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設立の趣意

中谷太郎初代理事長

わが国経済社会の高度化は， 1970年代以降急速に進展しています。これは，

わが国の唯一の資源でもある忠まれた頭脳資源を，十分に活用することで達成

されたものです。特にコンビュータを始めとするエレクトロニクス技術の発展

が重要な役割を果たしてきました。

これらのエレクトロニクス技術の発展は，優れた電子計測技術の基盤の確立

が無くしてはありえません。今後わが国のエレクトロニクス技術の一層の発展

を実現する r-_で，電チ計測技術基盤の牟)討の強化が大切であります。電子計測

機器がエレクトロニクスのマザー・ツールであるといわれる所以でもあります。

政府におかれましても，その重要性を十分認識され，電子計測技術基盤の確立

のためにいろいろな』包策を展開されてむります。

このような客観的諸情勢から故中谷太郎初代理事長は，電子計測技術の発展

を推進し，産業基盤の確立に貢献することを強く念願され，昭和59年 4月に財

団法人「中谷電子計測技術振興財同」が設立されました。

J5財団は，技術開発・技術交流の推進，技術動向等の調査研究等を行うこと

により，電子計測技術の基盤の確立に微力をつくす所存でございます。このよ

うな主旨をこ理解の 1-_，当財同にご指導，ご協力を賜わりますようお願い申し

上げます。

似中谷電子計測技術振興財団
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事業の概要

電子計測技術の発展を推進し，産業基盤の確立を図ることにより，わが国

経済社会の発展および国民生活の向上に資することを目的として，次の事

業を行います。

・電子計測技術分野における技術開発に対する助成

電子計測技術分野における先導的技術開発活動を促進するため，これに

助成します 0

・電子計測技術分野における技術動向等の調査，研究

電子計測技術分野の実態および種々の問題について調査研究を行い句ま

たは，助成します。

圃電子計測技術分野における技術交流に関する支援

電子計測技術分野における技術の交流を推進するため，内外の研究者等

の交流に対する助成，シンポジウムの開催等を行います。

・電子計測技術分野に関する情報の収集，提供

電子計測技術に関する情報文献，資料等を収集整理し，その広汎な利用

を図るための種々の活動を行います。
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I 技術開発に関する研究助成事業

国際経済社会において，我が国を取まく諸環境は変動しつつあり，かつてない大

きな転換期に直面している。か、る中で，自主技術による技術立国が提唱され，か

っ先導的技術開発の創出が急がれている。

このため，当財団においては，中核事業として電子計測技術分野における先導的技術開

発活動を促進するため，大学及びこれに準ずる研究機関に対して研究助成を昭和59年度か

ら実施してきた。その概要を次に述べる。

1. 助成対象研究の募集

産業技術の共通的・基盤的技術である電子計測技術は極めて広汎な分野に亘るが，そ

の中で，健康で、明るい人間社会を築くために重要な役割を果すと考えられる技術開発分

野として，理学・工学と医学・生物学の境界領域としての学際的研究である「生体に関

する電子計測技術」の進展がますます要請されている。

かかる状況を勘案し，当財団では対象を次のように定めて，毎年 9月末日を締切とし

て助成対象研究を募集してきた。

対象研究課題 生体に関する電子計測技術

助成対象 独創的な研究であって，実用化が期待されるもの。または，実

用化のための基盤技術となるものO

2.審査委員会

応募のあった助成研究申請書の内容を，内藤正委員長ほか 6名の学識経験者からなる

審査委員会において，再三にわたる慎重かつ，厳正な審査が行われ，助成対象研究テー

マが選ばれた。

3. 研究助成金の贈呈式

審査委員会の審査を経て選出された犬々の研究開発テーマの研究責任者に対して，技

術開発研究助成金の贈呈式を毎年，芝浜松町にある世界貿易センターピルにおいて，多

数の関係者，来賓を迎えて盛大かつ厳謂裡にとり行っている。

この際，各研究者より研究内容の概要を発表していただいているが，好評を博してい

る。

また，研究助成金の贈呈式後，祝賀を含めて，記念懇親会を開催し，相互に，よろこ

ぴと意見の交歓をしあった。

年 度 贈呈式年月日 助 成 件 数 助成金総額

昭和59年度 昭和60年 2月28日 6件 1，600万円

昭和60年度 昭和61年 2月25日 9件 2，100万円

昭和61年度 昭和62年 2月27日 9件 2，050万円

昭和62年度 昭和63年 2月26日 9件 1，950万円

昭和63年度 平成元年 3月10日 8件 1，880万円

平成元年度 平成 2年 2月23日 10件 2，110万円



第 1回(昭和59年度)技術開発研究助成対象研究

目背 rブy奇e雪 題 目 研究責任吾氏名 所属機関名職名
研究助成金額

( JjflJ) 

眼底の定量立体計測法の開発に関する研究 中谷
大阪厚生可金病院限科部長

400 
大阪大宇医学部非常勤講師

臨床医学分野における電 H十測技術に関する~~礎的
神津忠、彦

東京女子医科大学
350 

研ヲ 消化法内科助教段

TV同像処珂による血小板凝集反応、の数偵解析 志賀 健
愛媛大、;::医学部

150 
第二生f~l教授

オプトエレクト口ニクスを活閉したJ岳動7官位の光学
十申 型f 耕太郎

東 5J~ 医科歯科大学
200 

的超多部位同時測定装置の研究開発 医学部教段

光 1C技術を用いたファイパ血流速度，:t測システム
r)lj IJ~ 、ム上二 大阪大学工学部

200 
の小型化に関する研究

イ口
電子工学科教授

Walsh 変換による 64チャン干、ル山 L~Ji皮起点二j皮ノ、 JG ス
川崎医科大学

ドプラ血流迷信号の実時間計測処珂システムの!日lだと 梶??文/、ま
[宍)-fj工千:教J受 300 

その1必用

第 2回(昭和60年度)技術開発研究助成対象研究

liif r矢 一旦百 I1 jilf究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

Field Effective Transistorを山いたイ/スリン免
じ 1ι 元必

大阪大学医学部
280 

疫センサの開発 第会IAJ科 助 教J受

音声合成h式発声代行シス子ムのための屯チ計測技
杉 iJ: jt 名r1i宍1大学 r三部

300 
体Iに関するiiIf究 電気工学第二予科教J受

パラメト') !クアレーを附いた超音波非線形パラメ
菊地 箕

防衛医科大学校
200 

ータ CTによる生体制l織性状診断に関 fる{l)f究 医用電子工学講)'IH文段

心臓用人J:弁機能の電子計測技術システムグ)問先 JiJ久保持日!者
東京大学工学部

230 
情待J機械工学科教1"1

テ守ータ圧i宿による '1 一体 f~-~. l-}の長H、?問，ihWJ(: j引tの定
赤 ii~ r.¥そ造

大阪大手工，、戸部
200 

量的評価への応、)IJ 屯気工学科 目力子

i自)古Ji皮超音波珍断装置のIf日必 本吉村i
愛媛大学医宇部

250 
!主「高科教段

運動時における連続血11:測定装置の間充filf先 rfJ tLl 央
東京理科大学工学部

200 
電気て";:::f千 H力子

水品{本混濁度測定装置のiiIf究開発 I ~，1 J 情 1;年 東海大γ:医学部教絞 220 

内耳よりの斉放射に関する主主健的研究と臨床険金:法
東ポ医科商科大'主

村[IJ 官fU白砂U.i¥lilf究所神経生 220 
への応用

理学部門教授

5 



第 3回(昭和61年度)技術開発研究助成対象研究

肩背 qアii: 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名

心臓・血管内血流速度ベクトル分布イメージング装
北畠 jfJj 大阪大学医学部

置の開発 第 A 内科講師

戸川達男
東京医科歯科大学

基礎体温自動計ì~l) システムの開発
医用器材研究所教段

サーモグラブイー用室温動作赤外線撮像素子の開発 奥山雅則
大阪大学基礎工学部

電気工学科助教授

東京慈恵、会医科大手
レ ザーラマン分光法に基づく (1内陸予知システム

尾崎幸洋 共同利用研究部分析
の基礎的研究

機器室助手

磁性{本微粒子によって散乱される光の偏j皮面ゆらぎ
東尽工業大手

武者利光 大学院総合理工学研究
を利用した免疫反応の超高感度検出に関する研究

科教授

超音波位相追従j去による血管追跡、型超音波パルスド
東尽慈恵会医科大手

古幡 博 医用エンジニアリ J グ
ブラ血流計の開発

研究室助教授

生体内にむける筋活動の X線回折法による計測技術
八木直人

東北大学医学部

の開発 第一薬理助手

レーザー顕微蛍光分光測定法による単一細胞内カル
矢崎義雄

東京大学医学部

シウムイオン濃度測定j去の開発 第二内科講師

超高感度カメラと凶像処理技術を用いた細胞内カル
東京医科歯科大手

片山芳文 難治疾患研究所
シウムイオンの動態・解析システムの開発

白fit生用学部門教授

第 4回(昭和62年度)技術開発研究助成対象研究

研究題目 研究責任者氏名 所属機関名職名

微小循環解析のための超音波の0::依存性育響特性変
|堀

化に基づく新しい非侵襲的圧計調1)

大阪大学医学部
正二 i

第一内科助子

レーザ-7ロ サイトメトリーによる細雨の分類・
福井医科大学医学部

同定システムの開発とその臨床応用
横 I也高忘微生物学講座

「一
助教J受

反射詳{而システムに関する研究 岡本 卓爾 岡山大学 L学部
情報 L学科教授

東);(~l~業大学
半導体集積技術を利用した埋め込み型ノ ζイオセンサ i ド九-
ーの開発 (軽部征夫資、原化学研究所

i げ'zJ主

盲人用図面認識支援システムの研究開発 !大西 界 :t;o屋大学工学部
1/' ~ "1講師

6 

研究助成金額

(万円)

250 

250 

250 

150 

200 

220 

230 

300 

200 

研究助成金額

(万円)

230 

180 

230 

230 

200 



~Jf j"E 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

SQUID磁束計を用いた脳級波計測システムの臨床
東北大学

新妻 ↑専 脳疾患研究施設 200 
検査法への応用

脳神経外科講師

網赤血球計数の標準化に関する研究 巽 典之
大阪市立大学医学部

180 
講師

伝達関数法に基づく関心術中の心筋保議効果監視装
滝島 任

東北大学医学部
250 

置の開発 第一内科教授

格子像投影方式定量立体計測法による眼底診断装置
古村武晃

神戸大学工学部
250 

の試作研究 助教授

第 5固(昭和63年度)技術開発研究助成対象研究

E買 nプiZ 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

中枢神経損傷による運動筋麻痩患者の機能再建のた
星宮 望

東北大学工学部
300 

めの計画・制御に関する研究 通信工学科教授

東京慈恵会医科大学

冠動脈疾患の無侵襲的三次芯的診断装置の開発 鈴木直樹 医用エンジニアリング 150 

研 究 室 助 手

長期生体内連続測定を可能とする植え込み型ブドウ
河盛隆造

大阪大学医学部
250 

糖センサの開発 第一内科講師

術中局所心機能評価のための超音波ドブラトラッキ
辻岡克彦

川崎医科大学
250 

ング層別厚計の開発 医用工学助教授

子の動作の計ì~IJ ・評価システムに関する研究一三
鈴木良次

東京大学工学部
300 

次元空間での予の運動の最適制御問題への応用一 計数工学科教授

CT画像に基づく人体組織の三次I己計iJliJ技術の基礎
鳥脇純一郎

名古屋大学工学部
200 

的研究 情報工学科教授

超音波による生体組織の硬さの画像化に関する研究
山 下 安雄

東海大学医学部
200 

開発 ME学教室助教授

携帯用の人工心臓駅動装置のためのJ(II圧 1([1流量間接
喜多村 直

九州工業大学
230 

計i~IJ技術の開発 情報工学部教授

7 



第 8固(平成元年度)技術開発研究助成対象研究

研 'プ六1T4 題 目 研究責任杜氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

がん温熱療法における非侵襲的患部温度計測法の研
富川義朗

山形大学工学部
150 

ウプTし2 電気工学科教授

心臓疾患の音響的精密診断のための心音計測伐術・
東北大学工学部

時系列分析手法の開発に関する研究
中 鉢憲賢 電気工学科電気計測学 240 

講座教授

脳鶴岡計;~IJ と脳機能局在性推定に関する研究 | 宇野照剛
九州大学工学部

220 
電子工学科教授

フーリエ変換赤外分析法を応用した 1[11糖値の非侵襲
七 'I!. J己売

熊本大学医学部
230 

的計測i去の開発 代謝内科学講座教授

レーザースペックル法による服底血流画像化装置の
九州工業大学情報工学

開発
藤肘 部電子情報工学教室 200 

教授

香川医科大学医学部

連続画像の白動識別による動態機能解析 立 川 光 一般教育物理学 200 

教務職員

超音波による瞬時三次芯情報可視化装置の開発 T 原因宏
大阪大学基礎工学部

250 
制御工学科助教授

放射光を用いた冠動脈診断のための高速画像採取解 山形大学工学部

析システム
亦塚孝雄

情報工学科教授
220 

振戦の機械的励振解析による運動制御情報の計測評
東庁、大学医宇都

J度 辺 瞭 医用電子研究施設 200 
f面のシステム

助教授

レーザ一光音響・蛍光法による多項日同時ノムノア
升島 努

広島大学院学部
200 

ッセイシステムの開発 総合薬学科教授

8 
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贈呈書 の授与
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研究計画の発表
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技術交流に関する事業E 

技術交流助成事業

[fi]際化日年代に対応して，内外の研究者相互の先端

国際的会議乍へのn'，席者に対

電千三「測技術を促進するためには，

技術の国際的交流が不可欠である。

して助成を行った。

これらの会議等において活援な技術交流活動が行われた。

このため次のとむり，

名

技術交流に関する助成金贈呈者

之〉、
よζ

， [司際血液学標準化委員会・ヨーロ

yパ臨床検査学会19次年次総会

if'¥ 31"1アジア太、1'-洋心1蔵ベーシン

グ-屯主γu明シンポジウム

60-10 イギリス

国名議機関・峨

大阪市仇大学

医学郎講師

筑波大学

臨床医宇系教授

J
S

、
v
M
-

J
 

会員

会

会

挑

ん

が

冗

レ

」

ザ

庁

，4
1

1

f

h

u

l

 

佳

斗

!

川

別

再

出

ゴ

斗

K
1

一戸

正佼

ιJ

h
川

H
U

際

液

副

叫

向

川

出

段

下

段

教

大

教

、
f

け
日
立
日

大

白

山

手

科

ン

医

雌
一
川

札

一

べ

p

、J
内
口
い
m

Reinhard 

Thom 

60 I八幡義

!..v---=----~T 新潟大手
61 ! l柴田 町

:;;>f'<: I..J-J 1-1[1 医学部教段

|関東逓信病院
谷和夫|

| 血液研究部長

新潟大学

!え'下 ;'il~教y~

東北大学 前 11")米I1民'1:，物|ン主シンボジウ

1:'予 m~ lJ力教t:1: ム

通 rt~司 1ザー業すi屯[-f支

術総合研究所

主任研究I

大阪大学 川IEEE/I'，('I:，物 l了、戸会(EMBS)第
ι ，~，'~ 1 - "，' 1. /. '，~ ， -， 61 -11 アメリカ

!，~礎 l了、川知教段 8 1"1;ド公会議 | 

一 i-'[lJ1 f:UjlI'J民川午休日ンjiJL( | 
ウム 61-12 中[-n[

〔阪大7，川崎医大1，*;;(1三尚大1]
十-'-

山形大宇 I l父片j同像処rlMとパターン認識及び下手|
: 62-2 1:';' i'flilJlJ r ，響映像法に関するいl際シンポジウム

11*'戸術交j11iセミナ

60 

人

お211")Ll~際 1([1波予会議

61 

61-7 ，アメリカ

4 
61-91アメリカ

日2111J1[E]際血液下会

1986年度米[F，]出f，i"f¥'化，、f'会学術集会

61 I新

主主

|五|際収 [t lJ事I 委討会屯主l尚 l:lj~Ll 会

{也

13 

他61-9 イギリス

アメリカ

士見

次 i大阪大'千

人，tti是|了、戸111)教f受

幸

J主p
t' 

ーふ4

~ 

立青

上4

1女

太

61 十f

三円f
 

ー円口
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年度 氏 名 機関・職 主ヱミ込 2義 名 時期 国 名

62 渡辺 清明
褒隆、義塾大FT.

第11[n]国際血栓止血学会 62-7 
ベルギー

医学部講師 ブラソセル

62 喜多悦 子
奈良県立保科大学

第11国際血栓止血学会 62-7 
ベルギー

助教授 ブラッセ/し

62 吉 本 千禎
北海道大学 極東医用生体工学会議国際準備委

62-S 東京
名誉教授 民会

62 三輪 史朗
附沖中記念成人病 第 6[11]国際血液学アジア太平洋域

62-12 
インド

研究所所長 /dL〉ミ、三"業f定 ボンベイ

63 杉 江 昇
名占尾大学

同際神経lロ!日前閥会議 63-7 
アメリカ

工学部教授 サンディエゴ

63 古村武晃
神戸大学

同際:vIE学会 63-8 
アメリカ

工学部助教授 十十ン・アントニオ

63 安藤 繁
東京大学工学部 システム人間およびサイパネティ

63-8 
中華人民共和国

助教授 ノクスに関する国際会議 北京・ i審陽

東爪工業大学 第lS[口lヨーロッパ・ 7 イクロj皮国 スウェーデン
63 関根松夫 総合理工学研究科 63-9 

助教授 際会議 ストソクホルム

63 浅野茂隆
東京大学 泣llrJと分化国子に関する国際シン

63-S 
オ ストラリア

医科学研究所助教授 ポジウム メ/レホ、/レン

63 山 口延男
神戸大学

第22同国際血液学会 63-S 
イタリア

医学部教授 ミラノ

63 荒井恒憲
防衛医科大学校 第 4凶医学における光学ファイパ 平成花f下 アメリカ

医学教育学部助予 ーの応用国際会議 -1 ロスアンゼルス

平成
大阪大学 第 7[口][JiJ1禁ノ、イオレオロジ一学会

山ト、 カ貝ロ 健
医学部教授 74〉F凡，じ、ZLL午ミ

1 -6 ブフンス

1 川上 古;υl
東京慈忠会医科大学

第17同国際医学放射線ザ:会 1 -7 フランス
助教授

1 幸道秀樹
東京大学医科学

i寸F祭実J検血液学会総会 1 -7 フランス
研究所講師

1 菊 池 l己" 

防衛医科大学校 第 2凶同際医用生体工学学会(汎
1 -7 オーストラリア

教J受 j('fj下シンポジウム)

I 只 野寿太郎
佐賀1*手千大学 第 21叶国際健康と生命化学領域に

1 -S アメリカ
fd受 おける質量分析学会

1 八幡義人
川崎医科大学 ，}S、 I白球膜および 1~謝に関する国際 1 -S 東ドイツ

f;:t受 シンポシウム

1 同 田 rE 彦
新潟大学|豆'辻羽; 同際電 f-Te'j.:学会『主体電千 L学部

1-11 アメリカ
助教授 門第11Ln[国際会議

l 大 西 J1・
名古原人学T-'j:青1¥

第11[r111IR府生体工'1:1王11;祭会議 1-11 アメリカ
助教校

」一一一一
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2. 生体電子計測研究会

理学，工学と医学，生物学との境界領域にある学際的研究は，医用生体工学をはじめバ

イオテクノロジ一等，広くそのニーズがますます隆まっている。

このため，かかる分野における共通的，基盤技術である「生体電子計測技術」に関する

研究課題について，関連する専門家の研究者が交流し，ニーズ，シーズに関して討議し，

今後の方向等を探求することを目的として， TIi財同内に，生体電子計測研究会を昭和60年

12月に設置した。

本研究会は、懇談会方式にて年間 4回程度開催し、開催にあたっては、医学・生物学と

理・工学関係の話題提供者を交互に定めて自由活達に討議を進めてきている。研究会のメ

ンバーは、下記のとおりである。

以下に研究会の開催状況を示す。

生体電子計測研究会メンバー (50苛JiI:fj:敬省略)

岡井 治 杏林大学保健学部臨床生理教授

小野哲章 三井記念病院 MEサービス部 部長

川上憲司 東京慈恵会医科大学放射線医学教室助教授

関谷富男 防衛医科大学校医用電子工学講座講師

多気昌生 東京都立大学五学部電気工学科助教授

辻 隆之 東京医科歯科大学医用器材研究所助教授

土肥健純 東京大学工学部精密機械工学科教授

舟久保 王1tえ 東京都立科学技術大学管理工学科教授

守谷哲郎 電子技術総合研究所 材料科学部光材料研究室 主任研究官

山下 衛 筑波大学臨床医学系 救急部部長

i度 漫 瞭 東京大学医学部医用電子研究施設助教授

15 



生体電子計測研究会開催状況

開催年月日 研 弓Y「rUT 

A車 題 己主 }員 者

昭和
筑波大宇臨床医学系

60¥ド12Fl13日 臨床的に要望されている生体川県，ih則 助教授

ILJ 下 街 JJ:

東京医科術科大学

61tド3月1511 生体iliJl.f芝，i1iWJf司センサ 医用器材研究所教J受

H 川達男氏

国立循環器センター研究所

61¥ド6月711 fl民環割J態計iftlJにむけるいくつかのI/U:1也I，IJ， 循環動態機能部 部長

戸IT 弘之氏

東京大学 生産技術研究所

61¥f. 8月28日 人工臓器IW吸li:剤についご 講 fllP

i当 11' f;j治氏

東京慈恵会医科大学

61年12月6日 )]ì~の形態と機能の画像表ポ 第J内科講師

下俊貞友氏

東京電機大学工学部

62¥ド3月14日 磁気を別いた生体計測とその臨床への応山 電子て学科教授

小谷 誠氏
一」

東京大学

62年 6月201::1 免疫.リンノぐMとから廿髄移植 医科学研究所講師

幸 道 秀 樹 氏

電 r技術総合研究所

62年 9月26日 NMRによる生体計測 電子化学研究主長

亀 井 裕 亘 氏

日本大学医学部

62年12月12日 宇宙医学と'竜 f計測 教J受

谷 島 一 嘉 氏

電子技術総合研究所

63年 3月19R 音yif認誠研究のJえ状と展望 音声認識室長

太 fl!耕三氏

東京大学医学部

63年 7月2日 精神計点IJ 講師

斉藤陽一氏

随 d自J豆動の計iWJと市11待|トー
東京大学工学部

63年10月8日 教佼
神経|口l路モ子 Yトー

鈴木良次氏

平成
東京慈恵会医科大学

住宅酸素療法とそのモニター 第 4内 科 教 授
Je年 1月141::1

?争本晋一氏

ノ、イオメカニクスにおける口Hlti七十支怖Jを中
機械技術研究所

元年 3月251::1 バイオメカニクス課長
心として

立石哲也氏
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開催年月日 研 η7乍し2 課 題 講 1寅 者

平成元年
運動負荷とトレーナビリティについて

東京大学教育学部

6月10日
教授

宮下充正氏

平成元年
バイオセンサーについて

東京大学先端科学技術

10月21日
研究センター教授

軽部征夫氏

平成元年
;{イ脳・左脳と計測について

東京都神経科学総合研究所

12月16日
副参事

杉下守弘氏

平成元年
ハイドロキシアノぐタイトと生体用材料

東京医科歯科大学医用器材

3月24日
研 究 所 教 段

古木秀希氏
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昭和62年度(第 4田)

技術開発助成研東成果報告

微小循環解析のための超音波の圧依存性音響特性変化

に基づく新しい非侵襲的圧計測

一音響学的圧コンバータとしてのエラスティック

マイクロカプセルの開発と測定系の改良一一一+勾 20 

レーザーフロサイトメトリーによる細菌の分類

同定システムの開発とその臨床応用
戸

h
J

円
〆
臼

反射評価システムに関する研究 一一 29

半導体集積技術を利用した埋め込み型バイオセンサー

の開発 一一一一一一一 一一一 一 一一ー一一一一一 一一一ー ー 35 

盲人用図面認識支援システムの研究開発一 39 

SQUID磁束計を用いた脳磁波計測システムの

臨床検査法への匹用 43 

網赤血球計数の標準化に関する研究 ~. _.. ~ 47 

左室伝達関数に基づく開心術中の心筋保護効果

監視装置の開発 58 

格子像投影方式定量立体計測j去による眼底診断装置の

試作研究ー や令 苧司 62 

顔写真は研究責任者です。
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微小循環解析のための超音波の圧依存性音響特性変化

