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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体信号の測定システムであって、
　第１波長を有する第１の光、および第２波長を有する第２の光を出射する発光部と、
　被検者の生体組織を通過または反射した前記第１の光および前記第２の光の強度に応じ
て、それぞれ第１信号および第２信号を出力する受光部と、
　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部と、
　特定された前記血液充填時間を出力する出力部とを備え、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度の差分に基づいて、
前記血液由来の減光度を取得する、測定システム。
【請求項２】
　生体信号の測定システムであって、
　第１波長を有する第１の光、および第２波長を有する第２の光を出射する発光部と、
　被検者の生体組織を通過または反射した前記第１の光および前記第２の光の強度に応じ
て、それぞれ第１信号および第２信号を出力する受光部と、
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　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部と、
　特定された前記血液充填時間を出力する出力部とを備え、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度に回転マトリクス法
を適用することにより、前記血液由来の減光度を取得する、測定システム。
【請求項３】
　前記血液由来の減光度を示す信号から所定の周波数以下の成分を除去した信号を取得す
る第４演算部を備え、
　前記第３演算部は、前記生体組織の圧迫が解除された後の前記第４演算部が取得した信
号の経時変化に基づいて前記血液充填時間を特定する、請求項１または２に記載の測定シ
ステム。
【請求項４】
　前記第４演算部が取得した信号の値の対数値を取得する第５演算部を備え、
　前記第３演算部は、前記生体組織の圧迫が解除された後の前記対数値の経時変化より得
られる回帰直線の勾配に基づいて前記血液充填時間を特定する、請求項３に記載の測定シ
ステム。
【請求項５】
　前記血液由来の減光度の変化量が所定値を超えた場合に、前記第３演算部による前記血
液充填時間の測定が自動的に開始される、請求項１から４のいずれか一項に記載の測定シ
ステム。
【請求項６】
　前記生体組織を圧迫可能に前記被検者に装着されるカフと、
　前記カフの内部の気圧を制御するカフ圧制御部とを備える、請求項１から５のいずれか
一項に記載の測定システム。
【請求項７】
　生体信号の測定装置であって、
　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する第
１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に対
応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部とを備え、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度の差分に基づいて、
前記血液由来の減光度を取得する、測定装置。
【請求項８】
　生体信号の測定装置であって、
　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する第
１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に対
応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
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　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部とを備え、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度に回転マトリクス法
を適用することにより、前記血液由来の減光度を取得する、測定装置。
【請求項９】
　生体信号の測定装置を制御するプログラムであって、
　前記測定装置は、
　　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する
第１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に
対応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　　前記信号受付部と接続されたコンピュータと、
　　前記コンピュータと接続された出力部とを備えるものであり、
　前記プログラムは、前記コンピュータを、
　　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前
記第２の光の減光度を取得する第１演算部、
　　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を
取得する第２演算部、および
　　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組
織への血液充填時間を特定する第３演算部として動作させ、
　　さらに特定された前記血液充填時間を前記出力部より出力させ、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度の差分に基づいて、
前記血液由来の減光度を取得する、プログラム。
【請求項１０】
　生体信号の測定装置を制御するプログラムであって、
　前記測定装置は、
　　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する
第１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に
対応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　　前記信号受付部と接続されたコンピュータと、
　　前記コンピュータと接続された出力部とを備えるものであり、
　前記プログラムは、前記コンピュータを、
　　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前
記第２の光の減光度を取得する第１演算部、
　　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を
取得する第２演算部、および
　　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組
織への血液充填時間を特定する第３演算部として動作させ、
　　さらに特定された前記血液充填時間を前記出力部より出力させ、
　前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度に回転マトリクス法
