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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定部位である生体表面からの発汗を促す発汗促進手段を含む第１装置と、
　前記測定部位からの汗を集める手段である集汗手段と、前記集汗手段で集められた汗か
ら前記対象成分を検出する検出手段とを含む第２装置と、
　前記第１装置および前記第２装置とは別体の第３装置と、を備え、
　前記第３装置は、
　前記第１装置および前記第２装置の、前記測定部位に対する位置を固定する位置決め手
段と、
　前記位置決め手段に対して前記第１装置または前記第２装置を着脱可能に結合する結合
手段と、を含み、
　前記第１装置および前記第２装置は、それぞれ、前記第３装置に含まれる前記位置決め
手段に対して前記結合手段で結合されることによって、前記測定部位に接触した状態で、
前記測定部位に対する位置が固定され、
　前記第３装置は、
　前記結合手段によって前記第１装置および前記第２装置のいずれの装置が結合されてい
るかを判断する判断手段と、
　前記結合手段によって前記第１装置が結合されていると判断された場合に、前記第１装
置の前記発汗促進手段での発汗促進動作を制御する第１制御手段と、
　前記結合手段によって前記第２装置が結合されていると判断された場合に、前記第２装
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置の前記検出手段での前記対象成分の検出動作を制御する第２制御手段と、
　前記第２装置で検出された前記対象成分の汗中濃度を計測する計測手段と、
　前記対象成分の前記汗中濃度を、血中濃度に変換する変換手段と、
　前記対象成分の前記血中濃度を出力する出力手段とをさらに含む、血中成分濃度測定装
置。
【請求項２】
　前記第１装置および前記第２装置に替えて、前記第１装置の機能および前記第２装置の
機能を含む第４装置を備え、
　前記結合手段は、前記第３装置に含まれる前記位置決め手段に、前記第１装置または前
記第２装置に替えて前記第４装置を結合し、
　前記第３装置の前記判断手段は、前記結合手段による前記第４装置の結合状態を判断し
、
　前記第１制御手段は、前記第４装置の結合状態が第１の状態と判断された場合に、前記
第４装置に含まれる前記第１装置の機能の前記発汗促進手段での発汗促進動作を制御し、
　前記第２制御手段は、前記第４装置の結合状態が第２の状態と判断された場合に、前記
第４装置に含まれる前記第２装置の機能の前記検出手段での前記対象成分の検出動作を制
御する、請求項１に記載の血中成分濃度測定装置。
【請求項３】
　前記第１の状態と前記第２の状態とは、前記結合手段によって前記第３装置の前記位置
決め手段に結合される際の、前記第４装置の前記第３装置に相対する面が異なる関係であ
る、請求項２に記載の血中成分濃度測定装置。
【請求項４】
　前記第１の状態と前記第２の状態とは、前記結合手段によって前記第３装置の前記位置
決め手段に結合される際の、前記第４装置の前記測定部位に相対する面が異なる関係であ
る、請求項２に記載の血中成分濃度測定装置。
【請求項５】
　前記第１装置は、
　発汗促進動作の開始を指示する操作を受付ける操作手段を、さらに含み、
　前記第２装置は、
　前記検出手段での検出を開始する操作を受付ける操作手段を、さらに含む、請求項１に
記載の血中成分濃度測定装置。
【請求項６】
　測定部位である生体表面からの発汗を促す発汗促進手段を含む第１装置と、
　前記測定部位からの汗を集める手段である集汗手段、および前記集汗手段で集められた
汗から前記対象成分を検出する検出手段を含む第２装置と、
　前記第１装置および前記第２装置の前記測定部位に対する位置を固定する位置決め手段
、および前記位置決め手段に対して前記第１装置または前記第２装置を着脱可能に結合す
る結合手段を含む第３装置とを含む血中成分濃度測定装置の制御方法であって、
　前記結合手段によって前記第３装置に、前記第１装置および前記第２装置のいずれの装
置が結合されているかを判断するステップと、
　前記結合手段によって前記第１装置が結合されていると判断された場合に、前記第１装
置の前記発汗促進手段での発汗促進動作を制御するステップと、
　前記結合手段によって前記第２装置が結合されていると判断された場合に、前記第２装
置の前記検出手段での前記対象成分の検出動作を制御するステップと、
　前記第２装置で検出された前記対象成分の汗中濃度を計測するステップと、
　前記対象成分の前記汗中濃度を、血中濃度に変換するステップと、
　前記対象成分の前記血中濃度を出力するステップとを備える、血中成分濃度測定装置の
制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は血中成分濃度測定装置および血中成分濃度測定装置の制御方法に関し、特に
、汗を利用して血中成分の濃度を測定する血中成分濃度測定装置および血中成分濃度測定
装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえば糖尿病など所定の疾患では、一日に複数回、血中の糖濃度（以下、血糖値）を
測定する必要がある。血糖などの血液中の成分の濃度を測定する方法としては、採取され
た血液を分析して測定する方法もあるが、その方法は患者に対する負担が大きいため、血
液の採取を伴わない方法が提案されている。
【０００３】
　血糖などの血液中の成分の濃度を、血液を採取することなく測定する方法として、汗に
含まれる成分の濃度から測定する方法が知られている。たとえば、米国特許第５０３６８
６１号明細書（以下、特許文献１）に、そのための方法および装置が示されている。
【０００４】
　特許文献１に開示されている方法では、薬剤を測定部位に導入して強制的に発汗させ、
その汗を収集して分析することで血液中の成分の濃度を得ている。上記薬剤の導入は、発
汗促進剤を含有する液を含んだパッチを患者の皮膚に装着してパッチを介して皮膚に電流
を流すことで、薬剤を皮下に浸透させ、汗腺に作用させる方法である。引用文献１の方法
では、皮膚への薬剤の導入の後、上記パッチ上の吸収パッドで汗を吸収している。
【特許文献１】米国特許第５０３６８６１号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述の方法で汗を収集すると、発汗促進剤を含有する液もまた吸収パッ
ドに吸収されるため、収集された汗中の、対象成分の濃度が薄まったり、センサによって
濃度を検出する際、誤検出が生じたりしやすい、という問題がある。
【０００６】
　なお、上述の問題を解消するために、発汗後、発汗促進剤を含有する液を含んだパッチ
を一旦外して皮膚を洗浄した後に集汗用のパッドを装着して汗を収集する方法も挙げられ
る。しかしながら、この場合、パッチを装着した位置とパッドを装着した位置とがずれる
と、汗を効率的に収集することができない、という問題がある。
【０００７】
　本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであって、汗を利用して血中成分の濃度
