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下肢血管インピーダンスの非観血モニタリング
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本稿では，下肢の末梢部における血管力学特性を機械インピーダンスを用いてモデル化し，血管の剛性，及び粘性を非観血，

かつ定量的に推定する手法を提案する．提案法では，まず，心電図，動脈血圧，プレチスモグラムを同時に計測し，血管壁のひずみ，
血管壁に作用する応力をそれぞれプレチスモグラム，動脈血圧を用いて表現する．そして，心電図の R 波のタイミングで各信号を
切り出し，最小自乗法を用いて一拍ごとにインピーダンスパラメータを推定する．本稿では，下肢の上下動時にインピーダンスを
推定し，下肢末梢血管の血管反応を定量的に評価する．下肢指尖部の位置変動に伴うインピーダンス推定実験では，全被験者と
もに剛性，及び粘性の値が血管収縮レベルに応じて変化する様子を定量的に捉えることができた．さらに，下肢のトレーニング前
後におけるインピーダンス値の比較を行った結果，トレーニング肢は非トレーニング肢と比較して血管反応が顕著に向上する様子
が表れており，本手法を用いることによりトレーニング効果を血管力学特性レベルで評価できる可能性があることを示した．
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１．はじめに

指尖部の動脈血圧は，心臓からの鉛直方向の距離に応じて変

血管は体中を網羅しており，人間が生命活動を行ううえで必

化することから，指尖部の位置を変化させることで，容易に細

要な酸素や栄養素を体中に運ぶ重要な役割がある．これら全身

動脈における血管平滑筋の特性を評価することが可能となる

に分布している血管のうち，末梢循環系の入り口に位置する細

3）

動脈は，全身循環の血圧を維持する役割のほかに末梢血管床

数多く報告されている

1）

．この指尖部の位置変動に伴う血管反応を評価した研究が
4-7）

．Suzuki らは，野球選手と一般の人

の血流配分にも貢献しており ，特に，下肢の末梢部に位置す

の容積脈波，及び動脈血圧を測定し，野球選手の非利き手に

る細動脈の血管平滑筋が正常な収縮−弛緩応答を示すことによ

おいて，ボールの捕球など長期間に渡たり刺激を受けることに

り最も遠心部の血液が適切に心臓に送り返されるなど，下肢の

より，血管反応のひとつである血管拡張作用が減少することを

細動脈は血液循環を行う際に非常に重要な役割を果たしている．

明らかにしている ．また，Katayama らは，下肢の運動の一

このことから，下肢末梢部における細動脈平滑筋の収縮−弛緩

例である自転車エルゴメータを利用した負荷実験を被験者に 8

応答を定量的に評価することは，体が血液循環を適切に行える

週間行わせることにより，運動後では上肢末梢部の血管反応

状態にあるかどうかを把握するうえで非常に重要である．

が向上することを明らかにしている ．しかしながら，これら

4）

7）

細動脈など末梢部における血管平滑筋の収縮−弛緩応答

の従来研究では解析対象が上肢に限定されており，下肢の血

を評価する方法として，末梢性血管調節機構である筋原性

管反応の解析は行われていなかった．また，血管の収縮−弛

応答（myogenic response）に関する研究が数多く行われている．

緩応答の評価として血管の剛性（コンプライアンスの逆数）し

Bayliss により報告された血管平滑筋に内在する筋原性血管調

か解析していない．血管の収縮，弛緩は剛性のみならず粘性

節機構は，血管内外の圧力差（経壁圧）の上昇とともに血管

も関与していることから，粘性も評価することにより詳細な血

平滑筋が緊張（血管収縮）し，経壁圧の減少とともに血管平

管の特性が解析可能となる．

2）

滑筋が弛緩（血管拡張）するというものである ．これは，血

一方，血管の力学特性を詳細に解析した研究は従来から数

管平滑筋が経壁圧上昇時には血管を収縮し，経壁圧低下時に

多く報告されている．Armentano らは麻酔下の犬の動脈血圧

は拡張させることにより血流量を一定量に保とうとする反応で

と血管径を計測し，血管が収縮−弛緩している際の応力−ひ

1）

あり，血液循環を適切に行ううえで非常に重要な応答である ．

ずみ特性や，剛性，粘性の変動を定量的に評価している

8-10）

．

また，Mascaro らは，生理学の文献に記述されている平均的
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な血管径や血流速度から剛性，粘性，慣性を推定している

11）

．

これら従来研究に対して，著者らは上肢指尖部における血管
の力学特性を機械インピーダンスの剛性，粘性，慣性を用い
てモデル化し，beat-to-beat で定量的に評価する手法を提案し
た

