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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恵まれた頭脳資源を、 十分に活用することで達成

きれたものです。特にコンビュータを初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

を実現する上で、電子計測技術基盤の一層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似でもあります。

政府におかれましでも、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施策を展開されております。

このような客観的諸情勢から東亜医用電子株式会社の創立者、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

強く念願きれ、昭和59年 4月に財団法人「中谷電子計測技術振興財団」が設立

されました。

当財同は、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

うな主旨をご理解の上、当財団にご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上

げます。

問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、産業基盤の確立を回ることにより、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。

・電子計測技術介野における技術開発に対する助成

電子計測技術介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

・電子計測技術介野における技術動向等の調査、研究

電子計測技術介野の実態および種々の問題について調査研究を行い、

・電子計測技術介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。

・電子計測技術介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、

の活動を行いますっ

または、助成します。

その広汎な利用を図るための種々
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I技術開発に関する研究助成事業

ドl際経済社会において、大きな役割を果している我が国にとって、国際的協調をはかり

つつ、経済産業の発展を進めてゆくには、新たな局面に対処するための産業構造の変換を

はかるとともに先導的技術開売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、大学及びこれに単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 f計調IJ技術は極めて仏:~凡な分野にHるが、その

中で、健康で明るい人間社会を築くために示[~な役割を果すと考えられる技術開発分野と

して、理学・了時学と医学・生物学の境界領肢としての学際的研究である''*-体に関する電

子計測技術」の進!民がますます要請されている。

かかる状況を勘案し、三II財団では対象を次のように定めて、毎年 9月末日を締切りとし

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 f計測技術

助成刈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

化のための基惟技術となるもの。

2.審査委員会

応募のあった助成研究巾請書の内容を、|人j藤正委li長ほか 7名の学識経験Jすからなる審

査委H会において、内三にわたる'開示かつ、厳 l卜ーな帯保が行われ、助成対象研究テーマが

選ばれた。

3.研究助成金の贈呈式

審査委員会の審有を経て選lHされたた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昭和59年度より j正午、芝浜松町にある世界貿易センタービルに

おいて、多数の関係者、来賓を迎えて盛大かつ厳粛よIjlにとり行っている。

この際、各研究昌A より研究内容の概要を党主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、記念懇談会を開催し、相互に、よろこび

と意見の交歓をしあった。

平成 4年度の研究助成金の贈主については次のとおりである。

年度 贈呈式年月日 助成件数 助成金総額

平成 4年度 予成 5年 2月2611 10件 1，930万円



第9回(平成 4年度)技術開発研究助成対象研究

JE 題 目
研究責任者

所属機関名職名
研究助成金額

研
氏 名 (万円)

圧電性材料を用いたキャピラリー電気泳動
東京大学工学部

(CZE)の高感度検出法の開発と DNAシケン j幸田 嗣郎
工 業 化 学 科 教 授

200 
サーへの応用

超小形集積化圧力センサの医用計iWJへの応用 江刺正喜:
東北大学工学部

200 
機械電子工学科教授

ぷ血球内酵素の自動分析システムの開発 ィ賓崎 直子:
九州大学医学部

200 
検 査 部 教 授

九州、|工業大学情報工学部

遺伝子中貸出における電子計測技術の開発 竹中 繁織 生物化学システム工学 200 
科助教授

相関スベクトル解析法による局部微小網膜電
森田 青U)爾

大阪大学工学部
200 

{立の計i!!lJ 電気::r.e_y:利助教授

内十見鈍両{象によるコ次 JLlf~;1え~h!!lJ 11¥[ 1光一郎
東京大学工学部

200 
"十数 Lマ:科助教技

マイクロ波による体内弘!支の断層撮像技術に
'/:¥ 111 i丘犬

新iRJ大学工学部
200 

関する研究 情報工学科教技

血衿形成における血管内皮細胞の制御機構の
慶I!It義熱大学医'芋古11

解明 ずり応力負何装置を用いた流体力'芋 il主jll i ii uJJ 
中央臨床険街部 議師

200 
的アプローチ

光学的多点計測による大脳皮質聴覚領の神経
米京医刊lh科大学難ifi疾

谷11 ti!)hif. 忠研究所情報医学研究 180 
活動の画像化

部門教授

生体のX線回折用高感度二次厄イメージセン
南p 秀仁

金沢工業大学工学部
150 

サシステムの開発 電子工学科教授

5 
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技術開発研究助成金贈呈式の開催状況
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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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II 調査研究助成事業

電子計測技術の振興をはかるため、平成 2年度から 4年度にかけて、次の調査研究に助

成した。

調査研究題目

生体電子計測技術における可視化・知能化に関する調査研究

1 .調査研究の目的

近年、生体計調IJ技術はエレクトロニクスの進展

とともに急速に発展し、 X線CTを始めとする高

度の診断装置が開発されている。しかしこのよう

な技術をもってしても、まだ生体のもつ構造、機

能を十分には計測するには至っていない。非侵襲

計ifilJであることが望ましいこと、そして生体は基

本的には分布定数系であり、また適応性、非線形

'J:Itなどの複雑な特性が備わっていることが、生体

計測を困難にしている。きて、生体機能に関する、

より高度で、精宮、な計iNIJを志向するとき、対象とす

る生体システムのメカニズムに関する生理学的あ

るいは解剖学的な知識を利用することは重要なこ

とである。また、生体には優れたセンシングの機

能が備わっており、それらの機能に関する知識を

生体計測に適用することも重要であると考える。

つまり生体情報処理の仕組みに関する調食研究は

高度な生体計測技術を開発するときに重要な示唆

を与えると考える。一方、工学の分野においては、

近年マイクロ化技術、人工知能、信号処理におい

て進展が見られ、これらの技術を利用した生体計

測l法が開発されつつある。

この様な観点から、本調査研究では、従来計測

が不可能、あるいは困難であった生体量の可視化

の技術、およびセンシンクと処理における知能化

の技術に焦点を当て、工学、基礎医学、臨床医学

に従事する研究者からなる調査委員会を設け、こ

れらの技術に関する現状と問題点を調査し、並び

にその解決策を検討することを目的とする。すな

わち、本調査研究は、理工学、医学の両由ーから可

視化・知能化生体電子計測lシステムの構築におけ

る重要課題を探求し、もって電子計測技術の振興

を図るための研究助成事業に資することを目的と

する。

2.調査研究委員会の構成

大阪大学の(故)瀬口靖幸教授を委員長として、

工学と医学の専門家17名からなる委員と 4名の協

力委員からなる、生体電子計i&IJ技術可視化知能化

調査研究委員会を構成し，調査研究を実施した。

調査研究委員会委員名簿

[敬称略]

委員長:(故)瀬口靖幸大阪大学基礎工

学部、教授

副委員長:赤津堅造神戸大学工学部情報

知能工学科、教授

幹 事:千原国宏奈良先端科学技術大

学院大学、教民

委員(五十音順)

