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(57)【要約】
【課題】オーダメイド医療に関しての生体情報処理シス
テムについて、患者の個人情報のセキュリティを十分に
確保する対応が必要とされる。
【解決手段】生体情報処理装置２において、生体情報検
出装置１から取得した生体情報２２ａ、測定処理を行う
測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを記憶部２２に記憶す
る。そして、測定処理を行うときは、記憶部２２から測
定部２２ｂを非破壊読み出しする。また、所定の条件に
適合するときは、記憶部２２から、生体情報２２ａ、測
定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを破壊読み出しする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報検出装置、及び当該生体情報検出装置に接続可能な生体情報処理装置を有する
生体情報処理システムであって、
　前記生体情報検出装置は、患者の生体情報を検出する検出部を有し、
　前記生体情報処理装置は、
　当該生体情報処理装置に接続された前記生体情報検出装置から取得した前記生体情報に
基づいて測定処理を行い測定情報を生成する測定部と、
　前記測定部及び前記生成された測定情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶された測定情報を出力する出力部と、
　前記記憶部に記憶されたデータについて、破壊読み出し及び非破壊読み出しのいずれも
可能な読出部と、
　前記測定処理を行うときに前記記憶部から前記測定部を非破壊読み出しさせ、所定の条
件に適合するときに前記記憶部から前記測定部及び前記測定情報を破壊読み出しさせるよ
うに制御する制御部と、を有することを特徴とする生体情報処理システム。
【請求項２】
　前記生体情報処理装置の前記記憶部は、強誘電体メモリにより構成されることを特徴と
する請求項１に記載の生体情報処理システム。
【請求項３】
　前記生体情報処理装置の前記測定部は、前記生体情報を検出された前記患者に応じた前
記測定処理を行うためのオーダメイド情報を有することを特徴とする請求項１又は２に記
載の生体情報処理システム。
【請求項４】
　前記所定の条件は、前記出力部により出力する対象となる前記測定情報を、前記記憶部
から読み出すときであることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の生体情
報処理システム。
【請求項５】
　前記所定の条件は、前記測定部による前記測定処理が所定の回数に達したときであるこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の生体情報処理システム。
【請求項６】
　前記所定の条件は、前記測定部による前記測定処理の積算時間が所定の時間に達したと
きであることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の生体情報処理システム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばオーダメイド医療に適用できる生体情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、個々人に最適な予防法や治療法を可能とするオーダメイド医療が実施されている
。このオーダメイド医療のために、患者の生体情報を検出して測定処理等の生体情報処理
を行う生体情報処理システムが必要とされる。患者の生体情報を検出するシステムとして
、例えば、下記の特許文献１では、患者に取り付けたセンサにより、患者の体温を間欠的
に検出し、検出した体温の情報を電子タグに備えたＥＥＰＲＯＭに生体情報として記憶す
るシステムを提供している。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１８７６１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、オーダメイド医療では、患者について、例えば遺伝情報等の重要な個人
情報を扱うことから、患者の生体情報を検出して測定処理等を行うシステムにおいて、こ
の個人情報を厳格に保護する必要がある。例えば、上記した特許文献１に記載されるよう