を適用することにより、前記血液由来の減光度を取得する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体信号測定システムに関する。特に生体の一例としての被検者より取得し
た生体信号に基づいて、生体組織を圧迫した後の当該生体組織への血液充填時間を特定す
るシステムに関する。また本発明は、当該システムに用いられる生体信号測定装置、およ
び当該装置を制御するプログラムに関する。
【０００２】
　血液充填時間の測定は、輸液の要否やトリアージ（識別救急）における優先度などを判
断するために、救急医療の分野において用いられる手法である。具体的には、医療従事者
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が被検者の指先などの生体組織を圧迫し、当該圧迫を解除した後の皮膚の色の変化を目視
で確認する。２秒以内に元の色に戻れば、正常な状態と判断される。しかしながら、手で
生体組織の圧迫を行ない、目視で皮膚色の変化を確認する手法では定量性に欠け、測定者
による誤差も生じやすい。
【０００３】
　そこでパルスオキシメータを血液充填時間の測定に用いることが提案されている（例え
ば、特許文献１を参照）。具体的には、血液に吸収される波長の光を指先などの生体組織
に入射させ、当該生体組織を透過した光の強度を測定する。圧迫により当該箇所の生体組
織から血液が排除されるため、透過光の強度は増大する。圧迫を解除すると当該箇所の生
体組織に血液が充填されるため、透過光の強度は減少する。圧迫を解除してから透過光強
度が元のレベルに戻るまでの時間に基づいて、血液充填時間が特定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１１５６４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　生体組織の圧迫の強さの違いが、血液充填時間の特定結果に影響を及ぼすことがある。
図６は、圧迫の強さを変化させながら血液充填時間の特定を複数回行なった結果である。
（ａ）に示す結果は、圧迫を解除しても透過光強度が元のレベルに戻らない場合を示して
いる。（ｂ）に示す結果は、測定を繰り返すに連れて、透過光強度の基準値が徐々に低下
していく場合を示している。
【０００６】
　（ａ）に示す現象は、強い圧迫あるいは圧迫の繰返しにより、変形された組織が元の状
態に復帰しにくくなり、血液部分が元の厚みを取り戻すのに時間を要しているために生じ
ているものと推測される。（ｂ）に示す現象は、逆に圧迫によって血流が促進され、血液
部分の厚みが増していくために生じているものと推測される。いずれの場合においても、
透過光強度が圧迫前の状態に戻るまでの時間に基づいて血液充填時間を特定している限り
、結果に誤差を伴うことが避けられない。しかしながら、生体組織の圧迫は医療従事者の
手によって行なわれるため、圧迫の強さを常に一定とすることは難しい。
【０００７】
　よって本発明は、簡便な手法によって血液充填時間を正確に特定しうる技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明がとりうる第１の態様は、生体信号の測定システ
ムであって、
　第１波長を有する第１の光、および第２波長を有する第２の光を出射する発光部と、
　被検者の生体組織を通過または反射した前記第１の光および前記第２の光の強度に応じ
て、それぞれ第１信号および第２信号を出力する受光部と、
　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部と、
　特定された前記血液充填時間を出力する出力部とを備える。
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明がとりうる第２の態様は、生体信号の測定装置で
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あって、
　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する第
１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に対
応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前記
第２の光の減光度を取得する第１演算部と、
　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を取
得する第２演算部と、
　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組織
への血液充填時間を特定する第３演算部とを備える。
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明がとりうる第３の態様は、生体信号の測定装置を
制御するプログラムであって、
　前記測定装置は、
　　被検者の生体組織を通過または反射した第１波長を有する第１の光の強度に対応する
第１信号、および当該生体組織を通過または反射した第２波長を有する第２の光の強度に
対応する第２信号を受け付ける信号受付部と、
　　前記信号受付部と接続されたコンピュータと、
　　前記コンピュータと接続された出力部とを備えるものであり、
　前記プログラムは、前記コンピュータを、
　　前記第１信号に基づいて前記第１の光の減光度を取得し、前記第２信号に基づいて前
記第２の光の減光度を取得する第１演算部、
　　前記第１の光の減光度および前記第２の光の減光度に基づいて、血液由来の減光度を
取得する第２演算部、および
　　前記生体組織の圧迫に伴う前記血液由来の減光度の経時変化に基づいて、前記生体組
織への血液充填時間を特定する第３演算部として動作させ、
　　さらに特定された前記血液充填時間を前記出力部より出力させる。
【００１１】
　ここで前記第２演算部は、前記第１の光の減光度と前記第２の光の減光度の差分に基づ
いて、前記血液由来の減光度を取得する。あるいは、前記第２演算部は、前記第１の光の
減光度と前記第２の光の減光度に回転マトリクス法を適用することにより、前記血液由来
の減光度を取得する。
【００１２】
　上記のような構成によれば、簡単な演算処理のみで、圧迫の程度の相違に起因して生ず
る血液以外の組織の変形の影響を排除し、血液充填時間を正確に特定することができる。
また血液充填時間の出力を得るために操作者が行なう実質的な作業は、例えばパルスオキ
シメトリに用いる既存のプローブを被検者の生体組織に装着して圧迫するのみである。す
なわち特殊なプローブの用意や特殊な作業を要することなく、迅速かつ正確に血液充填時
間を特定することができる。
【００１３】
　前記血液由来の減光度を示す信号から所定の周波数以下の成分を除去した信号を取得す
る第４演算部を備え、前記第３演算部は、前記生体組織の圧迫が解除された後の前記第４
演算部が取得した信号の経時変化に基づいて前記血液充填時間を特定する構成としてもよ
い。
【００１４】
　このような構成によれば、圧迫解除後の減光度変化にのみ着目して血液充填時間が特定
される。したがって、圧迫前の減光度基準値が変化してしまうような状況下においても、
その影響を受けることなく正確に血液充填時間を特定することができる。
【００１５】
　前記第４演算部が取得した信号の値の対数値を取得する第５演算部を備え、前記第３演



