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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　身体組織または血液中のグルコース・レベルを割り出すための装置であって、
　前記組織または血液に電界を印加するための電極配置（３３、３５、３６、４５）を有
する、前記電界に対する前記組織または血液の応答について記述する少なくとも１つの第
１パラメータを測定するための電気的検出装置（２）と、
　前記組織または血液による光の伝送または反射について記述する少なくとも１つの第２
パラメータを測定するための光源（４６）および光検出器（４７）を具備する光学的検出
装置（３）と、
　前記第１、第２パラメータの組合せからグルコース・レベルを割り出すための評価回路
（１）と、
　を具備し、
　前記光学的検出装置（３）は入射光および／または出射光を伝送するための導波路（４
６ｂ、４７ｂ）を具備し、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）は平面的で且つ前記
身体組織または血液と面する第１面と、対向する第２面と、を有し、前記導波路（４６ｂ
、４７ｂ）は前記第２面に位置し、前記導波路（４６ｂ、４７ｂ）に前記電極配置の電極
（４５）相互間の隙間内において表面格子または粗くされた領域（４８）が設けられてい
る、装置。
【請求項２】
　前記電極配置（３３、３５、３６、４５）に相違する周波数の電圧を印加するためのＡ
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Ｃ電圧源（４０）をさらに具備する、請求項１の装置。
【請求項３】
　前記光学的検出装置（３）は、少なくとも第１、第２波長について前記第２パラメータ
を割り出すように適合される、請求項１または２の装置。
【請求項４】
　前記第１波長は可視スペクトル内にある、請求項３の装置。
【請求項５】
　前記第２波長は近赤外線スペクトル内にある、請求項３または４の装置。
【請求項６】
　前記電界を受けている前記組織または血液の少なくとも一部の中で前記第２パラメータ
を測定するために、前記光源（４６）は前記電極配置（３３、３５、３６、４５）を介し
て光を放射するように配置され、また／または前記光検出器（４７）は前記電極配置（３
３、３５、３６、４５）を介して伝送された光を測定するように位置する、請求項１乃至
５のいずれかの装置。
【請求項７】
　前記光源（４６）および／または光検出器（４７）は、前記電極配置（３３、３５、３
６、４５）内の隙間を介して伝送される光を放射または測定するように位置する、請求項
６の装置。
【請求項８】
　身体組織あるいは血液中のグルコース・レベルを割り出すための装置であって、
　前記組織または血液に電界を印加するための電極配置（３３、３５、３６、４５）を有
し、前記グルコース・レベルに依存する前記組織または血液のグルコース・パラメータを
非侵襲的に割り出すための電気的検出装置（２）と、
　前記組織または血液による光の伝送または反射について記述する少なくとも１つの第２
パラメータを測定するための光源（４６）および光検出器（４７）を具備する光学的検出
装置（３）と、
　前記装置と前記組織または血液との間の力を示す力パラメータを測定するための力セン
サ（４）と、
　前記グルコース・レベルを割り出すための評価回路（１）と、
　を具備し、
　前記光学的検出装置（３）は入射光および／または出射光を伝送するための導波路（４
６ｂ、４７ｂ）を具備し、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）は平面的で且つ前記
身体組織または血液と面する第１面と、対向する第２面と、を有し、前記導波路（４６ｂ
、４７ｂ）は前記第２面に位置し、前記導波路（４６ｂ、４７ｂ）に前記電極配置の電極
（４５）相互間の隙間内において表面格子または粗くされた領域（４８）が設けられてい
る、装置。
【請求項９】
　リストバンド（２１）または接着テープをさらに具備し、
　前記力センサ（４）は、前記リストバンドまたは接着テープによって印加される力を測
定するように適合された、
　請求項８の装置。
【請求項１０】
　第１、第２の筐体部（３９ａ、３９ｂ）と、前記第１筐体部と接続されたリストバンド
（２１）とを具備し、
　前記電気的検出装置は、前記第２筐体部（３２）内または上に配置され、
　前記力センサ（４）は、前記第１、第２筐体部（３９ａ、３９ｂ）間の力を測定するよ
うに適合された、
　請求項８の装置。
【請求項１１】
　前記評価回路（１）は、前記グルコース・パラメータおよび前記力センサからの信号の
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組合せからグルコース濃度を割り出すように適合された、請求項８乃至１０のいずれかの
装置。
【請求項１２】
　前記装置は、前記力センサからの信号の変動が閾値を越える場合、前記装置の動作の少
なくとも一部を抑制するように適合された、請求項８乃至１１のいずれかの装置。
【請求項１３】
　前記装置は、前記力センサからの信号の変動が所与の閾値を越える場合、警告を発する
ように適合された、請求項８乃至１２のいずれかの装置。
【請求項１４】
　身体組織あるいは血液中のグルコース・レベルを割り出すための装置であって、
　前記組織または血液に電界を印加するための電極配置（３３、３５、３６、４５）を有
し、前記グルコース・レベルに依存する前記組織または血液のグルコース・パラメータを
非侵襲的に割り出すための電気的検出装置（２）と
　前記組織または血液による光の伝送または反射について記述する少なくとも１つの第２
パラメータを測定するための光源（４６）および光検出器（４７）を具備する光学的検出
装置（３）と、
　前記装置の加速度を測定するための加速度センサ（５）と、
　前記グルコース・レベルを割り出すための評価回路（１）と、
　を具備し、
　前記光学的検出装置（３）は入射光および／または出射光を伝送するための導波路（４
６ｂ、４７ｂ）を具備し、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）は平面的で且つ前記
身体組織または血液と面する第１面と、対向する第２面と、を有し、前記導波路（４６ｂ
、４７ｂ）は前記第２面に位置し、前記導波路（４６ｂ、４７ｂ）に前記電極配置の電極
（４５）相互間の隙間内において表面格子または粗くされた領域（４８）が設けられてい
る、装置。
【請求項１５】
　前記装置は、前記加速度が閾値を越える場合、前記装置の動作の少なくとも一部を抑制
するように適合された、請求項１４の装置。
【請求項１６】
　前記装置は、前記加速度センサ（５）からの信号が所与の閾値を越える場合、警告を発
するように適合された、請求項１４または１５の装置。
【請求項１７】
　身体組織または血液中のグルコース・レベルを割り出すための装置であって、
　前記組織または血液に電界を印加するための電極配置（３３、３５、３６、４５）を有
する電気的検出装置（２）を具備し、
　前記電気的検出装置（２）は、
　前記電極配置（３３、３５、３６、４５）によって生成される場に対する前記組織また