石原 謙国立大阪病院臨床研究部

北村新三神戸大学工学部情報知能工学科、

教授

佐藤俊輔 大阪大学基礎工学部生物工学科、

教授

rf¥;;回 裕 大阪大学医学部附属病院医療情報

部、助教授

田中 正夫 大阪大学基礎工学部機械工学科、

助教授

辻岡 克彦 川崎医科大学医用工学教室、助教

J受

外山 敬介京都府立医科大学生理学教室、教

授

11 
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l町村恒彦 大阪大学医学部バイオメデイカル

研究センタ一、教校

馬場 一・憲 東京大学医学部医用電子研究施設、

講師i

i兵旧 |年史 屯子技術総合研究所大阪ライフエ

レクトロニクス研究センタ一、主

任研究官

堀 」正一二 大阪大学医学部第一内科、講師

i奏小太郎 京都大学医学部附属病院医療情報

郎、助教段

山口 降美 東海大学開発工学部医用生体 f下

料、教授

古村武晃神戸大学工学部情報知能工学科、

助教技

研究協力委員:

持j岡 英雄 大阪大学医学部ノ〈イオメデイカル

研究センタ一、助教技

牧 )11 方昭 大阪大学基礎工学部生物工学科、

助教技

内山 孝憲神戸大学工学部情報知能一f，'何千、

助手

小坂 時弘東qp-~用電子一(怖技術開発部

3.調査研究の対象

生体はその活動に伴い電気、磁気、 J旦度、光な

どを発生しており、これらを計測することによっ

て生体の状況を知ることができる。計測するよ場

からは、これは相手からもらった信号の受動的計

測である。一方、外部から超音波、 X線、磁界な

どを探索信号として与えると、それに応答して生

体は自分の情報を返してくれる。計測の立場から

言えば、能動的計測である。立場を変え、計測技

術という点から、生体計浪11技術は、

イ)間接計調11:憾界 (NMR)、X線 (CT)、超音

j皮、光などの利用

ロ)モテソレによる計測

ハ)データの処理(計測・記録、伝送、圧縮、

表示、診断)

に分類できるが、本調査研究では可視化・知能化

の観点から、次のように分類して、調査研究を行

~) tこJ

1 ) ノンノ£ラメトリックな可干見化技術I

II)パラメトリックな可視化技術

I1I)知能化の技術

N) 11J視化・知能化の統合技術

の 4J良目である。イ)が 1)に対応し、同十基にロ)

がII)に、ハ)がIII、N)に対応する c

牛体:早:の可視化に関しては、 1)のノンパラメ

トリ i ノクな ~hW1法は、 j)l lJ えば超青波による血流お

よひ、圧の計iW1など能動的計測技術Jを用いた 2次lじ

または 3次氾分布情報の定量的計 ;W1iまがあり、 II)

については、モデルを用いて生{本情報をノ丈ラメ i、

リソクに計測するもので、筋収縮のパラメ 夕、

竹格系、循環系における流れのパラメータの推定

なとのモデル駆動YlJ!の計測法、がある。

一方、センサおよび処珂ーにおける知能化の技術

としては、I1I)のデータ処理機能が中心どなリ、

異常値やj51J外jl(jの除去、自動校正機能、白動補償

機能、メモリ機能、変更可能な処理アルゴリズム

が挙げられ、より高度の知的処理システムとして、

人工知能やニューラルネットの応用が考えられる υ

(最近のトピソクスとして、走査Ii;'!トンネル顕微

鏡 (STM)ヵ、挙げられ、これは対象物に電流を流

し、表面構造を可視化する超精密インテリジェン

ト能動司IJセンシングシステムである。)汐IJえば、 2

次元の画像から冠血管の 3次元的構造を得るには、

構造についての知識を利用した処理が必要であろ

う。また最近のマイクロ化技術の進展は、センサ

とプロセッサが一体化きれた形でのデバイスが現

実のものとなりつつある。この技術を生体の微細

構造や局所機能の計iMI1に応用した知能化システム

も調を対象とする。さらに、マイクロプロセッサ

の小型化に伴い、携帯型のデータロガーの開発が

なされており、日常生活者の身体活動を無拘束に

計測するシステムも臨床応用の段階になりつつあ

り、これらも調査対象とする。この他、生体計測



に適用口J能と考えられる人工知能、ニューラルネ

ソト、データ圧縮などのんL礎用論を調合iすること

が必要で、ある。

N)は、可視化された生体情報を知的処理した

り、統合して診断・治療の高度化に役立てるもの

で、病院や医療システムの高度情報化に|期するも

のである ο

4.調査研究の内容・方法

1 )内容

本委員会では、生体~hWJにおける可視化・知能

化にj焦点を当てたものであるので、ぷ礎・応用の

相互の関j主性を踏まえた調丘研究を行つだっまず、

基礎については、信号処理、モテ、ル化、人工知能、

ニューラルネットなどの調食研究、応用について

は、循環器系、運動系、神経系などにおける、"十

;tliJ処理の可祝化・知能化の事例およびシステム{じ

などに関する調査研究である。

日J悦化・知能化に関連する事項は非常に広い範

凶にわたるものであリ、本調査委員のみで全体を

キItJmすることは適切ではなく、むしろ作委員が専

門とする分野を中心として、中身の濃い調査と議

論ができるように、研究調査の対象を絞った。

各委員が担当した調盆研究の項目は卜記の通 1)