を測定する血中成分濃度測定装置であって、精度よく血中成分の濃度を測定することので
きる汗を、効率的に収集することのできる、血中成分濃度測定装置および血中成分濃度測
定装置の制御方法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】
　上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、血中成分濃度測定装置は、測
定部位である生体表面からの発汗を促す発汗促進手段を含む第１装置と、測定部位からの
汗を集める手段である集汗手段を含む第２装置と、第１装置および第２装置の、測定部位
に対する位置を固定する位置決め手段と、位置決め手段に対して第１装置または第２装置
を着脱可能に結合する結合手段とを備える。
【０００９】
　好ましくは、第２装置は、集汗手段で集められた汗から対象成分を検出する検出手段を
さらに含み、血中成分濃度測定装置は、第１装置および第２装置とは別体の第３装置をさ
らに備え、第３装置は、上記位置決め手段と、上記結合手段と、結合手段によって第１装
置および第２装置のいずれの装置が結合されているかを判断する判断手段と、結合手段に
よって第１装置が結合されている判断された場合に、第１装置の発汗促進手段での発汗促
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進動作を制御する第１制御手段と、結合手段によって第２装置が結合されている判断され
た場合に、第２装置の検出手段での対象成分の検出動作を制御する第２制御手段と、第２
装置で検出された対象成分の汗中濃度を計測する計測手段と、対象成分の汗中濃度を、血
中濃度に変換する変換手段と、対象成分の血中濃度を出力する出力手段とをさらに含む。
【００１０】
　好ましくは、血中成分濃度測定装置は、第１装置および第２装置に替えて、第１装置の
機能および第２装置の機能を含む第４装置を備え、結合手段は、第３装置に含まれる位置
決め手段に、第１装置または第２装置に替えて第４装置を結合し、第３装置の判断手段は
、結合手段による第４装置の結合状態を判断し、第１制御手段は、第４装置の結合状態が
第１の状態と判断された場合に、第４装置に含まれる第１装置の機能の発汗促進手段での
発汗促進動作を制御し、第２制御手段は、第４装置の結合状態が第２の状態と判断された
場合に、第４装置に含まれる第２装置の機能の検出手段での対象成分の検出動作を制御す
る。
【００１１】
　より好ましくは、第１の状態と第２の状態とは、結合手段によって第３装置の位置決め
手段に結合される際の、第４装置の第３装置に相対する面が異なる関係である。
【００１２】
　または、より好ましくは、第１の状態と第２の状態とは、結合手段によって第３装置の
位置決め手段に結合される際の、第４装置の測定部位に相対する面が異なる関係である。
【００１３】
　好ましくは、第１装置は、発汗促進動作の開始を指示する操作を受付ける操作手段と、
上記操作が行なわれると発汗促進動作を制御する制御手段をさらに含み、第２装置は、集
汗手段で集められた汗から対象成分を検出する検出手段と、検出手段での検出を開始する
操作を受付ける操作手段と、上記操作が行なわれると検出手段での検出動作を制御する制
御手段と、対象成分の汗中濃度を計測する計測手段と、対象成分の汗中濃度を、血中濃度
に変換する変換手段と、対象成分の血中濃度を出力する出力手段とをさらに含む。
【００１４】
　本発明の他の局面に従うと、血中成分濃度測定装置の制御方法は、測定部位である生体
表面からの発汗を促す発汗促進手段を含む第１装置と、測定部位からの汗を集める手段で
ある集汗手段、および集汗手段で集められた汗から対象成分を検出する検出手段を含む第
２装置と、第１装置および第２装置の測定部位に対する位置を固定する位置決め手段、お
よび位置決め手段に対して第１装置または第２装置を着脱可能に結合する結合手段を含む
第３装置とを含む血中成分濃度測定装置の制御方法であって、結合手段によって第３装置
に、第１装置および第２装置のいずれの装置が結合されているかを判断するステップと、
結合手段によって第１装置が結合されている判断された場合に、第１装置の発汗促進手段
での発汗促進動作を制御するステップと、結合手段によって第２装置が結合されている判
断された場合に、第２装置の検出手段での対象成分の検出動作を制御するステップと、第
２装置で検出された対象成分の汗中濃度を計測するステップと、対象成分の汗中濃度を、
血中濃度に変換するステップと、対象成分の血中濃度を出力するステップとを備える。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によると、効率的に汗を集めることができ、その汗を利用して血中成分の濃度を
精度よく測定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、
同一の部品および構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じ
である。
【００１７】
　図１（Ａ）および図１（Ｂ）は、本実施の形態にかかる血中成分濃度測定装置（以下、
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測定装置と略する）１の外観の具体例を示す図である。測定装置１は電装装置５０を含む
。電装装置５０には、電装装置５０とは別体の発汗促進装置１０または集汗装置３０が着
脱可能に結合される。そのため、測定装置１には、電装装置５０に発汗促進装置１０が結
合された状態（図１（Ａ））、および電装装置５０に集汗装置３０が結合された状態（図
１（Ｂ））の、２つの状態がある。測定装置１は、上記２状態のいずれの状態においても
、ベルト２で、手首や足などの測定部位に装着して用いられる。ベルト２は、測定装置１
の位置を測定部位に対して固定する固定手段を構成する。なお、測定装置１の位置を測定
部位に固定する手段はベルトに限定されず、たとえば図１（Ｃ）に示されるように、測定
装置１の少なくとも一部に粘着部材（図１（Ｃ）斜線部）を備えて、その粘着力を利用す
る機構であってもよい。
【００１８】
　電装装置５０に発汗促進装置１０が結合された状態において、測定装置１において後述
する発汗を促進する動作が行なわれ、測定部位からの発汗が促進される。その後、ベルト
２で測定装置１を測定部位に装着した状態のまま電装装置５０から発汗促進装置１０の結
合を解いて、電装装置５０に集汗装置３０を結合する。電装装置５０に集汗装置３０が結
合された状態において、集汗装置３０において汗が収集され、後述する検出動作が行なわ
れる。
【００１９】
　図２（Ａ）は、電装装置５０に発汗促進装置１０が結合された状態の測定装置１を、図
１（Ａ）において上方に示された面から見た模式図である。以降、図２（Ａ）に示される
面を正面とする。図２（Ａ）を参照して、発汗促進装置１０は、筐体１５内部に、陽極で
ある導入電極１１および陰極である参照電極１３を含む。電装装置５０は、筐体５１内部
