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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔内に空気振動圧を加えるための加圧手段と、
　この加圧手段を駆動する信号であって、複数の異なる周波数から間引きして残った周波
数成分のみを有するように周波数間引きされた信号であるオシレーション波による空気振
動圧を生じさせる制御手段と、
　口腔内の圧力を検出する圧力検出手段と、
　呼吸による流量を検出する流量検出手段と、
　前記加圧手段による加圧状態下において前記圧力検出手段と前記流量検出手段により得
られる信号を得て、この得られた信号をフーリエ変換してスペクトルを得るフーリエ変換
手段と、
　このフーリエ変換手段による変換結果について間引きした周波数成分対応のスペクトル
により呼吸高周波成分を求め、間引きにより残った周波数成分対応のスペクトルから減算
してオシレーション波成分を取り出す抽出手段と、
　この抽出手段による抽出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分で除算することに
より呼吸インピーダンスを算出する演算手段と
　を具備することを特徴とする呼吸インピーダンス測定装置。
【請求項２】
　制御手段は周波数間引きとして、周期T のパルス波を与えることにより、ｎ／T （n:整
数、T:実数）の周波数成分のみを有するオシレーション波による空気振動圧を生じさせる
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ことを特徴とする請求項１に記載の呼吸インピーダンス測定装置。
【請求項３】
　制御手段は、異なる複数周波数の正弦波を複数合成することにより、周波数間引きされ
たオシレーション波を得て当該シレーション波による空気振動圧を生じさせること特徴と
する請求項１に記載の呼吸インピーダンス測定装置。
【請求項４】
　制御手段は、加圧手段の入力信号と出力信号及び前記加圧手段の伝達関数を用いた逆演
算に基づき所望の圧波形のオシレーション波が出力信号となるように前記加圧手段へ入力
信号を与える信号入力手段を具備することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の呼吸インピーダンス測定装置。
【請求項５】
　信号入力手段は、逆演算により得られた信号の各周波数成分に一定の値を加えるか、前
記出力信号のオンセット部分にインパルスを加えた信号を逆演算して、得られた信号を前
記加圧手段へ入力信号を与えることを特徴とする請求項４に記載の呼吸インピーダンス測
定装置。
【請求項６】
　口腔内に空気振動圧を加えるための加圧ステップと、
　この加圧ステップを制御し、複数の異なる周波数から間引きして残った複数の周波数成
分のみを有するように周波数間引きされた信号であるオシレーション波による空気振動圧
を生じさせる制御ステップと、
　口腔内の圧力を検出する圧力検出ステップと、
　呼吸による流量を検出する流量検出ステップと、
　前記加圧ステップによる加圧状態下において前記圧力検出ステップと前記流量検出ステ
ップにより得られる信号を得て、この得られた信号をフーリエ変換して得られるスペクト
ルを得るフーリエ変換ステップと、
　このフーリエ変換ステップによる変換結果について間引きした周波数成分対応のスペク
トルにより呼吸高周波成分を求め、間引きして残った周波数成分対応のスペクトルからこ
の呼吸高周波成分を減算してオシレーション波成分を取り出す抽出ステップと、
　この抽出ステップによる抽出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分で除算する演
算ステップと
　を具備し、前記各ステップをコンピュータ処理・制御において実行することを特徴とす
る呼吸インピーダンス測定方法。
【請求項７】
　制御ステップは周波数間引きとして、T 周期のパルスを与えることにより、ｎ／T （n:
整数T:実数）の周波数成分のみを有するオシレーション波による空気振動圧を生じさせる
ことを特徴とする請求項６に記載の呼吸インピーダンス測定方法。
【請求項８】
　制御ステップは、異なる複数周波数の正弦波を複数合成することにより、周波数間引き
されたオシレーション波を得て当該シレーション波による空気振動圧を生じさせること特
徴とする請求項６に記載の呼吸インピーダンス測定方法。
【請求項９】
　制御ステップは、加圧ステップの入力信号と出力信号及び前記加圧ステップの伝達関数
を用いた逆演算に基づき所望の圧波形のオシレーション波が出力信号となるように前記加
圧ステップへ入力信号を与える信号入力ステップを具備することを特徴とする請求項６乃
至８のいずれか１項に記載の呼吸インピーダンス測定方法。
【請求項１０】
　信号入力ステップは、逆演算により得られた信号の各周波数成分に一定の値を加えるか
、前記出力信号のオンセット部分にインパルスを加えた信号を逆演算して、得られた信号
を前記加圧ステップへ与えることを特徴とする請求項９に記載の呼吸インピーダンス測定
方法。
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【請求項１１】
　算出された呼吸インピーダンスに基づき表示装置に表示を行う呼吸インピーダンス測定
装置において、
　演算手段は、インピーダンス軸と周波数軸と時間軸とにより三次元に値をとって表示を