12）
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の一つである動脈血圧を非観血に計測し，平滑筋の最も基本
的な特徴を捉えた Voigt モデルを用いて血管の剛性，及び粘
性を定量的，かつ精度良く推定可能であることを確認した

13）

．

[%]，

[%/s]，

[%/s2] は血管壁のひずみ，ひずみ速度，

ひずみ加速度，

，

り， [s] は心電図の R 波が発生する時刻である

そこで本稿では，下肢末梢部における血管反応を非観血，

であ
13）

．

式（1）のインピーダンスパラメータを推定するためには，応

かつ定量的に推定する手法を提案する．具体的には心電図，

力

動脈血圧，プレチスモグラムに各種信号処理を施し，インピー

内膜に作用する法線応力は動脈血圧と等しいことから，法線

とひずみ

を計測する必要がある．ここで，動脈の

ダンスモデルによるフィッティング，及び血管状態の推定を行

応力は以下のように表現される．

う．以下，2 では提案する下肢血管インピーダンスモデルを
説明し，非観血によりインピーダンス推定を行う手法について

（2）

述べる．3 では提案手法の推定精度の確認，及び提案モデル
の有用性を検証する．また，4 では下肢の上下動中に計測し

ただし，

は動脈血圧である．

た生体信号を用いて血管インピーダンスを推定した結果を提

一方，血管壁のひずみを直接測定することは困難であること

示し，下肢血管インピーダンスの推定可能性について検討す

から，
プレチスモグラムを用いて以下のように表現することとした．

る．最後に，トレーニング前後でのインピーダンスの値を比較
し，トレーニングに伴う血管反応の変化を定量的に評価するこ

（3）

とを試みる．
ここで，

はプレチスモグラム， は吸光度

の一周

13）

２．血管壁のモデル化

期の平均値であり ，以下のように表現される．

図 1 に著者らが提案した血管壁のインピーダンスモデルを

示す

13）

．血管壁の任意の半径方向における特性のみを考え，

（4）

この方向に加わる応力と血管壁のひずみから，インピーダンス
特性を以下のように表現している．

ここで，T は RR 間隔である．また，血管壁の半径方向の特
性において，慣性 M は非常に小さく，無視できることが従来
（1）

研究により報告されている

14）

．以上の関係から，式（1）は以

下のように書き表される．
ここで，

[N/m2] は動脈血圧により血管壁に作用する法線

応力，M [kg]，B[Ns/m2]，K[N/m2] は血管壁の慣性，粘性，剛性，

（5）
ただし，

，

，

，
（6）
である．ここで， ， はそれぞれ粘弾性特性を表現している．
従来法

12）

では，動脈血圧はカテーテルにより観血的に計

測されていたため，この方法をそのまま適用したのでは被験
者に過大な負担が生じてしまう．そこで，本稿では非観血に
血管の力学特性を捉える手法

13）

を用いる．非観血に血管の

力学特性を捉える方法としては，動脈血圧の測定にフィナプ
レス（Finapres 2300, オメダ社）を利用した．フィナプレスと
図1

血管壁インピーダンスモデル

は，Penaz 理論

15）

に基づいて動脈血圧を非観血に計測するこ

とを可能とした装置である．この理論は，図 2（a）に示す指の
周りに巻いた外部フィンガーカフを介して指に作用する圧力が
常に動脈血圧に等しい場合，動脈壁に負担がかからないため
動脈のサイズ（容積）が変化しないという考えに基づいている．
動脈の容積変動は図 2（b）に示す指の両端に装着される近赤
外光の透過度を検出することで判断されるため，血管の容積
が一定となる時のフィンガーカフの圧力が動脈血圧として計測

図2

動脈血圧の非観血計測

される．これにより非観血，かつ連続に動脈血圧を測定するこ
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とが可能となり，カテーテルを利用する場合と同様に時々刻々
と変化する血管の力学特性を評価可能となる．しかしながら，
カテーテルにより計測した動脈血圧に比べて非観血に計測し
た動脈血圧には遅れが生じてしまい，その遅れ時間がインピー
ダンスの推定結果に影響を与えることから，時間遅れに対する
補正が必要となる．
遅れ時間の調節法を図 3 を用いて説明する．図において，
実線は非観血的動脈血圧，破線はプレチスモグラムを示して
いる．まず，計測した非観血的動脈血圧とプレチスモグラムの
変曲点の差を求める．本稿では，各波形の立ち上がりから最
高値に到達するまでの変曲点を利用した．検出された時間差
を Ts とする（図 3（a））と，
プレチスモグラムを 進めることにより，
非観血的動脈血圧との時間差を調節する（図 3（b）
）
．これに
より，1 拍毎の遅れ時間の変動を補償することができる．次に，
計測装置等に含まれる一定の遅れ時間を補償するため，非観
血的動脈血圧にシフト時間 Td を導入し，シフト後の血圧を用
図3