は血液の前記場の１０ＭＨｚを超える周波数における応答について記述する少なくとも１
つの第１パラメータと、
　前記電極配置（３３、３５、３６、４５）によって生成される場に対する前記組織また
は血液の前記場の１０ＭＨ未満の周波数における応答について記述する少なくとも１つの
第２パラメータと、
　を測定するように適合され、
　前記装置は、前記組織または血液による光の伝送または反射について記述する少なくと
も１つの第３パラメータを測定するための光源（４６）および光検出器（４７）を具備す
る光学的検出装置（３）をさらに具備し、
　前記装置は、前記第１、第２、第３パラメータの組合せから前記グルコース・レベルを
割り出すための評価回路（１）をさらに具備し、
　前記光学的検出装置（３）は入射光および／または出射光を伝送するための導波路（４
６ｂ、４７ｂ）を具備し、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）は平面的で且つ前記
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身体組織または血液と面する第１面と、対向する第２面と、を有し、前記導波路（４６ｂ
、４７ｂ）は前記第２面に位置し、前記導波路（４６ｂ、４７ｂ）に前記電極配置の電極
（４５）相互間の隙間内において表面格子または粗くされた領域（４８）が設けられてい
る、装置。
【請求項１８】
　前記電極配置は、前記第１パラメータを測定するための第１電極と、前記第２パラメー
タを測定するための第２電極と、を具備する、請求項１７の装置。
【請求項１９】
　前記電極配置（３３、３５、３６、４５）は、第１電極配置（３３、３５）および第２
電極配置（３６、３５）を具備し、
　前記第１、第２電極配置（３３、３５、３６、４５）は、異なる幾何学的特徴を有する
、
　請求項１乃至１８のいずれかの装置。
【請求項２０】
　各電極配置（３３、３５、３６）は、隙間（３４、３７）によって分離された第１（３
５）、第２電極（３３、３６）を具備し、
　前記第１電極配置（３３、３５）の前記隙間（３４）は、前記第２電極配置（３６、３
５）の前記隙間（３７）より小さな幅を有する、
　請求項１９の装置。
【請求項２１】
　前記第１、第２電極配置（３３、３５、３６、３５）は、共通の第１電極（３５）を有
する、請求項２０の装置。
【請求項２２】
　前記第１電極配置（３３、３５）の前記第２電極（３３）は、前記第２電極配置（３６
、３５）の前記第２電極（３６）より小さな幅を有する、請求項２０または２１の装置。
【請求項２３】
　前記光学的検出装置（３）は、４５０乃至８００ｎｍの範囲の波長の光の前記組織また
は血液による伝送および／または反射について記述する少なくとも１つのパラメータを測
定するための前記光源（４６）および前記光検出器（４７）を有する、請求項１乃至２２
のいずれかの装置。
【請求項２４】
　超音波検出器（７）をさらに具備する請求項１乃至２３のいずれかの装置。
【請求項２５】
　前記電気的検出装置（２）は、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）によって生成
される場に対する前記組織または血液の前記場の１０ＭＨｚ未満の周波数における応答に
ついて記述する少なくとも１つのパラメータを測定するように適合された、
　請求項１乃至２４のいずれかの装置。
【請求項２６】
　前記電気的検出装置（２）は、前記電極配置（３３、３５、３６、４５）によって生成
される場に対する前記組織または血液の前記場の少なくとも１ｋＨｚの周波数における応
答について記述する少なくとも１つのパラメータを測定するように適合された、
　請求項１乃至２５のいずれかの装置。
【請求項２７】
　前記電気的検出装置（２）は、１ｋＨｚと１００ｋＨｚとの間の周波数において第１パ
ラメータを測定するとともに１００ｋＨｚと１ＭＨｚとの間の周波数において第２パラメ
ータを測定するように適合された、
　請求項１乃至２６のいずれかの装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、身体組織/血液内のグルコース・レベルを割り出すことおよびその精度を改
善するための様々な概念に関する。
【背景技術】
【０００２】
　WO 2005/053523およびWO 2005/053526は、身体組織中のグルコース・レベルを割り出す
ための非侵襲性（non-invasive）の生体内技術の様々な側面について記載している。これ
らの書類において説明されている技術は、適度な精度をもたらしはするが、長期的な精度
は、測定が行なわれるパラメータを厳密に制御することを用いてのみ達成されることが可
能である。このことは、状況によっては、望ましくないかもしれない。
【発明の開示】
【０００３】
　よって、本発明の全般的な目的は、生体内の非侵襲的なグルコース測定の精度を改善す
る方法を提供することである。
【０００４】
　この目的は、独立形式の請求項のいずれかにおいて記載された手段によって達成される
。
【０００５】
　本発明の第１の側面によれば、本装置は、光学的検出装置だけでなく電気的検出装置を
具備することが記載されている。電気的検出装置は、電界に対する組織の応答について記
述する少なくとも１つの第１パラメータを測定するために身体組織にこの電界を印加する
のに適した電極配置を有している。光学的検出装置は、組織による光の反射および伝送を
記述する少なくとも１つの第２パラメータを測定するための光源および光受信器を具備す
る。本装置は、第１、第２パラメータの組合せからグルコース・レベルを割り出すための
評価回路をさらに具備している。電界上の応答から得られたパラメータ、および光学的な
応答から得られた別のパラメータを組合せることによって、検討対象の組織の中の血液灌
流レベルへの信号の依存を無くすか、少なくとも減じることが可能になる。
【０００６】
　本発明の第２の側面では、組織のグルコース・レベルに依存するグルコース・パラメー
タを非侵襲的に測定するための検出装置を含んでいる。この検出装置は、例えば、誘電的
な（inductive）測定値および／または光学的な測定値に基づくことが可能である。この
検出装置に加えて、本装置は、本装置が組織に対して押し付けられる力を示す力パラメー
タを測定するための力センサと、グルコース・レベルを割り出すための評価回路と、を具
備している。これによって、精度が上がる。なぜなら、非侵襲性の方法によって測定され
たパラメータが、一般に本装置が組織に対して押し付けられる力に依存するからである。
よって、力パラメータを測定することによって、本装置が組織に対して適切に押し付けら
れていない／取り付けられていない場合、または、水分、血圧変化変動のような印加され
る圧力に大きな増加を引き起こす身体内の生物物理上の変化が生じた場合、グルコース・
パラメータによる結果が修正されることが可能であり、また／または警告が発せられるこ
とが可能である。
【０００７】
　発明の第２の側面と密接に関係する第３の側面では、本装置は、グルコース・レベルに
依存する組織のグルコース・パラメータを非侵襲的に測定するための検出装置を具備して
いる。本検出装置は、やはり、例えば誘電的な測定値および／または光学的な測定値に基