に制御回路５３を含む。電装装置５０に発汗促進装置１０が結合されることで、発汗促進
装置１０の導入電極１１および参照電極１３が制御回路５３に接続される。電装装置５０
の筐体５１上の、ベルト２を用いて測定部位に装着した状態で視認され得る位置、たとえ
ば図１（Ａ）において上方に示された面などに表示器５５が配置される。表示器５５も制
御回路５３に接続される。また、筐体５１の正面には、操作ボタン５７が配置される。操
作ボタン５７も制御回路５３に接続される。
【００２０】
　図２（Ｂ）は、図２（Ａ）に矢印Ａで示された位置で矢印方向に矢視した、発汗促進装
置１０の断面の機械構成の模式図である。図２（Ｂ）を参照して、導入電極１１および参
照電極１３は、筐体１５内部の、筐体１５の正面から遠い側の面に近い位置、つまり、ベ
ルト２を用いて測定装置１を測定部位に装着した状態において、測定部位である皮膚１０
０に近い位置に配置される。筐体１５の、導入電極１１から皮膚１００までの間、および
参照電極１３から皮膚１００までの間に、各々、薬剤領域１２Ａ，１２Ｂが設けられる。
薬剤領域１２Ａには、たとえばピロカルピン液などの発汗を促進させる薬剤（発汗促進剤
）を含有する液を含んだスポンジ４１などの皮膚に発汗促進剤を接触させるための手段が
、薬剤領域１２Ｂには緩衝液を含んだスポンジ４２などの緩衝手段がセットされる。薬剤
領域１２Ａ，１２Ｂは、薬剤がそのまま注入される構成であってもよいし、ゲル化された
薬剤がセットされる構成であってもよいし、脱脂綿等に吸収された薬剤がセットされる構
成であってもよい。薬剤領域１２Ａ，１２Ｂの構成は、発汗促進装置１０を測定部位に装
着した状態において、薬剤領域１２Ａ，１２Ｂ内にセットされた薬剤が皮膚１００に接触
すれば、どのような構成であってもよい。
【００２１】
　制御回路５３は、予め電流値を記憶しておき、ボタン５７から発汗を開始する制御信号
が入力されると、その制御信号に従って導入電極１１から参照電極１３に規定の電流値で
直流電流を発生させる。
【００２２】
　図３（Ａ）は、電装装置５０に汗収集装置３０が結合された状態の測定装置１を、図１
（Ｂ）において上方に示された面から見た模式図である。以降、図３（Ａ）に示される面
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を正面とする。図３（Ａ）を参照して、汗収集装置３０は、筐体３５内部に、汗中の第１
成分を検出する第１成分検出器３１Ａ，３１Ｂおよび第２成分を検出する第２成分検出器
３３Ａ，３３Ｂを含む。なお、第１成分検出器３１Ａ，３１Ｂを代表させて第１成分検出
器３１と称し、第２成分検出器３３Ａ，３３Ｂを代表させて第２成分検出器３３と称する
。電装装置５０に汗収集装置３０が結合されることで、汗収集装置３０の第１成分検出器
３１および第２成分検出器３３が電装装置５０の制御回路５３に接続される。
【００２３】
　図３（Ｂ）は、図３（Ａ）に矢印Ｂで示された位置で矢印方向に矢視した、汗収集装置
３０の断面の機械構成の模式図である。図３（Ｂ）を参照して、筐体３５内部の、筐体３
５の正面から遠い側の面に近い位置、つまり、ベルト２を用いて測定装置１を測定部位に
装着した状態において、測定部位である皮膚１００に近い位置に、集汗手段として集汗領
域３２が設けられ、集汗用のスポンジ４３などの皮膚１００からの汗を吸収する部材がセ
ットされる。集汗領域３２は、皮膚１００からそのまま集汗される構成であってもよいし
、汗をゲル化する薬剤がセットされる構成であってもよい。集汗領域３２の構成は、汗収
集装置３０を測定部位に装着した状態において、皮膚１００から汗を集めることができれ
ば、どのような構成であってもよい。さらに汗収集装置３０の筐体３５内には成分検出後
の廃液を貯蔵する廃液貯蔵部３６が備えられ、集汗領域３２から第１成分検出器３１およ
び第２成分検出器３３を通って廃液貯蔵部３６まで、汗を搬送する搬送路３４が設けられ
る。
【００２４】
　搬送路３４内で汗を搬送する手段は特定の手段に限定されない。たとえば、図４に示さ
れるように、集汗領域３２を含んだ搬送路３４の、一方から空気等の流体を注入すること
で内部の汗を他方に押し出す方法、などを採用することができる。
【００２５】
　なお、図２，３に示された機械構成は具体例であって、発汗促進装置１０および汗収集
装置３０の構成は図示された構成には限定されない。たとえば、汗収集装置３０の構成の
他の具体例としては、搬送路３４内で汗を搬送する手段として、図５に示される手段が挙
げられる。すなわち、集汗領域３２に収集され搬送路３４に達した汗量を検出する液体セ
ンサ３８を備えて、制御回路５３は、液体センサ２８からの検出信号に基づいて収集され
た汗量が所定量に達したことを検出すると、図示しない圧縮空気などの流体を搬送路３４
に注入する機構に対して制御信号を出力し、集汗領域３２の汗を第１成分検出器３１およ
び第２成分検出器３３に搬送する。さらに、第１成分検出器３１および第２成分検出器３
３において成分検出が行なわれた後に、第１成分検出器３１および第２成分検出器３３に
ある汗を廃液貯蔵部３６まで搬送する。
【００２６】
　［第１の実施の形態］
　図６は、第１の実施の形態における、電装装置５０と発汗促進装置１０との結合、およ
び電装装置５０と集汗装置３０との結合を説明するための図である。図６（Ａ）は電装装
置５０を正面から見た内部構造を示す概略図、図６（Ｂ）は電装装置５０の正面を斜め方
向から見た外観の概略図、図６（Ｃ）は発汗促進装置１０を正面から見た概略図、図６（
Ｄ）は集汗装置３０を正面から見た概略図、および図６（Ｅ）は発汗促進装置１０または
集汗装置３０の正面を斜め方向から見た外観の概略図である。
【００２７】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）を参照して、電装装置５０には、発汗促進装置１０または
集汗装置３０を結合するための枠５９が備えられる。枠５９は、ベルト２と共に発汗促進
装置１０および集汗装置３０の位置を測定部位に対して固定する位置決め手段であり、位
置決め手段に対する結合手段でもある。本具体例では、図６（Ｂ）および図６（Ｅ）に示
されるように、電装装置５０の枠５９に発汗促進装置１０または集汗装置３０がはめ込ま
れることで電装装置５０に発汗促進装置１０または集汗装置３０が結合されるものとする
。枠５９には、はめ込まれた発汗促進装置１０または集汗装置３０を機械的または電気的



(7) JP 5374861 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

に固定する機構が備えられていることが好ましい。なお、電装装置５０に発汗促進装置１
０または集汗装置３０を結合する手段は上述の枠に限定されない。他の例としては、電装
装置５０と発汗促進装置１０または集汗装置３０とに形成された溝や凹凸形状や磁力を利
用した機構などであってもよい。また、図６（Ｆ）に示されたように、枠５９の周囲に粘
着テープ等の粘着部材（図６（Ｆ）斜線部）を備えて、その粘着力を利用する機構であっ
てもよい。
