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手のひらサイズの非侵襲
血糖値センサーの開発
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研究の概要研究の概要研究の概要研究の概要

• 先端固体レーザーと光パラメトリック発振技術を融合す

ることにより、手のひらサイズの中赤外レーザーを開発

し、国際標準化機構（ISO）が定める「測定精度」を満た

す非侵襲血糖測定技術を確立した．

• これにより、採血型血糖値センサーに代わり、糖尿

病患者が痛みを伴わず日常の血糖値を管理すること

ができ、患者のQOL向上につながる。さらに健常者

の予防、健康管理による糖尿病人口の増加を抑制す

ることが期待できる．
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日本国内 世界
世界の成人人口
に対する割合

2014年 721万人 3億8670万人 8.3 %

2035年（予測） ー 5億9190万人 9.9 %

＊国際糖尿病連合（IDF）の報告

採血型血糖計

問題点

１ 採血の都度に痛みを感じ負担が大きい

２ 採血で使用した穿刺針やセンサーチップを
感染性廃棄物として処理 → 廃棄物の増大

３ 穿刺針やセンサーチップのランニングコスト
の負担が大きい（〜20万円/年間）

糖尿病の患者数

高血糖値状態が続くと合併症が起こるリスクが高くなる

（網膜症、脳卒中、腎症、神経障害、足の障害、心筋梗塞・・・）

血糖値の自己管理が重要

研究の背景
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従来技術とその問題点

T. UEMURA, et al., Frontiers
Med. Bio. Eng., vol. 9, p.137 (199

9)

「非侵襲血糖計」、特許第4483052
号

「赤外線による組織分析物の測」、
特許第3686422号

人体熱による中赤外域の
黒体放射を使用

→ グルコースの吸収変化
を測定し、血糖値を評価

ニクロム線ヒーターから放射される
中赤外域の黒体放射を使用

→ グルコースの吸収変化
を測定し、血糖値を評価

中赤外光の輝度が低いため、血糖値測定に
必要とされる十分なS/N比を得るのが困難。

グルコース以外の物質によるノイズ成分
を分離をしようとしているが、血糖値測
定に必要な十分な精度が得られていない。

（問題点） （問題点）

ハロゲンランプ
（波長1000〜 2500 nm）
の光を２分割して、それぞれ

人体照射とレファレンスに使用

→ グルコースと、他のノイズ成分の
信号を分離し、血糖値を評価

（利点）

容易に入手可能な近赤外領域の光源を利用できる。

（利点）

中赤外光はグルコースによる吸収が大きい。

本研究開発では

この特性に着目

いずれの方式も実用化には到っていない
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新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較新技術の特徴・従来技術との比較

• 採血不要のため、痛みを伴わない。また、感染症の
リスクが大幅に低減される．

• 年間～20万円必要とされる消耗品が不要のため、患
者の経済的負担が軽減されると共に、感染症廃棄物
の削減にもつながる．

• 開発した中赤外レーザーは他の中赤外光源（黒体放
射）に比べて10億倍も強いピークパワーを有しており、
先行技術で得られなかった高い測定精度を実現できる．

• 多変量解析等、複雑な演算処理や波長掃引が不要な
ため、短時間で測定が可能となる．
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なぜ中赤外レーザーが必要？なぜ中赤外レーザーが必要？なぜ中赤外レーザーが必要？なぜ中赤外レーザーが必要？

• この波長域は分子振動と共鳴する領域であることに加
え，共鳴波長が化学結合の種類によって異なることか
ら分子の指紋領域ともよばれ，古くから分子構造の分
析などに利用されてきた．

• 物質特有の吸収波長を積極的に利用すれば，さまざ
まな物質の中で特定の物質のみに選択的にレーザー
エネルギーを吸収させることができる．

• 一方、中赤外領域で発振可能なレーザーの種類は非
常に限られており，また、高出力化も難しかったこともあ
り、実用化がなかなか進まなかった領域である．
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電磁波スペクトル電磁波スペクトル電磁波スペクトル電磁波スペクトル
（電波からガンマ線まで）（電波からガンマ線まで）（電波からガンマ線まで）（電波からガンマ線まで）

高輝度中赤外レーザー

（黒体放射の10億倍のパワー）
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中赤外レーザーによる血糖値測定中赤外レーザーによる血糖値測定中赤外レーザーによる血糖値測定中赤外レーザーによる血糖値測定

• 中赤外レーザー光を指先に照射．
• 光の粒子の一部はグルコース分子に吸収．
• 吸収されなかった光の粒子は、皮膚などで反
射され、検出器で検出．

• 入射光と反射光との差分が血糖値として算出．

非侵襲血糖値センサー
先端固体レーザーと光パラメトリック

発振器との融合

中赤外レーザー
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固体レーザーの発振原理とその特徴固体レーザーの発振原理とその特徴固体レーザーの発振原理とその特徴固体レーザーの発振原理とその特徴