である。

1 ) ノンノぐラメトリックな可視化技術

下原因宏、石原 謙、 j土岡克彦、

外山敬介、西村恒彦、馬場一ー憲、

堀 _jF.二、吉村武晃

II)パラメトリックな可視化技術

赤i事堅造、田中正夫、山口隆美

III)知能化の技術

北村新三、佐藤俊輔、浜田陪史、

牧川方昭

N)可視化・知能化の統合技術

武田裕、湊小太郎

2 )方法

生体計;WJにおける可視化・知能化に関して、各

委員が寺門とするテーマについて、現状、問題点、

解決策などに焦点を当て、研究内容を各委員が発

表し、さらにこれに関して医学の分野におけるニ

ーズと埋工学のシーズを中心として意見を交換し、

白由討論を交わしたのまた循環系における光計測、

ノ〈イオメカニクスにおける計測l、および長時間生

体情報の口J視化について寺門家による講演を実施

し、それらについて議論を交わすと共に研究交換

を行った。全体を通じていえることであるが、技

術の進展に関する調命だけでなく、医学サイトの

ニードの把fJol'は必須のものであり、当委員会にお

いてもこの点について活発な意見交換を行うこと

を凶った。

調俗研究の方法は以下の通りである。

( 1 )各委員は111当するテーマ(委員が専門とす

る僻究分野)について、文;胡;検索システムを利用

して、重要と J与えられるテーマ、文献を検索し、

その結果ならびにその委員の研究内容を委長会に

おいて発表を行った。

( II )委員会において、医学のニーズ面と理・工

学のシーズ面から意見を交換した。

( III )さらに、調査研究の結果を踏まえて、与委

Hよりそれぞれのテーマについて白山討論を実施

し、知能化生体電子計測技術に関する)6:未来への

技術研究課題についての意見交換を行った c

(N)特別に講師を委員外より招き、専門家より

講演をいただき、議論を交わした。

なお、最終年度の平成 4年度は、生体計測にお

ける可視化・知能化に関して、この 2年間に行っ

てきた調食研究を踏まえ、可伺化・知能化の現状

および問題点、課題を総合的にまとめ、調室研究

報奇書を作成した。

5.まとめ←現状と問題

ノンパラメトリックな可視化技術における

研究課題

石原 謙

13 
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1 )ノンパラメトリックな可視化技術としての

画像診断法

いわゆる医周囲像とか画像診断と呼ばれるもの

のほぼ全てが、このノンパラメトリックな可視化

技術に相当することとなり、本稿に含まれる諸問

題はその視点により大いに異なり得る。また最近

のように毎年あるいは数カ月毎に、画像のハンド

リング技術が更新・普及してくると、|司じ視点を

保っていても技術的ノfックボーンの変化により研

究課題が異なり得ることを、まず始めにお断りし

ておきたい。

また、ノfラメトリックとノンノfラメトリックな

計測・可視化技術は、それらの境界あるいは区別

が実は比較的暖昧で、双方向的な交流がお互いの

計測法の聞に認められる。例えば、 X線 CTは本

来各部位のレントゲンの吸収率というパラメトリ

ックな計測データの 2次元マップであるが、通常

は臓器の大きさや形あるいは癌の有無などノンパ

ラメトリックな形態情報を診るのに用いられ、一

歩進んだ(実は後退?)利用法として造影剤の濃

度の経時的変化をパラメトリックに観察・血流情

報への流用などが語られる。このような現象は超

音波計測や光計測などの分野でも同様で-ある。

ノンパラメトリックな技術とパラメトリックな

技術の性格を比較すると、それぞれの特徴は一層

際立つ。計測の際、解釈を要求するパラメトリッ

ク技術と、解釈を許さないノンパラメトリック技

術1となるのである。

2) ノンパラメトリックな計;IIJ法に求められる

もの

これには、高速性(リアルタイム)がことのほ

か要求される。少なくとも 2次元の画像として表

現するには、ワンポイントの時系列情報を計測す

るのと比べると、 2桁から 3桁高速度に計測し得

る必要がある。

ノンパラメトリックな計測法のアウトプット

は、理解のしやすさつまり医師にとっての明瞭性

も重要で、ある。パラメトリックな計測の場合には

数値がでてきて少なくともその事実に関しては比

較的誤解しにくい事が多いが、ノンパラメトリッ

クな計測では医師にとっての印象が直ちに診断

(医用画像は、しばしば「百開は一見に知かず。」

のn葉とともに解説され、一般の匹師は通常過大

な信頼を寄せている。)となることが多く、誤解の

ない表現でなければならない。

簡更性すなわちベットサイドへのポータビリテ

ィも大切なファクターである。土記のリアルタイ

ム性と明瞭性そしてこのポータビリティが揃う

と、医師が検査中にさらに知りたい関心領域を無

理なく精査出来る事となり、計測法として極めて

有力となる。術中診断法などに使用されるには、

これら 3条件が揃っていないと困るのである。

非侵襲性も安全な検査の適用ということで重要

な要件である。胎児の検査にはこれが欠かせない

ことは、言うまでもない。

3 )ノンパラメットリックな可視化技術におけ

るいくつかの落し穴

(1) 詳細なことは良い事か

医用画像は計測系の精度が上がってくると、一

般に階調性が増してきて、再現性も良くなってく

る。にもかかわらずいつまでも、ノンパラメトリ

ックな形態情報のみで良いのか?答えは、原則的

にイエスである。臨床医からの医片j画像診断法に

対する needsを誤解を恐れずに言えば、形態にせ

よ機能にせよ「とても大きし汀「少し大きいJ ，.普

通J ，.少し小さいJ ，.とても小きい」のせいぜい 5

段階の考慮、をする事が関の山である。

そこに、苦労の挙げ句の過剰な精度を持ち込ん

でも煙たがられるのが落ちである。

(2) 正しい事は良い事か

信号をリニアに出して俺は正しいと考えるエン

ジニアは、受け入れられない。しかしひたすら見

易きを追求するエンジニアは、信頼きれない。信

号の抽出までは技術の分野であるが、信号の表現

は、ポリシーの世界である。



例を挙げると、 X線のl吸収率や超712波の反射ネ

はそのままリニアに画像に表現してもヒトのuに

は極めてわかりにくい。まして一般に用いられて

いる様な CRTの狭いダイナミックレンジの中で

は、ボケボケの眠たい画像にしか表現できないこ

とが大半である。計測系のアンプのダイナミック

レンジの狭きも含め、対数圧縮などの非線形的処

理を施すことが必須で、むしろその方が現状の表

示系では明瞭となる。

しかし、これも常に必要とあらばもとのパラメ

トリックなデータへ変換し得るよう考慮していな

いと、嘘をついているかの如く伝用されなくなっ

てしまう。

(3) カラーエンコード

どんな計測法でもそうであろうが、どんどんデ

ータが取れるようになり、ましてや 2次元で:AfJL

できるようになると、「誰もが一日で良くわかるよ

うに」の善意からそのエンジニアなりのクライテ