【００２８】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）を参照して、第１の実施の形態において、電装装置５０に
は、枠５９に面してスイッチ５２Ａ，５２Ｂ、およびコネクタ５４Ａ，５４Ｂが配される
。図６（Ｃ）を参照して、第１の実施の形態において、発汗促進装置１０には、電装装置
５０に結合されたときに電装装置５０のスイッチ５２Ａに対応する位置にスイッチ１７が
配され、電装装置５０のコネクタ５４Ａに対応する位置にコネクタ１９が配される。また
、図６（Ｄ）を参照して、第１の実施の形態において、集汗装置３０には、電装装置５０
に結合されたときに電装装置５０のスイッチ５２Ｂに対応する位置にスイッチ３７が配さ
れ、電装装置５０のコネクタ５４Ｂに対応する位置にコネクタ３９が配される。スイッチ
５２Ａおよびスイッチ１７のいずれか一方が凸形状で他方が凹形状であり、スイッチ５２
Ｂおよびスイッチ３７のいずれか一方が凸形状で他方が凹形状である。同様に、コネクタ
５４Ａおよびコネクタ１９のいずれか一方が凸形状で他方が凹形状であり、コネクタ５４
Ｂおよびコネクタ３９のいずれか一方が凸形状で他方が凹形状である。図６（Ａ）～図６
（Ｅ）に示される具体例では、電装装置５０のスイッチ５２Ａ，５２Ｂ、およびコネクタ
５４Ａ，５４Ｂが凹形状であり、発汗促進装置１０のスイッチ１７およびコネクタ１９、
ならびに集汗装置３０のスイッチ３７およびコネクタ３９が凸形状である。このため、電
装装置５０に発汗促進装置１０が結合されると電装装置５０のスイッチ５２Ａが発汗促進
装置１０のスイッチ１７で押されて、電装装置５０のコネクタ５４Ａが発汗促進装置１０
のコネクタ１９に接続される。電装装置５０に集汗装置３０が結合されると電装装置５０
のスイッチ５２Ｂが集汗装置３０のスイッチ３７で押されて、電装装置５０のコネクタ５
４Ｂが集汗装置３０のコネクタ３９に接続される。コネクタ５４Ａとコネクタ１９とが接
続されることで、電装装置５０の制御回路５３と発汗促進装置１０の導入電極１１および
参照電極１３との間では通電可能の状態となり、コネクタ５４Ｂとコネクタ３９とが接続
されることで、電装装置５０の制御回路５３と集汗装置３０の第１成分検出器３１および
第２成分検出器３３との間では通電可能の状態となる。
【００２９】
　本実施の形態にかかる測定装置１が上記構成であることによって、測定者は、測定装置
１を測定部位に装着した状態のまま電装装置５０への発汗促進装置１０の結合状態を解い
て集汗装置３０を結合させ、集汗および測定演算動作を行なわせることができる。このた
め、発汗促進剤が導入された測定部位と同じ位置から、効率的に汗が収集される。また、
電装装置５０が固定されたままで発汗促進装置１０と集汗装置３０とを付け替えることが
できるため、発汗促進動作終了後、測定部位の皮膚を洗浄でき、収集された汗への発汗促
進剤の混入を抑えることができる。また、発汗促進装置１０または集汗装置３０の結合状
態を解いても、測定装置１を測定部位に装着した状態のままでは電装装置５０の位置が固
定されているため、たとえば発汗促進動作中に発汗促進剤を交換するなどして再度結合し
たときに、発汗促進装置１０または集汗装置３０が測定部位に対して同じ位置とすること
ができる。
【００３０】
　図７は、第１の実施の形態にかかる測定装置１において、皮膚１００から発汗させて収
集し、汗中の第１成分および第２成分の濃度を用いて血中の第１成分の濃度を算出するた
めの、電装装置５０の機能構成の具体例を示すブロック図である。図７に示される各機能
は、電装装置５０の制御回路５３が所定の制御プログラムを実行することによって実現さ
れる機能であり、少なくとも一部の機能は、図２（Ａ），図３（Ａ），図６（Ａ）～図６
（Ｄ）に示された機械構成によって実現されてもよい。
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【００３１】
　図７を参照して、電装装置５０の上記機能は、操作ボタン５７からの操作信号の入力を
受付ける操作入力部５０１、スイッチ５２Ａまたはスイッチ５２Ｂが押されたことを示す
スイッチ５２Ａ，５２Ｂからのスイッチ信号の入力を受付けるスイッチ信号入力部５０２
、判断部５０３、表示処理部５０５、電極電流発生部５０７、検出動作部５０９、第１成
分検出部５１１、第２成分検出部５１３、濃度算出部５１５、および変換演算部５１７を
含んで構成される。
【００３２】
　判断部５０３は主に制御回路５３から構成されて、スイッチ信号入力部５０２で受付け
た信号の内容を解析し、スイッチ５２Ａが押されたのかスイッチ５２Ｂが押されたのかを
判断する。そして、判断部５０３は判断結果を示す信号を表示処理部５０５に対して出力
する。また、判断部５０３はスイッチ５２Ａが押された場合には電極電流発生部５０７に
制御信号を出力し、スイッチ５２Ｂが押された場合には検出動作部５０９に対して制御信
号を出力する。
【００３３】
　電極電流発生部５０７は主に制御回路５３から構成されて、判断部５０３からの上記制
御信号および操作ボタン５７からの操作信号に従って、コネクタ５４Ａおよびコネクタ１
９を介して、結合された発汗促進装置１０の導入電極１１および参照電極１３の間に所定
時間、規定値の電流を発生させるための処理を行なう。この処理によって、直流電流が、
導入電極１１から、発汗促進剤を含有する液であるピロカルピン液を含んだスポンジ４１
を介して皮膚１００を通って参照電極１３に向かって流れる。このため、導入電極１１の
物質であるピロカルピン液が皮下に浸透し、導入されて汗腺に作用する。このような物質
の導入方法はイオントフォレシス法と言われる。発汗促進動作開始から所定時間経過する
と、導入電極１１付近の汗腺から発汗する。電極電流発生部５０７は、上記所定時間が経
過すると電流を発生させる処理を終了し、その旨を示す信号を表示処理部５０５に対して
出力する。
【００３４】
　検出動作部５０９は主に制御回路５３から構成されて、判断部５０３からの上記制御信
号および操作ボタン５７からの操作信号に従って、コネクタ５４Ｂおよびコネクタ３９を
介して、所定時間、結合された集汗装置３０の第１成分検出器３１および第２成分検出器
３３に通電して汗中の第１成分および第２成分を検出可能な状態とするための処理を行な
う。
【００３５】
　集汗装置３０の第１成分検出器３１および第２成分検出器３３は汗中の成分を検出する
構成であって、特定の構成に限定されない。たとえば、放射光の波長を測定することで成
分検出する構成であってもよいし、酵素電極法を利用する構成であってもよい。また、測
定対象の第１成分および第２成分に応じた構成としてもよい。第１成分検出器３１および
第２成分検出器３３を酵素電極法を利用する構成とすることで、放射光の波長を測定する
構成などの他の構成とする場合に比べて汗収集装置３０の小型化を図ることができる。
【００３６】
　第１成分は血中濃度を算出する対象となる成分であって、汗中における濃度変化と血中
における濃度変化との間に関連がある成分が該当する。具体的には糖（グルコース）が該
当し、この具体例では第１成分は糖であるものとする。
【００３７】
　第２成分は第１成分以外の汗中の成分であって、好ましくは、汗中における濃度変化と