行い、間引かれた周波数について補間処理を行って得られる呼吸インピーダンスを前記三
次元に値をとって表示する場合に含めた画像を作成して表示を行うことを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか１項に記載の呼吸インピーダンス測定装置。
【請求項１２】
　演算手段は、時間軸方向の長さを、呼気と吸気との組を少なくとも二組繰り返す長さと
して、画像を作成して表示を行うことを特徴とする請求項１１に記載の呼吸インピーダン
ス測定装置。
【請求項１３】
　演算手段は、インピーダンス値の大小を、色の変化または濃淡変化により表現した画像
を作成して表示を行うことを特徴とする請求項１１または１２に記載の呼吸インピーダン
ス測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、人などの呼吸インピーダンスを連続測定することが可能な呼吸インピーダ
ンス測定装置及びその測定方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の装置は、呼吸器系に正弦波空気振動圧を負荷するための正弦波加圧装置
と、呼吸器系の気流速度を検出するための気流速度検出器と、呼吸器系の気圧を検出する
ための気圧検出器と上記気流速度検出器および気圧検出器で検出した気流速度および気圧
から呼吸抵抗を算出する抵抗演算部とを有したものが知られている。
【０００３】
　上記従来の装置は、正弦波加圧装置が負荷する正弦波空気振動圧の信号を基準信号に変
換するための基準信号変換器と、この基準信号変換器からの正弦波空気振動圧の基準信号
により気流速度の信号を処理して上記基準信号と同じ周波数の成分のみを取り出すベクト
ル演算器とが設けられ、このベクトル演算器で得られた気流速度の信号と上記気圧検出器
で検出した気圧の信号とから抵抗演算部で呼吸抵抗を算出するように構成したものである
。
【０００４】
　この装置は上記の通り、ベクトル演算器で得られた気流速度の信号と上記気圧検出器で
検出した気圧の信号とから抵抗演算部で呼吸抵抗を測定するようにしているので、換気量
が少なくまた換気数が多い呼吸であってもノイズを除去することができ、精度の高い呼吸
抵抗の測定を行うことができる利点を有するものである（特許文献１参照）。
【０００５】
　しかしながら、上記従来の装置によってもノイズ除去は十分とは言えず、更に高性能な
呼吸インピーダンス測定装置の実現が求められている。
【特許文献１】特開平０３－３９１４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明はこのような呼吸インピーダンス測定における現状に鑑みてなされたもので、そ
の目的は、1度に複数の周波数に対するインピーダンスを連続測定可能とする呼吸インピ
ーダンス測定装置及びその測定方法を提供することである。また、ノイズ除去を行い、極
めて高精度で呼吸インピーダンス測定が可能な呼吸インピーダンス測定装置及びその測定
方法を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置は、口腔内に空気振動圧を加えるための加圧
手段と、この加圧手段を駆動する信号であって、複数の異なる周波数から間引きして残っ
た周波数成分のみを有するように周波数間引きされた信号であるオシレーション波による
空気振動圧を生じさせる制御手段と、口腔内の圧力を検出する圧力検出手段と、呼吸によ
る流量を検出する流量検出手段と、前記加圧手段による加圧状態下において前記圧力検出
手段と前記流量検出手段により得られる信号を得て、この得られた信号をフーリエ変換し
てスペクトルを得るフーリエ変換手段と、このフーリエ変換手段による変換結果について
間引きした周波数成分対応のスペクトルにより呼吸高周波成分を求め、間引きにより残っ
た周波数成分対応のスペクトルから減算してオシレーション波成分を取り出す抽出手段と
、この抽出手段による抽出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分で除算することに
より呼吸インピーダンスを算出する演算手段とを具備することを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、制御手段は周波数間引きとして、周期
Tのパルス波を与えることにより、ｎ／T（n:整数T:実数）の周波数成分のみを有するオシ
レーション波による空気振動圧を生じさせることを特徴とする。このような周波数間引き
を、＜周波数間引き１＞とする。＜周波数間引き１＞では、Tを決めると、ｎ／T（n:整数
）以外の周波数成分を間引きして残った複数の周波数成分とすることができる。
【０００９】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、制御手段は、異なる複数周波数の正弦
波を複数合成することにより、周波数間引きされたオシレーション波を得て当該シレーシ
ョン波による空気振動圧を生じさせること特徴とする。このような周波数間引きを、＜周
波数間引き２＞とする。＜周波数間引き２＞では、連続する整数から所望の整数を間引き
して残った複数の整数の周波数成分のみを有するようにすることも可能であるため、奇数
の周波数成分を間引きして残った複数の整数の周波数成分とすることができる。
【００１０】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、制御手段は、加圧手段の入力信号と出