づき得る。本装置は、グルコース・レベルを割り出すための評価回路だけでなく本装置の
加速度を測定するための加速度センサをさらに含んでいる。このように特徴を組合せるこ
とは、装置／身体の加速（これは、例えば、腕に本装置をつけて、腕を動かす場合に生じ
得る）の最中、装置が組織に押し付けられる力が変化し、このことによって、検出装置か
ら得られた測定値を修正すること、および／または少なくとも装置の機能の一部を抑制す
ることが必要になり、また／またはユーザに警告を発することが望ましいという理解に基
づいている。このことは、また、動きが制限されていることが予想される睡眠、または事
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務、または運転のような評価アルゴリズム中の動きに関連してではなくグルコース・レベ
ルに関連して測定値が変化したということをより強く確信させる期間を示すことができる
。
【０００８】
　第４の側面では、本装置は、組織に電界を印加するための電極配置を有する電気的検出
装置を具備している。この検出装置は、
　１０ＭＨｚを越える場の周波数における少なくとも１つの第１パラメータと、
　１ＭＨｚ未満の場の周波数における少なくとも１つの第２パラメータと、
　を測定するように適合されている。
【０００９】
　本装置は、第１、第２パラメータの組合せによってグルコース・レベルを割り出すため
の評価回路をさらに具備している。
【００１０】
　このことは、第２パラメータが主として皮膚の水和度（water hydration）のみに依存
する一方、第１パラメータが汗だけでなくグルコース・レベルにも依存するという理解に
基づいている。２つのパラメータを（例えば、較正データを用いて）組合せることによっ
て、結果の皮膚の水和度に対する依存度を減じることが可能になる。
【００１１】
　以下の本発明の詳細な説明を考慮すれば、本発明がより良く理解されるとともに上記し
たもの以外の目的が明白になるであろう。そのような記述は、添付の図面に対して言及が
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
１．　概観
　図１は、本発明の様々な側面を示す装置の実施形態の概観を示している。
【００１３】
　見て分かるように、本装置は、制御装置および評価回路１を具備している。制御装置お
よび評価回路１は、例えば、後述の様々なタスクを行なうことに適するマイクロプロセッ
サ、周辺回路、およびソフトウェア・コンポーネントとして実現されることが可能である
。また、装置は様々なセンサ・モジュール２乃至８を具備している。
【００１４】
　電気的検出装置２は、ユーザの組織に電界を印加するための電極を有しており、またこ
の電界に対する組織の応答を記述する少なくとも１つのパラメータを測定する。
【００１５】
　光学的検出装置３は、組織による光の伝送または反射について記述する少なくとも１つ
のパラメータを測定するための光源および光受信器を有している。
【００１６】
　力センサ４は、装置が組織に対して押し付けられる力あるいは装置とその下の組織との
間の力、あるいは柔軟なセンサ素子の場合の表面に亘る力の分布または測定される組織の
力を示す力パラメータを測定するように設計されている。
【００１７】
　加速度センサ５は、装置の加速度（減速度を含む）を測定する。
【００１８】
　温度センサ６（あるいは温度センサは複数であることが有利である）は、１つまたは複
数の温度値を測定するために用いられる。温度センサは、例えば、組織の表面上、または
装置内、または周囲の温度を測定するために用いられる。
【００１９】
　代替的な灌流センサ７は、例えば（他の幾つかのセンサ・モジュールに加えて、または
そのようなモジュールの代わりに）組織の血液灌流レベルに依存するパラメータを測定す
るために設けられることが可能である。
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【００２０】
　誘導的（inductive）センサ８は、組織の誘導的な応答（すなわち印加される磁界に対
する組織の応答）を測定するために用いられることが可能である。
【００２１】
　センサ・モジュールのこのリストは全てを網羅しているわけではない。装置は、測定さ
れたグルコース・レベルに対して影響を有するパラメータを割り出す（非侵襲性であるこ
とが有利である）ことを可能にする他のセンサ・モジュールを備えていてもよい。また、
１つまたは複数のセンサが、これらに対応するパラメータが無視されることになっている
場合、省略されることが可能である。最後に、モジュールのうちの幾つかは１つへと組合
せられ得る。例えば、力、加速度センサは、この両方が、力または表面上での力の分布を
基本的に測定するので、単一のモジュールへと一体化されてよい。
【００２２】
　最後に、装置は、また、制御ユニット１を外部データ処理および／または制御回路に接
続するためのインターフェース１１を備えることが有利である。原則として、装置の動作
は以下の通りである。制御ユニット／評価回路１は、様々なセンサ・モジュール２乃至８
（またはそれらの一部）を動作させて、装置自体（例えば装置内の温度）だけでなく、ユ
ーザの状態（例えば組織の電気的・光学的な応答）と、ユーザの環境（例えば周囲の温度
）の状態とに依存する多くのパラメータを測定する。評価回路１は、例えば多次元的な較
正データおよび／またはアルゴリズム的な規則を用いて様々な測定データを組み合せて、
信号を算出するかグルコース・レベルを示す値を表示する。
【００２３】
　装置の可能な機械的なセット・アップが、図２に示されている。示されている装置は、
ほぼ腕時計の形および大きさを有しており、リストバンド２１によって腕または脚２０上
に装着されることが可能である。装置は、第１筐体部３９ａおよび第２筐体部３９ｂを備
える筐体２２を有している。ユニット２３がその正面側に配置され、電極配置２４がその
裏面側に配置されている。筐体の内部は、制御ユニットおよび評価回路１の回路と、様々
なモジュール２乃至８の少なくとも一部と、バッテリー２５とのための空間を提供する。
しかしながら、これが単に可能な実施形態の１つの有利な例に過ぎないことに留意されな
ければならない。他のデザインが同様に用いられることが可能である。例えば、制御ユニ
ットおよび評価回路１の一部あるいは全体が、有線または無線通信手段によって図２の装
置に接続された独立の装置の中に配置され得る。
【００２４】
　リストバンド２１を用いる代わりに、装置は、接着テープのような他の手段によって身
体に付けられてもよい。
【００２５】
　以下、図１および図２の装置の様々な部分が、より詳細に説明される。
【００２６】
２．　電気的検出装置
　電気的検出装置２は、電界に対する組織の応答を測定する役目をする。この応答は、例
えば（複素）電気的インピーダンス、または一般的な誘電特性で表現されることが可能で
ある。電界は１つまたは複数の電極配置によって組織に印加される。
【００２７】
　本実施形態では、電気的検出装置によって測定される１０ＭＨｚを越える場の周波数に
ついてのインピーダンス（またはインピーダンスに関連付けされた値）は、すべての測定
されたパラメータの中でグルコースまたはその派生物に最も強く依存する測定パラメータ