シフト時間

いてインピーダンスを以下の式を用いて推定する．
（7）
ここで，

は非観血的動脈血圧，
13）

，

である ．

次節では，インピーダンス推定実験について述べる．

３．インピーダンス推定実験

3.1 観血的推定法と非観血的推定法の比較
指尖部の上下動時において，非観血的推定法によりインピー
ダンスパラメータ（ ， ）を精度良く推定可能であるか検証す
るために，観血的推定法

12）

により推定されたインピーダンス

値と非観血的推定法による推定値を比較した．
実験では心電図，カテーテルによる観血的動脈血圧，フィナ
プレスによる非観血的動脈血圧，プレチスモグラムを同時に計
測した．被験者は 23 歳の心肺機能に障害を持たない男性であ
り，胸部交感神経遮断術の術後において全身麻酔から覚醒した
約 30 分後に計測した．また，本計測は被験者の同意，及び広
島大学大学院医歯薬学総合研究科の倫理委員会の承認を得た
後計測を行った．心電図，観血的動脈血圧，プレチスモグラム
の計測装置は日本光電（株）のベッドサイドモニタ（BSS-9800）
であり，各データはサンプリング周波数 125 [Hz] でパソコンに保
存した．観血的動脈血圧は，左橈骨動脈にカテーテルを挿入し
計測した．また，非観血的動脈血圧は，フィナプレスを観血的
動脈血圧の計測部位と同側の第 3 指（中指）に装着し計測した．
プレチスモグラムは，同側の第 1 指（拇指）の指尖から測定した．
また，シフト時間 は文献

13）

で最適とされている 32 [ms] とした．

3.2 上肢血管インピーダンス推定結果
インピーダンス推定を試みた結果を図 4 に示す．（a）は観
血的推定法，（b）は非観血的推定法により推定された結果で
図4

インピーダンス推定結果

あり，上から，剛性（ ）
，粘性（ ）を示している．陰影をつ

－ 145 －
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けた領域は腕を上げている状態，つけていない領域は腕を下
げている状態に対応している．結果より，腕を下げている時は
剛性が高く，腕を上げている時は剛性が低くなっており，従来
研究

3）

と同様の変化が観察された．また，観血的推定法，及

び非観血的推定法により推定された剛性，及び粘性の誤差を
有意差検定により評価した．検定に用いたデータはそれぞれ
腕を上げている状態，下げている状態における連続した 10 周
期データの平均値とした．また，統計処理については対応の
ある t-test を用い，有意水準は 5% 未満とした．結果を図 5 に
示す．平均値，標準偏差をそれぞれ棒グラフ，エラーバーで
表示している．結果より，剛性，及び粘性における腕を上げ
ている状態，下げている状態ともに有意な差が無いことから，
非観血的推定法により指尖部の上下動時における血管力学特
性を観血的推定法と同等の精度で推定可能であることを確認
することができた．次に，下肢血管インピーダンスの推定実験，
及び推定結果について述べる．
3.3

非観血的推定法による下肢血管インピーダンス推定実験

生体信号を計測する機器の構成図を図 6 に，実験風景を図
図5

7 に示す．実験では心電図，非観血的動脈血圧，プレチスモ

インピーダンス推定値の平均値

グラムを同時に計測した．計測装置は心電図が日本コーリン
の心電図計（BP-306），非観血的動脈血圧はオメダ社のフィナ
プレス（Finapres 2300）
，また，プレチスモグラムは日本光電
のパルスオキシメータ（OLV-3100）を利用した．非観血的動脈
血圧は下肢の第 2 指から計測しており，プレチスモグラムは同
側の第 3 指の指尖から測定した．また，各データはサンプリン
グ周波数 1 [kHz] でパソコンに保存した．
パラメータ推定は，心電図（
（

）
，プレチスモグラム（

）
，非観血的動脈血圧
）を同時に計測し，前処理

を施した後，最小自乗法を用いて行った．以下，各処理の詳
細を説明する．ただし，一例としてベッド上にて安静状態で 15
分間休憩した後の計測データを用いた．
図6

実験装置

非観血的動脈血圧

心電図

プレチスモグラム

(b)