に基づく新しい非侵襲的圧計測

一一音響学的圧コンパータとしてのエラスティック

マイクロカプセルの開発と測定系の改良一一

二

顕

謙

潤

敏

信

宏

下
L

通

武

国

畠

原

内

上

田

原

堀

北

石

出

井

鎌

千

大 阪 大 学医学部第一内科講師

大阪大学院学部第一内科講師

大阪大学医学tfll附属病院第一内科医只

大阪大学医学部第一内科助手

大阪大学医学部附属病院医療情報部教授

大阪大学医学部第 内科教授

大阪大学泉礎 r学部制御し学科助教授

研究責任者

共同研究計

The Principle of 

Pressure Evaluation by Projected Acoustic wave 
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:resonant frequency 
:diameter of the microbubble 
:specific heat ratio of gas 

in the microbubble 
:pressure of the water 
:density of the water 

(Pulsation Theory， 
M.Minnaert:Phil.Mag.，19331 

超音波による圧計測法の原理

f
d
k
 p 

p 

Fig.l 

1.まえが‘き

起育波技術の進歩により，超背波エコー法からの形態

学的情報・超育波ドブラ一法ーからの血流情報が非日襲的

かつ実時間に計測可能となったが，なお匝を超音波で計

測する適切な方法はない。極めて物理学的色彩を帯びた

臓器である心臓・血管系の病態と機能を評価するうえで

心臓・血管内圧は形態学的情報，代謝情報とともに最も

重要なパラメータにもかかわらず圧の計測は未だカテー

テル法にて観血的に心臓や大血管内において行えるにす

ぎない。さらに直径 1mm以下の微少血管内の圧力をカテ

ーテル法て"Hi則することは非情に悶難で，細動脈・紺i静

脈や毛細血管床は代謝・ガス交換などの場として最も重

要であるにもかかわらず，動物実験レベルにおいでさえ

も適切な圧測定法は背無である。近年，各種虚血性心疾

患や Smallvessel diseaseなどの病態把握には，微少循

環動態の解明が重要であるとされ，循環器系臓器のあら

ゆるレベルにおいて自由度の高い血管内圧の計測法が期

待されている。

そこで本研究では，趨音波を用いて非侵襲的に心臓・

大血管から，微少循環そして組織内圧に至るまで任怠の

部位において動的な!五日|測が可能な全く新しいJ(測定法

を開発することを目的とする。五!-il!IJ)J;(却ーは，水中のエラ

スティックマイクロカプ七ルの共振局波数が水圧に応じ

て鋭敏に変化する現象を利用し，超背波によりこれを検

出して圧を求めるものである (Fig.1)。

とを確認している 2)。今回は心拍ごとに拍動し流動する

血液内の7 イクロカプセルの使用状況に鑑み，マイクロ

カプセルの浮遊!懸濁状態における共振周波数などの音響

学的特性が動的変化状態にでも維持きれ，それを検出し

得るか百かについて検討した。さらに微少循環解析のた

II. 目的

我々の最終的な日的は，生体内任意の部位の圧を非侵

襲的に計測せんとするものである 1)。既に7 イクロフィ

ルム付着法による固定したマイクロカプセルの古:響学的

ノfラメータの圧依存↑牛ーについては良好な直線性があるこ
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めの主主礎検討として，組織圧計測のモテールとしてブタ肉

内7 イクロカプセルの超白波周波数スベクトルの計測を

1fった。

III.方法

真球形中空で緊張した薄膜を持つエラスティック7 イ

クロカプセルを音響学的圧コンパータとして用いた。素

材は polymethyl metacrylate acrylonitrileあるいは

vinylidenedichloride acrylonitirle copolymer (松本油

脂裂薬特注品)である。ステンレス精符節(飯田製作所

持注品)を用いて 10-40μmの範聞で適宜分級し準静

的加減圧にて共振周波数が圧依存性変化を示すことを確

認した素材を用いた。計調IJ系は従来の実験系3)を改良し，

透過法による準静的圧のみならず時間分解能 20msecで

の動的計測をも可能とした。庄の基準値は心臓カテーテ

ル法府匝トランスデューサ(日本光電 SCK-580)と圧ア

ンプ(日本光電 AP-600G)による実測/::tを用いた (Fig.

2)。浮遊・懸濁状態とする際にはマイクロカプセルを耐

圧密閉水槽内の一辺 9cmの立)j体アクリル容25内に取り

付けた水中プロペラで撹持し，外部よりコンブレッサで

加JTーした。

herd COOY 

Fig.2 実験系のブロック凶

圧の動的計測に際して，共振ピークの近傍前後で圧依

存性変化が大きいことが明らかとなった 2つの周波数に

おける amplitudeのみを高速に計測した。この共振周波

数の前後における amplitudeは透過法での超音波スベ

クトルの attenuationに依存し共振ピークの移動を鋭

敏に反映するものでその対数比 (Twin-frequency 

AttenuationRatio : T AR)は圧に換算することが可能で

ある 3) (Fig.3) 

動的圧変化の実験では大きな TARの変化に細かな

900KHzと1530KHzの二周波数を動的圧計測時に採用

し，以下を検討した。

凶

Tコ

Po P1 

¥え /T^o/fl  (') n¥  _ I09 C(fl，P) 
、〈片Klr 1. fLド i
、六矢i 、 " 109 C ( f2， P) 

↑"'" .t 

| \4二二二戸~.~

c
o
 何
コ
C 
t11 11 L :e 1/ C (fl， Po) 
〈

C (f2，Po) 

f1 f2 Frequency 

Fig.3 動的に変化する圧計測のための新しい
ノぐラメータ TAR(Twi n-frequency 
Attenuation Ratio) 

(1)大気[正下において悦件'11止後 "7イクロカプセルは，

Stokesの式に従い時間約過とともに浮遊 U'下する。これ

にj'fう濃度の減少の影響を明らかにするため， TARの

変動を経時的に計測した。

(2)心臓の peakdp/dt 点などを想定した急峻なハー変化に

対するマイクロカプセルの応答を計測した。この実験で

は百点字:トと If~ トランステーューサをともに水槽内で急激に

加.;成/1:し，本準実iWJ圧と TARから求めた圧の-致を検

討した。これはマイクロカプセルの浮遊による artifact

を避けマイクロカプセル自体の圧にたいする時間的応答

性を観測するためマイクロフィルム付着U~4)で行なった仁

川本計測l系の 2周波打ち出し時間差による浮遊マイクロ

カプセルの移動の影響を見るため，次いでマイクロフィ

ルムを除去し浮遊・懸濁状態の7 イクロカプセルに対

して大気圧から 300mmHgまでの匝を動的に加・ j威圧し

TARより検算した!五をカテーテル法による実視IJ11:と同

時記録し動的応答を調べた。

(4)前項の実験結果に基き， TARによる圧波形に時間的

平滑化を行い，圧トランスデューサによる実測圧波形と

TARによる圧が最も」致するよう処理して両者による

同時圧計測を1fなった。

(5)さらに組織内圧の計測の基礎実験として，心筋を模し

たブタ肉の組織中に7 イクロカプセルを含んだ懸濁液を

ほぼ均等にシリンジで注入拡散しその超一古波透過周波

数スベクトルを計測した。

IV.結果

本実験で用いたエラスティックマイクロカプセルは既

報のように準静的実験では加減圧に対して共振周波数は

鋭敏に変化し周波数スベクトルの amplitudeも庄と極
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めて良好な直線関係にある (r=0.97， P <0.01) こと

を確認済みのものである。この直線関係は TARと圧の

聞においても以下のように同様に保たれ， TARによる

圧換算が可能で、あることが実証できた。さらに組織内に

おいても圧依存性超音波スベクトル変化が観察できた。

(1)生体内の血流におけるようにマイクロカフoセルが水中

で浮遊・流動し，濃度に依存して超音波の減衰量が変化

する状態であっても，充分にゆっくり浮遊して行く場合

には TARはエラスティックマイクロカプセルの濃度に

よらずはほ一定の安定した値を示した (Fig.4)。

20 1.4 

凶

刀

TAR 
ぽ
〈
ト

2

~ i ，，~、但と
立。 I 1530 kHï~ 

Time (min) 

Fig.4 マイクロカプセル浮遊に伴う濃度変化

とTARの安定性

(2)マイクロフィルム上での動的加圧実験において，超育

波周波数スペクトルのダイナミックな変化を TARによ

り鋭敏に検出可能でトあった。 200-300mmHgの範囲にお

ける準過渡応答的ともいえる急峻な変化に対してもエラ

スティックマイクロカプセルの音響特性より得られた圧

波形 (PEPA)と， トランステ、ューサと圧アンプによる従

来法での実測圧波形 (Trnd) は良好に一致した (Fig.

5)。

(3)マイクロカプセル浮遊状態での加減圧においても

Fig.6に示すごとく TARから算出した圧波形 (PEPA)

は，圧トランステューサによる圧波形 (Trnd)に追従し

動的な変化を反映した。しかし図にも示されるように，

超音波法による圧波形 (PEPA)は7 イクロフィルム付着

法では認められなかった細かい高周波的な揺れをノ]三した。

これは本 2周波計測法の原理が極めて厳密に同時計測を

要する 2周波の attennationに基づくにもかかわらず，

今回の実験系ではなお数msecの時間差を持って 2周波

送受を11'なっているため，その聞にマイクロカプセルの

浮遊による透過超育波スペクトルの微少変化が発生する

ためと考えられた。

(4)そこでこの artifactを避けるため TARによる圧波形

に前後数点の移動平均による時間的平滑化を行い，圧ト

ランステーューサによる実測圧波形と最も一致するよう設
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Fig.5 急俊な圧変化時のTARから求めた

超音波法での圧 (PEPA)と従来の圧

トランスデューサでの圧 (Trnd)

1.4 
Eピ

〈
ト

1.3 

1.2 PE PA 

o 2 4 6 8 10 T i me (sec) 

Fig.6 浮遊マイクロカプセルを用いた際の

超音波による圧 (PEPA)と圧トラ
ンスデューサによる圧.(Trnd)の同

時計測

定して両者による同時圧計測を行なった (Fig.7)。平滑

化により Fig.6に見られた細かい高周波数的な揺れが

なくなり，圧トランステ、ューサによる波形と良好に一致

した。

これらの超育波による圧計測波形の信頼性を定量的に

検討するため， トランスデューサによる圧波形との対応

点をプロットした。同時計測したマイクロカプセル浮遊

状態での動的圧計測の結果の一例を Fig.4に示す。同一

条件での実験群の結果をまとめてプロットした。

OmmHgから 220mmHgまでの生理的庄の範聞におい

てrニ 0.98，(P <0，01) と極めて良好な直線性を示した

(Fig.8)。
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5 )エラスティックマイクロカプセルの超音波周波数ス

ペクトルは， PMMA， VC12-ANいずれも心筋を模した

ブタ肉内において 200-1200KHzの周波数領域にその

粒径に応じた共振ピークを形成した。 Fig.9はその一例

で直筏 15-20μmの PMMA製エラスティックマイク
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Fig，9 マイクロカプセノレの水中 (W)とブタ

肉中(T )における周波数スペクトル
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Fig.10 プタ肉中で、のマイクロカプセルl乙
対する加圧実験

ロカプセルによる水中とブタ肉組織中の周波数スベクト

ルをノ.Fし，縦軸は超内二波透過法での減衰率である。図中

1-.は水中でのスペクトル，下はブタ肉組織中のものであ

るが，両者ははほ同」の共振ピークを示し，組織中にお

いてもその共振減少に著変の無いことを示した。

加圧実験では PMMA製及び VC12-AN製ともにそ

の超汗波スペクトルkの共振周波数ピークは心筋を模し

たブタ肉への加圧によって，水中で観測された圧依存性

シフトと同様に高周波数側へと移動した。 Fig.10に直径

15-20μmの PMMA製カプセルによるプタ肉組織中の

透過スベクトルの匝依存性の変化分を示す。

V.考案

生体における圧訂 iWJのためには瞬時瞬時の動的計測を

行う必要がある。本来その時間追従性は正確なステップ

応答を計測し評価しなければならないが，本実験におい
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ては耐圧密閉水槽全体を加減圧しなければならないため，

必ずしも充分に高速とは言えない準ステップ状の圧変化

のもとで計測せざるを得なかった。しかし加圧時・減圧

時ともに，少なくとも数百 mmHg/sec程度の変化にも

よく追従し，生理学的圧変動に対しては充分な時間分解

能を有することを示した。

またマイクロフィルムとでのマイクロカプセルについ

てのみならず拍動心や脈動血管で浮遊するマイクロカプ

セルに対しても超音波による圧計測が可能であることが

明らかとなった。

さらにエラスティックマイクロカプセルや水中気泡は

剛体に接するとその共振周波数が約二分のーとなること

が知られており， Fig町 9において示された水中とブタ肉

組織内の共振ピーク周波数がほぼ同一て、あったことは，

ブタ肉組織は超音波領域において剛体ではなくエラステ

ィックな構造であり，そこに接したマイクロカプセルの

共振周波数に著しい影響を与えないことが示唆された。

従って本法では，マイクロカプセルがたとえ血管壁に接

したとしてもその共振現象は安定であることが予想され

心筋内圧などあらゆる臓器の組織庄の計測にも有用であ

ると考えられる。

今後実用化のためには超背波反射法への発展が望まれ

るが，本アルゴリズムを改良しさらに発展させる予定で

ある。

最後に，本研究をご援助頂いた中谷電子計調IJ技事M辰興

財団に深甚なる感謝の意を表します。
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レーザーフロサイトメトリーによる細菌の分類

同定システムの開発とその臨床応用

研究責任者福井阪科大学医学部微生物学講座助教絞り横 地 高 J志、

共同研究f'i.福井大学工学部情報工学科教段 谷 口 慶 trJ 

1. まえカザき

現在，細菌の分類あるいは同定は光学顕微鏡を用いて

行われている。しかしながら細菌の大ききは極めて小さ

し光学顕微鏡の分解能だけでは，不十分であり，細菌

にきまざまな染色をして，その形態学的特徴を調べ，ょ

うやく分類，同定が可能で、ある。このため，細菌の分類・

同定には染色操作という煩雑な手技が伴い，多量の検査

材料を短時間で操作することは極めて難しい。他方で，

細菌の同定は生化学的特徴を利用してなされている。こ

の場合，菌類は単ーでなければならず，一度細菌を培養

し，その後生化学的検査をせざるを得ない。このため原

因菌を同定するのに数日を要する。この場合，原因菌が

不明のまま，治療を開始せざるをえない。このため臨床

側から治療開始時において，最低限の原凶菌に関する情

報が速やかに得られるシステムの開発が望まれている。

そこで，我々は，患者からの臨床材料(たとえば，尿，

膿，血液，浸出液， ~客疾など)を細菌浮遊i夜のまま， レ

ーザーフローサイトメトリーを用いて，検体中に存在す

る細菌を解析し，それを画像処理することによって短時

間(分単位)で大まかな原因菌が推定でき，臨床医が治

療開始にあたって，適切な治療及び治療薬を選択するこ

とを可能にするシステムの開発をめざした。

2. システムの概要

図 1は，フロー方式により細菌の計測をおこなうシス

テムの構成を示したものである。このシステムは大きく

分けて，流体系，画像撮像部，制御，両像処理部の三つ

の部分から構成されている。流体系は，細菌を流す部分

で，主な構成要素はチャンパである。チャンパは石英カ品

ラスで作られており，上部に細菌の注入口が設けられて

いて，下部よりポンプで流休を吸入するようになってい

る。細菌の測定が行われる部分は非常に細い管になって

いる。

1)愛知医科大学細菌講座教綬

同2は，シースフローの概要を示したものであるにチ

ャンパ上部より注入された液体がシース l鞘)となり，

細菌を包み込むようにして流れて L吋。このため，細菌

はチャンパの細管部の中心付近のみを流れるよつになっ

ている c

画像撮像部において撮像用光源には v 細菌を静止困台東

として嶺{象するためにノfルス幅が約 lOnsの窒素ガスザ

ーザーが用し、られている。また撮像用のTVカメラには

紫外域まで感度をもっ CCDカメラが用いられカ/ラの

前には顕微鏡が設置されている。 TVカメラに接続され

た画{象メモリーは 1フレーム当たり 515X 512 X 8 bit 

のものがもちいられており， TVカメラからのテレビ信

号をリアルタイムでA-D変換して画像メモリーに記

Flow sYl!tem: Flowinr eell 

;ロJ干0， : i 

L二二一_j

Conlrol and image proc:ssing unit 

図 1 システムの構成
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図 2 シースフローの概要

1意する。また，同時に読み出しを1iい，モニターTVに

出力することができる c チャンパ内を流れてしぺ細菌に

は，一定の間隔で窒素ガスレーザー光を照射させてTV

カメラで撮像する。 TVカメラからのテレビ信号は， A

D変換され両像メモリーに記録されるとともに， ヒテやす

テープレコーダ (VTR)に記憶される。制御・映像処理

部は， CPUに68000をもっマイクロコンビューターで構

成されていて，このマイクロコンビューターで I酎像撮

{象!日の光源や画像メモリー装置などのシステムの制御を

行う。また， VTRに記憶された画像を画像のメモリー装

置を介して子ジタル量のデータとして取り込み司阿f象子

ータの記憶，画像の処理が行われるようになっている。

チャンパの壁面に付着したゴミは雑音を消去するために

以下のような処理を行った。図 3は，細胞を透過光で撮

像した場合のモデルである。 (m，n)を空間変数として，チ

ャンパへの入射光束ノ文ターン Fp(m，n)，チャンパの光源

fI!iJの壁の透過率パターンを FO(m，n)細胞の透過率ノ Vタ

ーンを T(m，n)，チャンパのカメラ側の壁の透過率ノfタ

ーンを FO'(m，n)とすれば，カメラに入る光束ノfターン

ドl(m，n)は，

F1(m， n)二 FO(m，n)T(m， n)FO'(m， n)Fp(m， 11) 

で現きれる。この式から， T(m， 11)はつぎのようになる代

T(m， 11)=F1(m， 11)/ {FO(m， I1)FO'(m， n)Fp(m， n)} 

ここで， {FO(m， n)FO'(m， n)Fp(m， 11)}は細菌が映って

ない画像の値を用いている。

3。成果

3 -1 球菌，粁菌識別処理と識別結果

同4は，単球菌の識別の方法として， まず'ill求I請のみ

の識別を行う第一段識別処理の手順を示したものである 0

31一段階識別処理において単球菌と識別きれなかったも

の，つまリ円形度0.78より小きいものは粁菌または球菌

の集合体である。第二段階の識別処理として， f干菌とf永

I宥の集合体とを識別する。図 5は，第二段階識別処理の

刊11員を示している。詳細な識別処理の方法は省略した。

この第一，第二段階識別処理を用いて，細菌画像300枚(球

雨150枚、粁薗150枚)に対して行った識別結果は句表 1

である 表11Jの正当数とは，球菌の場合なら対象物を球

I萄と識日Ijした数であり，粁菌の場合なら粁菌と識別した

数である。全サンプルの80%以上について，キ干菌，球菌

VVall of scatterin chamber 
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図 3 珂像訂 IJ!lJのモデル
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図 4 第一段階識別処理の子順

表 l 細菌の識別における iF当性

の識別が可能であったの

3-2 各種J:j(菌の識日Ij処理と結果

表 2は9 可i.I求I乳連鎖球菌，ブドウ球的に分けたとき

の正当率を示したものである。単J;j(的は91%‘ i主主j'jJ;ド['fi

は83%，ブドウ球菌は78%の正当率を示した。ややフト、

ウ球閣の正当率が低いのは，連接聞が分かれないものが

多数存在し，それらを分離して"哉l31Jできなかったため

と考えられた。

3-3 長粁菌と均粁菌の識別結果

膨

|ヌ15 第二段階識別処flf!の子順

表 2 J.まじ五iの正当率

表 3 行的の iF'行率

表 3は，長粁菌，短粁菌のlE当率を示したものである。 ヰ豆が高いとはいえなかった。

長打菌はほほ、確実に識別できた。 -}J， 対粁簡は川形度 3 -4 粁泊の長さと幅の算出

が高し粁菌として識別するのが困難であるものが存在 凶 6は，粁捕の長きと幅の算出の予順を刀、したもので

していた。したがって，続行菌においては必ずしも正当 ある。まず，直線状析閣と弧状什菌とに分類L，次に此

27 



二干iJ二;
IA) 弧状粁薗

図 6

H一一一一ー
ト ーーーーー

18) 直線状粁菌

粁菌 の 長 さ と 幅

線状粁歯に対しては外接長方形を弔い，弧状付菌に対し

ては細線化による線図形を用いて算出した。ここて直線

状粁菌と弧状粁菌を分類しておくのは，直線状粁l重て。あ

れば細線化を行う必要がなく処理時聞が短くてすむため

である。図 Gは，粁菌の長きと幅を示したものである。

(Alのように，外接長方形の短辺W1と，重心を通る

x軸(j軸)方向の長さW2を算出し.次式のようにW

IとW2の比Cを求める。

C=W2 / W1 x 100 

Cのイl宣が90%以上のものは直線状粁菌とし， 90%よりづ、

きいものを弧状粁菌とした。直線状粁菌の場合は， (B) 

に示すように外接長方形の長辺Lと短辺Wを算出する。

直線状粁菌の長さと幅は，それぞれ長辺Lと短辺Wで与

える。弧状粁菌の幅は， (A)にしめす重心を通る x軸(j 

軸)方向の長さW2で与える。 3種類の粁菌について上

記の方法により長さと幅を算出した。処理した画像の枚

数は，それぞれ100枚である。表 4は，この結果を示した

ものである。表中の測定値は，従来の顕微鏡検査などに

より測定されている値である。また，算出1[直はここで行

った方法により算出した値である。 3種類とも同じよう

な長さの菌が最も多く出現しており，平均の長きにも大

差はない。従って，この算出結果からは，粁菌の分類を

するのは困難で、あると考えられた。それぞれの粁菌にお

いて最も多く出現している粁菌の長さは，測定値より傾

くなっている。また，幅については逆に若干広くなって

いる。長さと幅の比を見たとき，算出値は測定値に比べ

小きくなっており，かなり丸く見える。実際，フロー方

式により撮像された粁菌は目視においても測定値にある

ような長細いものではなしまるくみえるものが多かっ

た。今後，フローシステムにより撮像される細菌の形状

について，顕微鏡で観察されるものとの違いなどを検討
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する必要があると考えられたc

4. まとめ

フローシステムにより得られた細菌画像に対する識別

処理およひ、結果について述べた。細菌はその種類や形態

が様々であるが，球菌と粁菌に大別するだけでも治療開

始時には貴重な情報であることから，まずこの 2種類の

識別を試みた。 *'J8割の菌が粁菌あるいは球菌と同定が

可能であった。さらに連鎖球菌，ブドウ球菌の同定も約

8割が可能でルあった。一方，球菌と短粁菌と乞識別する

ことはかなり困難であった。その主な原因として.焦点

のずれによって細菌の形状か実際とは異なって見えるこ

とが考えられる。さらにチャンパの改良が必要である。

粁蘭の長さと幅の算出では，直線状の粁菌と弧状の粁i

が存在ずるため，直線状の粁菌に対しては外接長方形を

用い，弧状の粁菌に対しては細線化による線t五形を用い

て長さと幅の算出を行った。 主樋類の粁菌を比較してみ

ると::l種類とも大まかな値は既知の測定値と一致した

が，微妙な差異を測定することは困難であった。

以上の結果から，我々のフローシステムはかなけの細

菌の分類・同定が可能であることが明らかになった。さ

らに撮像環境的改良を行い，よリ良好な細南画像が得ら

れるようにすることによって，より確実な細菌の識別が

できるようになると考えている。また，細菌数の自動計

測のできるフローンステムの開発に現在着手している。

最後に，多大なご援助とご支援をいただし、た中谷電子

計測技術振興財団に深謝します。
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反射評価システムに関する研究

研究責任者|尚 1[1大学]学部情報 T 学科教授岡 本 卓 爾

共同研究者 )I[崎医科大学リハビ 1)テーション科教授明 石 謙

川崎医療短期大学医療技術科講師軸 屋 和 明

1. まえカぐさ

近年， リハビリテーション医学の分野では，四肢の反

射を定量的に評価することが，重要な課題のーっとなっ

ている。この課題を解決しようとする目的から，すでに，

打騰により誘発した足部の反射を光学的に検出する }j

法川自由落下により誘発した膝部の反射をゴニオメー

ターで検出する方法(2)などが提案されている。しかし，い

ずれの方法についても，適切な評価指数が与えられてい

ない。他方，同じ目的で提案した筆者らの方法は，n主骨
神経刺激(インパルス刺激)により誘発した足部の反射

を加速度計を用いて検出する方法(3)であって， mr縮と個

絡を分離して評価できる評価指数が与えられておけ，臨

床的には，その妥当性もある程度確かめられている。

本研究の目的は，この評価指数の妥当性を理論的に確

かめるとともに，実用的な反射評価装置を開発すること

である。まず，痘縮および固縮に対応して，反射'-Jをそ

れぞれ相動性反射弓および持続性反射 IJ I二分離し.これ

をもとにして反射モデルを構成する。次に， このモテ/し

を用いて反射を模擬し筆者らの提案した評価指数の妥

当性を明らかにする。そして最後に，この評価指数を;!!l1

定する反射評価装置を開発し，煙縮患者(脊髄相傷患者 l

と固縮患者(パーキンソン症候群患者)にJ白川して，そ

の有効性を確かめる。

2.反射モデル

2. 1 反射弓

脊髄レベルでの反射弓は，古くから研究されている(叫

が，いずれも 1つのループで構成されている。これに対

して，本研究の反射弓は， γ細胞， α細胞，筋などを，そ

れぞれ，相動性成分と持続'性成分に分けて， r泣lのよう

に構成きれる。相動性反射は，核袋錘内筋線維 (NB)，

相動性GIa線維(DGlaF)，相動|生 α細胞(DaMN)，相動

性 α線維(DαF)，相動性筋(DMF)のループて、生起し， l主

ム 興1A性ンナプス

4‘ ンナプス前抑制

Dα剛 fll創性α運動細胞

EαMN 持続性α運動細胞

DrMN 軒i動性r運動細胞

Sr崎 J 持続性 T運動細胞

NC 政制鐸l勾筋線維

NB 被袋錬内筋線維

DMF 111動性筋線量tt

SMF 持続性筋線維

DGI.F :相動性Gla線維

SGI aF :持続性GI.線維

DaF 相動性α線維

SaF 持続性a線維

凶 l 反射弓

縮思(''jの反射に対応する。また，持続性反射l土，核鎖鈍

内筋線維(NC)，持続性心 1 a線維 SGlaF)，れあ，'t'I性 α細

胞(SαMN)，持続性 α線維(SαF)，持続性筋(Si¥lF)のルー

プで生起し， [r;[縮患者の反射に対応する。政縮忠析にお

いて相動性反射が;'L進するのは， J二位から相動作 r細胞

(D rMN)への刺激頻度が増加するとともに， 上f玩からシ

ナフ。スi前抑制部への刺激頻度が減少するからである c 主

た， [1;[縮忠名において持続性反射がfじ進するのは， Ij;， 

から持続性 T細胞(SrMN)への刺激頻度が異常に相fJfrl

るからである。

2. 2 反射モデル

筋のモデルは，能動特性を示す興奮収縮連関のモデル

と，受動特'l"tを示す筋リンク系のモテルとで構成される σ

前者のモデルは， DMF，SMFともに同じで，最大強縮張

力と単収縮時間のみが異なる。また，後者のモテルは.