であり、よって、「グルコース・パラメータ」とも称される。しかしながら、別の実施形
態においてグルコースが主として光学的方法によって測定される場合、光学的に測定され
たパラメータが「グルコース・パラメータ」と称され得る。「グルコース・パラメータ」
は、また、様々な測定値の組合せ、例として光学的および誘電的な測定値の組合せから得
られ得る。
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【００２８】
　本実施形態に戻ると、皮膚組織のインピーダンス測定は、スタンドアロン型装置または
組合せ構造として動作可能な様々なセンサを用いて、行なわれることが可能である。これ
らのセンサは体の複数の位置に取り付けられることが可能で、こうして異なった領域に関
連付けされた組織のマイクロ血管新生（micro vascularisation）の差が検査されること
が可能になる。例えば、血管が身体の末端（すなわち手および足）に近づくに連れてマイ
クロ血管新生の程度が増えるので、そのような組織において、血液の誘電率変化に対する
相対感度がより大きくなる。例えば、耳たぶでは、耳たぶが容量結合された測定を行なう
に際して血液灌流の程度が最も大きいという利点がある。しかしながら、利用可能な組織
表面積の大きさ、およびそのような位置で生じる移動に対して明らかに制約がある。
【００２９】
２．１　差分センサ
　有利な実施形態では、電気的検出装置２は、形状の相違する幾つかの電極の配置を有す
る差分センサを具備している。このことが、以下に説明される。
【００３０】
　人間の皮膚は、様々な物理的性質および生物学的機能を備えた幾つかの波状の平行層と
見なされることが可能である。真皮層は、血液灌流が最も多いので、血糖の変化に最も感
度が高いと考えられる。真皮層は、他の層（例えば表皮および角質層）の下方に位置して
いるので、真皮層の誘電特性を直接測定することは、皮膚表面に置かれた非侵襲性センサ
では不可能である。よって、差分センサの目的は、検討対象の全体積の測定に対する様々
な層の影響を識別するために深さについての測定を達成することである。
【００３１】
　ここで選択される方法は、幾何学的特徴（geometry）が相違する（例えば幅、間隔が相
違する）複数の電極配置を用いる。概して、信号の貫通深さは、電極幅および電極間隔が
増加するに連れて増加する。多層システムについては、各層ごとに、相違する電極幅およ
び間隔における誘電率変化の大きさに対する最大感度が存在する。相違する電極配置から
の測定結果を組合せることによって、個別の層の貢献度を突き止めることが可能になる。
電位分布の有限要素をモデル化するシミュレーションによって、センサの幾何学特徴が最
適化され、特定の層の誘電特性の変化に対して最大の感度を達成することが可能になる。
【００３２】
　例えば、２つの電極配置からなるセンサが考慮されることが可能である。１つの電極配
置は短センサと呼ばれる。電極の規模および分離が小さいことによって、電極が上層皮膚
層の変化に対して感度が良くなる。第２の組は長センサと呼ばれる。電極の大きさが大き
くまた隙間が大きいことによって、より深い層、この場合真皮に対して電極の感度が良く
なる。
【００３３】
　図３は、そのようなセンサの例を示している。点を付された領域は電極を表しており、
丸はその上に電極配置が配置される基部３２を貫くコンタクト３１を表している。
【００３４】
　第１電極配置は、細い隙間３４によって基本電極３５から分離された細い帯状電極３３
を具備している。第２電極配置は、より太い隙間３７によって基本電極３５から分離され
たより太い帯状電極３６を具備している。換言すれば、２つの電極配置は、共通の第１電
極、すなわち基本電極３５を有している。
【００３５】
　基本電極３５は、例えば接地されることが可能であり、帯状電極３３、３６はＡＣ信号
を伝送する。
【００３６】
　第１電極配置はより上の皮膚層の特性に対して感度が良い。第２電極配置はより大きく
、またより深い皮膚層、この場合、真皮の特性に対して感度が良くなるように、グランド
までの距離がより大きい。
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【００３７】
　電極配置の各々を駆動するとともにそれらからの信号を受信するための回路は、例えば
、WO 2005/053523において（１つの電極配置について）示されているのと同じものであり
得る。これは、参照することによってその全体が本明細書に組み入れられる。しかしなが
ら、その回路の一部が、２つの電極配置を駆動するために複数にされる必要があるであろ
う。
【００３８】
　２つの電極配置を駆動するための回路の可能なデザインが図４に示されている。見て分
かるように、回路は（信号生成要素）電圧制御発振器（ＶＣＯ）４０を具備している。Ｖ
ＣＯ４０は、周波数が可変なＡＣ電圧を生成する。周波数は、例えば制御ユニット１によ
って設定されることが可能である。ＶＣＯ４０からの信号は、スイッチ４１に供給される
。スイッチ４１は、ＶＣＯ４０からの信号を、それぞれ既知の抵抗素子Ｒ１、Ｒ２、およ
びインダクタンスＬ１、Ｌ２を介して第１電極配置（Ｃｌによって示されている）または
第２電極配置（Ｃ２によって示されている）のいずれかに二者択一的に供給する。各経路
については、抵抗素子（Ｒ１またはＲ２）とインダクタンス（Ｌ１またはＬ２）との間の
点での電圧は、測定回路４３に供給される。測定回路４３は、電圧の振幅Ａ１またはＡ２
に加えて位相ｐｈｉ１またはｐｈｉ２も測定する。これらの測定された信号は、制御装置
および評価回路１内でさらに処理される。
【００３９】
　図４に示されている回路がそのような回路の多くの可能な実施形態のうちの１つに過ぎ
ないことに留意されればならない。特に、測定は、（例えば、ショート・パルスを用いて
）時間領域において、続くフーリエ解析とともに行なわれ得る。そのような装置はWO 04/
021877に記載済みである。
【００４０】
　さらなる信号の処理は、一般的に、例えば、おそらく適切な重みで信号を重み付けした
後で、振幅の差または比を算出することによって２つの電極配置によって得られた信号を
比較するステップを具備するであろう。
【００４１】
　電気的検出装置２の信号を評価する（そして、実際には、全ての測定モジュール２乃至
８の信号を評価する）ために用いられる較正の一般的なアルゴリズムおよび方法は、WO 2
005/053526に記載されている。
【００４２】
　代替的な実施形態では、図３のレイアウトは、例えば接地電極相互間で３つ以上の隣接
帯状電極を用いることによって第１、第２電極配置が空間的により多く重なり合う場を有
するとともに中央の帯状電極が（第１電極配置を形成するために）グランドかあるいは（
第２電極配置を形成するために）他の帯状電極と同じ信号のいずれかに印加されるデザイ
ンによって置換されることが可能である。この場合、スイッチ４１は、個々の帯状電極を
グランドまたはＶＣＯ４０からの信号の一方に接続することを可能にする適切なスイッチ
列によって置換されるであろう。この装置は、各電極配置についての測定を行なうととも
に次いで２つの結果を比較するように操作されるであろう。
【００４３】