(a)
図7

実験風景
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図 8 は計測したデータの一例である．上から，心電図，非
観血的動脈血圧，プレチスモグラムの時間波形である．ここ
で，使用したフィルタ特性は，非観血的動脈血圧が IIR 型 2
次 LPF:6 [Hz]，IIR 型 1 次 HPF:0.3 [Hz]，プレチスモグラムが
FIR 型 8 次 LPF:15 [Hz]，IIR 型 1 次 HPF:0.3 [Hz] である．次
に，心電図の R 波のタイミング毎に，一拍分の動脈血圧とプ
レチスモグラムのデータを切り出す．そして，周期毎の心電図
の R 波があらわれる時刻を と定義し，式（7）の
，

，

を求めた．一周期毎に切り出すことで，

刻一刻と変化するインピーダンスを捉えることが可能となる．
図 9 は，推定に用いたプレチスモグラム，非観血的動脈血
圧の一例である．
（a）はプレチスモグラム，
（b）はプレチスモグ
ラムの一階微分，
（c）は非観血的動脈血圧を表している．また，
実線は測定値，点線は推定した ，

から式（7）を用いて計

算した予測値である．ここで，モデルの適合度を決定係数
16）

により評価することとした．決定係数とは，回帰直線によっ

て独立変数が従属変数のどれくらいを説明できるか表したもの
であり，0 〜 1 の値をとり，0 に近いほど，モデルの適合度が
図8

低いことを意味する．また，決定係数は，R-R インターバル

計測信号の一例

毎に切り出した動脈血圧の計測値（1 拍分の時系列データ）と，
推定されたインピーダンスパラメータ，及びプレチスモグラム
の計測値（1 拍分の時系列データ）から式（7）を用いて予測
した動脈血圧から計算した．結果より，測定値と予測値の決
定係数は 0.979 であり，2 つの波形がかなり精度良く一致して
いることが分かる．また，下肢を上げている時，及び下げて
いる時における各 10 試行の決定係数の平均，及び標準偏差
を計算した．結果，下肢を上げている時が 0.978 ± 0.002，下
げている時は 0.981 ± 0.004 であり，高い決定係数が得られて
いることから，式（7）により定義されるモデルは下肢の血管特
性を上手く表現できていることがわかる．

４．下肢血管インピーダンスモニタリング

非観血的動脈血圧を用いて下肢の上下動時における血管イ

ンピーダンスの推定を試みた．被験者は健常な男子大学生 4
名（被験者 A,B,C,D）であり，生体信号はベッド上にて安静な
状態で 15 分間経過した後計測した．
下肢血管壁インピーダンスの推定結果を図 10 に示す．陰
図9