主働筋1則，桔抗筋側の負荷を 括して 2次系で表現して

しミる。

このようにして得られる筋のモデルを図 2に示す。興

奮収縮連聞の出力側に置かれた代数加算モテルは，筋リ

ンク系に対して主働筋と拾抗筋との筋収縮力が，Iiいに
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ここに， U b U 2， U 3， U 4は，定数であり， f rおよ

びVth5ii，それぞれ， rMNの発火頻度および筋紡錘 1次

終末のしきい値である。

→時間

R
Jべ
Q
綿
暗
号
干
↑

筋リンク系

@ 

8 
・E・@司

8 

6 

円

h
司
Q
曲
耐
強
走
↑

持nl> DMFの興禽収縮通関利得

崎明S S MFの興需収納連関手IJi尋

J 筋リンク系の慣性係数

D 筋リンク系の粘性係数

K 筋リンク系の仰判係数

1(( ¥LWI節 fIJJll"ll:化の筋μへの変換(.f数

faO DαMNの発火頻度

faS SaMNの発火頻度

x 筋の変位

S ラプラス(Jl算子

1inll DMFの r1111~縮時I:IJ

lln討 日M1'0)q1収術jll，lill¥l

→時間

τ:伸張時間

伸張器 Exの特性

f1bδ一昨日

図 3

以上の結果と図 1とから，凶 5のような筋制御モデル

が得られる。このモデルでは，未知定数を軽減するため

に， 多少の変換が施されている。 αMNのしきい値，筋

1)ンク系の利得，興奮収縮連関利得および筋紡鍾のしき

し叶i良と利得は，上位からの入力または電気刺激の強きに

換算されている。デルタ関数 o( t )はインパルス刺激に

対応しており， exp( ~ T d05)は膝寓部(電気刺激の印加点)

から足部までのインパルスの伝達遅れを表している。ま

た，脊髄と興奮収縮連関との聞に置かれた加算は，イン

パルス刺激による遠心性刺激と反射による遠心性刺激と

の排他的な加算である。きらに， exp( ~ T dD5)(eXp( ~ 

T d55))は DGI.F(SGI.F)とDαF(SαF)とのインパル伝達

遅れを一括して表現している。ここに Fe，F" およびF

Yは，それぞれ，等価変換後の fe， f，および frで，上

f i s :上位からシナプス前抑制部への発火頻度

fes:上位から SaMNへの発火頻度

f58: NCの発火頻度

Vthα8 S aMNの閥値

SαMNのモデル凶 4

逆向きに作用することを示している。各ブロ yク内に記

された式は，そのブロックの伝達関数である。さらに，

各記号に付した添字DおよびSは，それぞ、れ，対応する

諸量が相動性および持続性のものであることを示し各

記号に付した' はその記号を表す諸量が桔抗筋のもの

であることを示す。

脊髄のモデルは， αMNとrMNのモデルで代表され

るが， αMNのシナプス前制御については，これまでモデ

ル化された例が少ない。本研究では 9 筋紡鎮の発火頻度

f 5とシナプス前制御指令周波数 f，の逆数との積でこれ

を表現している。また， SαMNは，特にNCの発火か一止

んだ後にも接続性に発火するという機能を持つが，ここ

では，これを図 3の特性をもっ伸張器Exで表現してい

る。このようにして得られる SαMNのモデルを図 4に

示す。 DαMNのモデルは，この図から Exを除外して得

られる。

次に，筋紡鍾のモデルは， Matthewsらのモデル(5)を相

動性成分と持続性成分に分離して，次式て表現している。

)
 

咽

E
i(

 

r u 1 Xs + U 2 f r D ~ V thsD 

f s D= { ( u 1 X S + U 2 f r D主VthSD)

l 0 ( u 1 Xs + U 2 f r D < V t h s D ) 

(2) 

f USX十 U4frs-VthsS

f SS= ~ (USX十 U4 f r S "二三VthsS)

I 0 
(UsX十 u4frsくVthsS) 
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FeD 

FrD 

Frs 

FeS 

FrD' 

Frs' 

l/Fi 8'1 

FeS' 倍抗筋側

FeD=KmDoKtoU10 (feD-VthsD) FiD=f iD/(KmD'Kt.U1) FrD=fr[)'U2← VthsD 

FeS=隠nS・Kt'U1'(feS-Vths日) FiS=fiS/(胎nS・Kt.U1) FrS=frS'U4一Vthss 

Ko二 Ko'KmD.Kt ，U1 

。(t) デノレタ関数

U1 速度感度係数

U8 変位感度係数

Ko 刺激強度係数

TdD 相動性反射弓の一巡伝達時間

Tds 持続性反射斗の一巡伝達時間

Tdo 膝高部から1i部までの伝達時間

VthsD: N Bの閥値

VthsS: NCの関値

凶 5 反射モ デル

述した各モデルの定数と図に付記したように関連づけら

れる。同様にK。は等価変換により生じた定数である。 t占

抗筋側モデルも，インパルス刺激が存在しないことと変

位が逆位相に入力されること以外，主働筋側モデルと同

じである。

3 .評価法の理論的検討

3. 1 モデルの諸定数

ここでは，モデルの諸手数として，他の研究者の実測

結果あるいは推定結果を用いた。これらの値を表 1に示

す。このような諸定数を用いることは，いわば，仮想、被

験者を作ることと同じである。したがって，入力値を適

宜選定すれは¥この被験者は，正常者だけで、なし樫縮
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表 1 諸定数の値

u
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u
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Nms 2 / rad 

Nms/rad 

Nm/ rad 
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図 6 シミュレーション結果

患者にも固縮患者にもなり得る。

3. 2 足部運動のシミュレーション

樫縮患者では， l/FiD' FrDが共に正常者より大きくな

る(6)。また，国縮患者では， F rsが正常者より大きくな

る(7)。ここでは，これらの知見と 3.1の諸定数とを用い

て，図 5のモデルにより足部運動を模擬した。この 1例

を図 6に示す。これから明らかなように，煙縮患者およ

び同縮患者の足部運動(加速度)は，正常者に比して，

それぞれ， より振動的およびより制動的であり，これま

でに筆者が実験的に得ている結果L 定性的によく一致

している。

3. 3 反射の評価指数

反射の大きさは，従来，次式により評価値eとして定

義されてきた(3)。

e二 h2 ・T (3) 
h1 

h 11 h 2， Tは，図 7に示す諸量である。模擬して得られ

た煙縮患者および同縮患者の評価値を，それぞれ，図 8

および閃 9に示す。両者の患者の評価値は正常者(e= 

5.57) を中心として互いに上下に分かれ， しかも，上位

からの指令(l/FiD， Fro， Frs)が大きくなる(反射が充進

する)ほど，正常者の評価値から離れていく。この結果

も，これまで臨床的に得られた結果(3)とよく一致してい

る。以上から，本研究の評価法は，理論的な面からも合

理的であることが示きれた。

背屈

州

国

制

吋

ロ

岳

↑

」ー一一一J

ho 
e=ーニ・T

h， 

凶 7 反射評価の原理



値 eを算出する。

(2)~(4)の操作は，パーソナルコンビュータの管理のもと

で，完全に山動化されている。特に， (2)の操作における

インパルスの強きの最適値選定や測定に失敗したときの

エラ 検出に_l.}ょが凝らされている。本装置の写真を写

真 Iに示す。

この装置による評価結果を同11に示す。 3つの評価値

群は，左から凶縮忠告，正常者，煙縮患者のそれである。

これらの評価値群の分布ーから明らかなように，fiZ縮忠省

と図縮患者とが明瞭に分離されている。

FiD二 0.125
20 

10 

e 

。
→ FrD 

-0.35 -0.30 -0.25 -0.20“0.15 -0.10 -0.05 

厘縮患者の評価値図8

e 

反射評価装置の構成図 10
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4 .反射評価装置の開発

開発した反射評価装置の構成を図10に示す。評価値e

は次の手順で測定される。

(1)被験者をベッド上腹臥位に保持する。

(2)腔骨神経を刺激装置により単一のインパルスで刺激す

る。

(3)(2)の結果生じる足部運動(低屈・背屈方向)を加速度

計により検出する。

(4)検出した加速度をAD変換したのち，

む。

(5)メモリ上の加速度データから，

メモリに取り込

式(3)にしたがって評価



写真 1 試作した装ft!lによる反射の測定

5 .むすび

加速度計を用いた足音[1の反射の評価法が，理論的にも

合理的で、あるとを明らかにするとともに，この原理にも

とつく反射評価装置を開発し，正常1';-，f需給I!1，、九 [i州ii

患朽の反射をil!i[定した。この結果，これら 3憎の被験者

の)ぇ射を定量的に評価で、さることが示されたο 筆者らは

今後，この装置によりさらに多数の被験者を測定して.

その合一効性を確かめるとともに， この評価原理を膝関節

反射の評価にもj車用してみたいと考えている

おわりに司本研究をご援助いただいた中鈴電 fこ計i!ll[技

術t~興財団に J手く謝意を表します。
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半導体集積技術を利用した埋め込み型バイオセンサーの開発

{i}fプtt'iHf， ~U;(}ぐγ一先端科学技術J{JJf'j'ヒセンター教j1 申告 11f: 夫

J七j，;J{i)j究 r;- !-k ;;(大7・jt;i，IM朴?技術{i)j'先センタ lリj教校 l己 山1 r 栄

*仏大'γ 先，，:1，)H'{: 1J f.小j(r)j'j't-七ンタ ~WJ r 11I宇 Ii; 

1 .はじめに

バイオセンサーは，分f，:iOoJIJ機能の(会jした'H;f，:物引

とトランスデューサ (1r;~J 変岐部)から梢!えきれ， j'i1iJ( 

性のきわめて優れたセンサーシステムである 1)2)、 jで

に，医療計iJ!リ，環境分析 I業プロセス日['iJIIJなどへの!ん

用開発が進展している。特に政近，ハイオセンサーの微

小化，集積化，大量生産化を可能にしようとする，試みが

行われている。すなわち，微小なノ〈イオセンサーは体内

埋め込みを可能とし，体内モニタリング，人|一臓器など

の開発を中心に，医療分野に与える彩響は閃りしれなL、。

また集積化の実現によって同時に絞数成分をiJ!iJAする多

機能センサーが作製でき，分析効率のli'LLが期待できる。

さらに大量生産化によって，バイオセンサーの汎川化を

強力に推進することができる。

一般に，バイオセンサーを作製するためのぷ繋技術と

しては，

1 ) トランスジューサの選択及び作製

2 )酵素や抗体などの生体素子の調製

3 )生体素子のトランスジューサへの [，';[A化

4 )センサ一応答の伝サ処環

などがあげられる。このなかで，特に 1)と 3)につい

ては，微小バイオセンサーを実現するうえで， ト分に検

討すべき課題である。というのも，従来のバイオセンサ

ーで多く用いられてきたトランステ、コーサである椴素電

極， PH電極では，微小化，集積化，大量生産化に限界

があるためである。また微小部位にのみ f十一体素子を[;1;]

定化するための新たな生体素了ー同定化技術が必要不可欠

である。一方，近年半導体作製技術の准展に伴ない，将々

のデバイスの微小化，集積化，大量生産化が実現してい

る。したがってこれらの技術は，微小バイオセンサーの

開発にきわめて有効と考えられた。

2 .研究内容

1 )生体ぷ fの[，';[A化と微ノトハイオセンサーの椛!ぷ

'1:.休止ミ fーをl慌に述べたfJfXノトトランスジュ サ 1:に[，';J定

主化するためには，イ「機的IJ誌をトランスジ工ーサ|会にあ

らかじめ形成させることが必裂である c ISFET (Ion 

SensitivヒドieldEffect Transistor)には，これまで多く

のイi機~;，判官:ヵ、 jliiJ_川されている。寸H、j 法よるセルロースト

リアセテ ト 11丸ボリ l;I{~化ビ二ル IJ'弘泊 l、 j去によるアル

ブミン IJ丸 ス ピ ナ-il2によるポリビニルピロリドン シ

アジド系水溶'[11ヲl刻化樹開眼，ポリビニルアルコール系{i史

化'1"1地JJI¥1II'九プラズマ市介によるプラスマ重合膜， LB 

肢によるIji.うt(11'史itなどカてある。ここでは 1(1請名ーの開発

した然治iJ2，ボリビニルブチラール(1ヘTB)法について

ノJ;すの

1) -1. !¥UhL 

イf機iW肢としては， H¥:iJ以がi浮い )jが，センサーの応答

性がn，好て前あると与一えられる。そこでn作した」JEZJ装慌

により， ~孝ぷ I占l 定化!tl ，;Á薬を微小トランスジューサ Lに

然治:した c3)} IJし、た μ式楽は y アミノブロピルトリエト

キシシラン (y-APTES)とグルタルアルデヒド (GA)

であり，これらを各々， 80oC， 0.5Torrで30分間蒸着し，

イf機薄膜を形成する。次に，酵素溶液中に蒸着処理した

ISFETを 40Cで24時間没漬する。これらのプロセスで行

われる反応は，凶 1tこ示すものと推定される。実際にウ

ISfET十OH
刀長，;;ト OH

lO¥ 0-: Si( CHlll~H~ -ー一一-
/ 

O 

(C!H5\lSi(CH~)1~H2 

削 .C 0.5 torr 

CHO，C!!')，CHO 

80・C O.5toπ IPSE… 
NH，ぐ蒜〉

④
 

N
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P
L
 

P
L
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h

しqu 

0
0
0
 

1

「
「
ト

[2<J1 ISFET上への酵素[，'il定イヒ(蒸若法)
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レアーセ寺を本法を用いて ISFET上にI古l定化したところ，

尿素添加後，約30秒で応答が観測され，アセチルセルロ

ース膜を塗付する従来方法に比べ，応答時間が短くなっ

た。これは，有機薄膜の膜厚が簿くなったために，基質

の拡散が良くなったためと考えられた。なお尿素濃度

1.3-16.7mMの範囲でゲート電付と良い相聞が見られ

た。

また本法を微小過酸化水素電極にも適用した 4)0 Y 

APTES，GAで処理後グルコースオキシダーゼ (GOD)

を5mg，ウシ血i古アルブミン (BSA)7.5mgを800μt リ

ン酸緩衝液 (pH7.0)に溶かし 50%GA 15μtを加え

て撹持した酵素溶液10μEをこの電極表面iに滴卜し，醇

素を固定化した。これを用いてグルコースを測定したと

ころ， 5.6-56μMの範同で電流1[1lとの聞に相聞があっ

た。

1) -2. ボリビニルブチラール (PVB)膜法

申請者らは，有機薄膜の要求特性としてデバイス表面

との接着性，薄膜↑生， 多子L性，親水性，生体系子同定化

能などに着目し，これらを満たす膜としてポリビニルブ

チラール膜を見い出した5)。このポリマーは，ビニルブチ

フール， ビニルアルコール， ピニルアセテートの重合体

である。この膜は， ISFET表面に対して高い接着性をし

めす。ジクロロメタンを溶媒として作製した膜の特性は

平均孔径0.25μm，孔数3.2X108/cm'，含水j率 27.6%の

膜であり，先の要求特性を満たしている(同 2)。また実

際にウレアーゼを固定化した場合，従来法に比べ，約24

%高い酵素活性を示した6)。すでに申請者らは，この

PVBH英と GA，l.8 ジアミノ -4 アミノメチ/レオク

タンを用いて，尿素7) ATpS)， l:::トアルブミン，アセチ

ルコリンへ等を測定する微小バイオセンサーを開発し

ている。ここではその例として ATPセンサーの製作万

1μm 

ト→

凶 2 PVB膜の表由

法についてしめすへ

まず， 0.1gのポリビニルブチラール， 1 mlのl.8ージア

ミノ← 4 アミノメチ/レオクタンを10mlのジクロロメタ
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ンに溶解し， ISFETの表面にマイクロジリンジを用いて

滴ドL. 8時開放置して膜を形成した。次に 5%のグル

タルアルデヒド水溶液rl'に室温で8時間浸i責した。この

ISFETを 5mg/μ Q ATPase (好熱菌由来)中に

4 'C24時間没漬し ATPase凶定化 ISFETを製作した。

これを用いて ATPを測定したところ， 0.2-1.0mMの

範閲で測定が可能であった(凶 3)。
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f2': 0.2 mmol.dm-a 

図 3 A T PI乙対する応答

1) -3. 'I~導体作製技術を用いる微小酸素センサーの製

作とバイオセンサーへの応用

クラーク型般素電傾は，これまでバイオセンサー用ト

ランスデューサとして多く用いられてきた。これはこの

種ーの酸素電極が常温て、安定に作動するセンサーの 1つで

あり，水溶液中での使用に適しているからである。また，

同体電解質酸素センサーや半導体酸素センサーがネルン

ストの式に支配きれ， :uカが酸素濃度の対数で決まるの

に対し， クラーク型駿素電極は，出力電流値が酸素濃度

に比例するため，わずかな酸素濃度の変化を調べるには

布利である。従米の酸素電極は，ガラスまたは塩化ビニ

ルの容器の中に，金属電極を挿入し， KOHまたは KClな

と、の電解質水溶液と共に，テフロン等のガス透過性膜で

カソード電極近傍を覆うことにより構成される。これは，

14:ずつ手作業で、作っており，高価であるだけでなし

微小化も困難であった。

そこで申請者らは，半導体加工フ。ロセスを利用して微

小酸素電極を構成した。 10)そのプロセスを図 4，こ不すo

(1)シリコンウエハを熱酸化し前面に厚き0.8μmの

SiO，層を形成する。

(2)ネガ型フォトレジストにより Sio，のエッチングノfタ

ンを形成し，フッ酸/フッ化アンモニウム緩衝液中に

てSiO，をエッチンクーする。



(1) Si-{二二コ¥SiO

て〉

(2) 込dJ (7)1?Jdl 
そこで次にこれにグルコ スオキシターゼをグルタル

アルテヒドとアルブミンを用いて回定化したところ，グ

ルコースセンサーを作製することができた。 iUIJiζ範聞は

り.2~2mM であった。 (tヌJ 5)。

勺 勺
200 

4 
アル￥ン円安Caゲル

十O目 lMKCI

区2
。

れ由
vh・』@ド

k
d
o

に〉

{ 

4 
c 
v 

'" 的
'" 。t; 100 
0 
司

(R) 
(3) 

全i屯鰍フ寸ト行ジスト肘

¥_.L  (9) 
(4) 判、ノ“k

Siー十、J L>SiO， 
勺

2 3 4 5 

(仁己r;~
Glucose cO<lcentration (π1M) 

|刈 5 クノレコースlこ対する検号線

(6) F¥:)j ←宇方，微生物を微小駿ぷ電極に結合した微小三西変化炭

本電極も試作した。これは微小駿京電極のガス透過性膜

1'.にて酸化炭素を資化する微正七物をアルギン酸ケ、ルを用

いて回定化しさらにその上部に方、ス透過性膜を形成し

(3)800Cの35%KOH中にて Siの異方性エッチングを行 て作製したの 11)これを用いて NaHCO，(C02濃度に対応)

なう。穴の深きは300μmとした。次にマスクとして使用 を1.5~3.5mM の範抑l で測定できることが示された。

した Si02層を除去した後，熱再変化により十呼び SiO，屑を

全面に形成する。 3.成果

図4 微小酸素電極の製造プロセス

今j包不してきた様に， 、|主導体集結技術Iを利用して開々

(4)金電極を蒸着により形成する。この時に，常治性を改 の微小バイオセンサ を開発することができた。これら

善するために， クロムを最初に蒸着する。 のそンサーは医療JlJ埋め込みセンサーのみならず，食品

製造フOロセス用センサ--環境モニタリング肘センサー

(5)ネガ型フォトレジストを用い，異方性エッチングで開 などへの適用も可能とするものであり，本研究成果の諸

けた穴とパ、ソド以外の部分にレジストパターンを形成す 分野に与える波及効果はきわめて大きいものと与えられ

る 。た。

最後に，本~JI')E をこ従肋 l貞いた'1 1谷電子Hì!!リ技術保興

(6)この基板を O.lMKCQを合む，アルギン峻 Na溶液中 財団に厚くお礼Ijlし 1.げます。

に浸漬する。この時ネカ型フォトレジストの部分は疎水

性であるため，基板を溶液から引き上げると，孔のqlに 文献

のみ溶液が残る。 1)軽部征夫(編・著):ノ〈イオセンシンク〉昨学出版，

1988 

(7)次に O.IMKCQを含む CACQ2溶液に浸漬L，ゲルを 2 )幹部右E犬‘バイオセンサー，共立出版， 1986. 

固化する。 3)Karube， 1.， Tamiya， E.， Dicks， ]. M. & Gotoh， M. 

: Anal. Chim. Acta， 185 : 195， 1986. 

(8)力、ス透過性膜をゲル上に被覆する。ガス透過性膜とし 4) Tamiya， E.， Karube， 1. : Sensors and Actuators， 15 

ては，ネ力、型フォトレジスト膜やシリコン膜を用いる。:199， 1988. 

以上の様にして作製した微小酸素電極に 0.6Vを印加 5) Gotoh， M.， Tamiya， E.， & Karube， 1. ]. Mo1 

して検量範聞を調べたところ， 1~7.9ppm(2TC での酸素 Cata1ysis， 37 : 133， 1986. 