血中における第１成分の濃度変化との間に関連がない、または関連性が所定の相関係数よ
りも低い成分が該当する。第２成分として、具体的には、第１成分が糖である場合には、
グルタミン酸以外には、たとえば、リジン、グルタミンやアスパラギン酸等の他のアミノ
酸や、カルシウムやカリウムなどが該当し、この具体例では第２成分はグルタミン酸であ
るものとする。
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【００３８】
　汗収集装置３０の第１成分検出器３１は第１成分として糖を検出するために、酵素電極
法を利用して、グルコースオキシターゼと電極とを組合わせた構成であるものとする。第
２成分検出器３３は、第２成分としてグルタミン酸を検出するために、酵素電極法を利用
して、Ｌ－グルタミン酸オキシターゼと電極とを組合わせた構成であるものとする。
【００３９】
　電装装置５０の検出動作部５０９の上記処理によって、集汗装置３０の第１成分検出器
３１および第２成分検出器３３は、上記所定時間、集汗領域３２から廃液貯蔵部３６まで
搬送される汗中の第１成分および第２成分を検出し、その旨を示す信号を出力する。
【００４０】
　第１成分検出部５１１および第２成分検出部５１３は主に制御回路５３から構成されて
、各々、コネクタ５４Ｂおよびコネクタ３９を介して、集汗装置３０の第１成分検出器３
１および第２成分検出器３３からの上記信号を受信し、その検出量に応じた検出信号を濃
度算出部５１５に対して出力する。
【００４１】
　濃度算出部５１５は主に制御回路５３から構成されて、所定の演算プログラムに従って
、第１成分検出部５１１から入力された検出信号に基づいて汗中の第１成分の濃度を算出
する。同様に、第２成分検出部５１３から入力された検出信号に基づいて汗中の第２成分
の濃度を算出する。算出された濃度を示す信号は変換演算部５１７に入力される。
【００４２】
　変換演算部５１７は主に制御回路５３から構成されて、所定の演算プログラムに従って
、汗中の第１成分の濃度を、汗中の第１成分の濃度および第２成分の濃度を用いて血中の
第１成分の濃度に変換するための演算を行なって、演算結果を示す信号を表示処理部５０
５に対して出力する。なお、変換演算部５１７での具体的な演算方法は、本発明において
特定の演算方法に限定されるものではない。
【００４３】
　表示処理部５０５は、判断部５０３からの信号、電極電流発生部５０７からの信号、お
よび変換演算部５１７からの信号に基づいて、表示器５５で表示するための表示処理を行
なう。判断部５０３からの信号に基づいて表示処理が行なわれることで、表示器５５に、
電装装置５０に発汗促進装置１０または集汗装置３０が結合されていることが表示される
。電極電流発生部５０７からの信号に基づいて表示処理が行なわれることで、表示器５５
に、発汗促進装置１０での発汗促進動作が終了したことが表示される。変換演算部５１７
からの信号に基づいて表示処理が行なわれることで、表示器５５に、演算結果として血中
の第１成分の濃度が表示される。
【００４４】
　図８は、第１の実施の形態にかかる測定装置１において、皮膚１００から発汗させて収
集し、汗中の第１成分および第２成分の濃度を用いて血中の第１成分の濃度を算出するた
めの、電装装置５０での処理の流れを示すフローチャートである。図８のフローチャート
に示される処理は、制御回路５３が所定の演算プログラムを実行し、図２（Ａ），図３（
Ａ），図６（Ａ）～図６（Ｄ）に示される各部を制御して図７に示される機能を発揮させ
ることによって実現される。図８に示される処理は、電装装置５０に発汗促進装置１０ま
たは集汗装置３０を結合して操作ボタン５７などで電源ＯＮの操作を行なうと実行される
処理である。
【００４５】
　図８を参照して、始めに、判断部５０３でスイッチ信号入力部５０２からのスイッチ信
号に基づいてスイッチ５２Ａが押されたのかスイッチ５２Ｂが押されたのかを判断するこ
とによって、電装装置５０に発汗促進装置１０と集汗装置３０とのいずれが結合されてい
るのかが判定される（ステップＳ１０１）。
【００４６】
　発汗促進装置１０が結合されている場合（ステップＳ１０３でＹＥＳ）、ステップＳ１
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０５以降の発汗促進動作が行なわれる。ステップＳ１０５以降の発汗促進動作は、たとえ
ば、測定者が、薬剤領域１２Ａにピロカルピン液などの発汗促進剤を含有する液を含んだ
スポンジ４１を装着し、スポンジ４１に接触するように導入電極１１を装着してから、皮
膚１００にスポンジ４１が接触するように、ベルト２を用いて、電装装置５０に発汗促進
装置１０が結合された状態の測定装置１を測定部位に装着した後に、操作ボタン５７など
で電源ＯＮの操作を行なうことで開始される。
【００４７】
　発汗促進動作が開始すると、始めに、電極電流発生部５０７などによって電流発生動作
がチェックされた後に、表示処理部５０５での表示処理によって、表示器５５に、発汗促
進装置１０が接続されて、発汗促進動作を行なう状態にあることを示す表示がなされる（
ステップＳ１０５）。
【００４８】
　その後、操作入力部５０１において操作ボタン５７からの動作開始を指示する操作信号
の入力を受付けると（ステップＳ１０７でＹＥＳ）、電極電流発生部５０７において、導
入電力１１から参照電極１３に所定の直流電流を流すための電流を発生させる処理が実行
され、発汗促進動作が行なわれる（ステップＳ１０９）。発汗促進動作は所定時間行なわ
れ、所定時間が経過すると（ステップＳ１１１でＹＥＳ）、電極電流発生部５０７は電流
を発生させる処理を終了することで発汗促進動作が終了し、表示処理部５０５での表示処
理によって、表示器５５に発汗促進動作が終了したことを示す表示がなされる（ステップ
Ｓ１１３）。その後、操作入力部５０１において操作ボタン５７からの電源ＯＦＦを指示
する操作信号の入力を受付けると（ステップＳ１１５でＹＥＳ）、一連の処理が終了する
。
【００４９】
　一方、集汗装置３０が結合されている場合（ステップＳ１０３でＮＯ）、ステップＳ１
１７以降の集汗および測定演算動作が行なわれる。ステップＳ１１７以降の集汗および測
定演算動作は、たとえば、上記発汗促進動作が終了した後に、測定者が、測定装置１を装
着した状態のまま電装装置５０から発汗促進装置１０の結合を解いて汗収集装置３０を結
合し、操作ボタン５７などで電源ＯＮの操作を行なうことで開始される。そのとき、汗収
集装置３０の集汗領域３２のスポンジ４３には、ピロカルピン液が浸透した皮膚１００か
ら発汗した汗が収集される。
【００５０】
　集汗および測定演算動作が開始すると、始めに、検出動作部５０９などによって検出発
生動作がチェックされた後に、表示処理部５０５での表示処理によって、表示器５５に、
汗収集装置３０が結合されて、集汗および測定演算動作を行なう状態にあることを示す表
示がなされる（ステップＳ１１７）。
【００５１】
　その後、操作入力部５０１において操作ボタン５７からの動作開始を指示する操作信号
