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ジャイロセンサを用いた圧脈波センサ開発と食後血糖値推定技術の研究
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Abstract
Self-measurement of blood glucose is usually done using a drop of blood from the fingertip. Non-invasive methods have
been studied vigorously, but have not been put into practical use because of difficulties resolving problems of portability,
accuracy, and cost. We focused on the phenomenon that the pulse-wave form observed on the peripheral arteries is affected
by food intake. The purpose of the present study was to analyze the relationship between blood glucose levels and the
pulse-wave augmentation index (Aindex), index of the reflected wave in the artery, and provide a useful non-invasive method
to estimate postprandial blood glucose levels. We developed the pressure-pulse-wave sensor using the gyro sensor for
detecting the Aindex. Fifty-five diabetic (HbA1c > 6.5%) and five healthy subjects were participated in this study. The
pressure-pulse-wave forms of the radial artery and the blood glucose levels were measured during the fasting time and 1 hour
after taking the test meal. Regression analysis of Aindex and the blood glucose levels was performed with machine learning.
Cluster analysis revealed that the Aindex after the test meal decreased in 36 subjects, increased in 8 subjects, and did not
change in the remaining16 subjects. Regression analysis of pulse shape and blood glucose showed that the coefficient of
variation (CV) was 11.5% for all data, and that the 87% data had an estimation error within ± 15%. We provided a new
technology of measuring the pressure-pulse-wave based on the gyro sensor on radial artery to estimate blood glucose levels
with machine learning. The methods are expected to be practically useful for detection of postprandial hyperglycemia and
screening of diabetes mellitus.
Keywords : Non-invasive method, Postprandial blood glucose, Arterial relaxation, Gyro sensor,
Pulse-wave augmentation index, Pressure-pulse-sensor

1. 緒

言

自己血糖値測定は，指先に微小な針を刺して，採取した血液を用いて行うのが一般的である．この方法には，
痛みを伴う，衛生的に注意が必要，使い捨てにより医療廃棄物が出るなどの問題がある．それらの解決方法とし
て従来から非観血的に血糖値を測定する方法が提案されてきた．特に光の透過や吸収による測定方法は多くの研
究がされてきたが，携帯性，精度，コストの問題から実用化されていない．
一方，脈波計測を利用した血圧計やパルスオキシメーターなどの医療機器があるように，脈波は測定しやすい
生体信号である．脈波解析を行うことで血糖値推定ができるとすれば，血管の細かな動きまで検出する必要があ
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る，と我々は考え，これまでにないジャイロセンサを用いた手首の圧脈波（橈骨動脈圧脈波）センサを検討して
きた (安島, 2019)．さらに食事による橈骨動脈圧脈波パターン変化とぶどう糖（血糖値）などの栄養成分の関係
に着目し，脈波解析による血糖値推定技術に取り組んでいる (Ajima, 2020)．脈波解析により，非観血で簡便に血
糖値を推定できれば，糖尿病の早期発見，食事管理，予防などのために，簡単に血糖値を測定できる重要なツー
ルになると考えられる．
本研究では，圧脈波測定のために，従来にない小型でシンプルなジャイロセンサを用いた手首の橈骨動脈用圧
脈波センサの開発を行った．その圧脈波センサを用いて，空腹時（食事前）の脈波と食後 1 時間の脈波を測定し
た．
食後 1 時間は血糖値の変化が大きく，
脈波の形状変化に影響があると考え，
食後1 時間の脈波増大係数
（Aindex）
と血糖値との関係の分析を試みた．それらの関係を機械学習することにより，食後血糖値を推定する予備的研究
を行ったので報告する．
2. 食後血糖値推定技術の理論的背景
図 1 は，
健常者における食後の血糖値と血清トリグリセリド値の時間経過を示す模式図である．
食事をした後，
約 1 時間は血糖値が上昇し，その後緩やかに減少し，4～5 時間後には食事前の血糖値に戻る．一方，血清トリグ
リセリド値は，3～4 時間後に上昇する．これらは一般的な例である．

Fig. 1 Changes in fat and glucose after eating. Glucose increases about 1 h after eating and then decreases
slowly, returning to preprandial levels after 4 ~ 5 h. On the other hand, serum triglyceride levels
increase after 3 ~ 4 h.