な生体情報を検出するシステムに、このようなオーダメイド医療を適用した場合、極めて
機密性の高い患者の遺伝情報や生体情報に基づく測定処理結果等の個人情報が、外部へ漏
洩してしまう恐れがある。このため、オーダメイド医療に関する生体情報処理システムに
ついて、患者の個人情報のセキュリティを十分に確保する対応が必要とされる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態又は適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］
  生体情報検出装置、及び当該生体情報検出装置に接続可能な生体情報処理装置を有する
生体情報処理システムであって、前記生体情報検出装置は、患者の生体情報を検出する検
出部を有し、前記生体情報処理装置は、当該生体情報処理装置に接続された前記生体情報
検出装置から取得した前記生体情報に基づいて測定処理を行い測定情報を生成する測定部
と、前記測定部及び前記生成された測定情報を記憶する記憶部と、前記記憶された測定情
報を出力する出力部と、前記記憶部に記憶されたデータについて、破壊読み出し及び非破
壊読み出しのいずれも可能な読出部と、前記測定処理を行うときに前記記憶部から前記測
定部を非破壊読み出しさせ、所定の条件に適合するときに前記記憶部から前記測定部及び
前記測定情報を破壊読み出しさせるように制御する制御部と、を有することを特徴とする
生体情報処理システム。
【０００７】
　上記した生体情報処理システムによれば、生体情報処理装置の記憶部に、生体情報検出
装置からの生体情報に基づいて測定処理を行う測定部と、当該測定部により生成された測
定情報とを記憶する。そして、測定処理を行うとき、記憶部から測定部を非破壊読み出し
する。このため、記憶部から測定部を複数回読み出して測定処理を繰り返し行うことがで
きる。また、所定の条件に適合するとき、記憶部から測定部及び測定情報を破壊読み出し
する。このため、記憶部からこれらの測定部及び測定情報を消去することができる。
  これにより、例えばオーダメイド医療のために患者の生体情報を検出して測定処理を行
う場合、測定処理後に、患者に対して測定処理を行うための測定部及び測定結果となる測
定情報を、生体情報処理装置の記憶部から消去することができ、患者の個人情報のセキュ
リティを確保することができる。
【０００８】
　［適用例２］
  前記生体情報処理装置の前記記憶部は、強誘電体メモリにより構成されることを特徴と
する上記生体情報処理システム。
【０００９】
　上記した生体情報処理システムによれば、強誘電体メモリは耐タンパ性に優れることか
ら、記憶部に記憶された、測定処理を行うための測定部及び測定情報の秘匿性を高めるこ
とができる。また、煩雑な処理を必要としない簡単な構成によって、記憶部のデータを破
壊読み出し又は非破壊読み出しすることができる。
【００１０】
　［適用例３］
  前記生体情報処理装置の前記測定部は、前記生体情報を検出された前記患者に応じた前
記測定処理を行うためのオーダメイド情報を有することを特徴とする上記生体情報処理シ
ステム。
【００１１】
　上記した生体情報処理システムによれば、患者に応じた測定処理を行うためのオーダメ



(4) JP 2009-268658 A 2009.11.19

10

20

30

40

50

イド情報を測定部に有する。これにより、測定部において患者の生体情報に基づいて測定
処理を行うときに、患者に適した測定処理を行うことができる。
【００１２】
　［適用例４］
  前記所定の条件は、前記出力部により出力する対象となる前記測定情報を、前記記憶部
から読み出すときであることを特徴とする上記生体情報処理システム。
【００１３】
　上記した生体情報処理システムによれば、記憶部から読み出された出力対象となる測定
情報及び測定部は、破壊読み出しにより記憶部から消去されており、患者の個人情報のセ
キュリティを確保することができる。
【００１４】
　［適用例５］
  前記所定の条件は、前記測定部による前記測定処理が所定の回数に達したときであるこ
とを特徴とする上記生体情報処理システム。
【００１５】
　上記した生体情報処理システムによれば、所定回数に渡る測定処理を行って測定情報を
得る場合に、所定回数が終了した後、記憶部に記憶された測定部及び測定情報は破壊読み
出しにより消去されることになり、患者の個人情報のセキュリティを確保することができ
る。
【００１６】
　［適用例６］