力信号及び前記加圧手段の伝達関数を用いた逆演算に基づき所望の圧波形のオシレーショ
ン波が出力信号となるように前記加圧手段へ入力信号を与える信号入力手段を具備するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、信号入力手段は、逆演算により得られ
た信号の各周波数成分に一定の値を加えるか、前記出力信号のオンセット部分にインパル
スを加えた信号を逆演算して、得られた信号を前記加圧手段へ入力信号を与えることを特
徴とする。
【００１２】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定方法は、口腔内に空気振動圧を加えるための加圧
ステップと、この加圧ステップを制御し、複数の異なる周波数から間引きして残った周波
数成分のみを有するように周波数間引きされた信号であるオシレーション波による空気振
動圧を生じさせる制御ステップと、口腔内の圧力を検出する圧力検出ステップと、呼吸に
よる流量を検出する流量検出ステップと、前記加圧ステップによる加圧状態下において前
記圧力検出ステップと前記流量検出ステップにより得られる信号を得て、この得られた信
号をフーリエ変換して得られるスペクトルを得るフーリエ変換ステップと、このフーリエ
変換ステップによる変換結果について間引きした周波数成分対応のスペクトルにより呼吸
高周波成分を求め、間引きにより残った周波数成分対応のスペクトルからこの呼吸高周波
成分を減算してオシレーション波成分を取り出す抽出ステップと、この抽出ステップによ
る抽出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分で除算する演算ステップとを具備し、
前記各ステップをコンピュータ処理・制御において実行することを特徴とする。
【００１３】
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　本発明に係る呼吸インピーダンス測定方法では、制御ステップは周波数間引きとして、
周期Tのパルス波を与えることにより、ｎ／T（ｎ：整数T:実数）の周波数成分のみを有す
るオシレーション波による空気振動圧を生じさせることを特徴とする。このような周波数
間引きは、＜周波数間引き１＞である。
【００１４】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定方法では、制御ステップは、異なる複数周波数の
正弦波を複数合成することにより、周波数間引きされたオシレーション波を得て当該シレ
ーション波による空気振動圧を生じさせること特徴とする。このような周波数間引きは、
＜周波数間引き２＞である。
【００１５】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定方法では、制御ステップは、加圧ステップの入力
信号と出力信号及び前記加圧ステップの伝達関数を用いた逆演算に基づき所望の圧波形の
オシレーション波が出力信号となるように前記加圧ステップへ入力信号を与える信号入力
ステップを具備することを特徴とする。
【００１６】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定方法では、信号入力ステップは、逆演算により得
られた信号の各周波数成分に一定の値を加えるか、前記出力信号のオンセット部分にイン
パルスを加えた信号を逆演算して、得られた信号を前記加圧ステップへ与えることを特徴
とする。
【００１７】
　　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置は、算出された呼吸インピーダンスに基づ
き表示装置に表示を行う呼吸インピーダンス測定装置において、演算手段は、インピーダ
ンス軸と周波数軸と時間軸とにより三次元に値をとって表示を行い、間引かれた周波数に
ついて補間処理を行って得られる呼吸インピーダンスを前記三次元に値をとって表示する
場合に含めた画像を作成して表示を行うことを特徴とする。
【００１８】
　　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、演算手段は、時間軸方向の長さを、
呼気と吸気との組を少なくとも二組繰り返す長さとして、画像を作成して表示を行うこと
を特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置では、演算手段は、インピーダンス値の大小
を、色の変化または濃淡変化により表現した画像を作成して表示を行うことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、口腔内に周波数間引きされたオシレーション波による空気振動圧を加
え、口腔内の圧力を検出し、呼吸の流量を検出し、この得られた信号をフーリエ変換して
スペクトルを得て、このフーリエ変換結果について間引きした周波数成分対応のスペクト
ルにより雑音として寄与する呼吸高周波成分を求め、間引きにより残った周波数成分対応
のスペクトルからこの呼吸高周波成分を減算してオシレーション波成分を抽出し、この抽
出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分で除算する演算を行って呼吸インピーダン
スを得るので、呼吸高周波成分を確実に除去したオシレーション波成分を用いて呼吸イン
ピーダンスを得ることができ、極めて高精度で呼吸インピーダンス測定が可能となる。