飽和濃度)の範囲で良い相関が得られた。 6)Gotoh， M.， Tamiya， E.， & Karube， 1. : ]. Memb. 
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盲人用図面認識支援システムの研究開発

frJ!'j'Uiirれれ l片足大γ卜''f:-r'm助教段大 l河 井

1 .まえが‘き

人間が外界から得る情報の大部分は悦党によるもので

あり，文字や図・絵の認p哉，定i¥，ーと移動のための宅内外

環境の認識において視覚は重安な役割を来たしていゐ r

視覚機能を失った人々(約357f人(成人)1980'ド2fJ 厚

生省社会局調べ)が情報を獲得する子段は非常にはい)U，

近年の技術の進歩にもかかわらず視覚代行装置の似1"先・

開発は満足なものではないc

地図や回路図などの図面は，社会生活や学校教育にお

いてよく登場し，重要な情報形態であるわそこで，われ

われは，富人が図面を認識するのを支促するシステムの

研究開発を行った。

2.研究内容

2. 1 システムの概要

システムの概観を写真 1に示す σ 対象|斗l白iをCCDカ

メラで撮影する。メモリボ ドに言己主止された|由ii象を，

ソコンで処理し，図面のもつ情報を抽出するしそのれ';.~

写真 l システムの概観

①カメラ ②モニタテレビ ③ノfソコン

④触覚ディスプレイ ⑤情報獲得キ

に}去っき，触覚に適した情報(同全体の構成)を触覚テ

イスプレイに去/J~する。使用名はまず触覚ティスプレイ

会指でた査することで同曲l全体の情報を得る{ヲもし指で

押している部分の詳しい情報を知りたい場合は，触覚テ

ィスプレイはディシタイザの機能を;}j'するので，情報獲

f!}キ を押すと，合成古声でその部分の情報(凶を構成

j一る側々の要素名なと)がヌIすされる。

本ンステムの特徴は 11コンビュータによる l当面認識

というンステムの知能化と， 2) 触覚・聴覚という被数

のモダリティの長適利用， さらに， 3) ンステムとのJj

~Mj(J な J栄作二か、可能なことである

2.2 凶r(u処理

凶面には， [口l路阿， j-也同，プラント|刈など多いが，本

研究では百人が電気の勉強をする場合を;考え，電気M協

同をi望んだ。土、j象は 般の+:に掲載されている|口l路同と

し今川は「交流電源， I白流電源，コイル， コンテンサ

， tlHic，端 fJで構成されていて，閃rM'j'に文't:ヵ、な

いものとする。

|刈面の処E聖子]Ij員は同 1，ニノJ;すとおりであり， a) の電

気川路同を入力 jると、線[:;<1形 b) に変険して['xjrIiI，i2、ぷ

c 1を行い， d) にように触覚ティスプレイに過した11;

に変険される。 d)の思JL.I土ぷ子(分岐点を合む)で¥

配線音[1分がので夫されている。

この子JI[員により 26の凶路[:;<]について実験したところ，

すべての川市iを認識し， 16X16の7 トリソクスぷノJ~への

変換までの所用時間は約50秒て戸あったコなお，電気l口出品

[:;<1以外の他同I削については同 1の fjll自を対象図面に汁応

したものに変換することで適応できる c

2. 3 情報提7r~

2. 3. 1 触覚ディスプレイ

触知覚には能動的触知覚と受動的触知覚がある。時ij荷

は点字を読む場合のように使用者が子や指を動かして知

覚する方法で，後者は触覚刺激物の振動により知覚する
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d)変換後の回路図一一J

図面の処理子順

方法である。手のひらや指先で 2次元ノイタ ンを触知覚

する場合，能動的触知覚が受動的触知覚よりも一般的に

優れている結果カ、報告されている。そこで，本研r先では.

凸状の触覚刺激物のパターンを使用者が指先で自 [1jに走

査できるような触覚テ"イスプレイ(写真 2)を開発したの

この触覚ディスプレイは， ピンが 8x 8の7 トリソク

ス状に配置されたもので，ピンは 2個の小型ソレノイド

により押し上げられる。ピンの高さは 3段階で，高さ 0

は両方のソレノイドがオフ，高さ 1 (2 mm) は一方がオ

ン，そして高さ 2 (4 mm) は両方がオンとなるときであ

る。ピン間隔を狭めるために写真のように 2層構造とし

た。また，ピンの先端部には，加圧導電性コム(PCR)を理

め込み，使用者がディスプレイ上のどのヒンに触れてい

るかを計測できるようにした(ティジタイズ機能)。そし

て，指で触っている場所の詳しい情報を知りたいときな

どに押す情報獲得キーは 3つのキーからなっており，そ

の押し方により音声情報の選択(全体情報，個別情報l，

内容変更(接続関係の有無)ができる。

このディスプレイの特色は， 1) ピンの高きが 3段階

であるため情報を多く伝達でき， 2) 指が触れている位

置を計測するディジタイザ機能を備えていることである。

2. 3. 2 音声出力
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写真 2 触覚テ、ィスプレイ

音声出力の方法としては合成音声出力と録音音声出力

の2通りがあり，前者は任意の文を再生できるが，規則

が夜雑で辞書が大きくなる。後者はその逆で，データを

あらかじめ用意しておかなければならないが，システム

白体は小さい。コスト面と上記のことより，録音再生出

力のうちメモリ効率がよく音質も必要十分な ADPCM

方式 (8KHz，67秒録再生可能)の音声出力ボードを採用

した。

音声出力は次にようになされる。まず，ファイル内の

古声データをパソコンのメモリ上に読み込み，必要なデ

タを取り出して組合せ，音声ボードのメモリへ転送し，

再生する。以 flこ，図 1の図面の音声出力を例に説明す

る。用意するデータは表 1のように回路情報，素子名，

数字など30個であり，これらの組み合せて、出力音声が形

成きれる。例えぽ，全体情報として「閉回路j，I素子の

数はj，I個j，IIOj， I 4 j，無音という 6個のデ タを組

み合わせて， r閉回路素子の数は14個』が出力される。

また，左上のコンデンサーを押さえた場合は， rコンデン

サー 1H同じ種類の素子が図中に複数個あるときは区別

をするために番号を付ける)と出力される。また，接続

関係情報ありの場合は， rコンデンサー l 分岐点 2と分

岐点 3と接続』と出力される。

回路情報

素子名

番号

その他

表 l 音声データ

閉回路， 二端子回路網， 四端子回路網

交流電源，直流電源，
コンデンサー，端子，

1， 2， 3， 4， 

8. 9. 10 
5， 

コイル，抵抗，

分岐点

も， 7， 

が並列なもの，が直列なもの，と，

と接続，素子の数は，個，あり，
なし，接続情報，無音



2. 4 評価実験

電気回路間を触覚・音声どによる主示法の検討および

システムの有効性を調べるために実験をわーったバ

2. 4. 1 方法

被験者は晴限の男子大学生 9人で司全員電気回路[11に

関する知識を有していたじ実験には 5種類の電気u11路1)(1

(閉屈路，三端子網回路 4端了網回路)を使用したっ

日隠Lをした被験者は，触覚ティスプレイ上の'欠出した

ピンを指先で探索し必要に応じ情報獲得キーを fIJl I~ ，

素 f名(例:コイル)などの音声情報を得る c また，恒|

路情報(例 n羽回路素子の数は 7個j)はL、つでも聞

くことができる。そして，Il[iの中に回路[';(Jをう己全に思い

iYのるべることができるまでこれらのやりとりを繰り返し

た後，その回路図を紙に描いてもらう。

このような実験ι触覚情報の 4つの呈示法内J巨木

拡大，縮小，合成』について実施した。【tiノJ~{:去の特徴は

それぞれ以下の通りである

「標準j 素子と素子の問に配線部分が少なくとも つ

ある。

「拡大j:標準より素子間隔が空いているもの J

「縮小J:素子と素子の問がつまっているものつ

「合成」 触覚情報を減らし，音声情報をl甘やす表示(例

えば， コイルと抵抗が並列なとき，それらを

一つの要素とみなして表ぶL，音声ーでそれら

が並列であることを知らせる)， 

また，音声情報として，被続関係がある均台、(例:r抵
抗 コンデンサーと分岐点 2と接続j)とない場合(fl7iJ

表 2 実験結果

a) 日/J'(:去のわかりやすさの結果

被験-d.
表不法

標準鉱大縮小合成

A 4 

B 3 4 

C 2 2 4 

D 2 4 3 

E 2 4 3 
一ーーーー

F 3 

H 13141211  

113141211  

キわかりやすも、ものから 1，2， 3， 4 

b) その他の結果

評価項目 結果

イ)按続関係あり/なし なし

ウ)百戸のみ/触覚&音声 触覚&δγft

エ) [叶路情報あり/なし あり

オ) 全体→部分 全体→部分

/部分→全体

『抵抗j) を， I標準」呈示で実験したコさらに， [口l路凶 3 .まとめ

を音声だけで確認するのと，本システムのように触党と 盲人が対話的な操作5で触覚と音声情報から同而を理解

音声とで認識するのと，どちらが良いかの比較実験もし できるようなシステムを開発L，触覚・音声情報の呈示

た。 }j法およびシステムの有効性を調べるために評価実験を

2. 4. 2 結果 行った。実験より.r触知覚の最適な表示方法は被験者に

図面認識は一人につきーヵ所程度の間違い(素子名， よって異なり，すべての人に共通な方法はない。lr音声

位置関係など)で，ほぽ正しく行われた。全素子数に対 情報は簡潔なものほど良いol r事前に図面情報を与える

する誤り率は 4%であった。そして，実験結果をまとめ ことで認識しやすくなる。』ということが言えたつまた，

たものカ、表 2である。 触覚と音声とによる情報呈示は， 711声だけの I主;r;に比べ，

表 2の a) のように，触覚情報の 4つの主示法「標準， 認識しやすいことが確かめられた。以上のことから，わ

拡大，縮小，合成』に対する評価は，被験者によって異 れわれが開発したシステムを使用することで，盲人は図

なるので使用者に選択できるようにすることが大切であ 商情報を容易に獲得できると考えられる。

る。また，表b)のように 9人の被験者全員カ，.， I音声 本システムは現在フ。ロトタイプができた段階で，今後

情報は素子名だけでよいj，I触覚&音戸で提示のほうが に残された数多くの課題がある c それらの中で重要なも

わかりやすいj，I回路情報はある方が便利j，I認識する のとしては，

手順は全体像を把握してから個々の部分を理解」という ①いろいろな図面を取り扱えること。

結果であった。 ②触知覚により得られる情報を多くするため， 16x 16 

なお，ビンの高き(0， 2， 4 mm) に，もう少し差を 表示のディスプレイの開発。

つけた法がわかりやすいとする人が7人いた。 ③実用化のための，ヒュ 7 ン・インターフェ スの

確立。

などがあり，今後検討する予定である。
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SQUID磁東計を用いた脳髄波計測システムの臨床検査法への応用

uJl'先l'dr:れ l礼i じ)~"f:[)、 γゾリíJ:fJI"J';病院 1lì'1 ftll~けHIJI)J r r!l ヰ1 j;i f[J 

I。まえがき i) 仏J;日訂正気f~l J"l~ c7λ;判r!hとそのI!/、[人l除去 我々はまず司

人聞の脳ではその電気活動にíI'ゥて似せりであるがM~ 界 SQUID (米国 BTi 社製 dc~SQUlD， 三次行投分1!~ "を周

が党生している こHらを以IJ定することによ j てF主体|人j いて環境政界のノイてスヘクトルをilliJ定したのその結栄司

の電気活動を推定しようといっぷんが， SQUID' Miu、半 判定の周波数にビ ケをけっノイスが多数検出さ jしそ

量 rr沙素 nの開発によって段ilJ:急速に進歩してきた れぞれのヒ クの!l¥lJLII与をIjや的宇佐の)jlilj性などを?詳細lに

頭皮表面1て悼式十;'f1i)される電気信 ¥j ()Ii~;'皮)は!民主計i という 検討しんコ f;}，}-JlJ， !ill物の'官制民主t地 1没のモ タ の|口|転

絶縁物を介してil!i)定Lているが， Uì~磁波は口氏品~'Ilの 1~;~.~:{ による的気ノイスが大きく彩饗していることがい)1円L，

を受けない二この破界をモーメントとしてJ;J!えることに 以後のiWJi:Eでは， 多くのホンつが{亨 IL-tる深夜に，きら

上り，脳内活動電流の発生源を逆推定できる しかも，)1 に残 1)のホン 7 L -'II:)!，'，' I1 して l~t -)などすれは， i!liJ定に

接触的に推定可能で主体に刈してま勺たぐ此裂を))[[え ;f' L ;じえないれI伐の的父山抗をf!jることが可能ていあ/ノた、

ないという利点、もある ii i JlJ，j心 I，'B;'1%数に fTわせたつィルタ の:改定 我々は、

本研究の 11 的(土，現11:実験段階にある 1lì'1~山皮 iWJíじ lHI:r テータJf，[11 込ふのj:~~と，テータイ/l日I! の lmにそれぞW，サ ;I li:

をー歩前進させて，実際の臨床の場において使11)可能な 数lIJ変111!のイ日比ブイルターを内政)IJい，関心l己m数を絞

iji<J磁波計ìWJ システムを構築し臨床応!日のための，;~~ミ 1'1 りながら q その他のノイズを I;~;L した

を抽出することにある iii) lid 辺機器からのノイズの除去 テ タ処f'l!にm，、

るための周辺険協それ['[休も 'JgUJ な 1滋気ノイフ~';.';~[と!茂リ

n。研究内容と成果 件る〉したがってテタ取り iふろの|添に(土、必要M:!!UJt

(1)政気シールド三を用いない脳{滋界，ijiJ!I)ンステム の行民総のみをi'動かせ唱しかも SQUIDからのil'l'離をおく

臨床施設での脳級界計;'Jli)システムの愉築に|弘jしては， なと\その l~c; tt:J~j所も引当、する必要がある J

将米は高性能磁気シールド主の利JiJが望ましいと与えら lY) ンス平ムイ;':Wの 1 ，1;1 イ n~dìjJ のfJ:\;;'~x 同 j立政 ~{)~1J~'lの

れるが，土見イLのところわが国でこれをのーする臨床地I12l土 江!IJ'，ιグ〕際、張所を 1，';1)じする'ギJfiの[rljきなとによ 1)，;) Hχ 

ない。もう一つの方法としては，惚数の険H~ コイ 7しそ中11 以トグ)!Jb、l，';j;)主数におけゐノイ犬、の怖が変動することが

み合せて(グラティオメ タ )外音1， 1滋界グ)景~!.ffW を取り 1'1)1りした、これは装置の1<"i1千diuljiIJ数によるものであり，

除く方法がある}誘発脳政界に関しては平均加訴という ヘリウム谷持(dewar)の傾きを変化させるなどにより‘実

ノイズ処理を併用できるため，餓気ンールドなしの環境 際 lぶしぶえない干山芝に IJ~; w，xできた

ドでも測定されているJ しかし平均加算が難しい['[)clJi'l y) 簡易電磁ン ルドネの利用ー通常医療施ぷなどに

磁界の測定においては， jiiJ~めて山 !ctti な高'Iil:能磁気シ /L Aittされている脳波illiJ7t肘の1E政ンー J[.， 1、宗は，{iH気ノ

ド室を使用するか~必気雑音の多い rti街地を速く雌れた イスに付してはほとんと効力を持たないが， SQUIDの

場所で測定を行う方法しかないとされ，一般の臨床地I没 作動に~~;悼する電気的な高周波ノイズを減らす効果をイJ今

では利用不可能と考えられていた。それゆえ，脳石仏界再十 している p これを併用することは有IIJである。

沼iJの臨床応用が遅れていたとも百えるの 以上， ll'Jjd陀能磁気シールドネがない条件ドでも測定条

脳磁界計調1)の実施に当り，今回考慮、したのはおもに以 件を工夫することにより臨床地設で、の脳磁界計測が可能

下の 5点である。 であると判断されたが， iWJ定時五1)が深伎でなけれは、詳し
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いなど制約が多く，将ぅ|去の本格的な利用にはやはり山1'1

能の佑気シ -I~ )、宅のぷ置が望まれるところである

(2)時眠時制活動の脳磁界計測による研究

脳波と船ú~.設界の litjß寺測定システムを構築し司俗宗な人

での略目民活動をモニターした。そして従米は1削除宇佐で[土

測定できないとぎれていた入眠時睡眠中方iJlfi皮を )tμ州司よ

く検出することに成功した。

睡眠中右錘波とは睡眠[11)工脳波に出現する特徴的なノ、ァ

ンであり， I司ィ皮書士は 12.5-16Hzで長頁I頁音f，1二主として H'I

J)i.寸る。神経生理学的には不明の点も多くそのJc'U，;iに
関しても議論が多l._) 従来の頭皮上脳波のみならす )'1<:

ifrでは深部電極を用いたiWJ定なとにより，発守二メプ7二 7;'

ムに関する研究がなされている。一万脳政界による刊究

では明日尚磁界では睡眠紡銑波はほとんど検出できない

(Hughesら， 1976)"との報告以降，二子が付けられていな

かった c

我々はまず.電子技術総合研究所の磁気ン ルド本内

て、測定を行い，日貝w部の頭皮に垂直な磁界測定において

紡錘波を高頻度で観測することにはじめて成功した 先

に述べた Hughesらの実験では，脳政界の測定点が側め

て限られたものであったために睡眠紡錘波を見治として

いたものと推測きれる n さらに，我々の実験では，月比Jィ!え

と脳磁波のどちらか-)jでのみ山現する紡錘波の存在か

強く示唆され.その機序について興味が持たれた

そこでつ大の実験として，脳波と脳磁波の測定点.，[[IJ定

時間を増やして睡眠紡錘波の出現の空間分布を検討した

この際は，先に開発したシステムを用いて，磁気/-}し

卜宅を用いない通常の環境下でiJ[IJ定した。被験者は 3人

の健康な男性である。コントロール条件下での環境雑音

は 6Hz以上の白色雑音域において 25fT/Hz以卜ーである、

被験者は非磁性のテー7'"しに横になり頭部を粍く同定き

れ，間服し動かさないようにと指導されたリ銭界の険tH
コイルは Iチャンネルであるが，セッションごとに場所

を変え，頭皮 l:の1よい範闘で測定したコすなわち:3彼験

荷それぞれにおいて， 11， 8， 4点であるのそれぞれの

セゾションにおいて覚醒時と睡眠時を含めて30分ないし

60分の測定を行った。 睡眠紡錘波の数を視察的に数えたっ

睡眠紡錘波は以下の 3条件て抽出現した 3

a)脳磁波と脳波て引同時に観測された場合.ME→ Spll1-

dle (Fig.l) 

bl 脳磁波にのみ出現した場合。 M -spindle (Fig.2a) 

c) 脳波にのみ出現した場合。 E-spindle(Fig.2b) 

Fig.3 に脳磁波における睡眠紡錘波の空間分布をノJ~すO

ME-spindleとM-spindleは頭頂部付近で高頻度で観

測された。頭頂部から離れた測定点では，少数の ME-

spindleとM-spindleが観測されたの良〈知られている

(吋同ιヘ

ト可l日 1 An cxample of " spindle burst 

df'tl'cted simultancolls!、in (h e I¥m G  ( C z ) 

dlld ト':I':O(Cz-A2Iwitholll (h" aid of rnag-

11(' t 1 c 'Sh 1l' I d 1 n日 Becor'dingbλnrlwidths“f 

1': 1，:< i and九lEU a，，' ()5 11χand 1 -30 11χ 

r'、pcct I、，，1v 1心)r :1!l;tl、句 r，も， I""，，!w I d t h s 

，， 1 EE(i'λn d ¥11':(1'ι11い 10-16 Hz 

Fi日'2 Di fferencc i n (he t ime appear一

社n(:('of spindle bllrs(s in EEG and MEG 

(iJ) and example ()f a sleep spindle burs( 

de(cctcd 司 lone in MEG without cornparable 

EEG activity. (b) iJn exarnple of a sleep 

splndlc bllrs( detected alone in EEG 

wi thout cornpal礼bleM日G activity. EEG 

7and7':Cz-A2 

EEG 1-13: bandwidth 0.5-30 Hz; 

Ca 1 100μV， 1 s 

日目。 7' ・ bandwidth 10ー16 Hz; 

Cal 50μV， I s 

MEG( Cz ) : bandwidth 1-30 Hz; 

Ual 1，2pT， ls 

MEG'(Uzl: bandwidth 10-16 Hz; 

Cal 600 fT， Is 

ように，脳波における睡眠紡錘波は頭頂部に集111してお は互いに似通っていると言える。しかし，脳波と脳磁波

h 脳波の紡錘波も脳磁界の紡銀波も空間分布に関して とで紡錘波の出現のタイミングにずれが生じることもあ
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EEG-apo-‘'・。 MEG-~ 

/〆《コ、、

"'G・岡山"日

FI日 1 月P"t 1'11 d 1、tr 11>11 t 1川 1()f 円p[Ild I (' 

l川 I、1メ il1 ¥IEC The "hole circlc (100'ぷ)

[nd 1 (';1 t (¥吋 th(' IILlJl1hcT り f t(lt什 lトjJ<jU

、JlI[1(II，.、 111 {'山 h sぐ凡日 i()11 (11=247Ifil "， 
<;l1bjl'cj I~ ‘ 11 ，1\ -205'45 in 日lliIJ，'c t :-;.入，

and 11ニ 91' 15 i n s 11 b J l' C t "1， t¥ . ). Th十

れ h 111' 月ド cto r I nd I (汀 t('只 thE' fllllllbt弘 r o! 

s 1 -(白) sp 111(11 {、 s record('d 只 Il11ult<1I1{'れ11S 1、
[n both ;¥，IEO 山】d Eト，jG. Thc hlack s['ct川

1 nd 1(礼 teお ら 1，，('1' splndlcs dctcct，.dλlOl1t， 

in I¥fEG withOl1t c叫 IIp:!1λhI {' E l'~(} ;} c t i v 1 t、.

ることに関しては新しい考えが必要で、ある 1

Fig.4 t¥ hYJl()tl口、 <:;1お t() ぐxpla "， t hr 

dlff('r {，Il Cf~ 111 thf' tllfl(' ;lIJpl':lran(じり l

Spil1(llc tlllfstS in I~ 日(l al1d '¥11'j(l.υ) lf 

ら lecp splll(llc act Ivl t、is con f i n引 1jo " 

S 111'1 I 1 por j 1川 1() f t hc cけ rtf'Xl It m;ly bc 

dcjectahlc bv i¥1日(} but undetpctλb 1 [' bv 
色

川 λ1p f，j!<:U. b) 1 f s 1山 p splndl 円汀 rc

;jct 1v(' Itl a dc(， pl'r structup' 日L1(• .'h ;1日

th" 1 amllち 1 t ht，y !Ilλy iIe dctcct:Jblc iIy 

EE(} ()v('r a widr 礼 rCλ()f 日C;IIl'川¥， ln日 Iけ

v() Il1I11(: COlldl1C t I川 1bL1 t 11lldt， tドct"iIlc by 

九1E(l. c) 1 f " W 1 dc‘ λrt';l ()f tht' ('()rtex JS 

;1(; t 1 vλl引 1by 汚pindle只 in t hc [Jr<ep，' r 

日tf 11 C t 11 f(ι1 splndlc bl1rsts mλv 1)(' detec 

t "b 1 e bv 1州 th i\ H~(} (llld おじλ1p EE(i. 

