数に帰着する。
【００２６】
　出射するビームと再入射するビームとの間のドップラーシフトは、スペックル（変動）
パターンの原因であり、大量の正弦関数の合計である。光ダイオードが該スペックルパタ
ーンを記録する。
【００２７】
　図３は、図１における装置の光ダイオードから得られる電気信号の例を示す。該信号は
、ランダム的に出現する。しかしながら上述したように、該信号のスペクトルは、組織内
の血球の速度を示すものである。
【００２８】
　それ故、該電気信号のスペクトルを得るため、前記信号にフーリエ変換が適用される。
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【００２９】
　図４は、図３における信号のような信号の周波数ドメインにおけるスペクトル２０を示
す。血流を大幅に低減させるためにユーザの指の周囲で加圧帯を膨張させた場合に得られ
る対応する信号２１が、同様に図４に示されている。これら２つの曲線の間の差は、図３
の信号におけるスペクトルエネルギーの大部分が、ユーザの指における移動する血球に起
因することを示す。
【００３０】
　斯かる信号のスペクトルは、指数関数となることが予期される（R. Bonner及びR.Nossa
lによる「Model for laser Doppler measurements of blood flow in tissue」（Applied
 Optics、Vol. 20、2097頁（1981年））を参照されたい）。このとき前記スペクトルは、
以下のモデルに従うとみなすことができる。
【数１】

ここでＳはスペクトルエネルギーであり、Ａは振幅（反射に寄与する血球の数の尺度）で
あり、ａは血球の平均半径（例えば０．２７μｍ）であり、ξは血球の非対称性（光がど
のように血球により散乱させられるかを示す尺度であり、０（光が全ての方向に均一に散
乱させられる場合）から１（光が鏡におけるように反射させられる場合）までの値をとり
、例えば０．１である）であり、Ｖは血球の平均速度である。本発明者は、斯かるモデル
が、自己混合レーザセンサにより得られる信号に対しても適切であることを見出した。
　短い時間の間、振幅Ａ及び平均速度Ｖは一定であるという仮定を為すことができる。該
仮定は、例えば１０ｍｓの測定時間の場合に当てはまる。なぜなら、変動即ち脈拍のサイ
クルは、休息している人間の場合１秒と仮定され得るからでる。従って、１ｍｓの時間ス
ロットの間に記録される信号のスペクトルについて、振幅Ａ及び速度Ｖは、決定されたス
ペクトルに対して以下の関数の指数関数フィッティングを実行することにより決定され得
る：

【数２】

【００３１】
　かくして第４のステップにおいて、得られたスペクトルに対して指数関数フィッティン
グが適用され（１３）、組織内の平均血球速度（Ｖ）及び組織内の血流の量（Ａ）に対応
するパラメータに帰着する。指数関数フィッティングを適用するとは、上述したような指
数関数が、得られたスペクトルに対応するように調節されることを意味する。該処理はそ
れ自体良く知られており、LABVIEW（登録商標）のような数学的ツールボックスにおいて
利用可能である。本処理により、平均血球速度（Ｖ）及び振幅（Ａ）即ち組織内の血流の
量の尺度が得られる。指数関数フィッティングは、例えば０．２乃至１０ｋＨｚの間隔で
適用されても良く、これは８１０ｎｍのレーザについては０．１５ｍｍ／ｓ乃至８ｍｍ／
ｓの速度に対応する。また、フーリエ変換を適用する前に、該周波数範囲において光セン
サ信号をバンドパスフィルタリングすることも可能である。
【００３２】
　これらの値は、他の時間スロットについて得られた対応する値と共に利用すると、特に
有用である。時間スロットの長さは、血球の量及びこれら細胞の平均速度を一定とみなす
に十分に短いべきである。５乃至１５ｍｓの時間スロットが適切であると考えられるが、
幾つかの用途については５０ｍｓの時間スロットも想定され得る。スペクトルを決定する
ための測定時間として１０ｍｓが選択された場合、１秒につき振幅の１００個の連続する
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値が得られる。これらの値は、ディスプレイを用いてグラフとしてユーザに表示されるこ
とができるパラメータのセットを構成し、これにより図５に示すように脈拍に対応する変
動が明らかに可視となる。
【００３３】
　それ自体良く知られているように、図５におけるピーク間の距離を測定することにより
、脈拍が該データから決定されることができる。平均速度の値は、同様に変動する。それ
故、速度値もまたユーザの脈拍を決定するために利用され得る。
【００３４】
　振幅Ａと平均速度Ｖとの積を算出することにより、灌流Ｐ（＝Ａ＊Ｖ）の尺度が得られ
る。該パラメータは、ユーザの健康状態を決定するための重要なパラメータである血圧の
一次導関数に依存するため、特に興味深いものである。
【００３５】
　要約すると、本発明は生体組織内の血流を測定する方法、及び前記方法を実行するため
の装置に関する。前記装置は、レーザ及び光センサを有する。前記レーザは、組織により
散乱させられた光ビームの一部がレーザに再入射し、自己混合効果を得るように、組織を
照射するよう構成される。光センサにより電気信号として記録される結果の光は、組織内
の血球の動きに依存するスペックルパターンを含む。該信号に対してフーリエ変換が適用
され、結果の周波数ドメインのスペクトルに対して指数関数フィッティングが適用される
。これにより、血球の量及びこれら細胞の平均速度に対応するパラメータが得られる。
【００３６】
　本発明の方法及びシステムの一用途は、提案された自己混合干渉計センサを、押下する
人物の年齢に応じて反応するプログラム可能なプッシュボタンに実装することである。心
拍数は年齢と共に変化し、大人よりも子供が高い心拍数を持つことが良く知られている。
認可された人物及び認可されていない人物の心拍範囲を含むテーブルが、センサに結合さ
れたメモリに保存されても良い。かくして、ユーザが該ボタンを押下したときに、該ユー
ザの心拍が以上に示したように測定され、該測定された心拍が認可された範囲及び認可さ
れていない範囲と比較される。次いで、該ボタンの押下に関連する要求が、予め設定され
た規則に従って、容認されるか又は拒絶されることができる。
【００３７】
　同様にして、プッシュボタンが、人間による起動にのみ反応するようにプログラムされ
ても良い。かくして、例えばボタンが誤って不注意に押下された（例えば衣服によって）
場合や、又はボタンが十分な継続時間の間押下されなかった場合に、該ボタンの押下に際
して心拍が検出されない場合には、該ボタンはいずれの命令をも起動しないこととなる。
【００３８】
　本発明は、以上に説明された実施例に限定されるものではない。本発明は、添付される
請求項の範囲内で、種々の方法で変更され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の実施例による装置を示す。
【図２】本発明の実施例による方法におけるステップを示すフロー図である。
【図３】図１における装置の光ダイオードから得られる電気信号を示す。
【図４】図３における信号のような信号の周波数ドメインにおけるスペクトルを示す。
【図５】パラメータのセットから得られた振幅信号を示す。
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