【００２１】
　本発明によれば、周期Tのパルスを与えることにより、ｎ／T（ｎ：整数T:実数）の周波
数成分のみを有するオシレーション波による空気振動圧を生じさせるので、間引いた周波
数成分対応のスペクトルにより呼吸高周波成分を求め、間引きにより残った周波数成分対
応のスペクトルからこの呼吸高周波成分を減算して呼吸高周波成分を確実に除去し、極め
て高精度で呼吸インピーダンス測定が可能となる。
【００２２】
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　本発明によれば、異なる複数周波数の正弦波を複数合成することにより、周波数成分間
引きされたオシレーション波による空気振動圧を生じさせるので、間引きした周波数成分
対応のスペクトルにより呼吸高周波成分のみが含まれ、呼吸高周波成分を確実に除去し、
極めて高精度で呼吸インピーダンス測定が可能となる。
【００２３】
　本発明によれば、加圧の入力信号と出力信号及び加圧実行部分の伝達関数を用いた逆演
算に基づき所望波形のオシレーション波が出力信号となるように加圧実行部分へ入力信号
を与えるので、所望の圧波形のオシレーション波を用いて測定を行うことが可能となり、
極めて高精度で呼吸インピーダンス測定が可能となる。
【００２４】
　本発明によれば、逆演算により得られた信号の各周波数成分に一定の値を加えるか、前
記出力信号のオンセット部分にインパルスを加えた信号を逆演算して、得られた信号を入
力信号とするので、逆演算の結果の信号波形を安定させ、これによって所望波形のオシレ
ーション波を用いて測定を行うことが可能となり、極めて高精度で呼吸インピーダンス測
定が可能となる。
【００２５】
　本発明に係る呼吸インピーダンス表示方法によれば、呼吸インピーダンス測定装置によ
り測定された呼吸インピーダンスに基づき表示装置に表示を行う呼吸インピーダンス表示
方法において、インピーダンス軸と周波数軸と時間軸とにより三次元に値をとって表示を
行い、間引かれた周波数について補間処理を行って得られる呼吸インピーダンスを前記三
次元に値をとって表示する場合に含めた画像を作成して表示を行うので、補間処理の結果
についても画像化して表示するため、インピーダンス値の変化がきめ細かく滑らかに表示
され、周波数全体についてインピーダンスの把握を適切に行うことが可能となる。
【００２６】
　本発明に係る呼吸インピーダンス表示方法は、時間軸方向の長さを、呼気と吸気との組
を少なくとも二組繰り返す長さとして、画像を作成して表示を行うので、突発的な変化で
はなくある程度のスパンをもった観測が可能となり、適切な観測が確保される。
【００２７】
　本発明に係る呼吸インピーダンス表示方法は、インピーダンス値の大小を、色の変化ま
たは濃淡変化により表現した画像を作成して表示を行うので、インピーダンス値の大小を
一目瞭然に識別することが容易に可能となり、呼吸インピーダンスによる各種の研究、検
査に極めて役立つことが期待される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、添付図面を参照して本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置及びその測定方法
の実施例を説明する。図１に、本発明に係る呼吸インピーダンス測定装置の実施例構成図
を示す。この呼吸インピーダンス測定装置は、人の口腔に先端が取り付けられ、呼吸流が
流れるチューブ１１と、チューブ１１に取り付けられ口腔内の圧力を検出する圧力検出手
段を構成する圧力センサ１２と、圧力センサ１２と同位置において呼吸による流量を検出
する流量検出手段を構成する流量センサ１３と、口腔内に空気振動圧を加えるための加圧
手段を構成するラウドスピーカ２１と、コンピュータ３０とを主な構成要素とする。
【００２９】
　圧力センサ１２の出力信号はアンプ１４により増幅され、Ａ／Ｄ変換器１５によりディ
ジタル化されてコンピュータ３０に取り込まれる。また、流量センサ１３の出力信号はア
ンプ１６により増幅され、Ａ／Ｄ変換器１７によりディジタル化されてコンピュータ３０
に取り込まれる。
【００３０】
　コンピュータ３０には、制御手段３１、フーリエ変換手段３２、抽出手段３３、演算手
段３４が備えられている。また、制御手段３１は、信号入力手段３５を備えている。制御
手段３１は、加圧手段であるラウドスピーカ２１を駆動する信号を出力し、奇数周波数成
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分または偶数周波数成分のみを有するオシレーション波による空気振動圧を生じさせるも
のである。制御手段３１の出力はＤ／Ａ変換器２２によりディジタル化されてドライバ２
３へ送られ、ドライバ２３がラウドスピーカ２１を駆動して、口腔内に空気振動圧が加え
られる。
【００３１】
　上記において、制御手段３１は、T秒周期のパルス波与えることにより、ｎ／T（n:整数
、T:実数）の周波数成分を有するオシレーション波による空気振動圧を生じさせるもので
ある（＜周波数間引き１＞）。パルス波としては様々な波形が考えられるが例えば三角パ
ルスは、図２（ａ）に示すようにベースレベルの時間幅が25ｍｓ程度のものである。この
三角パルスを例えばT=0.5秒周期で出力すると2,4,6,8Hz,・・・のスペクトルを有する三
角パルス波を与えることができる（図２（ｂ））。また、上記の三角パルスを例えばT=0.