一般に，脳波と脳政界とは立し、に iji'll人jグ)電気[ドJな治到IJ I周の電憾で紡?をi皮がとらえられたとしても.脳儲界に対

をi原としているという点で共i丞しているが，厳常にその よる volume currentの関与が小さければ IJi日磁波では伝

泌を考えた場合かなり~なったものを反映して L 、ると考 サをとらえられない

えられている。すなわち，脳波は伸妊治動によって '}(';'I @ 脳1架t郊の紡休刊えにより皮質がIl、く活性化される

した細胞内定流を観察しているのではなし細胞外に党 (例えは悦床皮町路の間 Ij-)七 IH'I;Iえと IJì~ 磁界の|山Ij nで

生し広く頗義内外に分社iする千五憤電流(volumecurrent) ~;J~，ÿに紡維ィ!えが在日， illi) される

によって生じた頭皮 Lの電位差を測定している この符 この仮説は司 j;t米の紡錘波の発生機序として考えられ

積電流は頭部の組織問の辱電卒の遭いに強1~、 μ響を':2: 1 t. ている符況u床未のぺ一スメ一カ一;説:託足とも大きな矛)盾首がない「

たとえば

皮上脳j波皮に出現しない士場若合もある!逆些に IJ脳Ji悩i尚泊の深f部f日日l日;てでい〆"正凶1似4か i定ζしたといつ j過sil、の;7=恨11;+行tにおいて' 日頗良皮上の1脳品尚山(!{イ波皮に1崎毛削1収民

から離れている部位て、の電気i泊丙動で、も 1斗f主φ じた、vo叶)汁lume 幼3鋒事j皮が山現しなくとも大脳皮質内の深部電極で観測ロI

currentが充分な電位差を頭皮上に作れは¥脳波として 能な睡眠紡錘波が1i(tすることも ri，~，められている。

は浪1)定可能である。一万， ij仏政界の源は脳波とはまヮた 以上，我々が成功し た睡眠紡銑波の脳波・脳政界同時

く反対であり，細胞内電流の関与が大きく vo]ume cur- ポ1)定は，脳波とlJi'lv.弘波の本質を理解する 1:で、貴重な情報

rentの関与は小きいとされている。さらに脳峨界と脳波 を提供するものと考える。

とを比較した場合，脳磁界のJiが大脳皮質のより小ぎな (3)脳磁波によるパターンリバーサル視覚誘発磁界の測定

範囲での電気活動を拾えるとの推計もなされているつ 従来のパターンリバーサル視覚誘発電伎では，視覚刺

以上述べた脳波と脳磁界の発生似の違いを考慮、 L. 激からおよそ 100ms後に，後頭部を 11'心として陽性波の

我々の測定結果すなわち脳波と脳磁界における時限紡錘 ピーク(PI00)が出現することが長11られていた。 PI00の禿

波の出現のタイミングの食い違いを読明するための仮説 宇部位は第ー次悦覚野と推測されてli¥、るものの正係に

を提唱した(FigA). は証明されておらず，脳磁界による測定ヵ、解決の糸 I1に

① 睡眠紡錘波の源が頭l頁部付近の大脳皮質の狭い範 なると期待されてし、る。今回我々は，磁界ノイてが少な

囲にあり，これが頭皮上脳波で検出できなし、ほど小さい い発光ダイオードを用いた脳磁界用のパターンリバーサ

ものであっても，脳磁界て、観測できる可能性がある。 ノレ視覚刺激装置を開発し， これによる視覚誘交磁界測定

② 脳の比較的深い場所(例えば視床)に紡錘波の源 を行った。その結果，脳波の PI00に A 致して脳磁界 r:で

があり，これが volumecurrentによって頭皮iの広い範 も明らかなピーク(FI00)を認め，さらに興味深いことに
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ボIJ定部位によって， F100の極性が反転する二とがわかっ 医学生理学の研究部門のみならず，理工学系の研究部門

た(Fig.5)。これは P100の発生部伎を推定する卜て1非常 との情報交換を行っており，将来の本格的な脳磁波計

に興味深い所見である。 (neuromagneticimaging by SQUID-CT)の開発に寄与

P100 
F100 

Fig.5 Sirnultaneol1日 record1ngsυf

p<lttcrn reversal visllally evoked potential(¥Eド)

川，，1，川口n守 ticfield(VEF).InVEI'， tlH' 

1'0 s i t i ve pC"" () fλbOllt 100 rns (1'100) ;lrt' 

rf'm3rk汁 hl"at a wlde <lreδof OCCI[l1 t;， 1 sぐλ1[l. 

In VRF， the direction and rnagnitlldc け fma日nC1 I ( 

f i (' 1 dλt thc pcak of 100ms (F100) is difff'rl't1t 

311long the rncasllrClIlent points. 100 respon月?お

werc averagC'd. i: inion， L: LO-Fz， 1¥.1:'¥10-1<'χ ， 

H:nO-Fz， C31. 25/lV， 47fT/d ハ.

するものと考える。

最後に，本研究をご援助いただいた中谷電子計測技術

Jt~~~財団に厚くお礼申し上げますc
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(4)おわりに の距離減交，第18回日本脳波・筋電図学会， 1988年11

以上述べてきたように，我々は超伝導量 I-干渉素 f 汀11[1-13日。

(SQUID)を用いた脳的界計iWJシステムを i磁気シールド (8)'t'型信手口ー賀戸 久:脳磁界測定の現場から。第 4Ulj 

を用いない通常の臨床施設内で稼働させることに成功し 日本生体磁気学会， 1989年 6月2日-3日。

た。この手法を用いて，まず白発脳磁界計 ;~II分野におい (9)中里信和，関薫，吉本高，ふ畑中啓作脳磁波にお

ては，従来とらえることができないとされていたn日磁波 ける睡眠紡錘波の頭皮 l二分布。第 4凶H本生体磁気学

l二の時眠紡錘波の観測に成功した。さらに，発行夕、イオ 会. 1989年 6月2日-3日。

ードを用いたパタ ンリバーサルネ見党刺激装;斤による枇 (10) Nakasato N， Hatanaka K. Seki K， Yoshimoto T， 

覚誘発磁界の測定にも成功した。 andKado H : Sleep spindles in magnetoencephalo 

これらの手法は臨床脳波学的検査のすべてに応用可能 graphy and el巴ctroencephalography.The 7th interー

であるばかりでなく，脳波の発生メカニズムの本質にせ national conference on biomagnetism. 1989， August 

まる知見が得られる可能性を有している。 14-18

IV. まとめ

今回の研究によリ，我々は SQUIDのエンドユーザー

としての立場から，今後の脳磁界計測システムの開発に

あたって必要な多くのパラメータを抽出できたラ現在，
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網赤血球言十数の標準化に関する研究

研究責任行 大阪Ili_，、工大学医'山 J!ll 之

共同研究お 大阪I打、工大''1・医学部臨床検在医学教本研究H 日I 泉

大阪rli_¥1今大'下医'''t部臨床検1t1史学教主研究H 里 ま す み

大阪市、工大7:1医学部臨床検11'医学教本研究n 文 谷 美 之

大阪市立大中[l;~r''t-tf日臨床検公医学教えf研究n i頼}i 日 !i有山、

10序

*tt]，Jl;J血球 reticulocyte，土亦月二J:1¥が成熟，脱核した後で

成熟赤血J;J<になるまでの期r:uにある m-RNAを多lA:に
有しヘモグロビン合成能を有ーする細胞で、ある。ヰミ梢JflJ.l11

での本細胞の増加は，赤芽芽;球泣I血fI虹l比1能の克進を〉示I式=すもので

あ iり1)，入' ノ本トド料二改品細田胞の算定はこの造血能を知る最も筒易な T
のひとつてでで、許、ある 1)悶2)L。

貧血の患者の状態は， CBC (全JfIl算)の1[1(およびその

値の変化で、知ることが出来る。新生亦 JÚl球の~加は，

CBCにおいて，赤血球数，ヘモグロビン，へマトクリッ

ト， lVICV，および MCHCの変化でとらえられるはずで

ある。しかしながら，その精力Hは，制亦[L且球分手[Jのよう

な悩端な場合は別として，通常みられる造血能/c進で、は

阪めて小さし計調IJ精度内変動として見逃きれる程のも

のであるため，臨床的有意差を見つけるためにはw論的

にも 10円以上の CBC変化率を観察しつつ‘けなけれは、な

らなし刊。これに対し，網赤血球数は CBC値とはd1¥立し

たものであり，決して CBCで代用されうるものではな

い4)7)。このような湾巾から，絹赤血球数を j卜何人かつ，

中市'併にiWJ定することは臨床ヒ傾めて垂要であると考えら

れる。

2.網赤血球算定法とその原理

網赤血球とは，ブリリアントクレシル青 (BCB)また

はニューメチレン青 (NMB)などの染色液で緑青色に染

まる網状頼粒質 (substantiareticulofilamentosa) をおn
胞質内に含む赤血球で、あり，その物質の細胞内容量は細

胞成熟と共に減少し網赤血球は遂には成熟赤血球とな

る。 4)5)

この網状物質を染め出す色素は 1コ以上のベンゼン

核から成る色原体と， >C二 Cく， >C二 N一， >C=O， -

N二 N一， >C二 Sなど二重結合をもっ発色基と，

OH， -S， 0" -NO" -SO" -NH， -NH" -NH 

(CII3 )，などの助色基から成 1)，J"t色基の二重結合により

'k，線が|吸収され，その余色が|占|イ1色調となる。ここで助

色壊はj卜に荷電することから， ニtlらは tZI~基性色素と祢

される 6)り

MtJ ，}J; [f[[J;1¥染色にこれまで用いられて米たものは，アク

リジン. c¥サンチン，チアジン，アジン，ンアリールメ

タン， トリアリールメタン，オキサジン， メチンの各悼

の色ぷであるがいづれも共通するのは出基性色系として

作川することであり，これらの1I1で通常臨床検任に!Hい

られているのは， BCB， NBM，アズ ルB，アクリジン

オレンジの 4 稀であり，いづれも同めて ~i(似した化学構

i立をイiしている(1ヌ11) 7)")。

キI;':J介、[f[lL1¥は， Heilmayer 0 )¥"では 2丞鎖の DNAと単

似の I¥NA， 1 1¥1)以上の成熟7111では RNAのみを含む。こ

れら絞酸の1'0，がれに 41jIE し JI~に荷電した色素分 fーが

1'11'屯的に結合 L， メタクロ 7 ジーを'-j:_じさせる。ここで

の粘介はイオン強度， pH， )，~質・色素濃度に依-{jすると

11;]lI，Jに，絞般のランダムコイルの采軟性により色ぷ分子

はflU/に凝集 L，光，γ下tゴ([甘ケ例，性|

い Jてご什{行jμくυ この iJtイト!支は電離のW'I'I:の斧によって異なる

ものの，通常)jj1，、る色ぷでは， I¥NA 0 色主主俊介体凝集

物， すなわち網状構造物を，幼 ~'1:亦血球内に人工的に沈

澱させることとなる。そして制亦JfIl球染色に用いられる

色系濃度はその細胞を傷害することから，本染色を超生

体染色と表現することは lEしくなしゾ)8)。

J;)，:-(I:，網亦血球算定法は主として伝統的万法でもって

行われている。全[f[[を染色液と混合，静置し網状物質

を沈澱させる。これを力、、ラススライド上に伸展しその

ままか，あるいは対比染色し光学顕微鏡下で観察するか，

ガラス計算憶に細胞浮遊液を入れ算定する方法がとられ

る。この網，jf;血球の算定結果の極めて不正確，不精密き

は諸家の指摘するところであり，このまずきが司折角の

網亦JfllJ.求数の臨床的重要性を失わせる結巣をまねいてい
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図 L 網赤血球紫色l乙JtH、られる1::要色素

る9-11)。

3 .網赤血球算定法の問題点

% 

100 
% 
100 

不精密性の検討結果が凶 2， 3， 4である。似12'土算

定細胞数の問題(臨床検室用は通常10001阿赤血球算定を 80 

!以NIJとしている)，凶 3はウエッジ法およびスピナ一法に

よる網亦血球数のバラツキ，凶 4は1.4%および4.3%の

綱亦血球を含む 2標本についての技師間足をみたもので

あり，網赤血球数の不正確さ不精密さはこれらの諸要国，

すなわち，検体差，染色法，標本作製法，分析方法，そ

して細胞判定碁準などの諸因子によりもたらきれるもの

であることを実験結果は如実に示している。と同時に，

網亦血球数算定法の標ijt化には，これらの諸問題を r寧
に Iつつ、つ解決して行かねばならないことを教えてくれ

る。表 1にはこの問題解決の基本となる網赤血球数算定

の基本手順を示す。

染色結果の比較は，当然のことながらカラス標本上の

細胞の分布，変形度，i~色性で決定される。この判定は

観察持の視覚により大きく左右されることになる。ど 7

しでも主観的にならざるをえない箇所を除いて， 可及的

に大部分の子技を客観的に行うようにした。細胞につい

ては，分布としてチラパリ，細胞の重なり，変形度とし

ては，細胞形，辺縁の状態，ピンホールや亀裂の有無，
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関 2. 従来法の網赤血球算定法の測定値の変動

(外図) x軸;分析観察した赤血球数

Y軸;反覆測定した時の網赤血球数の変動

(内図) 4種の標本(ルーチン法で 0， 0.3， 

1. 4， 4.3勿)の 1000個赤血球分析，

反覆測定のC.V.値



ウエッジ法 スピナ一法

lヒゴ| ~二栄2J
，全平均を 100%として 全平均を 100%として

150 % 

l-+---I----1 
100-i---!一一量一昔ー一?
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図 3. ウエッジ法とスピナ一法の観察視野による

網赤血球分布のバラツキ

網赤血球

14%ーァ 4.3% 

技師AI技師 BI技師AI技師 B

4枚のスライドを 11.61土0.1011.33土0.1313.58土0.1512.83土0.28

観察した時のパラ

ツキ

l枚のスライドを 11.63主0.0311.29士0.0913.58土0.0512.80土0.12

反橿観察したとき

のC.Y.

図4. 技師間誤差，標本間誤差

網状構造については，その染色度，構造，出現率などが

主な観察ポイントとなる。

4.予備実験

Reference法は多くの技師に同意きれるものでなけれ

ばならない。そこで，この基本を米国臨床検査標準協議

会で基準となっている H16-Pおよびそのもととなる

Brecher法に求めることとし，さらにわが国の臨床検査

室の現状を考え表 2-Cの如く，多少の修飾を加えた。

ちなみに，前回の実験結果から，標準作製はスピナ一法

とし分布誤差を，池浸x1000，対物X10，ニコン生物顕

微鏡，使用スライドは松浪硝子製，プレクリーン・diff用

グラス (76.2x 25. 4mm， 0.9-1. 2mm厚， Frosted)を用い

ることで標本観察誤差の縮少を，そして血液検査室に勤

務する 2人の有資格臨床検査技師を予かじめ準備した20

枚の網赤血球染色標本を交互に観察きせ，データを比較

1.金生笠宝(抗凝固剤，採血容器，保存条件，

l 病的検体)

2. 染色

寸五液(色素液，濃度，稀釈液)

染色条件(温度， pH，時間)

標本作製(スピナ一法， ウエッジ法，

乾燥条件，直接観察の可否)

対比染色の必要性

3. 観察

I (油浸/乾燥系，細胞認識基準の統一

I :コンビュータ/モニタ -TVの使用，

| 分析細胞数)

4. 記長記報告

5. その他

(自動法との対比， Q Cほか)

表1.網赤血球算定基本手技

し，技師間誤差の縮小をはかった。

(A -1) 色素選択:0.5%ニューメチレン青

(NMB) 12)14)， 0.5%ブリリアントクレシル青

(BCB) 1べ0.5%アズールB(AZB) 1印刷を用い，臨床

検査室で，正・高・低網赤血球比率のサンプルを各10検

体 (EDTA.2K血)を抽出し，その染色性を比較した。

各標本を 5点スコア方式とし細胞変形・傷害性，染色性，

綱状細胞出現率(出現最高値を100%とする)，細胞質と

の対色性の 4項Hにつき評価，結合評価したが3者間に

有意な差 (P<0.05)は認められなかった。ただアズール

Bは染色性がややおとる傾向にあった。

(4 -2) 色素濃度:一般臨床検査に用いられている

NMB， BCBについて， 0.25%， 0.5%， 0.75%， 1.0% 

の各濃度で、の染色'性について比較した。この結果は， 0.25

%では染色性は不良， 0.5%以上は不溶性色素の量が多く

F紙上に沈着する比率が高くなり，染色性は0.5-1.0%

で有意の差(P<0.05)はみられず，色素量0.5前後て飽和

されるものと考えられた。

(4 -3)塩濃度:染色性は，色素液の塩濃度や 2価金

属イオンの影響により変化する。まず高張条件(1.

34M)，低張条件 (0.625M)の2種を諺酸カリウム量を変

えることで作製し，等張対照と染色性を比較してみた。

高張条件では，赤血径は縮小し，へモク'ロビン色は濃く

なり，網状構造物は円形頼粒状でその長さは短縮し太〈
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参日司法と険討しようとする基準法原案

A 11 ~ 16ド I:lI R. 日rfl(' he r )J~fL (2) C 険 N 基準法

New Melhylene Blue 0.5-1.0 ~ 

NaCI 8.91' I Potasslllnl oxalale l.G'1 Potassium oxalatc J.(ト2日または NacI 8.91'--

Aq d 1 S t. a d 1 00.0 mi i Aq d i s t. a d I (l U 0 me Aq d i s t ad lUOUmf ( 1主力主)

15 分撹>.~. Illi'i= 1 t'紙てf過 15分撹伴， 111時 #1 t'紙で「過

-染色法

-小試験管Icl1n波と会色t症を寺島Iとり混合。 -スライト上1(，新計血か程前山11:決色を寺 @小プラスティックウェル骨量上の iつに 500μEの血液と 500μt

-王i品10分静(置。 鼠とり混合。 染色液を混f;。

-ウエッジまたはスハンスメア一円成 'Ili，症をじ細管にとり 10分静目。 • 10静i11.風乾。

r joj比染色IHfましくなし、 1，団l乾門 -スライト上にとりIflし内混合。 -スライト上にとり.ウヱノンまたはスパンスメアー作製。

'ιxlOO才イル・イン 7 目/ョン， x 10 。スメア 作製，風乾。 • x 1 0 0オイノレ・インマ ゾヨントに観察， 1 0 0 0個の亦i血球

ft以をJli~ ， 1 (1 (1 (}例~')~、 Ir~L，をカヴノト。 -そのまま同定せ寸 Kオイルーインマーンヨ 分析)

• 11' 1 iJOn吋レ/スと、ラ ・ティスク付 ンflc観察するか，Ill染色をして制来す (対比染色)

メ1(Jltltli，，-111し、， :liJtUffを観察するG る。

表2

[JL;;「??lift;Y41
川巨IIKlI私立
I i，~I ，IJ 、 rlll);R'j

なる c このためその情泣は観祭しら!lいσ 他)j，11(0長条('1

では r切らかに細胞のサイズは平均的に膨張する〈ヘモ

グロビン色調は淡し伴l状構造物は糸状に長くなるか司

微細粒状になり，その数が増加し識別し矧いものも少

なくなかった。 ì~! jと色スメアーのた学顕微鏡所見では低

長条件の)jが観祭が容易であるカ¥解像力不良の顕微鈍

を!日いてや， CCDカメラを通じての観察には低張条nは

不j直であると判断されたυ

(4 - 4) 色素液全 l加混合比色素液と 1で JílL の a~{?比

を9 1， 4 1， 2 1， 1 1とし各々の制ぶ lill

f:j{のギおよび染色性について検討した仁その結果は， :2 

1 ~ 1 1の時に最も良い桝亦血球比不をf!iた。ちなみ

に、J'EHらは)の記述では網亦血球数t7:定に l'llill球数算定)IJ

メランジュールを使用，全J(ll1に色素液を 10の;刊介でiii

合してi!liJ定している。スライドグラス 1:での介、J川上;j{の I立

なりを与一えた場合これもよいが，見逃し千〈からみて l

~ :2 1のi昆介比率にすべきと与えられた υ

(4 -5)出および緩衡液の添加l 品添加効果はまず次

の組成で行われた。ちなみに緩衡液は O.5MNa-K 燐峨

緩待I液 pH7.0をJfJ，、たの

'j~1!&1 1では倹体により連鎖形成傾向がみられた。'た験

2はtlll~包サイズの縮小がみられた。実験 3 ， 4， 5， 6 

グllii]には形態学的に， また綱亦l加i求不にも芸はみられな

か Jた。ちなみに，緩衡液の添加鮮は非添加群に対し細

胞変形が少なし色調の安定化に有用であった。 KCJは

制状色調を濃くするのに役立った。

( 1 -6) 後染色 標本保存性を Jj')，さし，

ことにしたの 下記はその結果をボす。

後染色を行う

後染色を試みた各種染色i夜1<4 

ワンギ
ピクリ リ

ン燃 え/オ
ン

エ
ン

.A、

ィ;1リ1瞭
濃淡 1農

イ;1リj闘争不明瞭不明瞭

イ~~

I~I瞭

長品、

lリ11康明I母

土、J!!日と「百lじ

初生休染色による色ぷは， pH3，O以上の水溶液にて脱

色される。このためスメアーは子かじめメタノール (50

%以卜.の〉溶液で同定するべきである。このため，明瞭

な染色像をうる染色体は， メイグルンワルド溶液(MG)

を用いるか，ライト (ijl)染色であると判定された。(1f1. 

しライト法はコンピュータ・プログラミング上，白血球

やI白小似塊と ]il能別しにくいので以後の検討には用いなか

った)。

本染色ifliの検，HをfトJた点Il!i記K3 

「三瓦一寸 1

5 .染色法に関する本実験

染色色ぷは0.5%BCBとし，これに緩衡波を加え色素

J伐を作裂。全lillと色素液を等量混合，静置10分，スピナ
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一法でスメア一作製， J孔乾。次いでMG液で[，liJA，染色

するっこれを;KiJl;，乾燥し，まず油没x1 ，000で観察， [，jJ 

時に CCDカメラを通じ CRTに像を出力し他の矧祭rr
にも判定の{更をはかり，さらにこの像はたディスクにも

記憶させるようにした。

細胞の解析は，分散，汚れやこ、みのi昆1'1:，亦J(IIJ:j{色調司

外形のfF-み，ハロ (halo)形成，亀裂，ピンホールの形

成，網状構造物，核などのIH現する細胞を全観察細胞数

の比で示し，その比較の凡!支とし，これらの結果を総合

評f面した。

(5 -1)ノド染色条件の検討

|刈 5は3種の色素の効果を比較したものであゐυCRT

上に映lH¥きれた像は，k，[2]状陥j立に類似したものを含む。

すなわち， f色裂やピンホーールは顕微鏡のヒントの少しの

ズレにより網状構造と誤I泌される(傷付亦J([U;)¥)，，)J;[([げJ主

厚の大きな場合や針{主j;Jk紋のある場合には haloを1]二じ，

時に網状権造様に誤認される(エッジ)。網状制11胞は周辺

音日にはiJ¥士見しないことが多いことから， ここをi泳いて観

察することで誤認率は大きく低下する(tx[針。凶 5の結

果から町lらかな如く， NMB の色調は虫色I床が~11 <在lL24

しやすいものの，細胞障当性の点からは BCBが最も 4

すめられる。 Marsha1l81は BCBより NMBの);が 5%

高いと記述し NMBをすすめているが，これはりlらかに

その原典17)のよみ誤りであるの

染色時間の短縮化をはかる日的で 7分間染色を日Aみた

結果が図 7である。 10分以下の短縮は網亦J([[球数の減少
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図6. 3種の色素による傷付やエッジの干渉による誤J静岡胞数(左，中国)と網赤血球数
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す害IJ{;-が多く，カルノアiilでは細胞の不整萎縮がみられ

た。このことから，純メタノール，純アセトン， NG原

液， MGI.原液とリン駿緩衡液混合液がよく，特に後者は

亦血球もi炎赤色に安定した色調を示すことからすぐれて

いると〆与えられた(図10)。

後染色後の水j先は， 10秒程度が効率的であり，それ以

!の水洗はスライド上の沈着色素浮を除きうるものの，

新たに水に混在するゴミを付着することもあった。
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をきたし女子ましいものでなかった。

BCB 濃度の節減効果をみる目的でlJった実験結果が

凶 8である。やはり 0.5%濃度は必要条f斗であると判定さ

れた。

染色効果のrilJとや染色時間短縮の目的で， 1iE色液に10

mMのリン酸緩衡液を加えたが pH6.4以上でよい染色

効果をえられるものの，網赤血球数の増加効果はみられ

なかった(同 9)， 

j参透効果を上げるため 1/20容の 6M尿素，グリセロー

ル，DMSOの添加は細胞容積を大きくするものの，網状

構造の染色性を問書，還元試薬のアスコルビン1紘 βート

ルカブトエタノール，ジチオスレイトールはいづれも染

色性向上や染色時間の短縮には効果がみられなったっ染

色液に10%の古IJ合でヒト血清アルブミン溶液の添加を試

みたが亀裂形成に防止効果はえられなかった。

5種の色素，武藤化学 BCB液，メルク社 BCB非

122929，メルクネIBCB非534K960568，クロマネINMB#

IE240，アルドリッヒ社 NMB非01302DMの4祢につい

て染色村:を比較した場合， BCB非122929は再 534K960568

よりも黒紫色調が強く， NMBでは非 IE240は染色性が悪

< ，再 01302DM，土良好な濃縁青色の網状構造を観察しえ

た。 Marshallは4)iた， NMBの方が BCBよりもロソト

間差や製品差聞は少ないとしているが，どちらの色素に

おいてもこのことは問題になる点であると考ーえられる。

国定法としては，純メタノール，純エタノール， 75% 

メタノール， 50%メタノール，純アセトン，カルノアi化

MG液(原i夜)， MGのリン酸緩衡液による 2j庁稀釈液，

NGとエタノール等景混合液で，細胞変形度を比較した

場合， 75%メタノール， 50%メタノール， M Gとエタノ

ール混合液て廿ピンホール形成および輪環状変化を来た

す割合が多しカルノア液では細胞の不整萎縮ヵ、みられ

119l¥. 