(6) JP 6148869 B2 2017.6.14

10

20

30

40

50

算部は、前記生体組織の圧迫が解除された後の前記対数値の経時変化より得られる回帰直
線の勾配に基づいて前記血液充填時間を特定する構成としてもよい。
【００１６】
　このような構成によれば、第４演算部が取得した信号に重畳する脈拍等に起因するノイ
ズを除去することができ、血液充填時間をより正確に特定することが可能である。
【００１７】
　前記血液由来の減光度の変化量が所定値を超えた場合に、前記第３演算部による前記血
液充填時間の測定が自動的に開始される構成としてもよい。
【００１８】
　血液由来の減光度に大きな変化が生じた場合は、血液充填時間を特定するために生体組
織の圧迫が行なわれた蓋然性が高いと判断できる。この判断に基づいて血液充填時間の特
定を自動的に行なうこととすれば、操作者の負担をさらに軽減することができる。
【００１９】
　前記生体組織を圧迫可能に前記被検者に装着されるカフと、前記カフの内部の気圧を制
御するカフ圧制御部とを備える構成としてもよい。
【００２０】
　この場合、操作者や繰返し回数によらず、常に一定の条件で圧迫を行なうことができる
。したがって、より正確に血液充填時間を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る生体信号測定システムの構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図２】上記生体信号測定システムにおける第２演算部が行なう処理の一例を説明する図
である。
【図３】上記第２演算部が行なう処理の別例を説明する図である。
【図４】上記生体信号測定システムにおける第４演算部が行なう処理の一例を説明する図
である。
【図５】上記生体信号測定システムにおける第５演算部が行なう処理の一例を説明する図
である。
【図６】従来の手法で血液充填時間を特定した場合の問題点を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明の実施形態の例について、添付の図面を参照しつつ以下詳細に説明する。なお以
下の説明に用いる各図面では、各部材を認識可能な大きさとするために縮尺を適宜変更し
ている。
【００２３】
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る生体信号測定システム１は、測定装置１
０およびプローブ２０を備えている。測定装置１０は、指示受付部１１、制御部１２、信
号受付部１３、および表示部１４を備えている。プローブ２０は、被検者の指３０に装着
される周知の構成を有するものであり、発光部２１および受光部２２を備えている。
【００２４】
　指示受付部１１は、測定装置１０の外面に設けられた周知のマンマシンインターフェー
スであり、測定装置１０に所望の動作を行なわせるためにユーザより入力される指示を受
け付け可能に構成されている。
【００２５】
　制御部１２は、各種演算処理を実行するＣＰＵ、各種制御プログラムを格納するＲＯＭ
、データ格納やプログラム実行のためのワークエリアとして利用されるＲＡＭ等を備え、
測定装置１０における様々な制御を実行する。制御部１２は、指示受付部１１と通信可能
に接続されている。指示受付部１１は、受け付けた指示に応じた信号を制御部１２に入力
する。
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【００２６】
　プローブ２０の発光部２１は、測定装置１０の制御部１２と通信可能に接続されている
。発光部２１は、第１波長λ１を有する第１の光と、第２波長λ２を有する第２の光を出
射可能とされている。本実施形態において発光部２１は、第１波長λ１の一例として６６
０ｎｍの赤色光を出射する発光ダイオードと、第２波長λ２の一例として９４０ｎｍの赤
外光を出射する発光ダイオードを備えている。各発光ダイオードは、制御部１２からの制
御信号に応じて、所定のタイミングで発光する。出射された第１の光と第２の光は、それ
ぞれ生体組織の一例としての指３０に入射する。
【００２７】
　プローブ２０の受光部２２は、指３０を通過した第１の光と第２の光を受光可能な位置
に配置される。受光部２２は、受光した第１の光の強度Ｉ１に応じた第１信号Ｓ１、およ
び受光した第２の光の強度Ｉ２に応じた第２信号Ｓ２を出力可能な構成とされている。本
実施形態においては、このような構成を有する素子としてフォトダイオードを用いている
。受光部２２は、測定装置１０の信号受付部１３と通信可能に接続されている。受光部２
２より出力された信号Ｓ１、Ｓ２は、信号受付部１３に入力される。
【００２８】
　信号受付部１３は、制御部１２と通信可能に接続されている。信号受付部１３は、受け
付けた信号Ｓ１、Ｓ２を制御部１２に入力する。制御部１２は、第１演算部４１、第２演
算部４２、および第３演算部４３を備えている。
【００２９】
　第１演算部４１は、第１信号Ｓ１に基づいて第１の光の減光度Ａ１を取得し、第２信号
Ｓ２に基づいて第２の光の減光度Ａ２を取得するように構成されている。減光度Ａ１、Ａ
２は、それぞれ第１信号Ｓ１と第２信号Ｓ２の、ある時刻（例えば生体組織の圧迫前）に
おける受光光量と別の時刻（例えば生体組織の圧迫中）における受光光量の比として計算
され、次式で表わされる。
 