333秒周期で出力すると3,6,9,12Hz,・・・のスペクトルを有する三角パルス波を与えるこ
とができる。
【００３２】
　また、他の例としてのハニングパルスは、図３に示すようにベースレベルの時間幅が25
ms程度のものである。三角パルス波の場合と同様にして作成され、出力される。
【００３３】
　また、制御手段３１は、異なる複数周波数の正弦波を複数合成することにより、合成に
より得られる波を与えることにより、所望の実数周波数成分のみを有するオシレーション
波による空気振動圧を生じさせる。（＜周波数間引き２＞）この場合には、雑音波であり
図４により示される信号が出力される。ここで、例えば２、４、６、・・・、３４Ｈｚの
ように偶数周波数を有する正弦波を合成することにより偶数周波数成分のみを有する雑音
波を得る。また、例えば１、３、５、・・・、３３Ｈｚのように奇数周波数を有する正弦
波を合成することにより奇数周波数成分のみを有する雑音波を得る。雑音は各正弦波の位
相をランダム化することによって実現される。
【００３４】
　制御手段３１に備えられている信号入力手段は、ラウドスピーカ２１の入力信号と出力
信号及びラウドスピーカ２１の伝達関数を用いた逆演算に基づき所望波形のオシレーショ
ン波が出力信号となるようにラウドスピーカ２１へ入力信号を与えるものである。
【００３５】
　具体的には、例えば三角パルスを用いて説明すると、図５（ａ）に示されるような三角
パルスを入力してラウドスピーカ２１を駆動した場合には、ラウドスピーカ２１の出力信
号は、図５（ｂ）に示されるようなゼロレベルの上下に極大点を有する信号となる。そこ
で、図５（ｃ）に示されるようなモデルを考える。ラウドスピーカ２１の伝達関数をＨ（
ω）、入力信号をＸ（ω）、出力信号をＹ（ω）とすると、以下のようになるので、逆変
換によりx‘(t)を求めて駆動信号とする。
【００３６】
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【数１】

【００３７】
　求めたＹ(ω)は、高い周波数までの成分を持たないので、（式１）から得られるx‘(t)
は不安定となる。このため（式２）のように分母に定数Ａ0を加えたものをフーリエ逆変
換してx‘(t)を求めて駆動信号とする。これはまた、図５（ｂ）に示されるようなラウド
スピーカ２１の出力信号に対し、図５（ｄ）に示されるようにオンセット部分にインパル
スを加えた信号を逆演算して図５（ｅ）に示される信号x‘(t)を得ることも出来る。
【００３８】
　以上の説明では、三角パルスの場合を説明したが、ハニングパルスについても同様にし
て逆演算により信号を得て、この信号によりラウドスピーカ２１を駆動することができる
。更に、正弦波についても同様に逆演算により信号を得ることが可能であり、この信号合
成により雑音波を得ることも可能である。
【００３９】
　パルス波、雑音波さらには、単一周波数を有する正弦波のいずれを用いるかに関しては
、図示しないキーボードなどによりコンピュータ３０へ指示を与えることができ、これに
応じて制御手段３１が選択した信号波形を出力する。
【００４０】
　コンピュータ３０に備えられているフーリエ変換手段３２、抽出手段３３、演算手段３
４について説明する。フーリエ変換手段３２は、ラウドスピーカ２１が上記のようにして
駆動された口腔内の加圧状態下において、圧力センサ１２と流量センサ１３により信号を
得て、この得られた信号をフーリエ変換してスペクトルを得るものである。フーリエ変換
手段３２の前段には、ＣＩＣフィルタ３６が設けられ、圧力センサ１２と流量センサ１３
により得られる呼吸信号とオシレーション成分との分離が行われる。また、フーリエ変換
手段３２は処理の前に必要であれば、ハニング窓により信号の取り出しを行う。
【００４１】
　抽出手段３３は、フーリエ変換手段３２による変換結果について間引きした周波数成分
対応のスペクトルにより呼吸高周波成分を求め、間引きにより残った周波数成分対応のス
ペクトルから減算してオシレーション波成分を取り出すものである。＜周波数間引き１＞
で説明すると、フーリエ変換手段３２により得られたスペクトルについてｎ／T（ｎ：整
数）の周波数成分を除く他の周波数対応のスペクトルにより呼吸高周波成分を求め、間引
きにより残った周波数成分（ｎ／Tの周波数成分）対応のスペクトルから減算してオシレ
ーション波成分を取り出すものである。
【００４２】
　抽出手段３３は、＜周波数間引き２＞で説明すると、フーリエ変換手段３２により得ら
れたスペクトルについて上記ラウドスピーカ２１に与えた周波数成分（ここでは、偶数周