企。;
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彼誤易赤血球 装誤i2.赤血球 網赤血球数

{エッジ) (傷付赤血球) (CRT目視力ウント)

図 10 後染色時の回定液(メイ・グルンワルド)濃度の比較( n二 10) 

表 5. 網赤血球染色法(新らしく決定した)

EDTA2Kn日静脈血 200ド1+保色液 200~1 (sCIJ) 

静かにプレートを振動させI寛刊する。 (10分間}

スピナーにてスライドグラス上に混合液100~1塗抹

自然乾燥 30分以上

固定液中に捜i責 1分間(メタノール+May.Gruenwald液 1:1)

後染色中4こiJ:i.直 2分間 (p.buffer+May.Gruenwaldi世 1:2)

流水中にて水洗(10秒)

自然乾燥

鏡検 (i由浸 x1000 1000個分析}

)は基準法として俵終的に決定した条件

乾燥は，白然乾燥がよく (10分以 fJ，強制乾燥は危裂

形成を生ずることが多く，温風ファンの使用はゴミの付

着をもたらし好ましい方法ではなかった。

ちなみに，傷付赤血球の出現頻度と MCVないし

治 l 被 ~t :"tl， :n、ITII球 昨Ilk JJ、rlllLF紋

(光 Clljじ) cw[' 111J1カウント

20 

2ω 

16 170 

円 144 
「一一一

。
100 

。

。ココ α弐〉コ

10抄 10抄以 i 10抄 10抄以」

凶 11. 水洗時!日!と制赤血球数( nニ 5) 

MCIIとの中II間性をみたところ，いづれもイ.j.色:の i七の相

|立jがえられた。

MG 緩衡液iJ!:'液の亦r(nJ'j(の主色効果はまだ不充分で

あったため，JJ;(液 2 緩衡液 1 でi丘~色しその対比~色

効果を向めるようにしたの

このような牧討を弔ねた木に決定した基準染色法は表

5に示すようなものであり，スピナーは立石電機製，染

色液は品質の安定性からMGは武藤化学製のもの， BCB 

はメルクネ[:の BCB非534K960568を現在用いている。
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たロスタイム，そしてデータの不安定さなとであった。

フローサイトメトリーが注目されているのはこのよう

な背景に基くものの，フローサイトメトリー成績を評価

する基本参照法をどこにおくかという問題が最初に生じ

てくる。そのひとつの解決法が NCCLSの HI6-Pであ

ろう。私共の今回のけ的の前一平は， nらの基準法を作る

ことであったが，これまでの不係定の要|人|を出来るだけ

取りのそ、き矢川的なものを作るという H主問のかかる大)j

の興味の外にある作業であったのは舷かである。

第2の作業としては，この染色法にもとづいた，従;fと

とは異なるパターン~2，、識機を作ることでありこの作業は
まだ進行中である(表 6)。凶14は，プログラミンク Ver-

sion 1の白動計数の結果と CRT目視員|数の相聞をノJ;し

たものである。[ヌ:]15は，油浸x1000の子問のわずらわし

さを時間的ロスを少なくするため x600でのi'I動計数し

た場合の結果，間16はエッジ部の干渉除去効果をみたも

のであるの今後は，このプログラムの完成に努力する子

定である。

第 3の作業は， ~12J赤血球数の」卜ー常参考似および各陣病

態における変動をしらべる事で，今，最も 1'M支の正'J'、デ

表6 制赤血球の日動計泊1)法

(コンヒューターはPHP-2000を用いた)

司、血球の累積(網状+通常)が決められた散になるまでほり返す
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ータをうることが出来る唯一の市販内動網赤血球計数装

置 R-I000(東亜医用電子)でその集積をしてお

り2648k 将来，完成されたプログラムを有する臼動パタ

ン認識計数法で，データ比較を予定している。

網亦血球数は，汁髄亦牙球造瓜I能を知りうる最も簡便

で経済的な方法である。臨床的には貧J(Ilの鑑別診断と治

療効果判定の指標として専ら利用されている。近年，縮

化学療法の進歩にnい，抗腫傷剤lや造血成長岡子が鹿ん

に利用されるようになっている。ここでそれらの治療効

果を最も早期に教えてくれるのが網赤血球数であ

り::19-41)この意味において，この計数の重要性は今後ま

すます高まるものと考えられる。

稿を終えるにあたり，本研究に御綬助を下さった'f'1f.
電子計測l技術振興財同に深謝致します。
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左室伝達関数に基づく関心術中の心筋保護効果監視装置の開発

研究点任行 ~Z 北大学医学部教授滝 局 f壬
共同研究計~北大学院学部講師ノj、 ~ヨJ 豆口Z 良日

~{;Iじん学院学部付属病院教授 手 士与t 丈 明

東北大学高速力学研究所教授 ~ )1頃

京 北 大 ''i:医学部助千大 ILJ 匡

京北大学医学部医長 r~口;J イ〈 月土 彦

京北大学医学部医員 菊 J也 {字

~{ 北大学医学部医員 l' LH 英 行

取北大学 J久学部医長 J1. 夫

1 . まえカずさ 11 12 13 

近年， 各種心臓疾患に対する外科的治療が盛んにjiわ

れるようになっており，特に虚Ulll性心疾患の増加にi'l'っ

た冠動脈ノえイパス術の件数は著しい増加をみせている〉

これらは，心臓外科手術の技術的向上もさることながら.

術中に心筋保護法を併用することにより心停止が安全に

行いうるようになったためであろう。現在までの臨床的

経験によれば，低温による心筋冷却ならびに心筋保護液

Input 

output 

の併用によ 1).約 4時間程度であれば不可逆的な心筋の 自

変性を窓起することなく心停止を行ない得るとされてい phas申

る。しかしながら， lfIl流遮断が 4時間をこえるような子

術の場合には，不可逆的な心筋の変性が生ずる可能性が

あり， どの時点よリこの心筋変性を生ずるかを術Ijlにリ

アルタイムでモニターする方法が求められてきた。この

日的のために，心筋 ATPや pHを測定する方法が )j案

されてきたが，いずれも変性の時点を明確にできなかっ

たり，あるいは，測定に必要な心筋量が多すきゐといっ

た問題があり，現在までに実用化された }jiLはない(わ

れわれは振動論的手法により心筋の粘弾性特Jド!二を;WIうとす

る方法(伝達関数法)1)2)3)を開発してきたが，ノr-IIIIの研究

ではこの方法を停止心に応用し，心筋のイJ口j"j主的変性の

時点をモニターする方法を考案したので報告するつ

2.研究内容

B/A 

magnltude 

y¥入 、吋付U 1μ 1 

~ r，川i 川 :B

11 12 13 Irequency 

~ 
11 12 13 Irequency 

図 l 伝達関数法の原理

1 )伝達関数の測定的、理 の現象はあL、本が外部より与えられた振動に対して共振

{:xj 1 に伝達関数の測定方法を /J~すlr:心主に心外股似11 現象をおこすために生じ，対象となる振動体(すなわち

より振幅一定の正弦波振動を加えると，刈iHlIの心1<向上 左心室)の弾性や粘性の変化により影響をうける。この

で検出した出力振動の振幅は入力周波数によって異なり， 伝達関数は伝達比(magnitude)と位相差(phase)の 2つの

ある特定の入力周波数(共振周波数)で最大となるぺこ factorよりなる。悶 1上段は 3つの入力周波数(fl，f2， f3) 

SR 



に対応する入力振動と出力振動を/J¥す¥、 ド段U:，人11¥1] 

振幅比(B/A) 周波数関係ならびにい十II;f 周波数関係

を示す。この方法により求められた伝i主1:¥[1数のパタ ン

は測定する心臓の粘性ならびに弾性の変化を鋭敏に!よ映

することが示されている 1)われわれは以前の実験で心

筋梗寒等による心筋の不均一性がない状態においては，

左心室の伝達関数は基本的に単峰性であるのに対し心

筋が不均ーの状態，たとえば実験的にー校冠間本を作成

すれば，部分的な心筋虚血巣の出現により 2つの共娠周

波数をもっ二峰性のパターンとなることを報告した 2)

このことは，伝達関数のパターンより心筋の不均一性が

推定可能で、あることを示唆するものであり，本i1::の大き

な特長である。

2 )測定システム

伝達関数測定のシステムは次の機器により構成きれる。

まず，振動入力のシステムは加振器 (Bruel社製¥パワ

ーアンプ (ShinnNippon Sokki社製人ファンクショシ

ジェネレーター(IwatsuElectric社製)より成リ，人力

加速度を1.0Gに保つために加振器のシャワトに取り付

けた加速度型ピソクアップ (ShinNippon Sokki社製)

により入力振動を測定し，フィードノミソク!日l路を通じて

ノfワーアンプの出力を制御する。入力周波数を 10Hzよ

り200Hzまで，2Hzごとに増加させて入力し，出力振動は

加振端の対側の心表面に接着した同型の加速度型ヒック

アップにより検出する。入力ならぴに出力振動は振動計

を通じて増幅され，続いてシグナルプロッセッサー (0110

Sokki社製)により A/D変換， FFT処理を受け， phase 

とmagnitudeをモニター上に表示する。この聞の処理に

必要な時間は約60秒程であり，はほリアルタイムに伝達

関数を求め得る。

3 )実験方法

実験には雑種成犬 7煩を用いた。同 2J-_段に実験F!?:本

を示す。ぺントパルピタールにて麻酔後，人工呼吸 i、に

両側聞胸した。心膜は剥離し， pericardial cradleを作成

した。右総頚動脈より上行大動脈基部にポリビニノし製カ

テーテルを挿入し，これを心筋保護液ii入!lJとした。 以

上の操作終了後，下行大動脈，上・卜大静脈を給与日L，

40Cの心筋保護液200mlを上行大動脈に留置したカテ

テルより急速注入して心停止を開始した。さらに，心筋

冷却の目的で 40Cの生理的食塩水を心臓表面に流し，心

室中隔に刺入した温度計により心筋温を測定，一定に保

った。心臓を還流した心筋保護液の排出のために，イI心

室自由壁に切開を加えた。振動の入力は左心室側貯に力日

振器のシャフト先端を接着して行ない，その対側(主と

して心室中隔右室側)に小型の加速度型ビソクアソブを

縫着し，これより出力振動を検出した。また，入}Jt!r(動

は}JDt辰器のシャ 7 トに取り付けた同引の加速度!11ピソク

アップにより測定した。

Preparation 

output plck up 

(IVSl 

temperature sensor 

(intramyocardial】 (LV free wall) 

Protocol 

dats sampling 

cardioplegia 

(mO・m】

900 J-

500ト

200ト

l
 

i
 

l
 

i
 

--l
 

i
 

l
 

i
 

l
 

i
 

--

乞こ> -0 て:> ~こ? てこ〉 てこ> -0 亡>-0 <コ
tissue sampling 

， h 2h 6h 5h 

凶 2 'k験標本ならびにプロトコール

ブロトコールを ['x[2ドF支に司王す〈心{亭IIJ井]始後15ぅト以

内に最初jの伝達関数の測定ならびに心筋切片の採取を行

い，これをコントロールとしたc 心筋切片は右心室白山

市より 2!¥'-9つ採取し，それぞれ電子顕微鏡標本用なら

びに水分台量測定用とした。コントロール測定後，低浸

透It:性心筋保護液 200ml(265mOsm40C)を30分ごとに上

行大動脈内に伝達関数 LJこ変化がみられるまでこれを繰

り返した。伝達関数の測定は15分ごとに，心筋切片J采取

は30分ごと，それぞれ，九心筋保護液注入直前に行なっ

た。伝達関数のパターンの変化が生じた後は，心筋の浮

11長を減少させる目的で10%'<ニトールで調移した高没1主

r 1:性心筋保設液(360-500mOsm)に切り替えて同様のit

人を行l，;m測定を行.Jたc さら lご.再現性の確認のた灼

↑~ :j ならびに jl~浸透f(:I"I:心筋保日正液の注入を繰り返して，

各々測定を行なった。

電子顕微鏡用の心筋切片は採取後夜ちに固定液(0，2M

cacodylate buffered solution， 1.25% glutaraldehyde， 

4，0% paraformaldehyde)に保存しその後の電子顕微鏡

(LEM 2000)による解析にまわした。

他の心筋切片は，付着した水分を除去し重量を測定後，

電気恒温槽内で48時間乾燥させ再度重量を測定して以下

の式に従って水分合量を計算した。

%水分合長二(乾際市]毛量一車Lt~ 苧量) XIOOノ/乾保市iJIF:t} 
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一

回

目

白

日

目

waler conlenl (‘} 

p仇...

36 

cardiophtgla + m・nnll01

伝達関数ならびに水分含量の経時的変化

control 

water content 73% 

電顕像(コントロール時)

water content 83% 

電顕像(心停止後 320分)

明...."'"・

閃3

図4

320 min 

図5

3.成果

1 )結果

図 3は，心停止後の伝達関数と心筋水分含量の続時的

変化を示す。図 3の左よりそれぞ、れ， magnitude， phase. 

心筋水分含量である。 上段より， コントローil--.心停止

後320分，高浸透圧液注入後(340分).再度低;浸透圧液後

(350分)再度高浸透正液後 (360分)で得られたテ タ

である。コントロールでは未だ不IIJ逆的な心筋の変性は

生じないが，この状態における伝達関数のパターンは次

のごとくであった。すなわち.U支magnitudeはlザjWな

ピークを持たず(10ないし 20Hzにみられるヒーケは心

臓の振り子運動にともなうヒーケであることにii::昔、1.llzz

周波数域にむかうにしたがってなだらかに減少するノ、タ

ーンをとった。 phaseは入力周波数が増加するiにしたカ、

い増大したが，最終的に 54<r以上の位相返れをノJ~ぎなか

った。一方，心停止後320分ではその伝達関数はコントロ

ールのパターンと異なり. magnitudeにおいては 25Hχ

付近にそれまでみられなかった新たなヒークが出土凡しだ

まだ. phaseにおいては，コントロール時には 540'以上

の遅れを示さなかったが. 720'以上となっており衿 11)jな

phaseの遅れを示した(同 3では phaseは十360'で夫ぶ

しているので，全体としてれNかの形となっているにこ

の伝達関数のパターン変化が生じた320分の/J<.分合坑を

みてみると， コントロールて"の73%より 83%にまで顕著

に増加しており，心筋の浮腫が出現してきていることを

意味する。心停止後340分で高浸透圧液を注入すると .[J[ 

中3段目に示すように水分合量は78%まで低下し.mag 

nitudeでは 25Hz付近にみられたピークが消失，phase 

ではその遅れが 540'以内となり，コントロールのパター

ンに回復した。図中 4段目350分のデータは再現性をみる

ために再度低浸透圧液を注入した状態である。この状態

では320分にみられたものと同様の magnitudeならびに

phaseの変化，すなわち，新たなピークの出現と phaseの

遅れの増大が認められ，最下段360分に示す高浸透圧液の

注入によりこれらの変化の消失をみた。

図 4， 5， 6に伝達関数の変化と各時点での電子顕微

鏡写真を示す。コントロール(図 4)では細胞内は正常

で異常な所見は見当たらないが，前述の伝達関数の変化

が出現した心停止後320分(凶 5)では著IIfjな細胞内浮腫

とミトコンドリアの膨化が認められた。 国 6はi'::ji乏j歪ff:

液注入後の像であるが，細胞内浮腫が消失しはばI正常な

心筋構造に復している。この時伝達関数のパタ ンも電

子顕微鏡所見に平行してコントロール時のパターンに凶

f夏している。

2 )考案

今回企画した実験により，伝達関数のパターン変化が

細胞内の浮腫の出現と平行することが心筋水分含量なら

びに電顕所見の両面から示唆された。 Hearseらによれ
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(stone heart)、したカ子って司今[pJmagnitude !'.'ご$Jiたな

とーケが111現したのは左心主の弾性のl¥，，!大を反映したも

のと忠われる σ 方司 phaseにおいてはそグlir:tHのJ?!大が

許lり!となったか、 二Hi主税i'l'-l:v)増大の結果と与えわれる

!1;j主Ii，!，)紋1去にはいくつかの長所がある お に，心協

のが J文引を祁定できることである 21心 ~'ìJ 同)r:í;IJ)~/J:'、

れや伏心11¥'./l¥{Iにおいて(土，心筋{JfLii生液を ;iへしても iti

動脈に侠ポがあるた灼に|ーゥJ'I二泣{たきれないill;うf力、'1:.1

ゐi可能性があり， これらの!主計でIlt)，C，、仲jIjlに小"J.i山(1変

化をうたしペコずいJq!IHとき jしている、!J:;i主I¥lJf;:;土;';1;うhl'j

な!収 I(IL'兵を敏感に怜iIけるが !j'EにようなjたいL:二};， 、

ても;'¥!;ぅHj'jな心筋変1'1を;!¥II右する J;;'):たりうる 31 に，

本山:土心臓外部でのj'~U'1二であ I人 基本的に心~ìJ 1'1 (i，:二A.j

iる川県はないl ざんに，第二 J二，!III定時1:¥1がきわめて

'(:1 (， 1111' 1)アルタイムに1:1';~牲が 1 1ドバしる これらJ、た

つ川村氏はイ':iJ、の 11::i;q~LG~IIJ に |:14 Lてたきな iとlilil:いえ上

一)ノHを， これら多くの干1)点をJjつf:';i主i対抗日、のint;IA，，:)，じ

!けそうんにjft灼たいと行えている

340 min 

water content 78% 

4 .まとめ

iJUf，ii，，'， 心 í'j}J i'l: ， i~ l'にY七jるl'"Ji坐FJ'J変化の 1J -，' ，しタイ

ムモ二タ-;}、会1::1党「るた灼に. /1二心主グ〕品、引にt.tする

1，じ7ーより!1、J士IYoltJ;:を，1との. 二ゾ)1、ターンの F変化をなた

1ょ、J主1Y，) 散のハタ 土心筋ジ)細胞|人Ji子昭の:I:Jはと、Je1Jし

て変化した 〆 1~ ， íììJ 内科11:1 /1 1'~;?IHr はそゾパ、 IIfì山'I'j 定化と 1 ，， 1

II，¥ILIIに:1: JJLすみと ，ft)れて.1;リ.七、iiIY:)抗日、::t 7;，心ii!'J

j、11]'，目的変化1'GZI [Ir の "]'íì~I'U)"J 、 11交うれど

Miをに， 本(，If'i'tそごJ三)1/)H'l，、た'I1i十i江(，，[，[liJj HI'J品、 IJ.I~

!Ij卜JII二i本く Jふ，qJj文L主f

， t，心(，>Ii 状態における心筋細胞のJ1.川~jlllj f'，' i土1:<1IにIJ、

すよ二j並行するとし、うご 1なhtフ， 主 J~!l II]包 II'~~ 山川 i凶

'['1ーの Jdtや心筋 ATPのfr1jiじが徐々にjIHi L， Jf~1@， 'γ: (j'j 

Jこは iトコントリアの膨化や札111]/11人J{下!]引の:1 '，JJL t-る そ

の伐ミトコント、リアや筋IJ;r:繊推の変11か'1:. 司市[111]出荷j止

のiu)岐に続くという この 連グ)変化のどのH、):/，1:ご↑:r'l

I山I'j定化か始まるかJ土未だ議論の多いところであるか司

示111日l'、J;?撞の出現に前後してqずるとい 1立はかちい

F正うて， tlll!]包 l'、j ィ J~毛を (:;j主問委主〆〕ノ\タ ンよ r)村ul:jん

ことで，心筋の不可逆的変化の始士リを打í'，i~ Jゐこと力、

"fíì~-ご九ると.'0!， ;h iLる

'l [ilUí{象(心停JI 後:~ 10 j)' ) i><J fi 
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不可逆的変化の7ロセス

伝達i羽生交のノV ターン変化が心筋の浮腫を)止l映したのは

次のような理由が考えられる。伝達関数はliiJj主のごとし

心筋の粘性・弾性により影響され，浮腫がiLl現すると心

筋の弾性が増大することは以前より指摘ぎれている

収17



格子像投影方式定量立体計測法による眼底診断装置の試作研究

研究uH:{'i fql}; 大合::1，?ii[¥，i!';WI L}手科助教綬 古 十i 止t 晃

共1"1耐'允行 大山ι1'/'1司令合病院眼科 fmL-k 中 ~ 

たF，IZ'itf"A;迫j;i/-:'下精術工学科教J受 鈴 木 範 人

10 まえカぜき

緑内障は限内圧がと列し倒神続に障;与が万七じ悦~'f防

~I if: を起 L遂には失IljJ にいたる疾病である。~lI_-t見野陣'，Îj'

が究生すると，その障."~í;:，土 [111仮しない。このことから林

内昨においては早期診断法の降立が極めて重要である。

一方，視野l年i与と械めて関係が深いのは， ~民!え乳日íí の|治

凹である。紘|付防診断の有望な方法として，この手L¥i(!li((J

凹の定星計調11法の開発が近年活発に行われているけ

手L~貞陥巨J] をう主泣的に計測する方法として， Holmと

Krakau等によって!以照的な観点から1;Uさされた治子像

投影法がある 1)2)。ストライブ状の光をある角度からH飢え

に投影し，別の角度かん観測するの H艮!点に陥lりがあると，

ストライブに歪みが生じる。その J~みから陥門を測定す

るけ我々はこの)j法を発展きせ，臨床的立場から紋l付時:

l診断にイ「知jであゐことを既に提案している:3).1):，)引 J

本イiW允ではこのt-"fri象投;J3j去による Hn民主:，::_\~，~ 1本I汁;Wl

装 ;~'I: を丈f日以 ;il' として，ü\作したの本測定法を 'jミ 111 化宇

みにはPp:JL性， コンハクト化などの問題を解ィた寸る必，'tg

があるわ紋大のネソクは|山i像処J~! の i1îj ìjí，化にある「本研

究では二fH自の投1Jt~格 (1íRを 11;.( 1) j主むようにし 1点分il~

そI也111することにより， plJj像処Jlj'の問中イヒをわーった 1 こ

のことはデ タ解析の{，;附['1，JljJIL'I'[を!日jめることにも

なゐー臨床実験をし， }ミi山のjIPJL'['1ーを倹，;.jするとともに
1~{lí川解析結L誌の，l'fと{出l を:(j' ')た7J

2 .研究内容

に l 試作した装i百の構成

栴 fイ象投影)j式によって， 11即応を三次;l;，l[ ;Wlする試作

装慌の構成を|文11 に，外観を閃 2 にノJ~す。本土I~-ï~l は frì[

j象を版1底に投影する照明光学系と 11民}i(1象を版t};する観察

光γ:系より成る光学装置，およびJ制象された眼底像を処

正IJ!L，陥凹量を解析する幽像処理装置から構成されてい

ゐ')(:/;:装置は市販の11艮底力メラ(キャノン CF-60Z)

耳元?白

図 l 試作装置の全体構成

図 2 試作装置の外観

を}11，、たこの装置にはガイド光としてタングステンラ

ンプ)カ、装備されている。この光はリング状閥LJのアパー

チャで制限される。このアノぐーチャの代わりに，その開

11の一部のみ光が通過するアパ チャを用いた。穴付き



J最百三される投影格了像のコントラストが一般に極めて

{1~い，この.f11!_J IIとしては次のことが挙げられるの網膜と

乳州とでは反射ネが傾端に異なり， Disc内の Pallorで

は以射冷えがif7iく， しかも拡散什ーの高い物質で構成されて

いる υ 網膜でコントラストを良くしようと投彪絡子像の

、 I~j:~)光強度を強くすると，手LHTIでは拡散光が強く表れる

ため桁 !-f象が消失する。 方‘乳践でのコントラストを上

げようと投影光強度を弱めると制限での裕子像が雑-(iに

聞もれる。このことの他に乳頭付近は血行が1.trj Iしてい

る領域であり，血管は低反射率を持つことにもよる。つ

まり格子像と血管像とのt{5JIJが芥易でなくなる。ここで

はf!:.く士11られている差分法を導入することにより簡単な

IIIII像処理で、格子線がt[11I1¥できることを示す。

1次忌の場合の五分j去を模式的に第 3凶にポす。 (a)

は眼底の以射ネの様了ーを子Jミす。そこに格 ff象が投影され

ると反射光の強度分布は(b)のようになる。投影絡 F

f象がlEji在な佐形関数て、表されるとしても， t最影される光

強度分布は反射物質の拡散性のためにDC成分を持t)，

さらに IE弦関数状となる。通常 PallorではこのDC成分

が似めて大きいために，投影光恰皮を強くすると，格 f

*Mのコ L トラストが桜端にÜ~ くなり消火する。もちろん

JI刀立関数のm削は反射物質の)え射ネに応じて大きくなり，

拡散中に!必じて小さくなる。次に投影十伝子{象を判制t:Jjシ

フトさせると (c) のような半同期シフトした If.A土間数

の強度分布が得られる。 (b)と (c)の差をとると (d)

となる o iU1:の";co1:1](1')反射十f分布 (a)は， (cl)では栴
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鏡 M2上にそのアパーチャ像が結像される。その鋭で反