　Ａ１＝ｌｏｇ（Ｉ１／Ｉｏ１）                                        （１）
　Ａ２＝ｌｏｇ（Ｉ２／Ｉｏ２）                                        （２）
 
ここでＩｏ１、Ｉｏ２が基準時刻（例えば生体組織の圧迫前）における受光光量を示し、
Ｉ１、Ｉ２が測定時における受光光量を示している。添え字１は第１の光を、添え字２は
第２の光を表している。
【００３０】
　第２演算部４２は、第１演算部４１が取得した第１の光と第２の光の減光度Ａ１、Ａ２
に基づいて、血液由来の減光度を取得するように構成されている。具体的には、減光度Ａ
１と減光度Ａ２の差分に基づいて、血液由来の減光度Ａｂを取得するように構成されてい
る。この動作原理について、以下詳しく説明する。
【００３１】
　指３０を圧迫して生体組織の厚みを変化させた際に生じる減光度の変化Ａは、血液の厚
み変化と血液以外の組織の厚み変化とに起因する。この事実は次式で表わされる。
 
　Ａ１＝Ａｂ１＋Ａｔ１＝Ｅ１ＨｂＤｂ＋Ｚ１Ｄｔ                        （３）
　Ａ２＝Ａｂ２＋Ａｔ２＝Ｅ２ＨｂＤｂ＋Ｚ２Ｄｔ                        （４）
 
ここで、Ｅは吸光係数（dl g-1cm-1）、Ｈｂは血色素濃度（g dl-1）、Ｚは血液以外の組
織の減光率（cm-1）、Ｄは変化した厚み（cm）を表している。添え字ｂは血液を、添え字
ｔは血液以外の組織を、添え字１は第１の光を、添え字２は第２の光を表している。
【００３２】
　血液以外の組織の波長依存性は無視できるため、Ｚ１＝Ｚ２とできる。ここで式（４）
より式（３）を減ずると、次式を得る。
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　Ａ２－Ａ１＝（Ｅ２－Ｅ１）ＨｂＤｂ                                  （５）
 