通常健常者の食後血糖値は 100～140mg/dL 前後であるが，食事の量によっても変わる．また食後高血糖の人は
200mg/dL 以上となる．糖尿病ではさらに上昇する．このような食後の血液栄養成分の大きな変化に伴い，脈拍数
の増加や血圧低下などの現象が起こり，
血管動態が変わることによって脈波の形状に影響を与える
（3.3 節参照）
．
食後 1 時間では，血糖値の変化が相対的に大きいため，血糖値が脈波に反映されると考えられる．食後 2～3 時間
を過ぎたころには血糖値以外の栄養成分の影響が脈波に現れてくると考えられる．従って，今回の測定は，食事
前の空腹時および食後 1 時間に行った．食後 1 時間付近は血糖値がピークになることから，食後高血糖を調べる
大事な時間でもあるので，食後 1 時間で測定することは，糖尿病患者だけでなく糖尿病予備軍をスクリーニング
するという意味で重要である．
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3. 開発機器の概要
3・1 ジャイロ圧脈波センサ構造
脈波測定用に，ジャイロセンサを用いた圧脈波センサを開発した（図 2，3，表 1）
．ヘッド（可動部）と把持部
はコイルバネで連結されているため，ヘッドは前後左右上下（3 軸）フレキシブルに動くことができる．ヘッド
には，ジャイロセンサ，BLE (Bluetooth low energy)モジュール，ボタン電池が内蔵されている．その表面には，
脈あて部（Pulse contact part） と支点（Fulcrum）を配置している．脈あて部は，橈骨動脈の脈動を感じる位置に
押し当てる（図 5）
．この時，支点は脈あて部から離れた手首の位置に押し当てる．脈あて部と支点を押し当てた
状態で，少し押し込むと，コイルバネで押さえられたヘッド部は，脈あて部が脈で押され，支点を中心に脈圧変
動に追従するように動き，その動きを圧脈波としてジャイロセンサで検出する．可動部は軽量化のために，PC（ポ
リカーボネート）を切削加工して作成した．このようにすることで，血管の圧脈波を検出でき，反射波を観察で
きる．ただしジャイロセンサは体動ノイズに弱く，脈への押し当て方も手技が必要である．ジャイロセンサのデ
ータは BLE を使用してスマートホンに転送される．なおジャイロセンサから得られる情報は角速度であるため，
積算することで脈波が形成される（図 6）
．機械学習はクラウドサーバにて行う構成である．

Head (Movable part)

rotation

Grip

Pulse
contact part
Height
adjustment

Fulcrum

Fig. 3 Measuring method of pulse wave on radial
artery. The data of the gyro sensor is transferred
to the smart phone using BLE.

Fig. 2 Pressure pulse wave sensor for radial artery. Since
the head (moving part) and the grip part are
connected by a coil spring, the head can flexibly
move in front, back, left, right, up and down (3
Axis).

Skin &
Blood vessels Subcutaneous Pulse wave sensor
tissue
K1
M3
M1 K2
K3

B1

B2

B3

F
x

y

Pressure pulse wave
Fig. 4 Vibration model of pressure pulse wave measurement system. K1-3 are the spring rate, B1-3 are the damping coefficient,
and M1,3 are the mass, corresponding to Blood vessels, Skin (& Subcutaneous tissue) and Pulse wave sensor. The mass
of Blood vessels and Skin is M1. F is the force of pulse pressure, x and y are the displacement of Blood vessels and
Skin, respectively. y is detected by Pulse wave sensor.
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図 4 に圧脈波測定時の直線振動系で近似したモデルを示す．圧脈波センサ可動部の質量 M3 は 16.1 g，ばね定数 K3
は 0.187 N/mm，これらから固有振動数は 17.1Hz（計算値）となる．ばね長の可動範囲を 5 mm としているため，脈あて部，
支点の形状から，皮膚に接触する面積とばねの初期たわみから計算し，血管・皮膚等への押し圧は 140～165 mmHg
（18.665～21.998 kPa 計算値）の範囲で調整できると推定される．押し圧は健常者の収縮期血圧付近，またそれ以上に
なると考えられる．橈骨動脈弾性率を 150-300 kPa（Saito et al., 2020）とすると，本システムの脈あて部の面積から計算して
K1 の値は 0.0054～0.0108 N/mm となる．また皮膚・皮下組織の K2 は血管のそれより小さく（前野他, 1997），皮下組織の
弾性率は約 34 kPa であり圧縮された状態になると考えられる．M1 は，脈あて部（面積 36 mm2）が押さえる血管と皮膚・皮
下組織の微小体積の質量であるため，M1≪M3 となり測定系の固有振動数は圧脈波センサで決まると考えられる．すな
わち，圧脈波センサの固有振動数が脈波形状の測定可能周波数帯域と考えられる．
表 1 に開発した圧脈波センサの諸元を示す．
Table 1 Specifications of pressure-pulse-wave sensor.