射された反射光は被検眼の瞳孔上の右端に何度結像され

たのちHK底を照明する。凶 1にそのJ危日1tを実線で示しで

ある。さらに眼底に格子像を投影するため，目的氏に JI，役

な位置に格子を取り付けた。図 1にその結f象関係を刀、す

光路を破線で示しである。格 ff象よりの光は M2で反射

される。格子像はレンズ L3の焦点面て、結像したのち，レ

ンズ L3を通り，眼底面で結像する。mいた格子は透明領

域のl隔が 100μm，間隔が200μmである。 di販の眼底カメ

ラのJH¥~明危学系をこのように改造する子とにより，蹟孔
のイi端から格子状の光が眼底に照明される。観察光学系

としては市販の眼底カメラをそのまま使用した。 H艮!えか

らの光は瞳孔を通過し，鏡 M2の穴を通り，観測1(ljに歪IJ

j主宇るのそのf立置は眼!底{象が結f象されるもI置である。 ['K]

lではその光路を二点鎖線で示しである。観測I(IIにf!支出

される投影装置として， TVカメラ (NECTI-22A)を

装目した。

IIbJ 像処理装置は動画像処理装置(ハスク伎俳

DAIANA)をイ吏用した。 TVカメラからのビデオ伝り'を

512 x 512の画像メモリに取り込む。

この取り込み終了と同時にコントローラに伝サを送り，

格子を格子線に垂直な方向に 100μmだけシフトさせるの

眼底には半周期シフトした縦格子像が投影される。この

眼底{象を再び投影し，別の画像メモリに取り込む。撮影

!日のスタートボタンを押すだけで，これら 2枚の[ffii{象が

1'1動的に|出i像メモリに取り込まれる。操作性が良い装i百

とすることが出来た。

ここで用いる尚像処理装置では次の子JII員で陥[lil解析を

する。シフト前後の 2枚の両{象をそれぞれA，Blluif象と

II'L;:ことにする。 A，Bfl同像のま三分jlhH象をfF1)， 1']';;(の

1114.1削象を除去し格 H象のみを取り 11¥す。この絡子{象的1

!支の似大値および極小偵を検出し，日Ij々のメモリに ;j~ 隠

させる。これらのメモリから極大似のみのjllll像をlifしみだ

し， 主をともなった縦;fX r線を lllli次 JJ}k~A\する。次にこれ

らのWIII¥された格了線の歪最はー」本一本，4ki¥(一線からの 11l

として Il iJ i -k~ 単位で計算L，メモリに桁がlする。 l'iJ1二こと

をもう ~)jの [Ih[像(格 f像輝度の版ノHII)を読みど L ，

[u]じ操作を実行する。これらは別々に計算されたが，

枚の[ltliriIU二にまとめる。この得られた~.量を料!支変換す
る。この|由i像を表不させれば陥凹量を輝度で表した服!代

の、主体|文lが得られる。適当な輝度レベルでスライスし，

境界線を求めば等高線図がえられる。さらに等ifJi線lχ|か

ら，臨床に必要な様々なデータ，例えば最大陥llilの紛争前

とその大きさ等が得られる。これらをグラフィックター

ミナル，プリンタに表示， またはハードデスクに記蝕す

る。
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(f象のJ反中I~，，)-子市のみに反映している。このように足分法 j白閥、した結果である。(CI )と(f )を比較して分かるよ

によって格了像のみを簡単に取り/l¥-9ことができる うに，H艮!戊(象の処開には足分法が極めてイ守妙jていある。二

お41'xlに本測定装置で正常人眼を測定した結果をノj、す れは(日 J， l b) で 1(11 管像が佑子像よリも ~~l <現れてお

l a)， l b) は投手主格 (f象をシフトさせる)Iiif去の A， 13 1)， 士た礼叫で、は1':1f二のコントラストが悩めてfl(;，、から

pllif象であり， (c)はA， Bpuif象の完全土!rlJiff6γご。ある ¥ d i である しかし (c) 凶てi土'I''f5j((') IIJ.lJAf象が除よーされ，

はそれをヂ沼化し， j耐l白を求め，格 H忠を追跡Lた4111i点 十九 fーのみが，鮮明に1!ドフれているのJj此!えのように極めて折、

である、 (e) はA， Bllllif象の千11 をとった III~JJJ:像であゐ WI 'I' I の I~い々勿質や|吸収f十tの傾端に yt~ なる物質が全間的に

( f )は A[lliif象を ](1:1在、 I~消化し悌if，u: をよ~め，杭「ねjl 主 う川ldる場合には，足分j去が傾めてイf士)Jて、ある。

(a) (b) 

(c) (d) 

( e) ( f) 

|ヌ14 人服測定例

64 



えたilli)定条件に対して約 7%の測定誤差内で測定された。

この誤差は 1両素以内であり，格 f線のill量を読みだす

ときの読み取り誤差である。このことは格子像投影方式

の'Jt学的特性は被検眼の設定がIE係てーなくても， ト分高

いr1ffJ羽生で陥凹測定ができることを示す。

人服に対しては25歳男性の同一正常布眼を 10[~~測定し

た。その結果，最大陥胆l量は16.8士l.7画素であり，約10

%のぷ走範問でまとまり， Cup-Disc比 (C/D比)は

36.8:1:7.6であり，約21%の誤差範囲てつドめられた。異な

った年齢の正常版 8例に対しては最大陥凹量は17.6:1:

3.5両素であり，約20%の誤差範囲でまとまり， C/D比は

4l. 7:1:12.0%であり，約30%の誤差範岡て、求められた。

3.3 陥凹量の解析

J[常限の生理的陥円や結内障眼の乳頭陥凹を上記の万

法で解析し格:子像投影万式による陥凹測定法の布効性

を評価する。測定に当たって散瞳斉1)を点目艮し， ~童孔径を

約 8mmに散隆させた。解析した結果の一例を第 5図に示

す。対象症例は25j:J忠男性有限の眼底乳頭である。一L図は

等高線凶であり， ド凶は最大陥凹佼置での水平断面l図で

ある。等高線凶で一番外側の曲線は乳頭と網膜との境界

線であり，その阿まれた領域は Disc領域である。その次

の内側に揃カ通れた[ttJ線は Cup領域を示す。他の曲線は歪

k1:が 5jlhj素 (150μm)ごとに描いた。図中の十字線の交

λ7、は測定された故大陥問位置を表す。陥凹は鼻側に急峻

であり，斗ー側に緩やかである。この様に乳頭陥凹の 3次

Iじ表示あるいは，ある判l上の陥UJj断I而凶表示がて府きるこ

とは，臨床上イj)日である。

さらに緑内附1Ill.の乳Jif!陥l/!の等高線表示を第 6[:;_(Jに示

す。結内ド;;':11艮は IE常11艮に対してはlりlらかに解析結果に差

があり，陥[llliWJ定が紋内障枕野診断に布望でトあることを

3.成果

3. 1 差分画像の処理とその評価

画像処理装置での演算操作は正常限測定ではほぼドi動

化され，必要な解析結果が約20分で出力される。これら

の演算操作で特に問題となる点は第 4凶の (c)から (d)

への格子線の抽出にある。格子線の欠洛補間や'f{なりの

分離は単なる数値計算ではなしその処理に判断操作を

必要とする。それが多いと解析データの信頼'性が;たわれ

る。格子線の重なりは正常眼の解析例10版については特

無であった。これは投影格子像間隔が適当であったこと

と，格子線輝度の極大値と極小値とを別々に追跡した結

果であると思われる。格子線の欠落補聞については10眼

中6眼について必要であった。欠落のある 611艮'1'4服は

その欠落は 1カ所であった。残る 2眼は 2カ所であった。

第 4図 (d)は (c)から格子線を揃[1¥するとき欠務や

重なりがーカ所もなかった場合である。 [uJじプログラム

で第 4図 (a)から格子線を求めると， (f)のようにな

る。この図からはどんな方法を持ってしでも， もはや欠

落補間や重なりの分離は不可能であり，絡f-線を信頼性

良〈抽出することが不可能である。これらの結果は第 4

図(c) の差分画像が格子線抽出に極めて有効であり，

自動解析には差分法が必要であることを示す。

3. 2 再現性評価

本装置を臨床的に多くの人服に適JIJする場合， [ii)--条

件で測定することは困難である。 眼球は同定きれておら

ず，眼軸の眼底力メラの光軸からの変イ、11:Jや角度があいま

いとなる。模擬眼の最大陥凹を測定し，そのrr}:fJl:H:を;l'Iι
価する。測定された最大陥[Ilj点で、の歪活:はh:服に対して

は7.3土0.5，右目艮に対しては7.5:1:0.51州議で、あり， /liJj1'i' 
はほぼ一致した。明るい像が得られる範IJflにわたって変
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;j¥す。 3次足立体表示と数他的表示を総合判断すれば総 分かった。

内同(1診断が可能となると思われる。 以卜ーにより格子像投影方式による眼底立体計測法のい

くつかの問題点を基本的に解決し，実用装置へ|分な成

4 .まとめ 果が得られた。今後臨床データの蓄積が必要であるが，

緑内障検奇装置を実用化するためには装置を 11'1;¥，検作 本装置は緑内障の早期診断という立場から傾めて布望で

装置として稼働する必要がある。つまり集1，)1検沿にも使 あると考えられる。

月jできれば早期党見，早期診断が実況できるのこのため 本研究は財同法人中谷電子計測技術振興財団研究助成

に本研究では格 f像投影 }j 式を採川し }1~分j去のj白川に のもとで行われた。ここに皆、謝の意を表します。

より画像処理Ji法を改善し l可í~庇|ザ1:の fH、ゴンハI クトな

装置を試作した。以ドに その性能をもとめる。

1 )撮影された格子像{'Jき眼底像から格 f線のみを|山i像

処理によって抽出することは同難であり ，l_"分法の与人

を計った。 眼底に投景3する格 f1象を半 I，~J 1tJjだけシフトぎ

せる駆動装置を十JIJQL，シフト )iij後の 2枚の格 f1象付き

l由if象を0.17秒の高速で取り込む。この 2枚の耐{象のif:うf

[面if象では格子像のコントラストが械めてf(:j，、。このため

差分両像からの格子線抽出を容易にした。このがí~， II} 

現性の I~;j ，、|指門解析が"I能となった。このようにIIIII像処

理が簡単であることは，解析を白動化すると共に，公;ii

をコンパクトにでき，実用的に H常検1'E装置とすること

カてできた。

2 )眼底f象の撮影条件として， YJU求と限氏カメラとの出 1

離は厳密に調キ?をしなくても良<.解析される|箱pJ!:I~ に ;î~-;

響しない。このため通常臨床的に使月lきれている IlliliJ;カ

メラと同機に操作される。用いる光強度はi凶1誌の限!久カ

メラに装備しているガイド光で|分であり ，!b..，:全性につ

いても問題がないの専門技術おでなくても侃影ができ，

tj作'11:の良い装置である。

3 )陥凹解析結果のうち， C/D比や最.大陥IIII~~:の数11!UI'J

評価については，同一正常眼で良好な再現件カイ号られ，

章一度の緑内障限と[5Z5}1jすることができた u 中子度のHJ内 I;{;'l~

眼に対して数値的評価と陥問の 3次元表示とを仰せていj

断すると明らかな区別ができ，診断に似JtJ-c、さることが
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1 会議の概要

平成元年度技術交流助成成果報告 i

&←ーームムムムムムー←ム日占~

志賀 健(しがたけし)

大阪大学医学部教授医学博士

会議または
第7回国際ノくイオレオロジー学会総会

集会名

開 催 地 フ ラ ンスナンシー

時 期平成元年 6 月 18 日 ~23 日

国際バイオレオロジー学会では 2~3 年に l 回世界大会を開催しているが，その第四回大会が1989

年にフランスのナンシー市において，ナンシー輸血センターのStoltz教授を会長として 6月18日から

23日まで，約30ヶ国400名余りの参加者を集めて開催された。

バイオレオロジーという学聞は学際的領域なので，医学・理工学・理論など各分野の研究者が集ま

った。日本からも約30名余が参加した。地元フランスからの出席者はポアズイユ以来の伝統か医学関

係者が多い様であった。一方アメリカからの参加者は理工系が割合に多かった。日本は基礎医学・臨

床医学・理工系・理論のバランスがとれていたと思われた。また，中国からの参加者が国内事情のた

め一部取り消しがあり，残念であった。

なお，大会ごとにポアズイユ賞が贈られるが，本年はアメリカの理論家Skalak教授におくられた。

2 会議の研究テーマとその討論内容

午前・午後とも 4~5 会場に分かれ生物レオロジーの各方面にわたって活発な討論がおこなわれた。

すなわち，細胞レオロジー，血液レオロジー，微小循環，硬組織のメカニックス， 0'客疾のレオロジー

などにおける多様な問題について 7つの特別講演， 24のシンポジウムと多数の一般口演 (24セ、ソンヨ

ン)があった。このほかポスター展示と機械のデモがおこなわれた。

私達(前任地:愛媛大・医学部・第二生理)の演題とそのシンポジウム題は次の通りで.私はこれ

らと関係の深い会場に顔をだした。

1) シンポジウム「細胞の集合と粘着」の中で「赤血球集合の反応速度論研究」について口演した。

赤血球聞に高分子タンパクが入って連銭を形成し，これが微小循環におけるスラッジの成因であ

ることはわかっているが，細胞間接着の機構がわからない。このシンポジウムでは細胞表面聞の

静電的斥力に対抗する細胞間高分子の作用について議論が集中した。物理畑の人は非特異的charge

depletion modelを考えているのに対し，私達は生化学的手法と反応速度調IJ定を組み合わせた実

験結果からより特異的具体的にfibrinogenとglycophorinの役割を強調した。
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2) シンポジウム「スペクトロスコピーの応用Jの中で「毛細血管中を流動する赤血球の可視スペ

ケトル計浪IJ法」を発表した。このシンポジウムは生体膜のスペク卜ロスコピーを集める筈のとこ

ろに，私達が生きた腸間撲の毛細血管を出したので少し食い違ったが，最も解り易かったとの評

判lであった。

:i) ゼ、ソション 10では|交流変調ズリ応力下の赤血球変形の周波数応菩性」を発表したc このセッ

ションでは赤血球と白血球のメカニカルな性質を論ずる演題が多かった。特に細胞老化との関係

の現象論が目立った，私達のもその一つであったコ

4) セ、ソション 4では私が司会をしたが，いろいろな「物理力による興味ある現象Jが集められて

いて面白かった。すなわち，ズリ応力に曝露された血管内皮細胞の燐脂質代謝の変化，鎌状赤血

球の膜粘弾性，転移がん細胞の変形能力，などで私達のは「不均一磁場中で起こる赤血球流の分

布変化」であ勺たの

総体に大会毎に現象論サイドでは生化学的にしっかりした研究が根を下ろしてきた，この方向は私

達が10年前から機関誌Biorheologyで説き，また論文も出してきた方向である。他方，装置の開発・

改良も熱心で難しいことも年毎に次第に測定可能となり，昔のように名人芸による測定は姿を消して

きた。

3 出席した成果

ここ 2・3年間の私達(愛媛大学医学部第二生理)の研究成果を各国の専門家と討論できたことが

第一の成果であった。とくに，上記の1)は画像処理技術を駆使したものであり(私達のシステムの一

部には昭和59年度中谷電子計測振興財団助成によって購入した機器があり，ここに改めて謝意を表し

ます)， 2)は光ファイパーによる高感度顕微測光法であり，ともに現時点では最先端を行っていること

を確かめた。そのためか，装置技術についての質問が多かった。又，西ドイツ CAachen)のOr.Artmann 

からは東京て、の学会のついでに是非とも見学・討論に寄りたいとの申し込みを受けた。

3)と4)については物理畑の人との会話に幾っか大事なことがあった。つまり，現象をモデル化する

にしても今では生化学的知見が必要なので，その点、を重視している私達の研究方向の正しさが次第に

認められてきた事を感じた。

4 トピックス

前回 (1986年)は分子生物学をノくイオレオロジーに取り入れることが一つの話題となった。今回は

Neurobiorheologyと題したレクチャーがあり (Or.P. Sourander， Sweden)これが話題となった。すなわ

ち， 21世紀にかけて現在発展中の神経科学の一翼をになうものとして神経バイオレオロジーがあり，

たとえば脳内の物質輸送(血液，脳脊髄液)と fluiddynamics，神経細胞内の輸送系(双方向の軸索

輸送)，その他脳特有のレオロジー研究対象が強調された。

次に，次回の第 8回国際大会を1992年に横浜で行うことが決議された。大会長は慈恵医大第三内科

の磯貝行秀教授である。この決定には日本ノ《イオレオロジー学会の進展ぶりが物を言った様だった。

最後に， このたびの訪仏に際して貴財団からのご援助に深く感謝致します。



1 会議の概要

川上憲司(かわかみけんじ)

東京慈恵会医科大学助教授 医学博士

会議または 弟17回国際医学放射線学会

集会名 (17thINTERNATIONAL CONGRESS of RADIOLOGY) 

開催地フランス パ リ

時 期平成元年 7 月 1 日 ~8 日

本年の 7月1日から 8日までの 8日間の日程でフランスの首都ノfリで第17回国際放射線学会(17th 

International congress of radiology. ICR89)が開催された。会長のTubiana教授は，親日京で訪日

も数度にわたるそうである。昨年も第 3回日仏医学コロックに出席のため来日されている。

さて，今回の学会は診断部門(核医学も含む)と治療部門の 2つに分かれ，各々別の会場で開催さ

れた。診断部門は国際見本市会場 (Parcdes expositions Porte de Versailles)で，治療部門はノf

リ国際センター(Palaisdes Congres) で行われた。シャトルノ\スは 7~8 人乗りのルノー・エスプリ

が15台使われ. 10分間隔で会場開(約15分)を結んでいた。

学会の内容は北米放射線学会(RSNA)とよく似ており，学術研究発表(口頭とポスター).講習会及び

機器展示の三本柱から成り立っていた。学術研究発表は約 3.000題以上の莫大な数であり，講演会場

では各発表が英語・フランス語・イタリア語で同時通訳が行われていた。会場の大きさは，メイン会

場が約1.000人でその他が約500人の収容能力があり，どの会場もほぼ満席という盛況ぶりであった。

ポスターも各分野ごとに大きく分けられていた。

2 会議の研究テーマとその討論内容

診断関係のoralpresentationの内訳を表 lに示す。臓器別では，神経放射線，胸部，頭頭部，心

大血管，泌尿生殖関係の演題が多かった。

イメージングモダリティに関しては. MR 1，超音波関係が多かった。

その他，放射線学の教育，ヘルスケア関連，放射線防護など，多方面にわたるセッションが設けら

れていた。

核医学関係は. 1ヶ月余り後に， ヨーロッパ核医学を控えていることにより，あまり多くの演題は

なかったが. Halpern CU.S.A.)の Immunoscintigraphyfor tumor detection. Ackery (U.K.)の

Principles of radionuclide therapyについてのIectureがあった。一般演題では. g9m Tc-MIBIに

よる心筋シンチグラフィ，モノクロナール抗体を用いたImmunoscintigraphyなと¥話題を集めていた。

また. CIRES (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe)による

“Thromho-Embolic Venous Disease and Therapeutic Problems and Pulmonary Embolisms"が同時に

聞かれ.Aiderson (~S.~) が“New developments in nuclear medicine diagnosis of pulumoary 

embo 1 ism"と題して特別講演を行った。
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3 出席した成果

内容は多方面にわたっており，最先端の発表も当然多いが.開発途上国などでは少ない機器で精一

杯の努力の結果と思われる発表もあったの又， 日本では考えられないスケールの大きい発表も数多く

あり国際学会ならではと思われ非常に勉強にな「た、なお今回RSNAの受賞発表10題もポスター展示さ

れていた。

ポスタ一発表の場合は内容以外にそのレイアヴ卜も一見の価値があるものもかなりあり今後の参考

となった。

次に講習会であるが，毎日朝 8時から10時までの 2時間を 1時間ずつ 2回，各会場(7会場)で併

行して行われていた。計70のテーマについて行われていたが，内容は最先端のものから基礎的なもの

まで幅広いものでとてもいい勉強になった。 講習会はどれもものすごい盛況で数カ月前から手紙で受

けたい講座の予約をとらないと入れないほどであった。朝早いにもかかわらず，すごい熱気と緊張感

が各会場ともみなぎっでいた。

4 トピックス

研究面でのトピックスは MRIによるイメージングやモノクロナール抗体を用いたImmunoschintig-

raphyなど多かったが，機器関係においても新しい発展がみられた。

内容としては，やはり MRIに関するものが多く，モービル型のCTやMRI(トラックで移動するもの)

に高糟度のものがみられた。本邦でも，診療所や地方病院で普及するものと思われる。

最後に，このような貴重な経験をする機会を与えて下さった中谷電子計測技術振興財団に厚く御礼

を申し上げます。



session NO.of oral presentation 

Neuroradiology 169 

Head and neck 64 
Chest 39 

Breast 47 
Heart & vessels 83 

Gastro-intestinal tract 41 

Gynecology and obstetrics 14 

Genito-urinary tract 69 

Pediatrics 45 

Interventional radiology 60 

Contrast media 41 

Imaging & data processing 101 

CT 28 

U 1 t rasound 40 
Nuclear medicine 25 
MRI 53 

Others 188 

Education 
Health care 
Radioprotection 

etc. 

Total 1. 107 

表 l

パリ郊外のお城におけるレセプションで. Tubiana会長と.