リアに法つ、いたカラー化を始めるようになる。い

ままでモノクロームの味気ないものであった大駄

のデータがカラーになると、それは勿論椅麗であ

り、絹麗はもちろん良いことであると信じて、い

ろんな色合しミを工夫したい誘惑にかられるように

なる。

これは、実は大きな落し穴なのである。カラー

化すると一見、わかり易い。しかし本当は診にく

いのである。本来何の情報も持たない、百持つて

はいけないグレイスケールを疑似カラー化する

と、偽の輪郭情報を提供し始めるからである。ヒ

トの目のパターン認識能力の高さの故に、逆に振

り回されることとなる。

超音波カラードプラ一法のような成功例は、ノ

ンノぐラメトリックな形態情報である Bモード画{象

の上に、パラメトリックな性格の強い血流ドブラ

ー情報を重量表示しなければならないという必然

性があり、医師からのニーズにマッチしたからで

あることを忌;れではならない。

(4) 3次元計測と表示

2次元画像が比較的簡単に計測できるようにな

ると、決ってこれまた 3次元をめざすこととなる。

確かに明瞭な 3 次厄画像がすぐに計ì~IJ できるよう

になるとこれは有用である。しかし、現時点にお

いては、いまなお計測系の速度の遅さ(生体内の

背j去の遅さのような原理的・物理的であれ、単一に

技術的であれ)と、表示系の決定的な遅さは、こ

の問題をノンパラメトリックな可視化技術の現実

的な研究課題としては二の脚を踏まざるを得ない

ものとしている。少なくとも現時点では、 3次元

，;j-iHlJと表示はそれ白体大きなテーマとなるもの

で、ある訂以IJ技術の実用的なー形態としてはまだ

まだ夢である。

4 ) ドプラ一法の現状と問題点

可視化技術の研究課題の一例として、 FFT法な

どでノぐラメトリックなアブローチとカラードプラ

一法ーなどでノンパラメトリックなアプローチの共

作:する超育波ドブラ一法の現状と問題点を示し、

参与に供したい。

超育波検台j去を習う人々が、ノンパラメトリッ

クな段れ翼の形態観察法である Bモード法に引き

続いて血流速度を計測するドプラ一法を試みて、

まず最初に↑号然とするのは Bモードに比して感度

が著しく劣る「やりにくさ」であろう。 Bモード

で心臓の構造と心内腔が観察できていてもドブラ

一信号が明瞭に得られるとは限らない。血液から

の反射強度が如何に臓器構造体ある固定部からの

それより弱かろうと、ここでノンパラメトリック

なBモード法よりパラメトリックなドブラ一法は

難しいものだという先入観を植え付けられる。

次に、パラメトリックなドブラ一法は表示法も

わかりにくい。 Bモード法では、見えたままに構

造物があり運動していると信じてほほ、間違いはな

い。というよりも有り体にいえばそれ以外の想像

をたくましゅうする余地は良かれ悪しかれほとん

どないのである。しかしドブラ一法では、見えた

ものをさらに検者が解釈しなければならない。こ

れは、計測対象の運動速度と超育波診断装置の記

録速度がミスマッチしているからである。例えば

15 
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ドプラ一法で見るべき血流速は、 Bモードで見て

いる構造物の運動よりはるかに速い。ところが現

実の計測では状況が全く逆で、 2次元ドプラー情

報(カラーフローマッピング)のカラー表示のフ

レームレートと bモード情報のフレームレートは

前者が圧倒的に遅い。 ドプラ一法では高速度な運

動を低速撮影で観察しているのであるからその情

報の欠落は著しく、本来ある筈のデータをかなり

無理な表現法でごまかしているのである。

従って、 2次元ドプラー情報の解釈は、慣れぬ

うちはなかなか馴染めない。「赤は動脈血で青は静

脈血ですか?Jの疑問から始まって、「未梢側へ流

れるのが赤で、中枢側へ流れるのが青ですか?Jや、

「カラーで示されるのは、速度ベクルトの超音波

ビームへ降ろしたスカラー量としての速度成分

だ」とか、「直交すると感度はセ守口になる」等。ま

して、「この赤と青の境界はエイリアシングによる

ものだが、こちらの赤と青の反転は超音波ビーム

に対する相対的位置関係の問題だ」さらに、「この

モザイクパターンは高速血流だからパルス繰り返

し周波数を変えよ、できれば連続波を使え、ステ

アラブルならなお良い」や「このドプラ一信号の

領域は右から左に動いているが、これはストロボ

効果で本当は逆に流れているのである」などに至

つては多忙で、まともな医者なら怒り出しても当然

である。こんな未完成な機械や検査法にお付き合

いできるのは、検査にたっぷり時間と手聞をかけ

ることのできる研究者という名の穀潰しか、犠牲

的精神あふれるごとく一部の気の好いドクターだ

けである。

さらに近年改善されつつあるとは言え、なお問

題であるのは低速度の血流に対する感度の悪きで

ある。高次なディジタル処理が可能となっている

現在 MTIフィルタなどを言い訳にしてはならな

いのではなかろうか。

なお付け加えるとカラー表示されたノンパラメ

トリックな 2次元ドプラー情報は、画像情報とし

ても極めつけに酷い扱いを受けている。起育波診

断装置の内部では、 Bモード情報・ドプラー情報

ともにディジタル処理されていることが増えてき

たが、その最終的な記録には NTSCや PALなど

の民生用 TV機器の規格が流用されたビデオテ

ープに録画されている。これが曲者で、カラーに

割り当てられた周波数帯域が致命的に狭いため画

面上の分解能はきわめて劣悪て、ある。超音波診断

装置の RGBモニタの鮮明なカラーのドプラー情

報とビデオテープからの再生画像とを見比べると

その差は唖然とするほどである。 Bモード情報は

一応見た目には充分な周波数帯域を与えられてい

ることになっているが、これとても実際には空間

分解能・ダイナミックレンジともにかなり不足し

ている。現在の超音波診断装置に附属しているビ

デオレコーダ、は、例え医用となっている高額のも

のでもこのように御粗未なアナログ記録であり、

本気で、カラー画像を定量的データとして残すには

全く不向きである。

以上のような問題は、超音波ドプラ一法に自ま

らず他の可視化技術に共通する部分が多く、現場

の医師達はその問題点に気づいているもののどう

しようもないと諦めていることが多い。これらの

研究課題をうまくキャッチする事にもっと時間と

手間を割いてよいのではなかろうか。

パラメトリックな可視化技術における研究

課題

田中正夫

1 )可視化におけるモデル

可視化技術におけるパラメトリックな接近法

は、可視化対象である物理現象のふるまいを直接

に可視化するのではなく、可視化対象現象に誘発

された副次的な対象のふるまいを観察することか

ら、両現象の聞の因果関係を表現したモデルを通

して、対象の内面に存在する現象を間接的に可視

化しようとするものである。これを行うにあたっ

ては、

①白J視化対象現象に依存する直接観察可能な物