　並列の帯状電極からなる電極デザインも、次の項において示される。
【００４４】
　差分センサにおいて用いられる信号の周波数は、１０ＭＨｚを超える、例として数１０
ＭＨｚ乃至数ＧＨｚの範囲内であることが有利である。WO 2005/053523に記載されている
ように、この周波数範囲内での測定はグルコース濃度あるいはその変化に特に感度が良い
。
【００４５】
２．２　湿気および汗センサ
　本装置は、皮膚の汗（表面水分含有量）を測定する水分／汗センサをさらに具備するこ
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とが可能である。これは、グルコース含有量の直接の測定値でなく、皮膚の誘電的および
電気的な応答に影響するインポート・パラメータである。よって、皮膚の水和度および汗
についてのより正確な知識によって、より正確な結果を得ることが可能になる。
【００４６】
　皮膚の水和度も、皮膚の電気的特性に強く影響するので、電気的検出装置によって測定
されることが有利である。
【００４７】
　皮膚の水和度を測定するために、電気的検出装置は、電気的および誘電的な応答を測定
することに関しては主要なグルコース・センサ（すなわち本実施形態中の差分センサ）と
同じ電極を用いることができ、または独立した電極を用いることができる。いずれの場合
でも、電気的検出装置は、電極間のインピーダンスを測定する。
【００４８】
　インピーダンス測定は、差分センサに類似する誘電性媒体の容量測定に基づくが、はる
かに低い周波数、有利には１０ＭＨｚ未満、特に１ＭＨｚ未満に固定されて、または１ｋ
Ｈｚ乃至１０ＭＨｚの範囲内の信号周波数における広範囲の周波数掃引を用いて行なわれ
る。同様に、この範囲内に周波数貢献を有する１つのパルスが、有利には範囲外の周波数
についての後続のディジタルおよび／またはアナログ・フィルタリングとともに、用いら
れることが可能である。皮膚表面の水和度の変化に起因するあらゆる誘電率の変化は、精
密測定キャパシタの容量を変化させる。この測定は、水和度レベルのわずかな変化さえ検
知することができる。測定の再現性は非常に高く、測定時間は非常に短い（１ｓ）。また
、近接して離された小さな電極を用いる場合、測定深さは非常に小さくなり得る（１００
μｍ）。測定深さはセンサの幾何学的特徴に依存して変わり得る。低周波数の皮膚表面の
抵抗値が測定される。この種の測定は広く用いられている電流皮膚反応（ＧＳＲ）検知に
類似している。
【００４９】
　２つの測定が行なわれることが有利である。第１の測定は好ましくは約１ｋＨｚ乃至１
００ｋＨｚで実行されて第１パラメータを提供し、第２の測定は好ましくは約１００ｋＨ
ｚ乃至１０００ｋＨｚの間で実行されて第２パラメータを提供する。約１ｋＨｚでの第１
の測定は主として表面の汗に依存することが見出され、他方、１００ｋＨｚを越える測定
は主としてよりより下層の皮膚層の水和度に依存する。両方の周波数で測定することによ
って、システムについてのよりよい知識が獲得されることが可能である。
【００５０】
２．３　信号生成
　電気的検出装置２の電極配置によって用いられる様々な信号を生成することは簡単であ
る。周波数と周波数範囲に応じて、信号電圧は単純なＬＣまたはマイクロ波発振器、また
は位相ロック・ループ（ＰＬＬ）および関連回路（すなわちミキサ、分周器、多くの信号
周波数などの重ね合せ）によって制御される発振器、または直接ディジタル合成（ＤＤＳ
、時にＮＣＯ、数値制御発振器と呼ばれる）を用いて生成され得る。これらのシステムは
すべて０乃至約１００ＧＨｚの周波数を生成することができる。信号源は、電気部品とし
てまたは完全に組み立てかつ検査されたユニットとして多くの業者によって市販されてい
る。
【００５１】
　そのような信号源用の重要なパラメータは、周波数範囲、周波数、および振幅安定性で
ある。携帯機器については、電力消費量も非常に重要な数値である。
【００５２】
　測定は、数ｋＨｚ乃至３５０ＧＨｚを超える周波数範囲の中で行なわれることが可能で
ある。時に、複数の電極配置が、１つの周波数または周波数範囲に対して用いられ得る。
また、相違する電極配置が、検査対象の組織領域に関して違った風に配置され得る。
【００５３】
２．４　結論
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　説明されたように、電気的検出装置２は少なくとも２つのパラメータを測定する。第１
パラメータは、電極配置によって生成された１０ＭＨｚを越える場の周波数における場に
対する組織の応答について記述する。第２パラメータは、電極配置によって生成された１
ＭＨｚ未満の場の周波数における場に対する組織の応答について記述する。第１のパラメ
ータはグルコースに、また皮膚水和度にも強く依存し、他方、第２のパラメータは、主と
して皮膚水和度に依存するので、評価回路１において２つを組合せることによって皮膚水
和度への依存度を減じることが可能になる。
【００５４】
３．　光学的検出装置
　光学的検出装置３は、主として血流の変化および定められた体積の皮膚およびその下方
の組織の灌流特性を割り出すとともに定量化することを目的とし、概して、検査対象の空
間体積の灌流と体積比の変化についての指標を生成することを可能にする。皮膚組織中の
血液灌流レベルを変化させ得る、身体の生理学的変化に関連を有する多くの要素がある。
光学的検出装置を電気的検出装置２からの信号と組合せるセンサは、血液量およびフロー
の独立した測定値が用いられて電気的検出装置２からの信号の対応する変化を補償するこ
とができるというさらなる長所を有している。補償を行なうことを目的として、そのよう
な変化を生じさせる要素の異なる指標を有することは有用である。
【００５５】
　センサは、このさらなるパラメータが取り出されることができるとともに微小血管のフ
ローの変化の影響を償うために用いられることができるように、血流と灌流を測定するこ
とを目的としている。また、装置の精度を上げるために、信号が付加的なパラメータとし
て役立つことが可能である。
【００５６】
　光学的検出装置３の実現形態は、組織の体積による放射光の反射率および／または吸収
度を測定するための、光検出器と組み合わされた、例えば広帯域の可視スペクトル中の光
源を含んでいる。発信器と受信器との間の距離によって、監視されている皮膚組織の体積
および入射光の貫入の深さを決定することができる。大きく離れていると、貫入深さが深
いほど、感度が良くなることが可能になる傾向がある。光源は、装置に組み入れられるか
、または組織内の放射光の正確な伝送経路を決定するための光学的な導波路技術を用いる
ことによって外部光源から駆動されることが可能である。同様に、放射光は、装置自身の
中のディスクリート型部品によって直接検知されてもよいし、または導波路システムによ
って外部センサへと取り出されてもよい。
【００５７】
　統合センサ構造内で貫入深さ測定を変えることは、導波路構造からの入力および出力信
号を多重化することを組合せて、例えば照射されている導波路と受信導波路の間の距離を
変えることによって達成されることが可能である。光学的検出装置は、例えば、光導波路
を介して導波路に接続された検出システムと光源とを具備し、例えばセンサ製造中の際の