  前記所定の条件は、前記測定部による前記測定処理の積算時間が所定の時間に達したと
きであることを特徴とする上記生体情報処理システム。
【００１７】
　上記した生体情報処理システムによれば、所定の積算時間に渡る測定処理を行って測定
情報を得る場合に、所定の積算時間に達した後、記憶部に記憶された測定部及び測定情報
は破壊読み出しにより消去されることになり、患者の個人情報のセキュリティを確保する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（第１実施形態）
  以下、第１実施形態に係る生体情報処理システムについて図面を参照して説明する。
【００１９】
　＜生体情報処理システムの機能構成＞
  図１は、生体情報処理システム１００の機能構成の例を示すブロック図である。同図に
示すように、生体情報処理システム１００は、生体情報検出装置１と生体情報処理装置２
とにより構成されている。生体情報検出装置１は、患者から生体情報を検出する装置であ
る。生体情報処理装置２は、生体情報検出装置１により検出された生体情報に基づいて、
患者個々人に応じたオーダメイド型の測定処理を実施する装置である。
【００２０】
　なお、同図では、生体情報検出装置１と生体情報処理装置２とが、ケーブル３を介して
それぞれが電気的に接続された状態にある。しかし、これに限られず、生体情報検出装置
１と生体情報処理装置２とが非接触の状態で無線通信により接続されていても良い。また
、生体情報検出装置１と生体情報処理装置２とが一体に構成された装置であっても良い。
更に、複数の生体情報検出装置１が単数又は複数の生体情報処理装置２に接続されるよう
に構成されていても良い。
【００２１】
　最初に、図１に示す生体情報検出装置１の機能構成について説明する。同図に示すよう
に、生体情報検出装置１は、検出部１１及び制御部１２等を備えている。
【００２２】
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　検出部１１は、例えばセンサ等であり、患者から例えば心拍、血圧、体温、血糖値、呼
吸、筋電、心電、血流、脳波、発汗量等の生体情報を検出する。
  制御部１２は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えて、生体情報検出装置１に
おける検出部１１等を制御する。
【００２３】
　次に、生体情報処理装置２の機能構成について説明する。同図に示すように、生体情報
処理装置２は、生体情報取得部２１、記憶部２２、書込部２３、読出部２４、出力部２５
、制御部２６等を備えている。
【００２４】
　生体情報取得部２１は、生体情報検出装置１において検出された患者の生体情報を、ケ
ーブル３を介して取得する。取得した生体情報は、生体情報２２ａとして記憶部２２に記
憶される。
  記憶部２２は、生体情報２２ａ、測定部２２ｂ、測定情報２２ｃ等を記憶する不揮発性
のメモリである。
  記憶部２２に記憶されている測定部２２ｂは、患者の生体情報２２ａに基づいて測定処
理を行い測定情報２２ｃを生成するプログラムである。この測定部２２ｂは、患者個々人
に応じたオーダメイド型の測定処理を実施するために、例えば患者の遺伝子情報等に基づ
いたオーダメイド情報を有している。
【００２５】
　また、記憶部２２は、強誘電体メモリとなるＦｅＲＡＭ（Ferroelectric Random Acces
s Memory）により構成されている。このＦｅＲＡＭは、データの破壊読み出し及び非破壊
読み出しのいずれも可能な不揮発性メモリである。なお、ＦｅＲＡＭの詳細については後
述する。
【００２６】
　書込部２３は、記憶部２２に、生体情報２２ａ、測定部２２ｂ、測定情報２２ｃ等を書
き込み記憶させる。
  読出部２４は、記憶部２２に記憶されている生体情報２２ａ、測定部２２ｂ、測定情報
２２ｃ等について、制御部２６の制御の下に破壊読み出し又は非破壊読み出しを行う。破
壊読み出しの場合、読み出しの動作を再書き込みの動作を伴わずに行うことから、読み出
された記憶部２２のデータは消去された状態になる。また、非破壊読み出しの場合、読み
出しの動作を再書き込みの動作を伴って行うことから、読み出された記憶部２２のデータ
はそのまま保持された状態になる。
  出力部２５は、記憶部２２に記憶された測定情報２２ｃを、例えば図示しないサーバー
、表示装置、印刷装置等に出力する。
【００２７】