波数成分または奇数周波数成分）とは異なる周波数成分（奇数周波数成分または偶数周波
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数成分）対応のスペクトルにより呼吸高周波成分を求め、上記ラウドスピーカ２１に与え
た周波数成分対応のスペクトルから減算してオシレーション波成分を取り出すものである
。
【００４３】
　演算手段３４は、抽出手段３３による抽出結果について周波数毎に圧力成分を流量成分
で除算することにより呼吸インピーダンスを算出するものである。即ち、呼吸インピーダ
ンスをＺ（ω）、口腔内圧力のオシレーション波成分をＰ（ω）、流量のオシレーション
波成分をＦ（ω）とし、呼吸インピーダンスをＺ（ω）が抵抗成分Ｒ（ω）とリアクタン
ス成分Ｘ（ω）からなるものとすると、次の式により呼吸インピーダンスをＺ（ω）が求
められる。
【００４４】
【数２】

【００４５】
　演算手段３４により求められた呼吸インピーダンスをＺ（ω）は、コンピュータ３０に
接続されたＬＣＤなどの表示部４０用の表示信号とされて表示部４０へ出力され、表示が
なされる。
【００４６】
　以上の通りに構成された呼吸インピーダンス測定装置による動作を説明する。この例で
は、三角パルス波が選択されて測定動作が開始される。制御手段３１及び信号入力手段３
５により、逆演算された波形によりスピーカ２１がT秒周期で（例えば0.5秒間隔で）駆動
される。
【００４７】
　このとき、圧力センサ１２と流量センサ１３により得られる信号の波形は、いずれも図
６（ａ）に示されるように、呼吸信号に三角パルス波が重畳した波形となっており、これ
がＣＩＣフィルタ３６を通過させられて呼吸波とオシレーション波（三角パルス波）の分
離が行われる。図７にＣＩＣフィルタ３６の周波数特性を示す。ＣＩＣフィルタ３６によ
り位相の変化なく、分離を行うことができる。但し呼吸信号には高周波成分（オシレーシ
ョン信号と同一の周波数帯）が含まれるために完全には分離できない。
【００４８】
　ＣＩＣフィルタ３６による分離の後には図６（ｂ）に示されるように、オシレーション
波について、二つの三角パルスの中間点から１秒間の区間を取り出し、信号処理に用いる
。次に図８に示されるように、T秒の区間を取り出した各パルスにハニング窓による処理
を行い、パルスの取出しを行う。
【００４９】
　ハニング窓による処理に続き、フーリエ変換手段３２によるフーリエ変換が行われてス
ペクトルが得られる。このとき、得られるスペクトルについては、例えばパルスが0.5秒
周期で駆動された場合、図９に示されるように、間引きした周波数成分対応の１、３、５
、・・・の奇数周波数のスペクトルにはオシレーション波成分が含まれない呼吸信号スペ
クトルとなっている。また、間引きにより残った周波数成分対応の２、４、６、・・・の
偶数周波数のスペクトルにはオシレーション波成分と呼吸信号成分が含まれている。
【００５０】
　そこで、抽出手段３３では、図１０に示すように上記偶数周波数のスペクトルから、奇
数周波数のスペクトルより推定された雑音成分を減算し、オシレーション波成分を取り出
す。
【００５１】
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　上記抽出手段３３による処理によって、従来、呼吸信号に含まれていないとされていた
３Ｈｚ以上の呼吸高周波信号が除去され、高精度な呼吸インピーダンス測定が可能となっ
ている。次に演算手段３４は、抽出手段３３による抽出結果について周波数毎に式（２）
により示した通り、圧力成分を流量成分で除算することにより呼吸インピーダンスを算出
する。算出された呼吸インピーダンスの表示信号が作成され、表示部４０へ出力され、表
示がなされる。
【００５２】
　このようにして測定され表示された呼吸インピーダンスを図１１に示す。また、図１２
に呼吸高周波信号が除去を行わない場合の呼吸インピーダンスを示す。これらの図では、
横軸は１目盛りが１Ｈｚの周波数軸であり、縦軸がインピーダンスである。斜めの軸が時
間軸であり、図の上側に純抵抗分を表示し、図の下側にリアクタンス分を表示している。
ここでは０．５秒毎に三角パスル波を与え続けることにより、新たなインピーダンスの表
示が次々に現れ更新されることによりインピーダンスの連続測定が行われる。この図１１
と図１２から明らかな通り、ノイズが除去され高精度な呼吸インピーダンス測定が可能と
なっていることが分かる。なお、上記抽出手段３３による減算処理から明らかな通り、減
算により残る成分は、間引きにより残った周波数成分対応の２、４、６、・・・の偶数周