理現象の存在



②直接観察可能な現象の観察法

③可視化対象現象と直接観察可能現象との因果

関係モデル

が必要となる。

直接観察可能な現象が見出せないといった場合

には、どのような可視化も可能と思われないから、

このような状況は除外しておく。項目①に関して

は、実際に観察を行う物理現象に何を選べば良い

かの問題が生じる。直接観察可能な現象を如何に

観察するかについては、ノンパラメトリックな可

視化技術の支援を受けることになる。項目②の存

在は不可欠で-あるが、ここでの問題からはずして

おいてよい。項目③可視化対象である現象と直接

観察現象との聞の関係を表現するモデルは中心的

問題となる。ここでいうモデルは、可視化対象物

理現象のふるまいを入力あるいは内部状態とし、

直接観察可能な物理現象のふるまいを出力とする

ものであり、出力に対応する観察事実から入力あ

るいは内部状態に対応する可視化対象のふるまい

をこのモデルに基づき調べるわけであるから、モ

デルの構成如何が可視化の結果を支配すると考え

てよい。

2 )記述モデルと機構モデル

可視化のためのモデルの構成には、入力と出力の

写像関係に注目した現象論的記述モデルと、入力

における物理現象から出力における物理現象を導

く因果関係のメカニズムに力点をおく困果論的機

構モデルの二つが大別される。前者は、可視化対

象現象と直接観察現象との間を直接に対応付ける

伝達関係数的なコンパクトな集中定数モデルを採

用する。この意味で、計iNIJとしての可視化技術を

指向するものといえる。これに対して、因果論的

機構モデルは、対象システムの内部での物理現象

聞の変換の困果関係をでき得る限り詳細に表現す

ることで、入出力現象間の対応のみならず、その

機構の理解、解明といったより基礎的な目的を通

して、現象の可視化を目指すものである。この両

者はモデルの構成における基本的な考え }jに差異

があるとはいえ、モデルを組み立てることで対象

システムの内部に存在する物理現象を、可視化す

るためのスコープであることにはかわりがなし九

3 )逆問題的可視化

このようなモデルをスコープとしたノfラメトリ

ックな可視化技術は、モデル同定あるいは入力負

街同定のひとつであり、いわゆる逆問題、あるい

は逆解析と呼ばれる範囲毒に属する。逆問題におけ

る共通の特性として、モデルに基づくパラメトリ

ックな可視化においても、問題の不適切性、すな

わち、①解の存在性、②解の一意性、③解の連続

性あるいは安定性、といった問題が常に存在する。

解の存在が保証できないような不十分な観察情報

からでは、同定できないものはできないのである。

理凶の上では解が存在するはずの問題でも、直接

観察できる物理現象から得られる情報が観察雑音

を多く含むならば、状況は保証の限りではなくな

る。また、限られた観察情報からでは、解を一意

に同定することが必ずしも可能で、はなく、これを

適切化するための方策が不可欠となる。これら二

つの点は理論的側面からは決定的で、はあるが、同

定手順の聞から見れば、解の安定性欠如の問題が

実際の局面では最大の課題となる。これは、モデ

ルを用いた可視化における、検出力の問題、頑健

性の問題と直接関連する点であり、どのような現

象を、どのように観察するのかという、先述の項

目①，②の問題に密接にかかわる。この点に関し

ては、個々の現象、対象システム毎に十分な検討

が行われなければならない。

4)順問題的可視化

逆問題的可視化の問題としてとらえれば、現象

論的記述モデルは、少ないパラメータを用いて可

視化を進めることが可能であるから、不適切性の

問題に囚われ難く、その意味では望ましい。しか

しながら、可視化対象現象のより深い理解の意味

からは、実現象の因果律に基づく詳細な機構モデ

ルの重要性が高まることになる。これは、モデル

17 
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の確立を含めた逆問題的可視化を更に推し進め、

順問題的可視化への展開の道筋を示唆するもので

ある。すなわち、可視化対象の現象についての機

構を含め、対象システムに内在する物既現象の 1，iJ 

定がひとたび行われたならば、個別の状況下での

可視化が行われたというよりも、対象システムそ

のもののふるまいを一般的な意味て;'IlJ祝化したと

考えることができる。この段階での可視化とは、

従来ブラックボックスであった物理現象をホワイ

トボックスへと転換させるとし汁、よ 1)高Ui:のも

のを意味している。

同定された機構モテゃルに法づけば、 fl占!日Ijの対象

システムの写実的詳細表現と詳細な条件設定の下

でのふるまいを調べることの可能性が発生するの

これは、コンビュータ・シミュレーションとそれ

に基づく視覚化表現、すなわち、ヴイジュアルシ

ミュレーションそのものであり、現象の観察に立

脚したものとは独立した形式の、新しい可視化技

術としての万向を示すものである。これはまた、

現象の党現機構をふまえた、入出力間の伝達関数

的モデルの精築とそれに慕づくパラメトリックな

可視化をももたらすものである。

対象システムのモデルと副次的物理現象の直接

観察とに基づくパラメトリックな可視化は、現象

論的可視化、対象システムの物理現象の機構解明

としての可視化、ヴ、イジュアルシミュレーション

としての可視化といくつかの展開を含んでおり、

そのいずれにおいても、モテルが中心的な働きを

することになる。その意味で、各固有対象システ

ムにおける現象論的記述モデルと因果論的機構モ

デルの確立、各レベルの可視化の相互連携を通じ

て、モデル駆動型のιJ視化技術としての系統的な

展開を進めていく必要がある。

知能化技術における研究課題

千原国宏

1 )はじめに

知能センシングは日進月歩のホットな研究分野

であり、その研究課題を一rjにまとめることは同

難である。センシングに閲する技術は、情報受容/

情報変換/情報処埋/情報伝送に大別できる。し

かし、本来、センサ素了またはデハイスとして情

報受谷および情報変換部が主な研究テーマであっ

たセンサ技術が、よけ高度な情報処理や情報伝送

を包含したセンシング技術までを研究対象とする

ようになった現在、厳密に知能化技術をセンサレ

ベルとセンシンクレベルにうj'~î[することは鮒しい

ただ、知l能化ぞンサ技術が個別的に対応するftiiJilJ 

があるのに付して、生1I古~1ヒゼンシング J支術はシス

テムとして高村jJ主化/尚機能化かソ五段てFきる共通

技術を開発しようという傾向ヵ、あるご

本市jでは、この意味で大別した知能化センサ技

術と知能化センシング技術の課題を展望する。

2 )知能化センサ技術の課題

(1 )機能集積化

情報受容と情報変換および情報処理といった機

能を集積化するには、いわゆるセンサとプロセッ

サをー体化する必要がある。しかし、情報受容機

構が材料(半導体/セラミックス/高分子など)