　制御部２６は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えて、上記した生体情報処理
装置２における各部等を制御する。ここで、読出部２４における破壊読み出し及び非破壊
読み出しの切り替え制御について、測定部２２ｂにより測定処理を行う場合は、記憶部２
２に記憶されている生体情報２２ａ及び測定部２２ｂを非破壊読み出しする。一方、記憶
部２２に記憶されている生体情報２２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃが不要になっ
た場合は、これらのデータを破壊読み出しして消去する。
【００２８】
　＜ＦｅＲＡＭの構成＞
  次に、記憶部２２を構成する強誘電体メモリとなるＦｅＲＡＭについて説明する。
  ＦｅＲＡＭは基板（図示略）を有し、その基板には複数のメモリセルがマトリックス状
に配列されている。図２は、ＦｅＲＡＭを構成するメモリセル群７６を示す図である。図
３は、メモリセル群７６を構成するメモリセル７２を示す図である。
  図２に示すように、基板には複数のメモリセル７２から任意のメモリセル７２を選択す
るための選択信号Ｓ１が供給される選択線（以下、ワードライン（ＷＬ、Word Line）と
称す）７３と、メモリセル７２に第１の電圧Ｖ１を供給するための第１の電圧供給線（以
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下、ビットライン（ＢＬ、Bit Line）と称す）７４と、メモリセル７２に第２の電圧Ｖ２
を供給する第２の電圧供給線（以下、プレートライン（ＰＬ、Plate Line）と称す）７５
とが形成され、メモリセル群７６となっている。
【００２９】
　図１に示す生体情報処理装置２の書込部２３は、ＷＬ７３を介して選択信号Ｓ１を供給
して任意のメモリセル７２を選択し、当該選択されたメモリセル７２にデータを書き込む
。読出部２４は、ＷＬ７３を介して選択信号Ｓ１を供給して任意のメモリセル７２を選択
し、当該選択されたメモリセル７２に書き込まれているデータを読み出す。
【００３０】
　メモリセル群７６は、ＷＬ７３に選択信号Ｓ１を供給するＷＬ駆動部７７、ＢＬ７４に
第１の電圧Ｖ１を供給するＢＬ駆動部７８、及びＰＬ７５に第２の電圧Ｖ２を供給するＰ
Ｌ駆動部７９を備えている。そして、これらのＷＬ駆動部７７、ＢＬ駆動部７８及びＰＬ
駆動部７９は、書込部２３及び読出部２４により駆動される。
【００３１】
　また、図３に示すように、各メモリセル７２は、トランジスタ７２ａ及び強誘電体膜か
ら構成されるキャパシタ（以下、強誘電体キャパシタと称す）７２ｂを有しており、トラ
ンジスタ７２ａのゲート端子にＷＬ７３が接続され、ドレイン端子（又はソース端子）に
ＢＬ７４が接続されている。
【００３２】
　更に、トランジスタ７２ａのソース端子（又はドレイン端子）に強誘電体キャパシタ７
２ｂの一端子が接続され、強誘電体キャパシタ７２ｂの他端子にＰＬ７５が接続されてい
る。なお、前述の強誘電体膜の材料として、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）等
のペロブスカイト化合物系又はＳＢＺ（チタン酸バリウム・ストロンチウム）等の層状ペ
ロブスカイト化合物系が用いられる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、メモリセル７２の例として、所謂１Ｔ／１Ｃ型が示されている
が、１Ｔ／１Ｃ型に限られず、例えば、２Ｔ／２Ｃ型等であってもよい。
【００３４】
　図２に戻り、同図に示すＷＬ駆動部７７は行方向アドレスデコーダ（図示略）を有して
おり、行方向アドレスデコーダによりアドレス選択されたＷＬ７３にデータの書き込み又
は読み出しに応じた電位を供給する。ＢＬ駆動部７８は、列方向アドレスデコーダ及びセ
ンスアンプ（共に図示略）を有しており、列方向アドレスデコーダによりアドレス選択さ
れたＢＬ７４に、データの書き込み又は読み出しに応じた電位を供給する。
【００３５】
　更に、ＢＬ駆動部７８は、データの読み出し時においてＢＬ７４を介してセンスアンプ
に供給される電圧をセンスアンプで増幅し、増幅後の信号（読み出しデータ）を外部（例
えば、図１に示す制御部２６）に出力する。ＰＬ駆動部７９は行方向アドレスデコーダ（
図示略）を有しており、この行方向アドレスデコーダによりアドレス選択されたＰＬ７５
にデータの書き込み又は読み出しに応じた電位を供給する。
【００３６】