波数の成分であり、間引きした周波数成分対応の１、３、５、・・・の奇数周波数の成分
は存在しない。そこで、演算手段３４が補間処理を行い、存在しない成分に関しても呼吸
インピーダンス測定が可能となっている。
【００５３】
　次に、三角パルス波に代えて、雑音波が選択されて測定動作が開始された場合（＜周波
数間引き２＞）について説明する。制御手段３１及び信号入力手段３５により、合成され
た波形による偶数周波数成分のみの雑音波によりラウドスピーカ２１が駆動される。この
とき、圧力センサ１２と流量センサ１３により得られる信号の波形は、いずれも図１３（
ａ）に示されるように、呼吸信号に雑音波が重畳した波形となっており、これがＣＩＣフ
ィルタ３６を通過させられて呼吸波とオシレーション波（雑音波）の分離が行われる（図
１３（ｂ））。
【００５４】
　ＣＩＣフィルタ３６による分離の後には図１４（ａ）に示されるように、オシレーショ
ン波について、１秒間の区間を取り出し、信号処理に用いる。即ち、図１４（ｂ）に示さ
れるように、１秒間の区間を取り出した雑音波に対し、フーリエ変換手段３２によるフー
リエ変換を行ってスペクトルを得る。
【００５５】
　このフーリエ変換によって得られるスペクトルについては、制御手段３１と信号入力手
段３５によって合成された偶数周波数成分のみを有する雑音波によりラウドスピーカ２１
の駆動を行っているので、間引きした周波数成分対応の１、３、５、・・・の奇数周波数
のスペクトルにはオシレーション波成分が含まれない呼吸信号スペクトルとなっている。
また、間引きにより残った周波数成分対応の２、４、６、・・・の偶数周波数のスペクト
ルにはオシレーション波成分と呼吸信号成分が含まれている。
【００５６】
　そこで、抽出手段３３では、偶数周波数のスペクトルから奇数周波数のスペクトルの引
き算を行い、オシレーション波成分を取り出す。これ以降の処理は、三角パルス波を用い
た場合の処理（図９と図１０及び式（２）による演算）と同様であって、算出された呼吸
インピーダンスの表示信号が作成され、表示部４０へ出力され、表示がなされる。このよ
うに雑音波を用いた場合にも、ノイズが除去され高精度な呼吸インピーダンス測定が可能
であると共に、雑音波を連続して与えることにより、新たなインピーダンスの表示が次々
に現れ更新されることによりインピーダンスの連続測定が行われる。雑音波を用いた場合
にも、図１１に示したと同様にノイズ除去された表示がなされ、インピーダンスの連続測
定が可能である。
【００５７】
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　本発明の実施例では、演算手段３４が表示装置に表示を行うための画像を作成して、表
示を行うことにより、呼吸インピーダンス表示方法が実現される。即ち、演算手段３４は
、自らが算出した呼吸インピーダンスについて、例えば、各周波数を画面の奥側から手前
側に値をとるように座標を定め、各周波数毎に抵抗成分Ｒrsを取り出し、これを表示装置
の画面における高さ方向にプロットし、測定時間を画面の右方向として、図１５に示すよ
うな三次元画像を作成して表示装置に表示する。即ち、インピーダンス軸と周波数軸と時
間軸とにより三次元に値をとって表示を行うものである。
【００５８】
　上記の画像作成に際しては、間引かれた周波数について補間処理を行って得られる呼吸
インピーダンスを上記三次元に値をとって表示する場合に含めた画像を作成して表示を行
う。例えば、奇数の周波数を間引いた場合には、間引いた奇数に隣接する偶数の周波数に
対応する２つのインピーダンス値が求まっているから、この２つのインピーダンス値の平
均を求め、これを間引いた周波数対応のインピーダンス値とする。このようにして、補間
処理の結果についても画像化して表示するため、インピーダンス値の変化がきめ細かく滑
らかに表示され、周波数全体についてインピーダンスの把握を適切に行うことが可能とな
る。
【００５９】
　サンプリング時間は０．５秒であり、図１５（ｂ）に示すように、時間軸方向の長さを
、呼気と吸気との組を少なくとも二組繰り返す長さとして、画像を作成して表示を行う。
図１５の例では、呼気と吸気との組を三組繰り返す長さとしている。
【００６０】
　更に、インピーダンス値の大小を、色の変化または濃淡変化により表現した画像を作成
して表示を行う。図１５では、抵抗値Ｒrsについて、図１５の下側に示すカラースケール
による色付けを行い、画像を作成して表示している。
【００６１】
　以上の各処理により得られる画像を表示するので、被検者は呼気と吸気とを繰り返して