の入力を受付けると（ステップＳ１１９でＹＥＳ）、検出動作部５０９において、第１成
分検出器３１および第２成分検出器３３に通電し、第１成分検出部５１１および第２成分
検出部５１３において第１成分および第２成分を検出する処理が実行される（ステップＳ
１２１）。第１成分検出器３１および第２成分検出器３３への通電は所定時間行なわれ、
所定時間が経過すると（ステップＳ１２３でＹＥＳ）、検出動作部５０９は通電する処理
を終了することで第１成分および第２成分を検出する処理が終了する（ステップＳ１２５
）。続いて、濃度算出部５１５で第１成分の汗中の濃度および第２成分の汗中の濃度が算
出され、変換演算部５１７でそれらの汗中の濃度に基づいて第１成分の汗中の濃度を血中
濃度に変換する処理が行なわれて第１成分の血中濃度である血糖値が計算される（ステッ
プＳ１２７）。さらに、表示処理部５０５での表示処理によって、表示器５５に、ステッ
プＳ１２７で計算された血糖値を示す表示がなされる（ステップＳ１２９）。その後、操
作入力部５０１において操作ボタン５７からの電源ＯＦＦを指示する操作信号の入力を受
付けると（ステップＳ１３１でＹＥＳ）、一連の処理が終了する。
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【００５２】
　なお、電装装置５０の制御回路５３はメモリ機能を備えて、上記ステップＳ１０５以降
の発汗促進動作が終了するとその旨を記憶し、その動作の次に、上記ステップＳ１０１で
の判定において汗収集装置３０が結合されたことを判断してもよい。この場合、発汗促進
動作の終了の次に、上記ステップＳ１０１の判定で、再度、発汗促進装置１０が結合され
たと判断された場合、表示器５５にエラー表示を行なうようにしてもよい。このように構
成されることで、電装装置５０に発汗促進装置１０を結合して発汗促進動作を行なった後
、誤って汗収集装置３０に替えて再度発汗促進装置１０を結合してしまった場合であって
も、再度発汗促進動作が行なわれることなく、その旨を報知することができる。
【００５３】
　または、電装装置５０の制御回路５３はタイマ機能を備えて、上記ステップＳ１０９で
発汗促進動作が開始されてから、または上記ステップＳ１１３で発汗促進動作が終了して
から、所定時間内に上記ステップＳ１０１での判定において汗収集装置３０が結合された
ことを判断されなかった場合、表示器５５にエラー表示を行なうようにしてもよい。この
ように構成されることで、発汗促進動作後、その汗が収集され得る時間が経過してしまっ
た後に汗収集装置３０が結合されたような場合に、汗の収集が難しいことを報知すること
ができる。
【００５４】
　なお、上述の第１の実施の形態に示された、電装装置５０に発汗促進装置１０を結合す
る方法、電装装置５０に集汗装置３０を結合する方法、およびいずれの装置が電装装置５
０に結合されているかを判断する方法は具体例であって、上記方法には限定されない。他
の方法を第２の実施の形態、および第３の実施の形態として示す。
【００５５】
　［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態として、図９（Ａ）～図９（Ｃ）に、各々、電装装置５０、発汗促進
装置１０、および集汗装置３０の他の構成例を示す。図９（Ａ）～図９（Ｃ）に示される
構成は、図６（Ａ）～図６（Ｅ）に示された第１の実施の形態にかかる構成のうち、電装
装置５０、発汗促進装置１０、および集汗装置３０に、各々、スイッチ５２Ａ，５２Ｂ、
スイッチ１７、スイッチ３７が含まれない構成である。
【００５６】
　第２の実施の形態においては、電装装置５０のコネクタ５４Ａ，５４Ｂが第１の実施の
形態にかかるスイッチ５２Ａ，５２Ｂと同様の機能を併せもつものとする。すなわち、第
２の実施の形態にかかる電装装置５０の判断部５０３は、上記ステップＳ１０１において
、電極電流発生部５０７および検出動作部５０９において各々通電したときに、コネクタ
５４Ａ，５４Ｂのいずれのコネクタが通電したかを検出することで、電装装置５０に発汗
促進装置１０と集汗装置３０とのうちのいずれが結合されているかを判断する。
【００５７】
　［第３の実施の形態］
　第３の実施の形態として、図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）に、各々、電装装置５０、発汗
促進装置１０、および集汗装置３０の他の構成例を示す。図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）に
示される構成は、図９（Ａ）～図９（Ｃ）に示された第２の実施の形態にかかる構成のう
ち、電装装置５０にコネクタが１つしか含まれない構成である。図１０（Ａ）～図１０（
Ｃ）を参照して、第３の実施の形態にかかる電装装置５０にはコネクタ５４Ａ，５４Ｂに
替えて１つのコネクタ５４Ｃが、発汗促進装置１０にはコネクタ１９に替えてコネクタ１
９Ａが、集汗装置３０にはコネクタ３９に替えてコネクタ３９Ａが含まれる。
【００５８】
　コネクタ５４Ｃ、コネクタ１９Ａ、およびコネクタ３９Ａは、集汗装置３０の第１成分
検出器３１および第２成分検出器３３の数に応じた端子を備える。この具体例では、集汗
装置３０には第１成分検出器３１Ａ，３１Ｂおよび第２成分検出器３３Ａ，３３Ｂが含ま
れているため、コネクタ５４Ｃ、コネクタ１９Ａ、およびコネクタ３９Ａは、４端子のコ
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ネクタであるものとする。
【００５９】
　発汗促進装置１０において、コネクタ１９Ａの第１端子および第４端子は、各々、導入
電力１１および参照電極１３に接続され、第２端子および第３端子は短絡される。汗収集
装置３０において、コネクタ３９Ａの第１端子～第４端子は、各々、第１成分検出器３１
Ａ，３１Ｂ、第２成分検出器３３Ａ，３３Ｂに接続される。
【００６０】
　第３の実施の形態にかかる電装装置５０の判断部５０３は、上記ステップＳ１０１にお
いて、電極電流発生部５０７および検出動作部５０９において各々通電したときに、コネ
クタ５４Ｃの第１端子～第４端子のいずれの端子が通電したかを検出し、接続された第２
端子および第３端子が短絡されていることを検出することで、電装装置５０に発汗促進装
置１０が結合されていると判断する。そうでない場合に、集汗装置３０が結合されている
と判断する。
【００６１】
　測定装置１の構成を上記第２の実施の形態にかかる構成または第３の実施の形態にかか
る構成とすることで、電装装置５０、発汗促進装置１０、および集汗装置３０の構成を簡
略化することができ、小型化、軽量化、低価格化に貢献し得る。
【００６２】
　［第４の実施の形態］
　第１の実施の形態～第３の実施の形態においては、制御回路５３、表示器５５、および
操作ボタン５７などが電装装置５０に含まれ、電装装置５０に発汗促進装置１０または集
汗装置３０が結合されることで制御回路５３に発汗促進装置１０または集汗装置３０の構
成が接続されるものとしているが、測定装置１の各構成がいずれの装置に含まれるかは、
上記構成に限定されない。第４の実施の形態として、図１１（Ａ）～図１１（Ｃ）に、発