• 2枚のミラーで構成された共振器にレーザー媒質を配置し、これをフ
ラッシュランプなどの強い光で励起すると、誘導放出により光が増強
され、その光のエネルギーが共振器内の損出エネルギーを超えると
レーザー発振が起こる．

• 固体レーザーは、気体レーザーに比べて単位体積当たりにより多く
の原子が詰まっているため、比較的小型の装置から大きなレーザー
出力を発生しやすい．

R = 100% R < 100%

I0 I1

I2I3 レーザー媒質

I
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パラメトリック発振実験

光パラメトリック発振器の原理光パラメトリック発振器の原理光パラメトリック発振器の原理光パラメトリック発振器の原理

ω1ω3

ω2

ミラー ミラー

ω3 ω1 ω2=          +

2枚のミラーで構成された共振器に非線形光学結晶を
配置し、ω3の光で励起すると、ω1またはω2の光は共振

器のなかで蓄積・増幅され非常に大きな強度になる。
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手の平サイズの
小型化を実現

従来

レーザー本体

電源

マイクロチップ

Yb:YAGレーザー

・光パラメトリック発振器励起用のNd:YAGレーザーが非常に大型である

・Nd:YAGレーザーがフラッシュランプ励起のため安定性が悪い

・レーザーの繰り返し数が10 Hzのため、１データの測定に30秒を要する

解決すべき課題

・手の平サイズの小型化を実現

・半導体レーザーを用いることにより、長寿命、高安定化を実現

・レーザーの繰り返し数100 Hzを実現し、１データの測定は5秒程度に短縮

開発の成果

Yb:YAG

Yb:YAGレーザー

中赤外

レーザー光

光パラメトリック
発振器

光パラメトリック

発振器

半導体レーザー光

小型、高繰り返し波長可変中赤外レーザー小型、高繰り返し波長可変中赤外レーザー小型、高繰り返し波長可変中赤外レーザー小型、高繰り返し波長可変中赤外レーザー
装置の開発装置の開発装置の開発装置の開発
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採血型血糖測定器

非侵襲型血糖測定器

採血型血糖測定器との比較検証採血型血糖測定器との比較検証採血型血糖測定器との比較検証採血型血糖測定器との比較検証

・ 採血型血糖測定器と遜色ない測定精度の実現

・ 被験者の個体差による影響

解決すべき課題

◯ 被験者1
● 被験者2
△ 被験者3
▲ 被験者4
Ｘ 被験者5

クラークエラーグリッド分析法

Aゾーン

Aゾーン

（イメージ図）

Aゾーン：臨床的測定精度を有する.
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波及効果

利用ニーズ

・ 血糖以外の生体成分測定

・ 食品産業分野

（食品の糖度計測）

・ 環境物質分析

（地球温暖化の要因になって

いる二酸化炭素やメタンガ

ス、犯罪やテロで使われる

化学剤の遠隔計測・分析）

・個人用

→糖尿病患者の日常の血糖値管理

・公共施設用

→健常者の糖尿病予防・健康管理

・医療機関用

→医師による糖尿病患者の診断・治療

→低血糖症の幼児・未熟児の血糖測定

・携行持続用

→1日24時間・365日の連続測定

可搬型非侵襲血糖値センサー
潜在市場規模

・ 日本 →1000億円以上

・ 世界 → 3兆6000億円以上

想定される用途想定される用途想定される用途想定される用途
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実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題実用化に向けた課題

• 現在複数の健常者による試験により、臨床に求めら
れる測定精度を満たす非侵襲血糖測定技術を確立
．

→部品がほとんど輸入品で入手に時間がかかり
メンテナンスに不安・・・

• 今後はより幅広い血糖値範囲に対する有効性を示す
ために、糖尿病患者に対する臨床研究を予定．

→承認申請、治験の経験、体制もなく、課題が多
い・・・
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企業への期待企業への期待企業への期待企業への期待

• 現在使用している中赤外レーザー光発生およ
び受光部品は、ほとんどが輸入品。高い技術

力を有する国内企業の参入に期待．

• 新規医療機器の承認申請に必要な治験を主

導できる企業との連携を希望．
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本本本本技術に技術に技術に技術に関関関関するするするする知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権

• 特許出願中
• 発明の名称 ：血中物質濃度測定装置及び

血中物質濃度測定方法

• 出願人 ：日本原子力研究開発機

• 発明者 ：山川考一
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産産産産学学学学連携連携連携連携のののの経経経経歴歴歴歴

• 2011年-2012年 JST研究成果最適展開支援プログラム
A-STEP に採択

• 2013年- 文部科学省大学発新産業創出拠点

プロジェクト（START） に採択（2015年
よりJST事業）
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お問い合お問い合お問い合お問い合わせわせわせわせ先先先先

日本原子力研究開発機構

研究連携成果展開部

ＴＥＬ：029-284-3420
ＦＡＸ：029-284-3679

E-mail  ：seika.riyou@jaea.go.jp