　次に、図１～図３を参照してメモリセル７２にデータを書き込む動作について説明する
。生体情報処理装置２の制御部２６は、書き込み指令に基づいて書込部２３にデータを与
える。書込部２３は、制御部２６による書き込み制御に従ってＷＬ駆動部７７、ＢＬ駆動
部７８及びＰＬ駆動部７９にデータに応じた書込み信号を供給する。
【００３７】
　ＷＬ駆動部７７では、書込み信号に応じて任意のＷＬ７３を選択し、選択したＷＬ７３
に選択信号を供給する。ＷＬ駆動部７７によって選択されたＷＬ７３上のメモリセル７２
では、ゲート端子に選択信号が供給されて、トランジスタ７２ａがオン（ＯＮ）状態とな
る。
【００３８】
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　ＢＬ駆動部７８では、書込み信号に応じて任意のＢＬ７４を選択し、選択したＢＬ７４
に第１の電圧Ｖ１を供給する。また、ＰＬ駆動部７９では、書込み信号に応じて任意のＰ
Ｌ７５に所定の第２の電圧Ｖ２を供給する。
【００３９】
　例えば、ＢＬ７４に第１の電圧Ｖ１として０Ｖが印加され、ＰＬ７５に第２の電圧Ｖ２
としてＶｃｃが印加されると、強誘電体キャパシタ７２ｂには「０」が書き込まれ、また
、ＢＬ７４に第１の電圧Ｖ１としてＶｃｃが印加され、ＰＬ７５に第２の電圧Ｖ２として
０Ｖが印加されると、強誘電体キャパシタ７２ｂには「１」が書き込まれる。そして、強
誘電体キャパシタ７２ｂは、ＷＬ７３が非選択状態（トランジスタ７２ａがオフ（ＯＦＦ
）状態）になっても書き込まれたデータ（書き込み状態）を保持する。
【００４０】
　続いて、メモリセル７２に書き込まれたデータを読み出す動作について説明する。制御
部２６は、読み出し指令に基づいて、読出部２４を読み出し制御する（つまり、アドレス
信号及び読み出し制御信号を読出部２４に与える）。読出部２４では、アドレス信号をＷ
Ｌ７３及びＰＬ７５を選択するためのＸデコード信号にデコードし、更にセンスアンプ及
びＢＬ７４を選択するためのＹデコード信号にデコードする。そして、読出部２４では、
Ｘデコード信号をＷＬ駆動部７７及びＰＬ駆動部７９に与え、Ｙデコード信号をＢＬ駆動
部７８に与える。つまり、読出部２４は、ＷＬ駆動部７７、ＢＬ駆動部７８及びＰＬ駆動
部７９に読み出し信号を供給することになる。ＷＬ駆動部７７は、Ｘデコード信号（読み
出し信号）に応じて任意のＷＬ７３を選択し、選択したＷＬ７３に選択信号を供給する。
ＷＬ駆動部７７により選択されたＷＬ７３上のメモリセル７２では、ゲート端子に選択信
号が供給されると、トランジスタ７２ａがオン（ＯＮ）状態となる。
【００４１】
　ＢＬ駆動部７８では、Ｙデコード信号（読み出し信号）に応じて任意のＢＬ７４を選択
し、選択したＢＬ７４に第１の電圧Ｖ１を供給する。また、ＰＬ駆動部７９は、Ｘデコー
ド信号（読み出し信号）に応じて任意のＰＬ７５に第２の電圧Ｖ２を供給する。なお、前
述した読み出し制御信号は、ＢＬ７４及びＢＬ駆動部７８（センスアンプ）を動作させる
タイミングを制御するために用いられる。
【００４２】
　例えば、ＢＬ７４に第１の電圧Ｖ１として０Ｖが印加され、ＰＬ７５に第２の電圧Ｖ２
としてＶｃｃが印加されると、強誘電体キャパシタ７２ｂの分極状態に応じた電圧がＢＬ
７４を介してＢＬ駆動部７８のセンスアンプに供給される。センスアンプは、供給された
電圧に応じて、「１」又は「０」を判断して読み出しデータとして外部に出力する。なお
、ＢＬ７４に出力された電圧は制御部２６によるＢＬ７４を選択するタイミングとセンス
アンプを動作させるタイミングとに応じて増幅された後、外部に読み出しデータとして出
力されることになる。
【００４３】
　強誘電体キャパシタ７２ｂでは、「１」が読み出された場合には、分極状態が「１」の
状態から「０」の状態に反転し、この反転状態を維持する破壊読み出しが行われる。なお
、強誘電体キャパシタ７２ｂでは、「０」が読み出されると、分極状態の反転が生じない
ため、データの読み出し後も「０」が維持される。このとき、読出部２４によりデータを
破壊読み出しする場合は、データの再書き込み動作が行われず、データが存在しない状態
となって実質的にデータを消去した状態となる。
【００４４】
　一方、読出部２４によりデータを非破壊読み出しする場合は、データの再書き込み動作
が行われ、読み出し前のデータの状態が保持される。再書き込み動作は、データが反転読
み出しをされた後、所定期間内に実行される。再書き込み動作のために、ＰＬ駆動部７９