の物性に依存する物性型センサの場合には、同一

主主板上でそれらを結合するには、回路聞の電気的

な絶株が問題になっている。また、直接対象に触

れる接触引センサの場合には、センサが設置され

る厳しい環境と現在のブロセ yサの作動環境との

聞に大きな違いがあり、誤動作や破壊が起こると

いう問題も指摘されている。

(2) 機能物性と集積化

機能材料の物性を応用して信号処理機能を付加

したセンサの代表例に、 ISFET(Ion Sensitive 

Field Effect Transistor)がある。このタイプは、

I個の ISFETで選択性が十分で、なければ、多数

の ISFETを準備して高精度の分析が可能で、ある

とし汁特徴を持っているが、特性の異なる材料が

異なる場合には、異質の材料構成と製法の相違が

製品の良品率向上を阻害するという問題がある。

しかし、このタイプのセンサは多成分の分析手法



によるパターン認識機能の取り込み容易であり、

既にか、スセンサの分野では知能化センサに近いレ

ベルのものが試作きれている o

(3) アナログ処理化

現在の信号処理はフレキシブルな対応が可能で、

あるという特徴を持っているテ、イジタル方式が利

川ぎれている。 しカか冶し、 十倒枇j見比L'党t比占/1聴陪除'1党L工/触党といつ

た感覚は二次元ないし云次l広乙の，↑h'f干報Hてで、あるため、

本質的にシ一ケンシヤルに情報を処F別.ffl(するj巡丞次処

f珂q引!ん万宇式てでで、"、あるテデ心イ ジ夕ル子i法1去;よ Iリj人、 、H陀f少グ川夕亨机'1引l

でで、あるアナロク千j泣法j去Jカがミi迫盛盛iしている O 実際、 4.1で述

べたIUJ分布センサ Pや PSD (Point Sensitivc 

Detectorl は二次元↑山吸がl，iJ時に処聞できるアナ

ログ千法によって作成ぎれていゐ c

なお、アナログ処理を導入すゐには、分散処理

のための機能の集積化と多機能化が必要である。

このためには、!玉電体や焦電休などの誘電材料、

ジルコニアを11'心とする固体電解質材料、内女系を

はじめとするバイオ材料などのゼンシング川新材

料の研究が主主要になるし、マイクロマシニングの

ような新しいプロセス技術も不可欠な要素技術で

ある。

3 )知能化センシングの課題

(1 ) パターン計測

従来のセンシングが計測対象に設定したポイン

ト情報の把握に力点を置いていたのに汁して、 JJL

イf:では、時間的に変動する情報や~~I:\j的に分布し

た情報、いわゆるパターン情報の計iWJに対する要

ボが塙大している。パターン計iJ!lJにおし、ては、パ

ターン情報から有効な情報を抽，'1¥-9る技術、つま

りパターン認識が主要な研究になるが、これは現

在でも課題の多い研究分野である。

たとえば、人工知能の研究分野だけを取り上げ

ても、

-推論による知識ベースやデータベースを!日L、

たエキスパートシステム

-あいまい性入力によるファジイ推論マシン

.ニューラルネット

などさまざまな研究が進められている。これらの

成果がセンシングに応用できるようになったと

き、知能化センシング技術の研究は大きく前進す

るで、あろう。

(2) 多次元化

惚数の情報を組み合わせて処到することによ

り、新しい意味を持った情報の抽11¥が可能になる

ことはIYJ['Jである。この情報の組み合わせには

多重化.物現(1句に同じ「次元」を持つ量を多数

計測する多次JC化

複合化.物理的には異なる「次厄」をもっ量に

ついての多次元化

がある。

多次元化の目的は、簡単な機能や構造の並列化

によって新しい情報を護得しようということにあ

るが、データ量が急激に増大するし、既存の次元

のデータと高い相聞を示したり、相対的に雑音の

寄与が増加するなど、情報処理の効率が~æ.くなる

から、最適多次JC化子法の開発など課題も多いc

(3) あいまい量のセンシング

本来、人聞の五感である感覚量はあいまい量で

ある。このため、知能化センシング伎俳Jには、あ

いまい誌の取扱子法が不可欠である。しかし、感

覚情は人間の潜在的な情報であるため、普遍性の

ある量概念として成。:するかどうか不明であると

いう問題が残っている。

感覚計iWJを実現するには、この潜ヂf:量を顕在量

化するプロセスが必要であり、このプロセスを実

行する技術があいまい量センシングの知能化技術

と考えられる。このためには、「量概念の整備」と

「機器計測化」

の二段階での研究が必要であるという指摘がなさ

tLる o
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可視化・知能化の統合における研究課題

牧川方 Uí'~

1 )可視化技術の重要性

生体計ì~IJ技術は、その子段、方法の追いによっ

て3種類に分類することが出来る。第 1は、適当

なトランステューサを用いて生体から発する情報

を測定する方法ーであけ、電極を用いた心電凶日十以IJ、

加速度計を用いた運動計測などはその代表!'iIJであ

る。第 2は、生体の媒体としての特けを判定する

方法で、生体のX線i吸収!支のi主いを映像化する X

線撮彩、超音波による組音波診断法はその代表!ylJ

である。第 3は、生{本から照取した際本をIjJ¥，、る

方法で、血液検査、尿検貨などがその代表jijlJであ

る。

20 

きて、臨床医学の立場からこれらの 3種類の生

体計調IJ技術を眺めたとき、第 1の生体から発する

情報の測定万法は悲観血的であって忠者への侵襲

が小さいという利点はあるものの、いわば生体か

ら漏れ出てくる信号を検出する技術であり、靴の

上から庫いところを掻く感は否めない。また第 3

の生体標本による方法は、観Jlll的であって患者へ

の侵襲が大きいという欠点はあるものの、生研に

よる癌細胞の検出、細菌検査による感染菌の同定

など、診断精度は高い。病院での必須検査項目と

して、血液検査、化学検査が行われるのはこのた

めである。しかしこの生体標本による検査には問

題がある。 1つには、その標本が果たして疾忠の

状態を正しく反映したものであるかという問題で

あり、異常因子が発見出来なかったからといって

異常を否定できない。また Iつには、判定基準の

問題がある。血液検査などの数値は常に変動する

ものであり、 l凪の検査値だけでは確定診断に至

らないし、また判定基準である正常値そのものの

根拠が希薄で、あることもよく知られたところであ

る。

一方、第 2の生体の媒体特性を測定する方法は、

被爆の危険性はあるものの、 X線撮影、 MRI、超

育波映像検査は非観血的に生体内部を映像化する

技術であり、臨床診断上、重要な付置を，Ijめるこ

ととなる。このよ主体内部の映像化方法の最大の利

点は、上記の第 1、第 2の測定方法と同様な欠点

は有するものの、血管の梗案、癌細胞増殖による

異常新生物などを直接観察できるところにある。

このような観点から、生体内部を直視したいと

する要望は強〈、従来のX線、超青j皮、磁気など

の波動を使った生体内部の可視化技術は一史に進歩

するものと思われる。また同時に生休は異なる種

類の波動に対して、異なる媒体特性を示すことは

容易に想像され、稀々の異なる特性を有する異常

部位を強調する種々の波動現象の開発が必要とな

ろう。その意味から、今後史に超音波 CT、赤外線

CTなど、あらゆる種類の波動に対する生休の媒

休性を映像化する技術カ勺jどめられる。

2 )知能化技術との統合

さて、では以上の映像情報をいかに臨床診断に

役立てるのか、という問題に話題を移す。周知の

通り、情報化は医療の世界でも急ピッチで進みつ

つあり、現在大きな病院ではコンピュータ導入が

盛んである。映像情報に関しでも PACS(Picture

Archiving and Communication System) と呼ば

れるシステム構築の研究が盛んに行われている。

しかしここに 1つの問題があり、それはワープ

ロ丈書の管理の問題になぞ、えることが出来る。す

なわちワープロ文書はデータベースか、という問

題である。よく知られているように、大量の文書