発光ポリマーを用いることによって光源がセンサ装置自体と統合されることが可能である
。光活性（opto-active）ポリマーは、電気的検出装置２の電極配置の補助構造を形成す
ることができる。このことは、これによって２つの測定信号を同じ組織体積の中へと直接
接続することが可能になるという利点を有する。センサのセンサ部品は、１つのフォトダ
イオード素子、または貫入深さまたは測定されている表面上の分布特性の変化に応じて下
方の組織の反射特性の変化を明らかにするためにも使用可能な一連の検出素子、から構成
されることが可能である。
【００５８】
　光源は、下方の組織または流体の吸収および反射特性と整合するように選択された特定
のスペクトル・バンドまたは狭帯域光を生成することが可能であり、あるいは広帯域スペ
クトルを含むことが可能である。ＣＣＤ配列の例では、隔たり距離情報との組合せで、広
帯域スペクトル応答が達成されることが可能である。
【００５９】



(12) JP 4947440 B2 2012.6.6

10

20

30

40

50

　光学的検出装置３の具体的な実施形態は、（図３の配置の代わりとしての）帯状電極４
５の配置とともに、図５に示されている。
【００６０】
　上記のように、帯状電極４５は、例えば、偶数の電極が接地されるとともに奇数の電極
が信号に付される第１電極配置、および２つの電極が接地されるとともに別の２つの電極
が信号に付され、さらに別の２つの電極が接地される第２電極配置等において動作させら
れることが可能である。
【００６１】
　見て分かるように、図５の装置は、光検出器４７と関連付けられている多くの光源４６
をさらに具備する。例えば、２つまたは３つの光源４６が、光検出器４７のすぐ近くに配
置されることが可能である。こうすることによって、波長の異なる光源および／または光
検出器からの距離が異なる光源を用いることが可能になっている。
【００６２】
　光源４６は、例えば発光ダイオードであり、光検出器は、例えばフォトダイオードであ
る。
【００６３】
　装置の別の実施形態が図６乃至図８に示されている。装置は、やはり、多くの並列の帯
状電極４５を具備しており、光源および光検出器を備えている。しかしながら、この場合
、光源は電極配置の下方に位置しており、電極配置すなわち隣接する帯状電極４５相互間
の隙間を介して光を発信する。光検出器も電極配置の下方に位置しており、組織から反射
されるとともに電極配置を介して発信された光を受け取る。
【００６４】
　この実施形態では、各光源は、発光体４６ａおよび導波路４６ｂを具備している。光源
は導波路４６ｂへその光を放射するように配置され、他方、導波路には帯状電極４５相互
間の隙間内において表面格子または粗くされた領域４８が設けられている。これにより、
光を導波路４６ｂから引き離すとともに光が組織へと放射される。
【００６５】
　同様に、各光検出器は、光センサ４７ａおよび導波路４７ｂを具備している。導波路４
７ｂは、導波路４６ｂとほぼ同じデザインであり、また帯状電極４５相互間の隙間におい
て表面格子または粗くされた領域４９を有している。組織から反射された光は、格子また
は粗くされた領域４９上で散乱させられ、また導波路４７ｂへと接続される。光は、導波
路４７ｂから光センサ４７ａに投射される。
【００６６】
　図６乃至図８の実施形態において、電極配置は、組織に面する第１面、および組織と反
対の方を向いている第２面と実質的に平坦である。導波路４６ｂ、４７ｂは第２面に位置
している。
【００６７】
　図８に示されているような導波路光検出器を用いる代わりに、ＣＣＤカメラが電極の下
方に配置されることが可能である。こうすることによって、反射光の空間的に解像された
画像を受け取ってデータをより良く解釈することが可能になっている。
【００６８】
３．１　波長
　既に述べたように、光学的検出装置３の主な目的は、組織の血液灌流を測定することで
ある。灌流を感度良く測定することを可能にする波長を分析するために、８５０ｎｍ乃至
３５０ｎｍの範囲で掃引された周波数のマイクロ分光計（ドイツ、ドルトムントのベーリ
ンガー・インゲルハイム・マイクロパーツ株式会社）を用いて実験が行なわれた。指先端
での発信が、灌流特性の変化を引き起こすための異なった手の状態（上げた状態および下
げた状態）で測定された。それぞれのグラフは、図９に示されている。
【００６９】
　４５０乃至８００ｎｍの範囲、特に５５０および７００ｎｍの波長によって、より大き
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な血管を含むより下層および上層の真皮の血管床の血液灌流測定が最も効果的になること
が見出された。
【００７０】
　ＮＩＲ光がより深くの下層組織（筋肉／脂肪層等）の灌流特性を監視するためにも用い
られることが可能であり、他方、緑の波長（５５０ｎｍ）が、血液による吸光度について
、ひいては微小血管システムでの変化に対する特徴をより良く示すことが知られている。
【００７１】
　幾つかの波長での測定値および／または幾つかの隔たり距離を組合せることによって、
様々な真皮および一般的な組織層からの灌流特性についてのデータを精緻化することが可
能になる。相違する深さでの時間的応答の差が取り出されることも可能である。１つの有
利な実施形態では、好ましくは少なくとも２つの波長において測定が実行される。一方は
、可視の範囲のスペクトル（４５０ｎｍ乃至８００ｎｍ）においてであり、もう一方は近
赤外線（８００ｎｍ乃至１０μｍ）においてである。
【００７２】
４．　力センサ、加速度センサ
　力センサおよび加速度センサは、監視対象の組織の物理的な動きによって引き起こされ
るかあるいは装置と組織の間の圧力の変化によって引き起こされる電気的検出装置２（ま
たは他のセンサ・モジュール）の変化の大きさを割り出し、また／または定量化すること
を目的としている。
【００７３】
　力センサの可能な１つの実施形態が、図２に示されている。この実施形態において、下
部筐体部３９ｂ、すなわち組織上に置かれる基部３２は、一方の側においてのみ上部筐体
部３９ａ上に置かれている。他方、圧電力センサ４は、他方の側と上部筐体部３９ａとの
間に配置されている。組織に対する上部筐体部３９ａの圧力の増加は、力センサ４によっ
て測定される力の増加に繋がるであろう。
【００７４】
　力センサ４によって測定される力はリストバンド２１が及ぼす力の値でもある。さらな
るまたは代替的な力センサがリストバンド２１に直接付されてもよい。
【００７５】
　図２に示されているように、筐体２２は第１筐体部３９ａと第２筐体部３９ｂとを具備
することが有利である。リストバンドは第１筐体部３９ａに取り付けられ、力センサは２
つの筐体部の間の力を測定するように適合されている。
【００７６】
　力センサ４が第１筐体部３９ａと第２筐体部３９ｂとの間に取り付けられる代替的な実
施形態が、図１０および図１１において概略的に示されている。いずれの場合でも、第１
筐体部３９ａはリストバンド２１に接続され、他方、第２筐体部３９ｂは非侵襲性のグル
コース検知器、例として電気的検出装置２、を有している。
【００７７】
　図１０の実施形態では、力センサ４は、２つの筐体部の間の中央に配置された低負荷セ
ルであり、他方、図１１の第２実施形態では、力センサ４は、広がりを持った圧力検知材