Mass

37g

Size

61(～81) (L) ×35(W)× 39.5(H) mm

Coin battery

Lifetime about a year

Interface

BLE (Bluetooth low energy)

Pulse-wave-sensor

Gyro-sensor

図 5 は，手首に圧脈波センサを押し当てた時の説明図である．脈あて部は橈骨動脈に押し当てる．支点も手首に押し
当てる．把持部を押すことで橈骨動脈の脈動による反力により，コイルばねで支えられたヘッド部は，橈骨動脈の動きに
追従する．追従の様子は目視でも確認できる．

Radial artery
Radius

press

Wrist section

Fig.5 An explanatory diagram when the pressure pulse wave sensor is pressed against the wrist. The
pulse contact part is pressed against the radial artery. The fulcrum is pressed against the wrist.
The head part supported by the spring by the reaction force of the radial artery by pressing the
grip part follows the movement of the radial artery. The movement of the head can be visually
confirmed.
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3・2 測定波形例
脈波測定時間は 8 秒とし，ジャイロセンサの測定データは BLE でスマートホンに送信され，蓄積される．ジャ
イロセンサの出力は 3 軸あるが，そのうちの 1 軸を使った．ここで支点と脈あて部の距離 R (mm)，サンプリン
グされた n 番目のジャイロセンサ出力を ω[n] (degree/sec)，サンプリング周期 Ts (sec) とする．脈あて部が脈圧
に押されて支点を中心としヘッド部が僅かに回転する．この時の回転角度 θ[n]は，ジャイロセンサで検出すると
式（1）となる．脈波信号 x[n]は，回転角度に対する円弧（≒直線）とみなして式（2）となる．
θ[n] =θ[n-1] +ω[n]・Ts (degree)

（1）

x[n] = R・θ[n] ・π/180 (mm)

（2）

図 6 に得られたジャイロ信号と計算で求めた圧脈波信号の一例を示す．

Fig.6 An example of measured signal by pulse wave sensor.
A: Calculated pulse wave.
B: Detected angular velocity (gyro signal).

3・3 脈波増大係数（Aindex）と血糖値変化
図 7 に脈波解析のための特徴量としての Aindex の定義を示す．Aindex は，脈波の前進波（駆出波）に重畳さ
れる反射波の大きさを示すものである．P0 は前進波の振幅，P1 は反射波レベルで前進波が末梢などで反射して
脈波に重なったものである．P1 は脈波形状の変化から求めることが出来る．この時，Aindex = P1/P0 で表される．
ここでは，前進波に重畳された状態で反射波を定義している．また Aindex は年齢，性別によっても変わることが
知られている（Kohara et al., 2005）が，血液の栄養成分（血糖値やトリグリセリド）やインスリンの血管作用(川
崎他, 2000)を考えた，脈波パターン変化と血糖値の関連付けは新しい試みである．
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Reflected wave
Aindex=P1/P0

P1

P0

Fig.7 Aindex definition.

4. 測定方法
4・1 測定プロトコール
被験者数は 60 人，年齢 35～79 才（平均 64.2±9.8 才）
，男 38 人（平均 66.7±9.4 才）
，女 22 人（平均 65.7±9.9
才）
，そのうち 55 人は糖尿病（ヘモグロビン A1c 6.5%以上）
，5 人は健常者であった．糖尿病を日本糖尿病学会
の規定に沿ってヘモグロビン A1c で定義したが，あくまで人為的な定義であり，健常者と糖尿病者の血糖値は連
続した変数として扱われるものである．
図 8 に測定プロトコールを示す．被験者は試験当日の朝食抜きで，薬は服用せずに来院した．食事前の測定（空
腹時測定）と食後 1 時間後の測定を行った．測定は，橈骨動脈圧脈波，上腕血圧，指先血糖値の順に行い，一回
の測定時間は約 5 分であった．空腹時測定終了後，用意したテストミール（炭水化物 86 g，脂質 18 g，たんぱく
質 30 g，カロリー623 kcal）を 15 分～20 分で摂り，1 時間後，再び同じ測定を行った．
測定は 9：30～12：30 に行った．脈波測定は空腹時及び食後に行い各 2 回のデータを選択し，血圧および指先
血糖値は各 1 回行った．従って脈波データ数 N は 4×60=240，血糖値データ数 N は 2×60=120 である．
測定器は圧脈波センサ（プロトタイプ）
，血圧計（エーアンド・ディ TM-2441）
，自己血糖計（Abbot Precision Xceed）
を使用した．
After eating
Measurement
pulse wave
blood pressure
glucose level

Before eating
Measurement
pulse wave
blood pressure
glucose level
eating

1hour

Fig.8 Measurement protocol.