汗促進装置１０および集汗装置３０に各々、電装装置５０の制御回路５３、表示器５５、
および操作ボタン５７などの構成が含まれ、電装装置５０に替えて、位置決め手段である
枠５９のみがベルト２で測定部位に装着される構成例を示す。
【００６３】
　図１１（Ａ）および図１１（Ｂ）を参照して、第４の実施の形態にかかる発汗促進装置
１０および集汗装置３０には、各々、表示器５５Ａおよび操作ボタン５７Ａ、ならびに表
示器５５Ｂおよび操作ボタン５７Ｂが含まれる。また、図示されない制御回路も各々含ま
れる。したがって、第４の実施の形態においては、第１の実施の形態～第３の実施の形態
に示された電装装置５０の筐体５１内に含まれた構成が、発汗促進装置１０および集汗装
置３０に各々含まれる。第４の実施の形態においては、図１１（Ｃ）を参照して、上記電
装装置５０に替えて、結合手段であって位置決め手段である枠５９のみがベルト２で測定
部位に固定され、枠５９に発汗促進装置１０または集汗装置３０が結合される。
【００６４】
　発汗促進装置１０の制御回路および集汗装置３０の制御回路では、各々、上記ステップ
Ｓ１０５以降の発汗促進動作、およびステップＳ１１７以降の集汗および測定演算動作が
実行される。各々の動作は、枠５９に発汗促進装置１０または集汗装置３０が結合され、
操作ボタン５７Ａ、または操作ボタン５７Ｂが操作されることで、各制御回路において行
なわれる。
【００６５】
　第４の実施の形態にかかる測定装置１が上記構成であることによっても、発汗促進剤が
導入された測定部位と同じ位置から、効率的に汗が収集される。また、第１の実施の形態
～第３の実施の形態において必要であった電装装置５０および発汗促進装置１０ならびに
電装装置５０および集汗装置３０を電気的に接続するための構成、および電装装置５０に
いずれの装置が結合されているのかを判断するための構成を不要とすることができ、構成
および処理を簡易にすることができる。
【００６６】
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　［第５の実施の形態］
　第１の実施の形態～第４の実施の形態においては、発汗促進装置１０および集汗装置３
０が異なる装置で構成されるものとしているが、発汗促進装置１０および集汗装置３０を
、発汗促進部１０Ａおよび集汗部３０Ａを含んだ１つの装置である発汗促進・集汗装置７
０Ａで構成し、発汗促進・集汗装置７０Ａを電装装置５０に対する結合形態によって発汗
促進装置１０または集汗装置３０として機能させるようにしてもよい。第５の実施の形態
として、図１２（Ａ）～図１２（Ｄ）に、測定装置１が、電装装置５０と発汗促進・集汗
装置７０Ａとから構成される例を示す。
【００６７】
　図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）を参照して、第５の実施の形態にかかる電装装置５０
の構成は図９（Ａ）に示された第２の実施の形態にかかる電装装置５０の構成と同様であ
って、電装装置５０にはコネクタ５４Ａ，５４Ｂが備えられる。
【００６８】
　図１２（Ｃ）および図１２（Ｄ）を参照して、第５の実施の形態にかかる発汗促進・集
汗装置７０Ａは、第１の実施の形態～第４の実施の形態にかかる発汗促進装置１０と同様
の機能を備えた発汗促進部１０Ａと、集汗装置３０と同様の機能を備えた集汗部３０Ａと
からなる。図１２（Ｃ）を参照して、発汗促進部１０Ａには導入電極１１、参照電極１３
およびコネクタ１９が備えられ、コネクタ１９の端子が導入電極１１および参照電極１３
に各々結線されている。また、図１２（Ｃ）を参照して、集汗部３０Ａには、第１成分検
出器３１、第２成分検出器３３およびコネクタ３９が備えられ、コネクタ３９の端子が第
１成分検出器３１および第２成分検出器３３に各々結線されている。
【００６９】
　さらに、図１２（Ｃ）および図１２（Ｄ）を参照して、発汗促進・集汗装置７０Ａが略
六面体で、電装装置５０の枠５９にはめ込むことで電装装置５０と結合する構成であると
して、コネクタ１９とコネクタ３９とは、電装装置５０に発汗促進・集汗装置７０Ａを結
合した状態で、発汗促進・集汗装置７０Ａの電装装置５０に対する面（第１面と称する）
と、その面に向かい合う面（第２面と称する）とに、各々設けられる。また、コネクタ１
９は、上記第１面において、電装装置５０に第１面が電装装置５０と相対するように発汗
促進・集汗装置７０Ａが結合されたときに、電装装置５０のコネクタ５４Ａと接続し得る
位置に設けられる。同様に、コネクタ３９は、上記第２面において、電装装置５０に第２
面が電装装置５０と相対するように発汗促進・集汗装置７０Ａが結合されたときに、電装
装置５０のコネクタ５４Ｂと接続し得る位置に設けられる。
【００７０】
　第５の実施の形態においても第２の実施の形態と同様に、電装装置５０のコネクタ５４
Ａ，５４Ｂが第１の実施の形態にかかるスイッチ５２Ａ，５２Ｂと同様の機能を併せもつ
ものとする。すなわち、第５の実施の形態にかかる電装装置５０の判断部５０３は、上記
ステップＳ１０１において、電極電流発生部５０７および検出動作部５０９において各々
通電したときに、コネクタ５４Ａ，５４Ｂのいずれのコネクタが通電したかを検出するこ
とで、電装装置５０に発汗促進装置１０と集汗装置３０とのうちのいずれが結合されてい
るかを判断する。
【００７１】
　第５の実施の形態にかかる測定装置１が上記構成であることによって、電装装置５０に
発汗促進・集汗装置７０Ａを第１面が電装装置５０と相対するように結合することで、電
装装置５０の制御回路５３は発汗促進・集汗装置７０Ａの発汗促進部１０Ａに含まれる誘
導電極１１および参照電極１３に結線され、発汗促進動作を行なわせることができる。ま
た、電装装置５０に発汗促進・集汗装置７０Ａを第２面が電装装置５０と相対するように
結合することで、電装装置５０の制御回路５３は発汗促進・集汗装置７０Ａの集汗部３０
Ａに含まれる第１成分検出器３１および第２成分検出器３３に結線され、集汗および測定
演算動作を行なわせることができる。つまり、第５の実施の形態にかかる測定装置１が上
記構成であることによって、電装装置５０に発汗促進・集汗装置７０Ａを結合して発汗促
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進動作を行なわせた後、電装装置５０をベルト２で測定部位に装着したままで発汗促進・
集汗装置７０Ａの結合状態を解き、発汗促進・集汗装置７０Ａの向きを１８０°回転させ
て電装装置５０に結合して集汗および測定演算動作を行なわせることができる。これによ
っても、発汗促進剤が導入された測定部位と同じ位置から、効率的に汗が収集される。さ
らに、第５の実施の形態においては上述の発汗促進装置１０および集汗装置３０を１つの
装置で構成して装置の数を減らすことができ、測定者の操作性を高めることができる。
【００７２】
　なお、発汗促進装置１０および集汗装置３０を１つの装置で構成する方法は、上述の方
法に限定されず、たとえば、変形例として、図１３（Ａ）～図１３（Ｃ）に示されたよう