右辺には血液の情報のみが含まれている。したがって、減光度Ａ１と減光度Ａ２の差分を
とることにより、血液由来の減光度Ａｂを得ることができる。
【００３３】
　図２は、プローブ２０の上から指３０を圧迫した場合における、減光度Ａ１、減光度Ａ
２、および血液由来の減光度Ａｂ（＝Ａ２－Ａ１）の経時変化を示すグラフである。
【００３４】
　圧迫を解除しても減光度Ａ１、Ａ２の値が圧迫開始前の水準に戻らず、血液以外の組織
の変形が影響を及ぼしていることが判る。一方、減光度の差分値（Ａ２－Ａ１）すなわち
血液由来の減光度Ａｂは、圧迫の解除後に圧迫開始前の水準に収束していくことが判る。
すなわち、異なる波長の光を生体組織に照射することにより得られた減光度同士の差分を
とるという単純な演算操作のみで、血液以外の組織の変形の影響を除去しうる。
【００３５】
　第３演算部４３は、第２演算部４２が取得した指３０の圧迫に伴う血液由来の減光度Ａ
ｂ（＝Ａ２－Ａ１）の経時変化に基づいて、生体組織への血液充填時間を特定するように
構成されている。具体的には、血液由来の減光度Ａｂが圧迫開始前の水準にある程度近づ
いたと判断できる適当な閾値を定める。そして圧迫を解除した時点から、血液由来の減光
度Ａｂが当該閾値に到達するまでの時間（図２におけるＴ）を血液充填時間として特定す
る。これにより、圧迫の程度の相違に起因して生ずる血液以外の組織の変形の影響を受け
ずに、血液充填時間を正確に特定することができる。
【００３６】
　出力部の一例としての表示部１４は、測定装置１０の外面に設けられた周知のディスプ
レイ装置である。表示部１４は、制御部１２と通信可能に接続されている。制御部１２は
、第３演算部４３により特定された血液充填時間Ｔを示す信号Ｓ３を表示部１４へ入力す
る。表示部１４は、信号Ｓ３に応じた適宜の態様で血液充填時間Ｔを表示する。
【００３７】
　したがって医療従事者は、パルスオキシメトリに用いる既存のプローブ２０を被検者の
指３０に装着し、プローブ２０の上から指３０を圧迫するという作業のみで、正確に特定
された血液充填時間Ｔを表示部１４上に認めることができる。すなわち特殊なプローブの
用意や特殊な作業を要することなく、迅速かつ正確に血液充填時間Ｔを特定することがで
きる。
【００３８】
　上記の実施形態は本発明の理解を容易にするためのものであって、本発明を限定するも
のではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく変更・改良され得ると共に、本発明
にはその等価物が含まれることは明らかである。
【００３９】
　受光部２２は、必ずしも指３０を通過した光を受光する位置に配置されることを要しな
い。指３０を反射した光を受光する位置に配置され、各波長の反射光強度に基づいて上記
の減光度が取得される構成としてもよい。
【００４０】
　第２演算部４２が血液由来の減光度を取得するための処理は、必ずしも減光度Ａ１と減
光度Ａ２の差分に基づくことを要しない。図３は、第２演算部４２が行なう処理の別例と
して回転マトリクス法を用いる場合を説明する図である。
【００４１】
　図３の（ａ）は、Ｙ軸に第１の光の減光度Ａ１を、Ｘ軸に第２の光の減光度Ａ２をとり
、ある時刻における減光度Ａを成分（Ａ２、Ａ１）を有するベクトルで表現したものであ
る。ベクトルＡは、成分（Ａｂ２、Ａｂ１）を有する血液由来の減光度Ａｂを示すベクト
ルと、成分（Ａｔ２、Ａｔ１）を有する血液以外の組織由来の減光度Ａｔを示すベクトル
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の合成ベクトルとして与えられる。
【００４２】
　ここでベクトルＡを座標空間内でθだけ回転させることにより、ベクトルＡrotが得ら
れる。このときＡrotのＸ軸成分からは血液以外の組織に由来する成分が除かれ、血液由
来の成分のみからなることが判る。この操作は次式で表現される。
 