4・2 クラスタ分析と機械学習
データ収集後，空腹時と食後の Aindex の変化に関してクラスタ分析を行った．さらに，説明変数と血糖値との
回帰分析を行った．説明変数は年齢，空腹持の血糖値，空腹時の脈拍数，空腹時の Aindex および，食後の脈拍数
と食後の Aindex である．目的変数は同時に測定した血糖値である．推定方法として，機械学習手法の一つである
アンサンブル学習による回帰分析を行った．
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5. 結果
5・1 被検者
図 9 に被検者の血糖値度数分布を示す（N=120）
．ピークは 2 山に分かれた．血糖値 100～150 mg / dL の分布（主

times

に空腹血糖値）と，200～300 mg / dL の分布（主に食後血糖値）であった．

glucose(mg/dL)

Fig.9 Blood glucose distribution (N=120).

5・2 圧脈波測定成功率
圧脈波センサを橈骨動脈に押し当てて測定する本手法は，押し当てる位置や強さ，被検者の脈の強さなどの影
響を受けるため，測定ができない場合がある．測定波形を A,B,C の三段階に分けて測定成功率を評価した．三段
階は検出された脈波のピーク数，有効 Aindex 数，ピークレベルやボトムレベルの変動などから定義した．三段階
A: Excellent(◎) 良い，B: Good（〇） まあ良い，C: Bad （×） 悪い，のクラスに分類した測定波形の例（同一
被検者）を図 10 に示す．

C

Pulse wave
amplitude(mm)

B

Pulse wave
amplitude(mm)

A

Pulse wave
amplitude(mm)

0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
0.08
0.04
0.00
-0.04
0.10
0.08
0.05
0.00
-0.05
-0.10

0

2

4

6

8

time [sec]

Fig.10 An example of classified measured waveforms (Same subject).
Defined three classes A: Excellent, B: Good, C: Bad.
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60 人を測定したところ，58 人は A, B クラスの測定が行えたが，2 人は C クラスの測定結果であった．B クラ
ス以上を測定成功とすると，測定できたのは 58/60 = 96% になった．この結果から 20 人に 1 人くらいは測定でき
ない人がいることになる．1 人当たりの食前食後それぞれの測定回は 3～5 回として，2 回以上 A クラス測定が出
来た時は 3 回で測定を終了した．A,B クラス測定が行えた 58 人に対して，測定成功率を算出した（表 2）．トー
タル測定回数に対する A, B クラスの測定回数の割合を測定成功率とすれば，それは 70%であった．
Table 2 Success rate of pressure-pulse-wave measurement.
Defined three classes A: Excellent, B: Good, C: Bad.

A ◎

B 〇

C ×

A, B, C total

Number of measurements

233

93

131

457

Percentage

50%

20%

30%

100%

5・3 クラスタ分析
空腹時と食後の Aindex の変化に関してクラスタ分析を行った．Aindex の食前後の変化が約±4%未満を変化無
し（16 名）
，+ 4%以上を増加（8 名）
，- 4%以下を減少（36 名）とした．特記すべきは，食後 Aindex において増
加する人がいたことである．
図 11 に，食後に Aindex が減少した場合の脈波形の一例を示す．年齢 52 才，男性で，図の上段は食事前，下段
は食後を示している．縦軸は脈波の大きさ，横軸は時間（8 秒間）であり，図の中央付近の 2 本の横線の上側は
P1（図 7 参照）を示している．食事前の Aindex は 75.9%であり，食後は 60.6%に減少していた．脈拍数は 64 bpm
から 76 bpm に増加していた．血糖値は 114 mg/dL から 159 mg/dL に増加，収縮期血圧値は 151 mmHg から 136

0.08

Pulse wave
amplitude(mm)

Pulse wave
amplitude(mm)

mmHg に低下していた．また食後脈波の振幅は顕著に大きくなっていた．
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Fig.11 An example of decreasing Aindex.
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Fig.12 An example of increasing Aindex.