左より，筆者.Tubiana教授の御令嬢. Tubiana教授. Mrs. Tub i ana 
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幸道秀樹(こうどうひでき)

東京大学医科学研究所講師医学博士

ム一品総会品川(子市此血ふ
央実際昌

は

名

た宇
品
ム
ぷ

珍
高
明会

実

開催地フランスパリ

時 期平成元年 7 月 16 日 ~20 日

1 会議の概要

出席した会議は，第十八回国際実験血液学会 (1989年 7 月 16 日 ~20日，会長NC. Gorin教授，パリ)

である。総演題数は 589であり. Presidential sessionとPlenarysessionとしてStemcells， 

Hematological growth factirs and inhibitors， Bone marrow transplantation l， Regulatoin， of 

hemopo i es i s. New therapeu t i c approaches， V i ruses and hema to logy， Bone marrow t rnsp 1 an ta t i on 

11があった。また同時に lnternationalBone Marrow Transplant Registryのanualmaeetingがあり，

東大医科研のBMTTeamの一人として出席することができた。

2 会議の研究テーマとその討論内容

実験血液学会の議題の主要なものは骨髄移植とサイトカインを中心とした造血幹細胞の調節であっ

た。

最近わが国でも注目を浴びているものに非血縁者からの骨髄移植がある。今回は主に白血病におけ

る臨床成績がUCLA(32{71J)， Wisconsin(65)，パリ (52)，ロンドン(18)，Minnesota(21)またSeattleを中

心とした 4センターから(102)が報告された。 1~ 2年での生存率は20-40%とみられるが，生存曲

線は平坦とはなっていなL、。特に急性GVHDは非常に高率であり.生着に成功しでも生存の質と率を下

げる因子となっている。一方， もう一つの方向として血縁者間での HAL不適合移績がある。今回は白

血病におけるヨーロッパの10センター(148例)とSeatt le (188)からの報告があった。成績としてはあ

まり差がないと思われるが， GVHD予防の CSA十MTXの評価や不適合性と成績との関係で若干の違いが

見られているのドナーの拡大は重要なことであるが両方向ともに試行錯誤の域を出ていないと言えよ

つ。

3 出席した成果

サイトカインの臨床応用に関しては我々だけ(rG-CSF)ではなく多くの施設から興味ある報告があっ

た。前述したように私は今回の学会で Phase11 studt of rhG-CSF in bone marrow-transplanted 

patientsを発表した。 rhg-CSFはNagata，Asanoらによりクローニングされたもので最近の遺伝子工

学の進歩により大量生産され臨床応用が可能になったものである。今回の報告は，そのrhG-CSFが骨

髄移植を受けた，患者において非常に有用であることを明らかにしたものである。しかも全く副作用が

みられておらず，多くの研究者から注目を浴びた。またサイトカイン処理白血病細胞の薬剤l感受性増
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強効果についての発表がみられ，我々も移植における応用例を述べた。しかし化学療法における応用

例に対しかなりの異論もあった(growthfactortこ関するsatellit巴 meeting)。我々のように臨床的骨

髄移植における組み合わせ治療法の観点から述べたのは他になく非常に期待されるものであった。

わが国でクローニングされ大量生産された造血因子の臨床応用を発表し基礎医学およひ臨床医学

の両面で世界をリードする成績を報告できたことは私にとって非常な喜びであった。この領域に関し

てはわが国が世界のトップクラスにあり， この発表を機会に一層の努力をして行きたL、。

今回の国際実験血液学会の参加は，中谷電子計測技術振興財団の絶大なるご支援とご協力のおかげ

で実現したものである。同財団およびお世話を頂いた方々に深く感謝致します。
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1 会議の概要

菊地 異(きくちまこと)

防衛医科大学校・医用電子工学講座教授工学簿士

会議または 事2回国際ME学会汎太平洋医用生体工学会議

集会名 (2ndIFMBE PAN PACIFIC SYMPOSIUM) 

閣催地オーストラリア メルボルン

時 期平成j己'rj:I 月 24 日 ~28 日

第2回国際ME学会汎太平洋医用生体了.学会議 (2ndIFMBE Pan Pacific Symposium)は1989年7月

24~28日の 5 日間にわたり， Dr. Richard L. G. Kirsnerを大会長にしてオーストラリア・メルボル

ンで開催された。本会議は国際ME学会 (IFMBE)の第2回汎太平洋地域会議として聞かれた点

で意義が大きい。第 l回会議は1986年にカナダ・ハンクーパーで行われたが，今大会は前回(小生も

出席)に比べ準備状況及びその規模において絡段に充実したものになった。参加者は 250名程度で決

して大規模ではなかったが，我が国からは約30名 (2!i寅題)が参加し汎太平洋地域における我が国

の果たす役割がし、かに大きいかが強く印象づけられた。 5日間に及ぶ会議のうち，前半 3日は学会大

会として行われ，後半 2日は開催国であるオーストラリアが現在特に関心を持つ 4つのテーマ(生体

信号処理，医用レーザー，生体植え込み技術，救急病棟における医用機器によるハザード)について

各々 l日がかりのワークショップが行われた。このうち医用レーザーについては小生が終日康長を務

め， きわめて充実したワークショップが行われた。

2 会議の研究テーマとその内容

本会議は IFMBEの地域会議として位置つけられている。 3年に一度聞かれる国際ME学会大会

(1991年は我が国が主催)が医用生体工学のあらゆるテーマを取り上げる総花的大会であるのに対し

その地域で関心が高い限定されたテーマを集中的に討議することを目的としている。とは言え，今大

会でも，心臓・血管系の計調IJと制御， トランスデューサ，医用材料，バイオセンサー，超音波，臨床

計測技術，画像及び信号処理， リハビリテーション， x線CT， MR  1，人工知能，誘発反応技術な

どかなり広範囲にわたる研究テーマが網羅的に取り上げられており(表 1) ，現状では必ずしも本会

議の趣旨が十分活かされたものにはなっていなかった。しかしながら，医用レーザーや超音波などに

閣しては聴衆も多く，きわめて熱心に発表と討論が行われていた。

小生は医用レーザーに関連して， “New percutaneous transluminal coronary angioscope and 

laser angioplasty using CO laser"を発表した。本テーマは医用レーザーの分野で現在最も注目を

集めているレーザー血管形成術に関するもので，特にCOレーザーが独創的であること並びに冠状動

脈へのアプローチという点できわめて大きな反響を呼んだ。さらに血液生化学情報の無侵襲的計測と

して，“Newnon-invasive transcutaneous approach to blood glucose monitoring"を発表したが，

現状では血液生化学』情報の経皮的計測手法が皆無に等しい状況にあるだけに，これを打破する新しい



可能性を示した点で高い評価を得た。なお，医用レーザーのワークショップでは臨床技術として今後

益々普及するであろう各種の医用レーザー技術が討論されたが，この中で小生は特別講演として

“Status of laser angioplasty.を溝演して医用レーザーの今後の新しい方向と可能性を示したっ

3 出席した成果

我が国からの演題数は前述した如くきわめて多く，全演題 (54題)中の約39%(21題)をしめてい

た。特に，我が国の研究については範囲の広さとレベルの高さで医用生体工学分野における世界の指

導的立場になりつつあることを強く感じさせた。今回の会議には，残念ながら米国及び前回の主催国

であるカナダの参加者がきわめて少なく，その点で汎太平洋地域の医用生体工学の現状を正確に把握

することは出来なかったが，大会 3日目の早朝には国際ME学会会長のR.Nerem教授を交えて極東地

域の参加国(日本，中国，台湾，時国，オース卜ラリア， タイ)の主要メンハーが集まり，今後の会

議のあり方(主題の決め方と運営のしかたなど)を話し合った。席上，今後我が国が本地域において

果たす役割の重要性が強く感じとられ， 日本ME学会のNationalSecretaryの立場として本会議に出

席した小生にとっては本大会の意味とその責任が再確認でき，きわめて意義深いものとなった。

4 その他のトピックス

今回の大会では，三つの教育講演が組まれていた。その中には，医療費と技術評価の問題なとME

技術そのものの他に，医療の中に十分普及しつつあるME技術の社会的側面にあたるテーマが取り上

げられていた。これらの点は我が国のこの種の学会ではこれまであまり論じられたことがなく，社会

的問題にまで立ち入って議論されたことが注目された。近年欧米の医用生体工学関係の学会やシンポ

ジウムでは，単なる技術的問題だけでなく， クリニカルエンジニアの問題や技術評価の問題が積極的

に取り上げられる傾向にあり，我が国においてもこれらを含めた幅広い視野からME技術の開発と普

及を考えるべきであることを痛感した。

本会議の出席にあたり，貴財団から貴重な御援助を賜りましたことに深く感謝の意を表します。

最後に，このような貴重な経験をする機会を与えて下さった中谷電子計測技術振興財団に厚く御礼

を申し上げます。
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表1. テーマ別発表件数

発 表 件 数
各セッンヨノテマ包 ト

体 日本人による発表

心臓・血管系の計潰IJと制御 全 5 2 

トランスデューサ i 2 

心臓・血管 モ デ ル ι〕 3 

医用材料及びバイオセンサー 6 。
臨床計測技術 5 4 

臨床計測技術 H b 

超 音 波 戸コ 2 

画像及び信号処理 ') 。
リハビリテーション 5 

X線 CT及び MRI技術 4 

人工知能と信号処理 i 3 

誘 発 反 応 技 術 2 

言十 5 4 2 1 

教 育 3誇 i寅 。超音波の現状と将来

0医療における医用機器の有効性とその経済効率

0医療に対する新技術が与える影響
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1 概要

只野寿太郎(ただの じゅたろ一)

佐賀医科大学検査部教授医学博士

会議または
策 2回国際健康と生命科学領域における質量分析学会

集会名

開催 地ア メリカサンフランシスコ

時 期平成元年8月27日--31日

医学・生物学分野における質量分析法に関する国際学会が，平成元年8月27日から31日にかけ，サ

ンフランシスコ市において開催された。

学会は招待講演以外は全てポスタ一発表の形式で行われ，日本からは機器メーカーからの出席が目

だった。

質量分析機の医学・生物学分野での応用に関しては，従来ガスクロマトグラフィー結合型質量分析

機 CGC/MS)によるものが大部分を占めていたが，近年，液体クロマトグラフィー結合型CLC/MS)が導

入されつつある。

LC/MSはきわめて複雑な生体関連物質の分離・分析に像力を発揮している高速液体クロマ卜グラフ

ィーCHPLC)と有機化合物の高感度測定が可能で，かっ構造の情報も得られる質量分析機CMS)が結合し

たもので，生化学，医学，薬学などの分野で大きな期待が持たれている最新の分析手法である。

2 研究テーマと討論内容

今回の学会では主として次の 3つのテーマが多くの研究者の興味をあつめたようである。

1) タンパク及びペプチド(ホルモン，腫虜抗原).薬物代謝，プロスタグランジン類(エイコサノ

イド，カルニチンなどと血小板凝集の関係)などが臨床医学応用の主要テーマであった。

特に米国N.1. H.のGlnsburg博士によるPlenaryLecture “癌関連糟鎖抗原"は新しい癌マーカ

ーである糟鎖抗原の分析手法，構造決定，臨床応用の可能性についての講演で，臨床検査部とし

ては血液または尿を用いて癌を診断する夢に一歩近づいた内容であった。ただし糖の分析は

LC/MSの未開発技術の一つであり，今後の進展が期待される。

2) LC/MSインターフェースの改良と進歩に関する技術的報告も多数あった。

LC/MSインターフェースに関しては，現在，サーモスプレイ法CTSP).連続フロー法(CFF)と大

気圧イオン化法CAPI)がある。本学会では以前としてサーモスプレー法の改良に関する報告が多

かっfこ。

近年 LC/MSは研究レベルから臨床の現場に導入されつつあり，保守管理にきわめて手がかかる

TSP法はAPI法にかわりつつある。

API法は0.1-2ml/minの流量でLC/MS分析ができるためミクロカラムを使用しなくともよいこ

と，展開剤に水 100%からヘキサン系まで幅の広い選択ができることなどが利点としてあげられ
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ていた。

また低質量領域のパックグラウンドが低く， CFF法では困難な低質量領域の解析が可能である点

も特徴であろうのしかも API法の有利な点は長時間比較的手がかからず安定に作動する点，大気

圧化学イオン化法によるソフトイオン化が可能なため分子量や構造情報が多いスペクトルが取れ

る点，安定同位体ラベル化合物を用いて定量測定が可能となった点であろう。

今後サーモスプレイ法の改良法と大気圧イオン化法がLC/MSの主要分析法として競争していく

ことになろうの

3 感想

日本では目立製作所， 日本電子などが，この分野のハードを担当している。目立製作所は API法を

開発し今後 TSP法と激しくあらそうことになろう。

ノ、ード面での進歩に比べ， LC/MSの応用，特に臨床面での応用はまだ不充分の点がある。これは，

質量分析の臨床医学領域の応用を考える場合要求される特性を， 日本のハードメーカーは考えていな

いからである。第 lの特性は多数の検体を能率良く測定できることであり，第 2の特性は高度な技術

を持たない臨床医でも容易に扱える簡便さを持つことである。

ところが，日本で開発される質量分析機は高分析能と高質量領域までの測定を可能にするために，

臨床上の使用には不必要な機能が多すぎて，前述した 2つの特性から全く反対方向に進んでいるよう

に思われる。

研究的な領域では高性能な万能機が要求されているが，本来の患者を中心とした臨床医学への応用

に関してはより安価なしかも単純な単機能で充分であり， もしこのような分析機が開発されれば，利

用範囲に格段に広がるような気がする。

本学会に出席し質量分析機はまだまだマニア的な分析機で、あることを痛感した。

以上報告を終わるにあたり中谷電子計測技術振興財団の御援助に深く感謝致します。



八幡義人(やわたよしひと)

川崎医科大学医学部内科学 教授 医学博士

会議または 亦r(11I:TI1葉およひf¥:JMに関する|ヨ際シンボ:/'Iヲム

「長会 6 IX11th 1ntern礼tiona1SYIIlPO日1I川()日日trllcturrand 

ドunclion ot Ervthroid l(， 11日j

閣催地司王ド、イツベルリン

時 期平成元年 8 月 28 日 ~:il 日

第XII回国際シンポジウム(Xllth 1ntcrnationaI Symposium on Structure andドIIflctio日 ot

Erythroid Cells)が1989年 8月28日から 8月31日まで，ベルリン市(東独)で， Humboldt Universtty 

8erlin， GDR厚生省， GDR生化学会， International Union of Biochemistry([U日)の共催の下に行われ，

参加の機会を得ました。赤血球および赤穿球にテーマをしぼった国際シンポジr]ムは比較的少なく，

しかも 3年毎の定期開催が今回ですでには凶日に及んでいることは，悔めて貴重な集会であることを

物語っています。このシンポジウムは， Humboldt大学のS.M.Rapoport教授のお骨折りが多大の貢献と

なっています。例年，赤血球分野のうち，特に赤血球代謝，酵素学の正常と病態が主体となり， これ

にヘモグロビン代謝と細胞膜に関する話題が加わっていましたが，前回，今回と最近の急速な進歩を

遂げつつある細胞膜の正常とその病態に関する演題と招待講演が前景に出て来ました。細抱膜の分野

では，嘆構成成分としての膜蛋白，膜脂質の組成，赤血球膜の構造，赤血球形態と流動学(レオロジ

ー)，赤血球の老化とその認識機構，赤芽球前駆細胞と，その構成成分の発生と発現赤芽iまの分子生

物学，分子遺伝学などでありました3 また血球酵素学としては，主として酵素活性の制御機構，異常

酵素の遺伝子解析，網赤血球の代謝特性， ヌクレオチド代謝なとが議演の対象とな「ていました。

参加者は，欧州全域(東独，西独， フランス， イギリス， イタリー， ソ連，ユーゴスラビア，フル

ガリア，チェコスロパキア，ポーラント¥ スヴェーデン， スイス，デンマーク，ルーマニア，ベルギ

ーなと)に加えて，米国，オース卜ラリア，カナタ，ブラジル I有国など，わが国からもIjJ)豆 長東

京医歯大医学部部長，米山良昌金沢大学教提(生化学)など数名の専門家が招待を受けておられまし

fこ。

会議は， 1989年8月27日夕のwelcomepartyに始まり，翌 8Jj 28U朝から討議が始まり， まず招待

講演として英国Glasgow大学Harrison教授のgeneexpresslonに関する講演が皮切りとなりました、

細胞膜に関する講演に瞳目すべき内容が多かったのは，やはり時代を反映しているとの感を深くしま

しfこ。

細胞膜の分野では，模蛋白領域では細胞骨格(cytoskeleton)に関するテーマがhottopicsであり，

その構造，機能，発現，さらに疾患としてのhumanmutant に関心が集中していました。特に， spectrin， 

act in， calmodul inなどに対するCaH の作用や，赤血球における細胞膜成分の発生が興昧をもたれ，

この点では，私も“Evolutionand development of membrane components in erthroid precursor 

cel1 in newly-developed two-phase cul ture system"の招待講演を行い，貢献は少なからずあった
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と自負しております。

また.遺伝子解析の領域では，主として血球酵素学が主体となり，病的酵素の遺伝子解析が進めら

れていましたが，梱胞膜の分野では最近遺伝子解析が進められており.私は， この分野でも“Genean 

alysis and development of cytoskeletal prot引 ns"として招待総説講演を行いました。今後大いに

発展する分野と考えております。

延べ 5日間の会議を通じて赤血球系の研究者が一堂に会しうる機会は非常に貴重であったと存じま

す。血球形態の制御因子が赤血球代謝，ヘモグロビン系などの側面から研究されて来ましたが，いよ

いよ細胞膜の時代に入って来た感を強くいたしました

以上の科学としての成果の他に，今回のシンポシウムの期間を通じて，その直後に知ったベルリン

の壁の崩壊という歴史的な出来事について，その渦中に実は自分が地理的に立たされていたという驚

きは一生忘れることの出来ない想い出となりましたれ私が滞在していたあの東ベルリンの地で，街角

で何回も出会「た東独市民の方々の中に，あれだけの歴史的変革を行いうる力が秘められていたこと

を顧みると，感無量の想いがいたします。私が東ベルリンを拝した翌々週には，東独市民の大量の国

外退去が始まったのです。しかし学術は政治とはある意味で独立して着々と遂行されて行くべきも

のでもありましょう。

種々の意味で貴重な体験をしうる機会をお与え給った貴財団に心から感謝して，その御発展を祈り

つつ筆をおきます。



1 会議の概要

岡田正彦(おかだまさひこ)

新潟大学医学部検査診断学教室 助教授 医学博士

会議または IEEE 医用工学部門第11回国際会議

集会名 (11thAnnual lnternational Conference of the IE回

Engineering in Medicine & Biology Society) 

開催地アメリカシアトル

時 期平成元年11月7日-14日

本会議は. IEEE (米国電子電気学会)の医用工学部門が主催する学術集会で，年 l回ずつ米国の各

地で開催されている。 11回目の今回は，ワシントン州シアトルのシェラトンホテルを会場に. 41ヶ国

から1.000を越える論文を集めて開かれた。

この会議の 1つの特徴は.あらかじめ任命された組織委員がそれぞれセッションを lつずつ受け持

主世界各国の研究者を招待する形で行われることである。したがって，各セッションがミニシンポ

ジウムの趣を成している。ただし招待といっても学会からの経済的な援助は全くなく，旅費などは

総て参加者の自己負担となる。それにもかかわらず，世界各国から多数の研究者が参加しており，こ

の分野のトップレベルの学会であることを改めて感じさせられた。

2 研究テーマと討論内容

脳血管障害，虚血性心疾患なと我が国の死亡原因の上位を占める疾患の多くは，いわゆる血管障害

によるものである。これまでの疫学的研究によれば， これら血管障害は，その危険因子を早期に発見

し，除去に勤めることにより予防できる可能性のあることが示されている。血管障害の危険因子には，

高脂血症，糖尿病，高血圧症，それにストレスの 4つがよく知られており，前3者については，すで

にその検査法も確立されている。しかしストレスについてはその正体がまだ明らかではなく， した

がって，検査法もほとんどないのが現状である。血中コレステロール値，血糖値，血圧などが同程度

に高くとも，血管障害を起こす患者と起こさない患者がいるが，両者の違いには，ストレスによる血

管の聖堂縮が大きく関与しているのではなし、かと考えている。

筆者は，このような予測のもとに，血管系のストレスを定量的に測定する方法を長年に亘って検討

してきた。今回の学会では.その成果を報告することができた。論文のタイトルは，“Evaluationof 

Arterial Pulse Wave Velocity on the Basis of Multivariate Analysis"(多変量解析による脈波伝

播速度の数理解析とストレス診断への応用)である。本研究の結論は. r収縮期血圧，拡張期血圧，

年令の 3者で脈伝播速度の情報のほぼ60%が決まってしまい，心拍数は主要な決定因子ではないことい

「脈波伝播速度は血管の鍛縮を検出するための有力な方法であること」などである。

このセッションでは，心血管のダイナミクスに関する 6つの論文が発表され，討論も熱心に行われ

た。筆者の発表に対しては. r脈波伝播速度と食塩摂取との関係は?J. r脈波伝播速度と血圧との
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相関係数は?J， Iなぜ脈波伝播速度は心拍数に影響されないのか?Jなど多数の質問が出され，各

i耳の研究者と有意義な討論を行なうことができた。

3 成果

従来から血管の抹消抵抗や血圧についての報告は多数あったが， ストレスとの関係を論じた研究は，

筆者の論文をおいて他に例がない。今回の学会では， この新しい考え方を同じ分野の研究者に理解し

てもらうことができ，意義深いものがあった。

一方，筆者自身も組織委員の l人として I人工矧能の医学応用j のセッションを受け持ち，座長

を勤める機会を得た。このセッションでは，米国， 英国， フランス，ブルガリア， 日本よりそれぞれ

6題の論文発表を行なっていただいた。医学のさまざまな分野におけるエキスパートシステムの開発

例や，知識表現に関する新しい方法などが発表されたハまた，貰疑応答の時聞を最後にまとめて，

「エキスパートシステムの医学応用については，膨大な研究報告があるにもかかわらず，実際に活用

されている例がきわめて少ないのはなぜか?~という点に絞「て集中的に議論していただいた。その

結果慣れるまでに時間がかかるので，長い目でみまもるべきだい 「操作が難しすきるので，新

しいアイテcアが必要だJなど有益な意見を多数聞くことができた。

4 その他

筆者は， IE回より出版されている論文誌の編集委員を勤めているが，最終日に開催された編集委員

会に出席することができた。席上，著者がアジア極東地区担当の副編集長に指名され，責任の重さに

心が引き締まる思いで帰国の途についたしだいである。

最後に. このような貴重な経験をする機会を与えて下さった中谷電子計測技術振興財団に厚く御礼

を申し上げます。

表 l 本会議で発表された研究テーマ

循環器 コンピュータの応用

画像処理 神経団路

生体のモデリングと制御 分子工学

バイオメカニクス ロボット

生体材料 リハビリテーション

生体センサー 神経と筋

電磁気 睡眠と呼吸

レーザーと光工学 臨床工学

生体の電気現象 歯科

信号処理 人工内耳

計測機器 画像管理通信システム

人工知能と情報システム 学生論文コンテスト



大西 昇(おおにしのぼる)

名古屋大学工学部助教授工学博士

会議または 第11回医用生体工学国際会議

集会名 (11thAnnual Internatinal Conference of the lEEEE 

Engineering in Medicine and Biology Society) 

閣催地アメリカシアトル

時 期 平成元年11月9日-12日

第11回医用生体工学国際会議に出席して

中谷電子計調IJ技術振興財団の昭和62年度研究助成をいただいた「盲人用図面認識支援システムの研

究開発」の成果を，広く世界にアピールするために，財団より技術交流助成をいただき標記の国際会

議に参加することができました。以下に会議の概要等を簡単に述べさせていただきます。

会議について

41ヶ国から千以上の論文が発表された。プログラム委員会の話によると応募論文のうち 100件近く

が採択されなかったとのこと。口頭発表のセッション数は 180，ポスターセッション数は 3であった。

会議の参加者数は，事務局から発表されなかったが，発表者約千名.発表者以外の事前登録者 300名

プラスアルファと言う程度であろう。また， 日本からの参加者数も正確には解らなかったが，東北大

の屋宮教授のお話しだと，百名はくだらないとのことであった。

朝8時から夕方6時までびっしりのプログラムが組まれていた。しかも，最大15のセッションが同

時に進行すると言う具合である。今大会のテーマは i21世紀像」で， これに関連して毎日午前10時か

ら12時までのゴールデンタイムに，下記のプレナリーセッション(全員参加の)が開催され非常に多

くの参加者があった。

• Technologies and Heal th Care in The 21st Century. 

・DiagnosticImaging 

• Images and Management Networks. 

• Biomedical Imaging and Applications. 

会議で，私はニューラルネット， リハビリテーション工学，バイオメカニックスのセッションに参

加した。ニューラルネットのセッションは参加者が多く当日部屋を変更するという盛況ぶりであった。

内容としては，医用工学への応用が主で，革新的な内容のものはなかったようである。リハビリテー

ション工学では，機能的電気刺激に関する発表が多く，実際的な内容の発表もあった。

初日の夕方，立食の懇親会が開催されたが，大会長なとの挨拶は全くなく (日本では何人かの人が

挨拶する)，会場に入った人はそれぞれ食事をとり，会を始めていた。テーブルの食事を取る際，列

を作って，自分の番がくるまで待つというのが，とても印象的であった。しかも，アルコール類を希

望する人は，お金を出して飲むのである。めいめい会話を楽しみ，食事がなくなると，終了の宣言も
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なく，自然に解散という具合である。

私の発表について

私の発表 r盲人用図面認識支援システムJに対する質問は次の通りです0

.回路素子の数値も音声で出力されるのか?

-認識できる回路記号はとんなものか?

「触覚と音声による呈示」が「音声だけの呈示j より認識する上で優れているとし寸結論はどの

ような実験で得られたか?

発表の後.チェアパースンのJ.Brabyn氏(Smith-KettlewellEye Research Institute)と H.C. 

Lee氏(McGi11 Univ :杉江教授が客員研究員として当大学に見えた時，院生であった人)と話し合う

機会を得た。彼らは，触覚と音声の複数の感覚系を利用した点を評価してくれた。

シアトルについて

今年は，丁度百年祭 (Nov.11 1889に設立)にあたり，会議開催期間中の11月11日に式典がなされ

たようだが，私には解らなかった。

11月中旬の気温は，最高90C.最低20Cで，とても強い風が毎日吹いていた。おまけに毎朝冷たい

小雨(11月にほぼ一年分の降水量があるとのこと)という具合いであった。暖かな日本にいたせいか，

寒さは厳しく感じられた。

その他思いつくままに

会議2日目の夜，オプショナル・ツアーが有り参加した。船で湾内をめぐった後.TillicumVillage 

というインディアンの居住地跡?を訪れた。 VilIageでは.スモークサーモンの食事の後，インテ'ィ

アンの踊りを見せていただいた。木の太鼓による音楽および踊りには，東洋的なものを感じた。湾内

航行時，船上からのダウンタウン高層ビルの夜景はとても美しかった。

シアトルの南にはボーイング社があり，観光シーズン中には見学ツアーが用意されていた。あいに

くシーズンオフで，さらに悪いことにボーイング社はストライキ中であったため，見学することはで

きなかった。

福祉関係は日本に比べ進んでいるようである。ほとんと、全ての市ノ〈スには，車椅子用のリフターが

昇降口に取り付けられている。しかも，車内には車椅子2台分のスペースが確保されていて，車椅子

固定のためのベルト類も用意されている。シアトル滞在中市ノ〈スに乗ったのは 2回だけであるが，い

ずれの場合も車椅子の乗客を目にした。

最後に，私は国際会議に参加し，多くの知人を得ることができました。これは，中谷電子計測技術

振興財団の皆様のご協力の賜と存じ，心よりお礼申し上げます。
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