料の層である。
【００７８】
　圧力または力センサ４は、例えば圧電効果を用いて、取り付けられたことに関連する装
置の応答の変化の大きさおよび装置の組織に対する接触圧力を測定するとともに定量化す
ることを目的としている。力センサは、筐体に関連するセンサによって素子に与えられた
力の変化を測定するために装置の筐体内に組み入れられることが可能であり、または、力
センサは、装置が組織に取り付けられたことによって印加される外力を測定する。そのよ
うに測定することによって、移動に関連する組織への装置の取り付け圧力の時間的変化お
よび時間的な生理学的変化を測定することができる。このようなセンサの別の実現形態は
、センサ基板へ統合された電歪性材料を用いることによって印加された力を直接測定する
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ことを含み得る。
【００７９】
　皮膚中の血流は装置内で測定されている信号に対して影響があると信じられている。力
センサが用いられて、装置の組織に対する物理的圧力の変化によって測定されるインピー
ダンス信号に外乱が生じているかを検出することができる。力センサは、印加される圧力
の変化を補償するために抽出され且つ用いられるとともに装置の精度を上げるためのさら
なるパラメータとして役立つことが可能なさらなるパラメータを提供することができ、ま
た／または不適当な測定条件を検出するための手段を提供することができる。
【００８０】
　単純な力センサ４の代わりに、またはこれに加えて、加速度センサ５が筐体２２の中に
（例えば図２に示されている位置において）取り付けられて、装置および組織が経験する
加速の量および方向を測定することができる。
【００８１】
　速度および方向情報の両方が、これらのパラメータの変化率に加えて定められて、測定
されている組織においてどのような生理学的変化が生じているかもしれないかを示すこと
ができる。
【００８２】
　皮膚中の血流は装置内で測定されている信号に対して影響があると信じられている。力
および／または加速度センサが用いられて、組織の測定が行なわれているときの物理的な
動きが血流の変化によって影響を受けているかどうかを測定することができる。よって、
力および／または加速度センサは、微小血管のフローの変化の影響を補償するためのさら
なるパラメータを提供することができ、ひいては装置の精度が上がる。
【００８３】
　制御ユニット／評価回路１は、電気的検出装置２によって測定されたパラメータと力セ
ンサ４および／または加速度センサ５および他のセンサ・モジュールからの信号の組合せ
とからグルコース濃度を割り出すように適合されている。有利な実施形態では、装置は、
力センサ４または加速度センサ５からの信号の変動が所与の閾値を越えているとき、その
動作の一部を抑制し、また／または警告を発するように適合されている。特に、力があま
りにも強く変化していることや加速度が大き過ぎると見出された場合に、測定が中断され
ることが可能であり、または測定結果が無視されることが可能であり、またはユーザが忠
告を受けることが可能である。
【００８４】
５．　温度センサ
　温度センサ６は、１つまたは複数の温度パラメータを測定するために１つまたは複数の
測温体を具備している。幾つかの温度が測定されることが有利である。これらの温度は、
周囲の環境温度、装置内および電極配置上の温度、さらに皮膚の表面温度を含んでいる。
これらの測定は、熱電対または赤外線検知法を含む様々な検出器を用いて行われることが
可能である。組織の誘電特性が主に水の特性によって影響を受けるギガヘルツ領域での所
定の深さでの組織の誘電特性の変化を観察することによって、真皮内の温度変化が評価さ
れることが可能である。例えば、US 2005/0083992を参照されたい。
【００８５】
　図１２に示されているグラフは、１型糖尿病患者のグルコースのプロフィールを、皮膚
と接触したセンサ・プレート上に取り付けられたＰｔ　１０００素子によって測定された
皮膚温度とともに示している。患者は規則的な日々の活動を送っており、侵襲性の血糖監
視装置で行なわれた測定に従った定期的なインシュリン注射によって患者の血糖が制御さ
れた。皮膚温度を含む様々な体温が糖尿病患者内でグルコースを見積もるために用いられ
ることが可能であることが、以前、報告された。しかしながら、図１２から分かるように
、血糖の測定値と表面温度の間に直接の呼応はほとんどない。換言すれば、２つのパラメ
ータの間に相関があるのであれば、この相関は、体温だけでなく外部温度要因の影響およ
びその皮膚温度への影響によって大きく乱される。これは、周囲の温度によって導入され
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る温度課題に従って統制されている。この影響は、また、微小血管の灌流の変化に反映さ
れており、また様々なグループによって非常に詳しく研究された。よって、グルコースに
関連する他の信号、例としてインピーダンスあるいは光学に基づいてグルコース信号を補
償するために、皮膚温度を含む体温を測定することに対して大きな関心がある。
【００８６】
６．　誘導的検出装置
　誘導的検出装置８は、少なくとも１つの電気的コイルおよび非定値の電流を生成するた
めの電流源を具備している。この電流によって、組織内の磁場が上昇する。その応答が用
いられて、特にグルコース濃度に依存するパラメータを割り出することができる。適切な
装置はEP1220638またはWO 04/028358に記載されている。その応答は、グルコース濃度お
よび／または組織の他の関連する状態変数に依存するさらなるパラメータを提供すること
ができる。
【００８７】
７．　超音波検出器
　本装置は、また、超音波検出器を具備することが可能である。そのような超音波検出器
は、血液または組織中で音の速さを測定し、例えばWO 2005/017642に記載されているよう
に、グルコース・レベルについてのさらなる情報を提供することが可能である。
【００８８】
８．　評価回路
　評価回路１は、センサ・モジュール２乃至８の信号を組合せて組織中のグルコース・レ
ベルの測定値を得る。すでに述べたように、信号の評価のために用いられる一般的なアル
ゴリズムおよび較正法は、WO 2005/053526において、特にその「Calibration」の項およ
び「Normal Operation」の項に記載されている。その開示内容は本明細書に組み込まれる
。
【００８９】
８．１　改良
　以下では、グルコース・レベルを割り出すために装置の評価回路によって用いられるア
ルゴリズムに対する幾つかの精緻化について説明する。基本的に、有利なアルゴリズムは
、２つの部分に分割されることが可能である。便宜上、これらの２つの部分をそれぞれ基
本分析と専門的分析と称する。このアルゴリズムの主要部分は３ステップで発生する基本
分析である。
【００９０】
３ステップは次のとおりである：
　１．電磁気の逆散乱問題の解決策
　２．外乱の影響を除去するための信号の補正
　３．補正された信号のグルコース濃度への変換
　ここで、電磁気の逆散乱は、散乱した電磁波フィールドを皮膚および下方組織について
の情報へと、すなわち多層皮膚システムを特徴づける導電率および誘電率についての情報