　ＡrotＴ＝ＫＡＴ                                                     （６）
 
　ここでＫおよびＡは、次の行列で表わされる。
【００４３】
【数１】

【００４４】
　血液以外の組織由来の減光度Ａｔは波長依存性がないため、図３の（ａ）においてＡｔ
１＝Ａｔ２である。よってθ＝（π／２）＝－tan－１（Ａｔ１／Ａｔ２）となる。
【００４５】
　このようにして取得したＡrotのＸ座標の値の経時変化を、減光度Ａ１および減光度Ａ
２の経時変化とともに示したのが、図３の（ｂ）である。圧迫を解除しても減光度Ａ１、
Ａ２の値が圧迫開始前の水準に戻らず、血液以外の組織の変形が影響を及ぼしていること
が判る。一方、ＡrotのＸ座標の値すなわち血液由来の減光度Ａｂは、圧迫の解除後に圧
迫開始前の水準に収束していくことが判る。すなわち、異なる波長の光を生体組織に照射
することにより得られた減光度の値により得られる行列に対して簡易な回転演算を施すの
みで、血液以外の組織の変形の影響を除去することができる。
【００４６】
　この場合、第３演算部４３は、第２演算部４２が取得した血液由来の減光度Ａｂ（＝Ｘ
）の指３０の圧迫に伴う経時変化に基づいて、生体組織への血液充填時間を特定するよう
に構成されている。具体的には、血液由来の減光度Ａｂが圧迫開始前の水準にある程度近
づいたと判断できる適当な閾値を定める。そして圧迫を解除した時点から、血液由来の減
光度Ａｂが当該閾値に到達するまでの時間（図３におけるＴ）を血液充填時間として特定
する。これにより、圧迫の程度の相違に起因して生ずる血液以外の組織の変形の影響を受
けずに、血液充填時間を正確に特定することができる。
【００４７】
　第３演算部４３は、必ずしも第２演算部４２が取得した血液由来の減光度Ａｂより直接
的に血液充填時間Ｔを特定することを要しない。例えば図１に破線で示すように、制御部
１２は、第４演算部４４を備えうる。図４に示すように、第４演算部４４は、第２演算部
４２が取得した血液由来の減光度Ａｂの微分値Ａｄを取得するように構成されている。
【００４８】
　図４の（ａ）は、第２演算部４２が取得した血液由来の減光度Ａｂの経時変化を、図４
の（ｂ）は、第４演算部４４が取得した微分値Ａｄの経時変化を示している。生体組織の
圧迫により減光度Ａｂが急上昇すると、微分値Ａｄが大きく変化する。圧迫された箇所か
ら血液が排除されると、減光度Ａｂは最大値付近においてほぼ一定値をとるため、微分値
Ａｄはゼロ付近を推移する。次いで圧迫が解除されると、血液の流入に伴って減光度Ａｂ
が急降下するため、微分値Ａｄが大きく変化する。血液が充填されるに伴って減光度Ａｂ
の値は一定値に収束し、微分値Ａｄもゼロに収束していく。
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【００４９】
　この場合、第３演算部４３は、第４演算部４４が取得した微分値Ａｄの経時変化に基づ
いて血液充填時間Ｔを特定するように構成されている。具体的には、圧迫解除に伴って微
分値Ａｄが所定の閾値Ａdtfに達した時点から、ゼロに戻るまでの時間を血液充填時間Ｔ
とする。ゼロの代わりに、これに準ずるような閾値を設定し、当該閾値に達した時点を以
って血液充填時間Ｔを特定することとしてもよい。
【００５０】
　すなわち圧迫解除後の減光度変化にのみ着目して血液充填時間Ｔが特定される。このよ
うな構成によれば、図６の（ｂ）に示した例のように圧迫前の減光度基準値が変化してし
まうような状況下においても、その影響を受けることなく正確に血液充填時間Ｔを特定す
ることができる。
【００５１】
　なお第４演算部４４は、血液由来の減光度Ａｂの微分値を取得する構成に限られるもの
ではない。例えば、第２演算部４２が取得した血液由来の減光度Ａｂを示す信号から所定
の周波数以下の成分を除去した信号を取得する構成としてもよい。当該構成によっても上
記と同様の効果が得られる。
【００５２】
　演算部１２は、さらに第５演算部４５を備える構成としてもよい。第５演算部４５は、