に所定の信号が供給され、ＰＬ駆動部７９は、反転読み出しをされた強誘電体キャパシタ
７２ｂが接続されているＰＬ７５の電位を０Ｖにする。従って、強誘電体キャパシタ７２
ｂは、逆バイアスが印加されることになり、元の状態である「１」が再書き込みされる。
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【００４５】
　上記したＦｅＲＡＭは、自発分極特性を利用したメモリであることから、物理的にチッ
プ内の情報を読み出すことが困難である。また、ＦｅＲＡＭは、内部解析（リバース・エ
ンジニアリング）や改変に対する防護力となる耐タンパ性において優れている。
【００４６】
　＜生体情報処理装置における動作＞
  次に、生体情報処理装置２において、生体情報検出装置１から生体情報を取得して測定
情報を出力するまでの動作について説明する。
  図４は、生体情報処理装置２における動作の例を示すフローチャートである。同図に示
すフローチャートは、生体情報検出装置１において患者の生体情報が検出された後、続け
て実行される生体情報処理装置２における動作を示している。
【００４７】
　先ず、ステップＳ１１０では、生体情報処理装置２の生体情報取得部２１は、生体情報
検出装置１の検出部１１によって検出された患者の生体情報を取得する。取得した生体情
報は、書込部２３により、記憶部２２に生体情報２２ａとして記憶される。
【００４８】
　ステップＳ１２０では、生体情報を取得した患者に対しての測定処理を実行するために
、読出部２４は、記憶部２２から、生体情報２２ａ及び測定部２２ｂを非破壊読み出しし
て、制御部２６におけるＲＡＭにロードする。
【００４９】
　ステップＳ１３０では、測定部２２ｂは、ステップＳ１２０において読み出された生体
情報２２ａに基づいて患者に対しての測定処理を行う。生成された測定結果は、測定情報
２２ｃとして記憶部２２に記憶される。
【００５０】
　ステップＳ１４０では、読出部２４は、記憶部２２に記憶されている生体情報２２ａ、
測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを破壊読み出しする。これにより、これらの生体情報２
２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃは記憶部２２から消去された状態になる。
【００５１】
　ステップＳ１５０では、出力部２５は、ステップＳ１４０において読み出した測定情報
２２ｃを出力する。
【００５２】
　上述したように、本実施形態では、生体情報検出装置１において検出された患者の生体
情報２２ａ、及び測定処理のための測定部２２ｂを記憶部２２に記憶する。当該患者に対
しての測定処理を行うときには、これらの生体情報２２ａ及び測定部２２ｂを非破壊読み
出しし、測定結果となる測定情報２２ｃを記憶部２２に記憶する。そして、測定情報２２
ｃを出力するときには、記憶部２２から測定情報２２ｃに加えて生体情報２２ａ及び測定
部２２ｂを破壊読み出しする。
  これにより、測定情報２２ｃを出力するときに、患者の重要な個人情報となるこれらの
生体情報２２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃが記憶部２２から確実に消去されるこ
とになり、患者の個人情報のセキュリティを確保することができる。また、記憶部２２の
データの消去又は保持処理について、記憶部２２を構成する強誘電体メモリの破壊読み出
し又は非破壊読み出しにより行うことから、煩雑な消去及び保持処理を必要としないで簡
単に実行することができる。
【００５３】
　（第２実施形態）
  以下、第２実施形態に係る生体情報処理システムについて図面を参照して説明する。
【００５４】
　本実施形態に係る生体情報処理システムの機能構成は、図１に示す第１実施形態に係る
生体情報処理システム１００と同様であるので説明を省略する。
【００５５】
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　図５は、第２実施形態に係る生体情報処理装置２における動作の例を示すフローチャー
トである。同図に示すフローチャートは、図４に示す第１実施形態に係るフローチャート
と一部の動作が異なる。図５のフローチャートに示すステップＳ２１０～Ｓ２３０では、
図４に示すフローチャートのステップＳ１１０～Ｓ１３０と同様に、生体情報検出装置１
から取得した生体情報に基づいて測定処理を行う。