に構成する方法であってもよい。詳しくは、図１３（Ａ）を参照して、変形例において発
汗促進・集汗装置７０Ｂは、正面側に第１の実施の形態～第４の実施の形態にかかる発汗
促進装置１０と同様の機能を備えた発汗促進部１０Ａが配備され、正面と相対する面（裏
面）に集汗装置３０と同様の機能を備えた集汗部３０Ａが配備される。図１３（Ｂ）は発
汗促進・集汗装置７０Ｂを正面から見た図であり、発汗促進部１０Ａの構成を示している
。図１３（Ｃ）は発汗促進・集汗装置７０Ｂを裏面から見た図であり、集汗部３０Ａの構
成を示している。発汗促進部１０Ａおよび集汗部３０Ａには、各々、第３の実施の形態と
同様のコネクタ１９Ａおよびコネクタ３９Ａが含まれる。それらは、上記第１面および第
２面に、正面からの距離および裏面からの距離が同じ位置に配される。また、コネクタ１
９Ａは、上記第１面において、電装装置５０に第１面が電装装置５０と相対するように発
汗促進・集汗装置７０Ｂが結合されたときに、電装装置５０のコネクタ５４と接続し得る
位置に設けられ、コネクタ３９Ａは、上記第２面において、電装装置５０に第２面が電装
装置５０と相対するように発汗促進・集汗装置７０Ｂが結合されたときに、電装装置５０
のコネクタ５４と接続し得る位置に設けられる。
【００７３】
　この構成である場合、第３の実施の形態にかかる電装装置５０の判断部５０３は、第３
の実施の形態と同様に、上記ステップＳ１０１において、電極電流発生部５０７および検
出動作部５０９において各々通電したときに、コネクタ５４Ｃの第１端子～第４端子のい
ずれの端子が通電したかを検出し、接続された第２端子および第３端子が短絡されている
ことを検出することで、電装装置５０に発汗促進装置１０が結合されていると判断する。
そうでない場合に、集汗装置３０が結合されていると判断する。
【００７４】
　第５の実施の形態にかかる測定装置１を上記構成とすることによって、電装装置５０に
発汗促進・集汗装置７０Ｂを発汗促進部１０Ａが正面となるように結合させることで、電
装装置５０の制御回路５３は発汗促進・集汗装置７０Ｂの発汗促進部１０Ａに含まれる誘
導電極１１および参照電極１３に結線され、発汗促進動作を行なわせることができる。ま
た、電装装置５０に発汗促進・集汗装置７０Ｂを集汗部３０Ａが正面となるように結合さ
せることで、電装装置５０の制御回路５３は発汗促進・集汗装置７０Ｂの集汗部３０Ａに
含まれる第１成分検出器３１および第２成分検出器３３に結線され、集汗および測定演算
動作を行なわせることができる。つまり、第５の実施の形態にかかる測定装置１が上記構
成であることによって、電装装置５０に発汗促進・集汗装置７０Ｂを結合して発汗促進動
作を行なわせた後、電装装置５０をベルト２で測定部位に装着したままで発汗促進・集汗
装置７０Ｂの結合状態を解き、発汗促進・集汗装置７０Ｂの表裏を反転させて電装装置５
０に結合して集汗および測定演算動作を行なわせることができる。これによっても、発汗
促進剤が導入された測定部位と同じ位置から、効率的に汗が収集される。さらに、第５の
実施の形態においては上述の発汗促進装置１０および集汗装置３０を１つの装置で構成し
て装置の数を減らすことができ、測定者の操作性を高めることができる。
【００７５】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
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【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】測定装置１の外観の具体例を示す図であり、図１（Ａ）は電装装置５０に発汗促
進装置１０が結合された状態、図１（Ｂ）は電装装置５０に集汗装置３０が結合された状
態の外観の具体例、および図１（Ｃ）は固定手段の他の具体例を示す図である。
【図２】電装装置５０に発汗促進装置１０が結合された状態の測定装置１の機械構成の具
体例を示す図であり、図２（Ａ）は正面から見た図、図２（Ｂ）は図２（Ａ）の矢印Ａ位
置から矢視した図である。
【図３】電装装置５０に汗収集装置３０が結合された状態の測定装置１の機械構成の具体
例を示す図であり、図３（Ａ）は正面から見た図、図３（Ｂ）は図３（Ａ）の矢印Ｂ位置
から矢視した図である。
【図４】集汗領域３２から廃液貯蔵部３６まで汗を搬送する方法の一例を説明する図であ
る。
【図５】汗収集装置３０の機械構成の他の具体例を示す図である。
【図６】第１の実施の形態における、電装装置５０と発汗促進装置１０との結合、および
電装装置５０と集汗装置３０との結合を説明するための図であり、図６（Ａ）は電装装置
５０を正面から見た内部構造を示す概略図、図６（Ｂ）は電装装置５０の正面を斜め方向
から見た外観の概略図、図６（Ｃ）は発汗促進装置１０を正面から見た概略図、図６（Ｄ
）は集汗装置３０を正面から見た概略図、図６（Ｅ）は発汗促進装置１０または集汗装置
３０の正面を斜め方向から見た外観の概略図、および図６（Ｆ）は結合手段の他の具体例
を示す図である。
【図７】電装装置５０の機能構成の具体例を示すブロック図である。
【図８】電装装置５０での処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】第２の実施の形態にかかる測定装置１の構成の具体例を示す図であり、図９（Ａ
）～図９（Ｃ）は、各々、第２の実施の形態にかかる電装装置５０、発汗促進装置１０、
および集汗装置３０の構成の具体例を示す図である。
【図１０】第３の実施の形態にかかる測定装置１の構成の具体例を示す図であり、図１０
（Ａ）～図１０（Ｃ）は、各々、第３の実施の形態にかかる電装装置５０、発汗促進装置
１０、および集汗装置３０の構成の具体例を示す図である。
【図１１】第４の実施の形態にかかる測定装置１の構成の具体例を示す図である。
【図１２】第５の実施の形態にかかる測定装置１の構成の具体例を示す図である。
【図１３】第５の実施の形態の変形例にかかる測定装置１の構成の具体例を示す図である
。
【符号の説明】
【００７７】
　１　測定装置、２　ベルト、１０　発汗促進装置、１０Ａ　発汗促進部、１１　導入電
極、１２Ａ，１２Ｂ　薬剤領域、１３　参照電極、１５　筐体、１７　スイッチ、１９，
１９Ａ　コネクタ、３０　集汗装置、３０Ａ　集汗部、３１，３１Ａ，３１Ｂ　第１成分
検出器、３２　集汗領域、３３，３３Ａ，３３Ｂ　第２成分検出器、３４　搬送路、３５
　筐体、３６　廃液貯蔵部、３７　スイッチ、３８　液体センサ、３９，３９Ａ　コネク
タ、４１，４２，４３　スポンジ、５０　電装装置、５１　筐体、５２Ａ，５２Ｂ　スイ
ッチ、５３　制御回路、５４Ａ，５４Ｂ，５４Ｃ　コネクタ、５５　表示器、５７　操作
ボタン、５９　枠、７０Ａ，７０Ｂ　発汗促進・集汗装置、１００　皮膚、５０１　操作
入力部、５０２　スイッチ信号入力部、５０３　判断部、５０５　表示処理部、５０７　
電極電流発生部、５０９　検出動作部、５１１　第１成分検出部、５１３　第２成分検出
部、５１５　濃度算出部、５１７　変換演算部。
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