いるだけで、自動的に図１５に示されるような画像が時系列に作成されて表示され、しか
も呼吸インピーダンスの変化を間引いた周波数対応の部分を含めて、色の変化または濃淡
変化により表現した画像として目視観察することができる。
【００６２】
　このため、図１５（ａ）に示す６６歳の健常者の呼吸インピーダンス変化と、図１５（
ｂ）に示す６５歳のＣＯＰＤ（慢性閉塞性呼吸疾患）患者の呼吸インピーダンス変化とに
明らかな如く、視覚的に非健常者と健常者を一目瞭然に識別することが容易に可能となり
、呼吸インピーダンスによる各種の研究、検査に極めて役立つことが期待される。なお、
図１５（ｂ）の％ＦＥＶ１は、努力肺活量の何％を１秒に呼出することができたかを示す
値である。従って、この例では２４．４％を１秒に呼出することができたかを示している
。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置の構成図。
【図２】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置に用いるオシレーション波で
ある三角パルス波の一例を示す図。
【図３】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置に用いるオシレーション波で
あるハニングパルス波の一例を示す図。
【図４】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置に用いるオシレーション波で
ある雑音波の一例を示す図。
【図５】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置に用いるオシレーション波を
逆演算により生成する過程を説明するための図。
【図６】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波であ
る三角パルス波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
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【図７】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置に採用されているフィルタの
周波数特性を示す図。
【図８】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波であ
る三角パルス波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
【図９】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波であ
る三角パルス波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
【図１０】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波で
ある三角パルス波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
【図１１】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置により得られた呼吸インピ
ーダンスを示す図。
【図１２】本発明の手法を用いない呼吸インピーダンス測定装置により得られた呼吸イン
ピーダンスを示す図。
【図１３】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波で
ある雑音波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
【図１４】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置によりオシレーション波で
ある雑音波を用いて呼吸インピーダンスを求める過程を示す図。
【図１５】本発明の実施例に係る呼吸インピーダンス測定装置を用いて健常者と日健常者
について呼吸インピーダンスを表示した一例を示す図。
【符号の説明】
【００６４】
１１　チューブ
１２　圧力センサ
１３　流量センサ
２１　ラウドスピーカ
３０　コンピュータ
３１　制御手段
３２　フーリエ変換手段
３３　抽出手段
３４　演算手段
３５　信号入力手段
３６　ＣＩＣフィルタ
４０　表示部
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