【００５６】
　図５のフローチャートに示すステップＳ２４０では、ステップＳ２３０において生成さ
れた測定情報２２ｃを出力するために、読出部２４は、記憶部２２から測定情報２２ｃを
非破壊読み出しする。ここで、測定情報２２ｃは非破壊読み出しされるため、記憶部２２
にそのまま残った状態となる。
【００５７】
　ステップＳ２５０では、出力部２５は、ステップＳ２４０において読み出した測定情報
２２ｃを出力する。
【００５８】
　ステップＳ２６０では、制御部２６は、測定回数（ステップＳ２１０～Ｓ２５０の一連
の動作回数）が所定の回数に達したか否かを判定する。測定回数が所定の回数に達した場
合（ＹＥＳ）は、次のステップＳ２７０へ進む。ステップＳ２７０では、読出部２４は、
記憶部２２に記憶されている生体情報２２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを破壊読
み出しする。これにより、これらの生体情報２２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃは
記憶部２２から消去された状態になる。
  他方、測定回数が所定の回数に達していない場合（ＮＯ）は、ステップＳ２１０に戻り
、測定処理を繰り返す。
【００５９】
　上述したように、本実施形態では、生体情報検出装置１から生体情報を取得して測定処
理を行い、測定結果となる測定情報２２ｃを出力する処理を所定回数繰り返す。このとき
、記憶部２２の生体情報２２ａ、測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを非破壊読み出しする
ことから、これらのデータは記憶部２２にそのまま保持された状態にある。これにより、
生体情報検出装置１において複数回に渡って検出された生体情報に基づいて測定処理を行
い、これらの結果を例えば各測定情報の相関値を示すグラフ等の形式で出力することがで
きる。また、これらの測定処理がすべて終了した後、記憶部２２から、生体情報２２ａ、
測定部２２ｂ及び測定情報２２ｃを破壊読み出しして、これらのデータを確実に消去する
ことができる。
【００６０】
　なお、本実施形態では、図５のフローチャートに示すステップＳ２６０において、測定
回数が所定の回数に達したか否かを判定しているが、これに限られず、例えば、測定の積
算時間（ステップＳ２１０～Ｓ２５０の一連の動作時間の積算）が所定の時間に達した否
かにより判定しても良い。これにより、生体情報検出装置１において所定の時間に渡って
検出された生体情報に基づいて測定処理を行い、これらの結果を例えば各測定情報の相関
値を示すグラフ等の形式で出力することができる。
【００６１】
　なお、上述した実施形態では、生体情報検出装置１から取得した生体情報を記憶部２２
に生体情報２２ａとして記憶している。しかし、これに限られず、生体情報検出装置１か
ら取得した生体情報を記憶部２２に記憶しないで、制御部２６におけるＲＡＭに記憶して
、測定部２２ｂにおける測定処理で用いても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】生体情報処理システムの機能構成の例を示すブロック図。
【図２】ＦｅＲＡＭを構成するメモリセル群を示す図。
【図３】メモリセル群を構成するメモリセルを示す図。
【図４】第１実施形態に係る生体情報処理装置における動作の例を示すフローチャート。
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【図５】第２実施形態に係る生体情報処理装置における動作の例を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６３】
　１…生体情報検出装置、２…生体情報処理装置、３…ケーブル、１１…検出部、１２…
生体情報検出装置の制御部、２１…生体情報取得部、２２…記憶部、２２ａ…生体情報、
２２ｂ…測定部、２２ｃ…測定情報、２３…書込部、２４…読出部、２５…出力部、２６
…生体情報処理装置の制御部、７２…メモリセル、７２ａ…トランジスタ、７２ｂ…強誘
電体キャパシタ、７３…ＷＬ、７４…ＢＬ、７５…ＰＬ、７６…メモリセル群、７７…Ｗ
Ｌ駆動部、７８…ＢＬ駆動部、７９…ＰＬ駆動部、１００…生体情報処理システム。

【図１】 【図２】

【図３】
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