第４演算部４４が取得した信号の値の対数値を取得するように構成されている。図５は、
図４の（ｂ）に示した微分値Ａｄの自然対数をとった値ＡdLの経時変化を示している。
【００５３】
　この場合、第３演算部４３は、圧迫が解除されて以降の対数値ＡdLの経時変化より、回
帰直線ＲＬを演算により求め、回帰直線の傾きの逆数すなわち時定数を、血液充填時間Ｔ
として特定するように構成されている。
【００５４】
　図４の（ｂ）に示すように、圧迫解除後に微分値Ａｄは全体として一定値に収束してい
く傾向を有するものの、周期的に値が上下動していることが判る。これは脈拍の影響であ
る。上記のように第５演算部４５がさらに対数値ＡdLを取得し、回帰直線を求める演算を
行なうことにより、脈拍に起因するノイズの影響を軽減した指数近似が可能である。した
がってより正確に血液充填時間Ｔを特定することができる。
【００５５】
　第３演算部４３による血液充填時間Ｔの特定処理は、指示受付部１１が測定開始の指示
を受け付けた場合に行なわれる構成としてもよいし、第２演算部４２が取得する血液由来
の減光度Ａｂの変化量が所定値を超えた場合に、自動的に開始される構成としてもよい。
血液由来の減光度Ａｂの変化量が所定値を超えた事実は、第２演算部４２が取得した減光
度Ａｂが所定の閾値を超えた事実を以って判定してもよいし、第４演算部が取得した微分
値Ａｄが図４の（ｂ）に示す所定の閾値Ａdtrを超えた事実を以って判定してもよい。
【００５６】
　パルスオキシメトリにおける通常の測定を行なっている限りにおいては、一般に上記の
ような減光度Ａｂの大きな変化は生じない。したがって減光度Ａｂに大きな変化が生じた
場合は、血液充填時間を特定するために生体組織の圧迫が行なわれた蓋然性が高いと判断
できる。この判断に基づいて血液充填時間の特定を自動的に行なうこととすれば、操作者
の負担をさらに軽減することができる。
【００５７】
　本発明の効果として、血液充填時間Ｔを特定するにあたって特殊なプローブの用意が必
要ない旨を先に述べたが、追加設備の使用を禁止する意図ではない。例えば図１に破線で
示すように、プローブ２０を覆うカフ５０を被検者の指３０に装着し、カフ５０の内部の
気圧を制御するカフ圧制御部４６を制御部１２が備える構成としてもよい。
【００５８】
　カフ圧制御部４６は、先ずカフ５０がプローブ２０を介して被検者の指３０を所定の圧
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力で圧迫できるように、カフ５０内部を加圧する。そして所定時間の経過後、カフ５０の
内部が減圧される。このような構成によれば、操作者や繰返し回数によらず、常に一定の
条件で圧迫を行なうことができる。したがって、より正確に血液充填時間Ｔを特定するこ
とができる。
【００５９】
　特定された血液充填時間Ｔは、必ずしも数値として表示部１４に表示されることを要し
ない。これに加えてあるいは代えて、血液充填時間Ｔを示す色やシンボルを表示部１４に
表示してもよいし、血液充填時間Ｔを示す音声を出力してもよい。
【００６０】
　上述した第１演算部４１、第２演算部４２、第３演算部４３、第４演算部４４、第５演
算部４５、およびカフ圧制御部４６の機能は、回路素子等のハードウェアの動作、コンピ
ュータの一例としての制御部１２に格納されたプログラム等のソフトウェアの動作、ある
いはこれらの組合せによって実現されうる。
【符号の説明】
【００６１】
　１：生体信号測定システム、１０：測定装置、１２：制御部、１３：信号受付部、１４
：表示部、２１：発光部、２２：受光部、４１：第１演算部、４２：第２演算部、４３：
第３演算部、４４：第４演算部、４５：第５演算部、４６：カフ圧制御部、５０：カフ、
Ａ１：第１の光の減光度、Ａ２：第２の光の減光度、Ａｂ：血液由来の減光度、Ｉ１：第
１の光の強度、Ｉ２：第２の光の強度、Ｔ：血液充填時間

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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