ファイルの中から「ある日に書かれた文書」を捜

し出すことは容易で、あるが、例えば「可視化につ

いて書かれた丈書」を探し出すことは、コンヒoユ

ータではほとんど不可能に近い。このような別な

捜しだし方を可能とするためには、 1つ 1つの文

書にキーワードを設定し、そのキーワードを手が

かりにする必要がある。



同様なことは映像情報についてもいえる。すな

わち、例えば全ての単純X線撮影像がコンビュー

タ内部に電子化されて格納できたとして、「ある日

撮影したある患者の映像」は容易に引き出せたと

しても、「ある疾患である部位に異常所見のある映

f象」を引き出すためにはいちいち両像処理を行う

必要があり、実際上コンビュータには不可能な課

題である。このような検索を可能とするためには、

その映像に対する専門医の所見がいくつかのキー

ワードとしてデータベース化され、 1つ 1つの映

イ象と対応する形で格納されている必要がある。 以

上のように映像化、可視化技術の進歩のためには、

航行して映像の意味するところのサマライズ技術

の進歩が不可欠である。

しかしこのサマライズ技術が完成しでも、コン

ビュータが真に診療に役立つものとなったとはい

い難い。以上の状態で官まるならば、情報システ

ムのユーザで、ある診療従事者が享受できるのは膨

大なデータのみであり、情報システムは単なる巨

大な情報キャビネットとなるに過ぎない。すなわ

ち患者に関する過去の膨大なデータはいつも瞬時

情報技術の最終目標は、膨大なデータを蓄積す

ることではない。情報技術の最終目標は先人の膨

大な行動、やり方を蓄積することであり、膨大な

データの何を根拠に、どのような理由で行うべき

かをアシストできるシステムを実現するところに

ある。医療の世界でいえば、一部の忠者だけが名

医の思忠を蒙るのではなく、全ての忠有が名医の

思忠;を蒙れる状況を実現するところにある。この

意味から、病院情報システムもデータベース・マ

シンの状態から、知能マシンに進化させる必要ーが

ある。

3)まとめ

日I視化・知能化の統合という問題から、まずは

可視化の重要性を記し、それが可視化に終わるこ

となく、知能化と統合されて始めて文化に寄与し

うることを記した。しかしながら現実のコンビュ

ータ技術、通信技術はまだまだこれらの問題に寄

与できるレベルにはない。今後更にこれらの技術

が進歩し、いつでもどこでも患者病状を可視化し

た映像が瞬時に画面上に出現し、異常映像部位の

に両面上に表示出来ようが、果たしてこの患者が 指摘、考えられる疾患名、診断を確定するための

子術をすべきなのか、しない万がいいのかの判断 迫力日検査項目の提案などが画而上に表示きれて始

は相変わらず医師の腕に任された状態にある。 めて臨床に寄与しうるシステムと呼べよう。
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十日

塁王

八

III 技術交流に関する事業

氏

1 .技術交流助成事業

電子計測技術を促進するために、国際化時代に対応して、内外の研究者相互の先端技

術の国際的交流が不可欠で、ある。このため次のとおり、平成 4年度は国際的会議等への

出席者に対して助成を行った。

これらの会議等において活溌な技術交流活動が行われた。

技術交流に関する助成金贈呈者

名 機関・職 ZZス〉、 五義 名 時期 国 名

新潟大学医学部
ア メ カ

沢義房
講師

国際不整脈アブレ ション会議 5月
ノースカロライナ

工業技術院 第 6回コロイドおよび界両干|学に イ タ → / 

田 新一 電子技術総合研究所 おける峨気共鳴に関する[::E)際シン 6円

凝縮物'生研究室長 ポジウム ブイレンツェ

工業技術院
第14回プラズマ物理および制御核

イ 、ソ

木 康 之 電子技術総合研究所
融合に関する国際会議

9月
主任研究官 ウュルツブルク

フ フ ン 7、
川崎医科大学

小 笠原康夫
講師

第14U口1IEEE医片JT."手国際会議 10 Jl 
ノ、

工e業技術院
第15回レーザとその応用に関する

ア メ カ

戸 章裕 計量研究所 12月
国際会議

主任研究官 ヒューストン

工業技術院
共焦点顕微鏡と 3次元両像処埋に

オーストラリア

中 村 4父 計量研究所
関する国際会議

2月
研究員 ン 一



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、当財団内に、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。

以下に平成 4年度の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音順・敬称略)

存林大学保健学部

三井記念病院

東京慈恵会医科大学

防衛医科大学校 医用電子工学講座

東京都立大学工学部

同立循環器病センタ一冊究所

助教授

教授

部長

放射線医学教室

臨床生理

MEサービス部

j台

章

司

哲

憲

富

井

上

野

岡

)11 

講師

助教授電気工学科

男

生n 
Eヨ

ノ1
'0 

長=宝

来L

関

b 
〉ノ

実験治療開発部長之隆辻

教授精密機械工学科

外科部長

東京大学工学部品も健肥土

東京警察病院

東京都立科学技術大宇

r'-> 

疋大本橋

教授電子システム工学科x"乙
玉王保久舟

講師心臓血管外科東京女子医科大学第二病院宮脇富士夫

谷哲 電子技術総合研究所通商産業省郎守
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教授
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筑波大学臨床医学系

東京大学医学部

北里大学医学部
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開催年月日 石汗 究 課 題 講 演 者

平成 4年
インターベンショナル・ラディオロジーについて 日本医科大学

血管カテーテルによる各種疾患の治療に 教授
6月27日

ついて 隈崎達夫氏

平成 4年
九州大学工学部

10月3H 
峨気による脳機能の計測 教授

上野照剛氏

平成 5年
脳の機能画像 東京大学医学部

1月23日
一十一核医学断層両像 (PET，SPECT)の臨床 教授

応用 佐々木康夫氏

平成 5年
杏林大学保健学部

遺伝千工学の発展 助教授
3月27日

清 水 淑 子 氏
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平成 2年度(第 7回)

技術開発助成研究成果報告

スーパールミネッセントダイオードを用いた多粒子流体速度測定

システムの開発 ーー 一一一ー守一 ー---26 

血小板の細胞内カルシウム，細胞内 pH及び凝集能の同時測定が

可能な蛍光分光光度計の開発一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 30 

光による生体内の構造および機能情報計測法の開発 e 一一一一一一一一一 34

符号化開口 CTを用いた生体組織内R1分布の 3次元計測一一一一一一一一 41 

脂質膜をトランスデューサとするマルチチャンネル昧センサー 一一一一 47

半導体レーザー分光分析法による生理活性物質の微量分析の研究一一一一一ー 52

超音波像高速3次元表示システムの開発と新しい胎児診断法への応用一一 56 

インテリジェン卜ニューロサージカルマイクロスコープの開発 ー一一一一一一 61

組織の酸素圧と酸化還元電位の 2次元・時系列マッピング

システムの開発一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 68

電子スピン共鳴法による血管内皮細胞の膜流動性および

フリーラジカルの測定と病態における変動一一一一一一一一一一一一一一一一一 72

顔写真は研究責任者です。
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スーパールミネッセントダイオードを用いた