へと、変換する数学的方法を指している。これらの誘電特性は、グルコース濃度の変化に
よって影響されると思われるので、グルコース濃度と皮膚の誘電特性の間の関数上の関係
が少なくとも経験的に知られていれば、導電率および誘電率がグルコース濃度の測定値と
して用いられることが可能である。
【００９１】
　しかしながら、皮膚および下方組織の誘電特性は、その値および／またはグルコースの
変化だけでなく、他の様々な影響、例として温度変化、汗の変化、皮膚中の水分の移動ま
たは血液微小循環系の変化、灌流特性、センサ接触圧力などへの組織の変化等によっても
影響を受ける。ここで、グルコースと誘電特性の間の主要な相互作用に関連しない、すな
わち主要な検出プロセスに関連しない全ての効果および要因は、外乱効果と見なされる。
本アルゴリズムでは、このような外乱効果とグルコース効果とが識別される。そして、グ
ルコース効果は、主要な検出プロセスと関係のある効果を意味する。よって、皮膚および
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下方組織の誘電特性をグルコース濃度へと変換することは、２ステップで行なわれる。ま
ず、外乱効果の補償がステップ２で実行される。その結果、誘電性パラメータの中で観察
されるそれ以外の変化が、グルコース変化の効果であると考えられることが可能になる。
次に、この補正された（すなわち、補償された）誘電特性をグルコース濃度へと対応して
変換することが、ステップ３で行なわれる。
【００９２】
　ステップ２、３を実行することができるように、グルコースの効果だけでなく組織の誘
電性パラメータと外乱効果との間の関数上の関係を決定しなければならない。
【００９３】
　もっぱら、この関数上の関係は、統計的処理によって導かれることが可能である。すな
わち、良く知られた重回帰である（例えば、Huesler & Zimmermann, 2001を参照されたい
）。
【００９４】
　専門的分析は、グルコース時系列の分析に専ら向けられている。目指すことは、グルコ
ース濃度の時間上の展開を特徴づけるパターン、規則性、および統計法則を特定すること
である。次に、これらの法則が用いられて、過去の濃度についての知識に基づいて近い将
来のグルコース濃度についての予測を行なうことができる。この専門的分析が正確な予測
をすることができることは期待されないが、近い将来のあり得る濃度の範囲を狭めること
は可能であり得る。よって、専門的分析は、補足的また補助的な特徴を有する。
【００９５】
８．２　較正
　再び、基本的な較正アルゴリズムはWO 2005/053526の「測定」の項に記載されており、
参照することによって本明細書に組み込まれる。下記では、そのアルゴリズムに対する幾
つかの改良が記述されている。
【００９６】
　アルゴリズムの開発段階中に、重回帰分析用のデータが、何人かの被験者について繰り
返し収集されるべきである。そして、同じ、回帰モデルの一般的な形態を用いて、回帰が
、各患者について個々に実行される。その結果、自由なモデル・パラメータ（回帰母数）
の個々の組が各被験者について得られる。適切な統計的有意性テストを適用して、各パラ
メータについて、それが被験者ごとにまたは被験者グループごとに著しく異なるかをチェ
ックする。パラメータの組に著しい差が見つからない場合、グローバルなパラメータの組
で、すなわち全てのパラメータの組に対する中間値で、運用することができる。モデル・
パラメータのうちの幾つかが被験者グループごとに著しく異なる場合、これらのグループ
の各々について、対応する代表的なグループ・パラメータが決定されなければならない。
この代表的グループ・パラメータは、グループの構成要素を平均することによって簡単に
得られる。最後に、パラメータのうちの幾つかが被験者ごとに変わる場合、対応する個々
のパラメータを決定するために各被験者についての個別の較正（すなわち回帰）が実行さ
れなければならない。これらの較正の要素は。測定された組織での生物物理学なサイクル
を考慮に入れるためにまた動的である必要があり得る。装置が日々の活動において使用さ
れることになっている場合、較正パラメータの少なくとも一部もそのような日々の活動の
中で記録されるべきである。
【００９７】
８．３　さらなる実験データ
　図１３乃至図１５は、電気的検出装置２、光学的検出装置３、力センサ４が実行されて
いる最中に止血帯が患者の上腕に付された場合の１つの実験を示している。止血帯によっ
て印加された圧力は、図１３に示されている。電気的検出装置によって測定された容量は
、すべての図において示されている。光の反射率は図１４に示されている。また、力セン
サによって測定された力は、図１５に示されている。
【００９８】
　見て分かるように、止血帯によって引き起こされた血液灌流の増加は、全ての信号に違
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った風に影響する。このことによって、信号における灌流に関連する影響が少なくとも一
部除去されることが可能になっている。
【００９９】
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　付言
　本発明の現在の好ましい実施形態が示され且つ記載されている一方、本発明はそれに限
定されず、請求項の範囲内で種々な別の方法で具現化および実行され得ることが明確に理
解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】図１は、本発明の様々な側面を具現化する装置のブロック回路図である。
【図２】図２は、本装置の一実施形態の断面図である。
【図３】図３は、図２の実施形態の電極のレイアウトを示している。
【図４】図４、図３の実施形態の電極を駆動するための可能な回路図。
【図５】図５は、光源および光検出器の配置を伴った、電極レイアウトの第２実施形態で
ある。
【図６】図６は、光源および光検出器の異なる配置を伴った第３実施形態である。
【図７】図７は、図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿った断面図である。
【図８】図８は、図６のラインＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った断面図である。
【図９】図９は、手を上げ、また下げたときについての指先での光の発信を示している。
【図１０】図１０は、力センサの第１の可能な配置を示している。
【図１１】図１１は、力センサの第２の可能な配置を示している。
【図１２】図１２は、１型糖尿病患者における数日間に亘る皮膚温度およびグルコース・
プロファイルを示している。
【図１３】図１３は、異なる袖圧力（細線）についての１５ＭＨｚでの電極容量（太線）
の依存を示している。
【図１４】図１４は、図１３の実験について、５５０ｎｍでの光の反射率（細線）を、電
極容量（太線）とともに示している。
【図１５】図１５は、やはり図１３の実験について、力センサによって測定された力（細
線）を、電極容量（太線）とともに示している。
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