プレチスモグラムと非観血的動脈血圧の一例

影をつけた領域は下肢を上げている状態，つけていない領域

図 10 下肢上下動時のインピーダンス推定結果
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表1

高い値を示しており，安定した推定が実現できていることがわ

インピーダンス比

かる．
被験者 E

被験者 F

最後に，トレーニングに伴う血管反応の変化を定量的に評

被験者 G

価することを試みた．トレーニングを行った被験者は健常な成
人男性 1 名，及び女子大学生 6 名であり，このうち，フィナプ

トレーニング肢

2.60

3.44

3.44

2.52

1.54

1.18

レスにより下肢動脈血圧が適切に計測可能であった成人男性

非トレーニング肢

1.47

1.41

2.47

2.06

2.23

2.26

1 名（被験者 E）
，及び女子大学生 2 名（被験者 F, G）を解
析対象とした．ここで，下肢動脈血圧が適切であるかどうかの

は下肢を下げている状態に対応している．推定結果は，計測

判定は，同時に計測した上肢動脈血圧の値と比較し，10% 以

した動脈血圧と推定により得られた動脈血圧との決定係数

上減衰している場合を不適切とした．各被験者は，片脚自転

が 0.8 以上の場合のみ表示した．結果より，下肢を下げてい

車サイクリング運動を 1 日 1 回，10 日間連続で行った．運動

る時は剛性が高く，下肢を上げている時は剛性が低くなって

強度は，片脚サイクリング運動における peak VO2 の 40 [%] に

おり，上肢において解析した結果と同様の変化が観察された．

相当する強度（24 〜 44 [W]）とし，ペダル回転数は 60 回転

また，剛性，粘性とも同様の変化を示していることがわかる．

／分，運動時間は 60 分とした．被験者のうち，左脚をトレー

平滑筋の特徴として，血管緊張度に応じて剛性，粘性が同様
12）

4

ニング肢とした被験者が 1 名（被験者 E）
，右脚をトレーニン

の変化を示すことが明らかにされており ，このことから，下

グ肢とした被験者が 2 名（被験者 F, G）である．トレーニング

肢血管平滑筋の特性を本モデルが適切に捉えていることがわ

前，トレーニング後ともに，生体信号の測定はベッド上にて安

かる．また，決定係数は，下肢の状態の切り換え時において

静な状態で 15 分間経過した後に行った．また，トレーニング

計測データにノイズが含まれるため低下するものの，全体的に

後の生体信号は，10 日間のトレーニング期間が終了した翌日
に計測した．
トレーニング前後における下肢を上げている状態（up）
，下
げている状態（down）において推定した剛性，及び粘性をそ
れぞれ図 11, 12 に示しており，連続する 10 周期データの平均
値，標準偏差を棒グラフ，エラーバーでそれぞれ表示している．
結果より，図 10 と同様に下肢を下げている時は剛性，粘性が
高く，下肢を上げている時は剛性，粘性が低くなっており，ト
レーニング肢，非トレーニング肢ともに同様の傾向が現れてい
る．ここで，血管反応を定量的に評価するために，トレーニン
グ前後での剛性，及び粘性の変化量の比を以下の式を用いて
表現することとした．
（8）
（9）

図 11 インピーダンス推定結果：剛性（ ）

ここで，

，

は剛性，粘性の変化量の比， ， は図

11, 12 で示されている剛性，粘性の平均値である．また，添え
字の up は下肢を上げている時，down は下げている時，PRE
はトレーニング前，POST はトレーニング後をそれぞれ意味する．
インピーダンス値の変化量の比を比較した結果を表 1 に示
す．結果より，全被験者とも剛性，及び粘性の変化量の比が
増加している様子が見て取れる．従来研究において，上肢の
血管反応（血管の収縮−弛緩応答）がトレーニングにより向
7）

上することが明らかにされており ，このことから，提案手法に
より下肢の血管反応を評価できていることがわかる．また，被
験者 E, F におけるトレーニング肢は非トレーニング肢と比較し
て顕著な増加が現れているのに対して，被験者 G においては，
トレーニング肢に顕著な増加が現れていないことがわかる．こ
図 12 インピーダンス推定結果：粘性（ ）

こで，被験者 G が筋疲労状態にあり，筋肉痛を引き起こして
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いたことを被験者から確認した．一般的に，筋肉痛は乳酸が
筋中に蓄積することにより発生し，筋疲労の状態では張力発生
能が低下することが確認されている

−，70-81, ナップ，(2001).
2) Bayliss, W.M.: On the local reactions of the arterial wall to

17）

．血管平滑筋も同様に

changes of internal pressure, J. Physiol., 28, 220-231, (1902).

筋で構成されていることから，血管平滑筋の張力発生能が低下

3) 深瀬湛子，前田順一，下田政博，鈴木淳一，竹宮隆 :

し他の被験者と異なる結果が現れた可能性がある．しかしなが

位置負荷−指尖血圧応答の分析，日本運動生理学雑誌，
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1, 107-112, (1994).

め，真に筋が疲労していたかどうかを定量的に評価していない．

4) Suzuki, J. et al.: Differential digital plethysmographic
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analysis of finger vascular response to changes in arm
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position in baseball players, Adv. Exerc. Sports Physiol.,
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1(2), 15-21, (1995).
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本論文では，非観血的動脈血圧を用いた血管壁インピーダ

67-73, (1997).

ンスの推定法を下肢へと応用し，下肢血管インピーダンスの
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Non-invasive monitoring of arterial wall impedance in lower limb
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Abstract

This paper examined the dynamic characteristics of lower limb's arterial wall by using mechanical impedance. For extracting

the vascular characteristics, we used biological signals such as an electrocardiogram, indirect arterial pressure, and pulse oximetric
plethysmogram which are able to measure non-invasively. The validity of proposed method was ascertained by comparison with the
impedance parameters estimated by using direct arterial pressure. Also, the vascular response, which suggests the changes of peripheral
mechanism dependent on lower limb's position, was calculated from the estimated impedance parameters. The estimated stiffness and
viscosity of the lower limb show similar changes to those of the upper limb. Moreover, it was shown that the exercise training may induce an
increase in peripheral vascular response to alteration of transmural pressure in the lower limb.
Key Words: Lower limb's vascular system, Mechanical impedance, Non-invasive monitoring, Vascular response.
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