図 12 に Aindex が増加した場合の脈波形の一例を示す．年齢 65 才，男性で，図の上段は食事前，下段は食後を
示している．食事前の Aindex は 65.6% であり，食後は 79.3 % に増加していた．脈拍数は 79 bpm で変化してい
なかった．血糖値は 170 mg/dL から 229 mg/dL に増加，収縮期血圧値は 161 mmHg から 152 mmHg に低下してい
た．
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5・4 回帰分析
図 13 に機械学習で行った説明変数（4.2 節参照）と血糖値との回帰分析結果の例を示す（被験者 60 人，N=240）
．
前述のように Aindex 変化は3 つのパターンに分かれたが，
実用を考えパターン分けしない全数データの例である．
横軸は測定した血糖値，縦軸は推定した血糖値である．10 分割のクロスバリデーション評価を 10 回行い，その
変動係数（CV）の平均は 11.5%であった．推定誤差±15%以内に収まったのは全データの 87%であった．
図 14 に説明変数の重要度を示す．説明変数のうち重要度の大きいものとしては Aindex 変化，空腹時血糖値，
脈拍数変化，年齢の順であった．

Estimated Glucose (mg/dL)

Aindex change
glucose level(before eating)
pulse change
Age

Aindex(before eating)
pulse(before eating)

Aindex(before & after…
pulse(after eating)
0

1

2

3

4

5

Fig.14 Feature importance result (N=240).

Measured Glucose (mg/dL)
Fig.13 An example of a regression analysis result (N=240)
between explanatory variables and blood glucose
levels in machine learning.

6. 考察
橈骨動脈は指先と比べると血管径も太く，光電センサでは検出が難しい．ジャイロセンサを用いた圧脈波セン
サの開発によって，橈骨動脈の脈波測定が容易になったと思える．図 6 の測定波形に示したように Aindex の検出
が可能である．測定中，ヘッド部の動きを目視で確認できることは，操作上の利点である．しかしジャイロセン
サは体動ノイズに弱く，常時装着するタイプとするにはまだ改良が必要である．ジャイロセンサの信号処理につ
いては，3 軸のうち 1 軸だけを使用している．脈あて部が血管と平行に押し当たらない場合は，ジャイロセンサ
の 2 軸を利用し，
血流の動きに沿った 2 軸データを合成することで，
検出感度向上の可能性があるかもしれない．
橈骨動脈では従来から Aindex の研究が多くされてきたが，それは動脈硬化などの血管特性評価に関するもので
あって，血管内の栄養成分の推定に着目した研究はなかった．本研究で独自に開発した圧脈波センサを用いて，
Aindex と血糖値との関係を示し，新しい食後血糖値推定方法を提案した．
脈波解析の観点からは，推定精度向上のための測定データ数がまだ少ない．特に健常者のデータが少なく，十
分な検討ができてない．糖尿病患者では食後 Aindex が増加する人も一部いることにがわかった．これは糖尿病患
者に特異な現象 (野部, 2013) と考えられ, データ解析には注意が必要であり，健常者と糖尿病患者で推定式がど
のように異なるのか議論ができなかった．また解析するための特徴量を増やすことも精度向上には必要である．
Aindex を精度よく検出する手法の開発や，Aindex の振る舞いについて今後検討を行っていきたい．
回帰分析における説明変数の重要度に関しては，Aindex の変化，空腹時血糖値の重要度が大きかった．Aindex
値そのものよりも，食事前と食後との差分である Aindex 変化の重要度が大きかった．
得られた血糖値推定式は，医療機器としてはまだ推定精度不十分であるが，食後高血糖のスクリーニング，栄
養モニタなどの健康ツールとしての可能性が考えられる．被検者が糖尿病患者に偏っているため，今後は健常者
データをも集め十分な検討を行い，精度向上することが望まれる．機械学習を用いているため，指先血糖値を用
いた追加学習もできるので，ユーザーに合わせて推定精度向上も期待できる．
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7. 結

言

本研究では，ジャイロセンサを用いた圧脈波センサを開発し，空腹時および食後 1 時間の血糖値と脈波 Aindex
との関係を分析し，圧脈波から食後血糖値を推定する技術を検討した．食後 1 時間は血糖値が一番高くなる時間
帯なので，この値を知ることが糖尿病管理，予防の観点からも大切である．推定結果は，推定誤差±15%以内に
全データ数の 87%が収まった．この結果は医療機器としてはまだ精度不十分であり，データ数が少なく，被検者
が糖尿病患者に偏っているため，健常者を含めたデータ取得・分析検討が今後必要である．食後 1 時間という条
件であるため食後高血糖のスクリーニング，栄養モニタなどの健康ツールとしての可能性が考えられる．
一方本手法は，脈波測定技術と機械学習を用いることでデータ数を増やしながら精度向上が期待される．また
ジャイロセンサを用いた圧脈波センサは，携帯性，精度，コストの観点から実用化に向けて期待できる技術と思
われる．
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