多粒子流体速度測定システムの開発

研究責任者九州工業大学情報工学部助教校今 井 洋

1. まえカ〈き

散乱流体の光学的な速度測定には，従米，レーザ、ドソ

ブラー速度計 (LaserDoppler Velocimeter:LDV) [1 ] 

やスペックル速度計 (SpeckleVelocimeter) [2 ]が用

いられてきた。 LDVでは，散乱体による散乱光のドップ

ラ一周波数ンブト，あるいは，散乱体が↑二i歩縞やクレー

テイングを通過する際に生じる周期信号の周波数を検出

する。この方法は比較的低密度な散乱体の流速測定が可

能であり，例えば血流のような高密度な散乱流体の測定

には過さない。スペックル速度計は，散乱流体からの散

乱光で形成されるスペックル場の強度変動を検出する。

この方法は，散乱体の密度の高い流体の測定に適してい

る。しかしあらゆる散乱光がスベソクル場に寄与する

ため，スペックルの変動と流速との対応付けが難しい。

これら従来のh法では，何れにしても，比較的密度の

高い散乱体を含む流体の場合，深さ )j向の速度分布の測

定は不可能である。本報作では，この高密度な流体の深

き方向の速度分布測定を目的とし，低コヒーレンス Ti品、

イオード (SLD)を考える。実験で用いたSLDの発振ス

ペクトル特性を岡 1に示す。共振スペクトルが見られる

がほぼ、連続的なスベクトルとなっている。中心波長は

0.84μmで，半値全幅は40.0nmで、ある。このスベクトル

幅から計算されるコヒーレンス長は

l c=λ2/ムλ

~20(μm) 

/ 
40.0 nm 

を用いたiM定法[3 ]についてその動作原理と基礎実験 800 850 λ 900 nm 

を中心に述べる。

スパールミネッセントダイオードのような発振スベ 図 1 SLDの発振スペクトル。

クトル帯域の広い，すなわち，時間コヒーレンスの悪い

光源、を用いて干渉計を構成すると，光路長左のないとき となる。

だけ干渉出力が得られる。このことから， I渉計の光路 この様な低コヒーレンス光源、を用いて干渉計を構成す

長差を調繋することにより，測定したい深さを設定する ると干1歩出力は次式で与えられる。

ことができる。 得られた「渉出力の変動の速さから流速

を測定することができる。

2 .研究内容

1 (t)二く IE r (t)十Es(t)|2> 

二 IY 十I¥+ArA， (t)r(T) (1) 

1 )スーパールミネッセントダイオート、を用いた低コヒ ここで，E y' E sは，それぞ、れ，参照光とプロープ光の

ーレンス干渉法による流速測定の測定原理 複素振幅て1

低コヒーレンス光源としてスーパールミネッセントダ
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となる。 A は，散乱流体による散乱光の変動を表すか

ら，流速が速くなれば，変動も速くなる。従って，この交流 実験では，まず，参照光の相対的な光路長に対する干

成分をFFTによりフーリエ変換しスベクトルで見るこ 渉出}J特性を測定した。図 3は，縦軸がロックインアン

とにより，そのスベクトル幅から流速がiJliJ定される。す プからの振幅11¥力で，横軸は干渉計の光路長差を表して

なわち，スペクトル幅が広ければ広い程流速が速い。 いる。この振幅出力の半値幅は約20μmで，先述のコヒー

ある深さにおける流速の特定は，干渉計の参照光とブ レンス長20μmが確かめられている。

ロープ光との光路長差を調整して行う。低コヒーレンス

な光源を用いているので h歩計の光路長がほぼ一致した

ときのみ， (2)式で与えられる干渉出力が得られる。すな

わち，参照光の光路長を徐々に変化させて行くと，プロ

ープ光側の流体中において干渉出力の得られるイ立置が変

化する。この時，深さを決める分解能は，光源のコヒー

レンス長で与えられる。従って，本方式の深さ方向の分

解能は先述の光i原を用いると約20μmとなる。

2 )測定システムの構成と幕礎実験

1 )の原理にしたがって，図 2の様に実験系を構成し

た。 SLD出射光はPBS1てゆ直校成分に分けられそれぞれ

音響光学変調器で異なる周波数にシフトされる。 NPBS

とPBS5で構成される内側のず渉計ではロックインアン

プ用の参照信号となる100KHzのビート信号が作られる。

外側の干渉訂におし、て， PBS2を含む参照〉【;路では反射

鏡Mにより光路長が調軽される。 PBS3側はプロープ光

でターゲットとして速度を測定したい流体が置かれる。 図3 低コヒーレンス干渉計の干渉出力特性。

散乱体からの後方散乱光と参照犯とがPBS4て、重ね合わ

E Y(t)二 ArEo(t)

E N(t)二 As (t) E 0 (t) 

である。 E。は，干渉計に入射する光の振幅である。Ar'

A は，参照光と散乱光の振幅の係数で，A s (t)は散乱流

体に対応して時間的に変動する。従って，この干渉山)J

の交流成分を検出して流速を測定することになる。

r(r)はコヒーレンス関数で次式の様に光源のスベク

トルのフーリエ変換で、与えられる。

r(r)二 Gげ)exp (-2nirf) df (2) 

光源のスペクトルをカーウス型と仮定すると， コヒーレン

ス関数もかウス型となる。結局 T;歩計の光路長差が，

このコヒーレンス関数の半値幅内にあればずj歩出力が得

られると見なすことができる。

(2)式から検出量は

I山 -ArAs(t)

のスペクトルが表示される。ここで，干渉計は偏波干渉

型となっており， λ/4波長十反により後}j散乱光の全てが

干渉に寄与するように構成されている。

日回〉甲〉目囚
V 

回
一

図
v 

Flo'oO 

↓|→O<-~図

図2 低コヒーレンス干渉を用いた散乱流体速度測定

システム。

• 
• • 

• 
• ~110μm 

• • 
• • 

..._竺 ~ 
d 

されビート信号として検出され，ロソクインアンプに入 3 .成果

力される。基礎実験では，ターゲットとして，散乱流休 1 )結果

(水+ポリスチレン球)を用いた。ロックインアンフりから 典明的な干渉出力のフーリエスペクトルを図 4に示す。

の振幅出力はFFTてつーリエ変換され， T渉出力の変動 平均流速は， 2. 8cm/secて1設定した深さは(a)で、20μm，
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(b)で60μmて引ある。ここで，深さは流路の内側の面からの

距離である。内側の面からのフレネル反射が散乱光に比

べ大変強いので表面の位置を容易に設定することが出来

る。

{畠}

3a~.62 

。。

(b) 

[ IIV 1 
200.00 

'::..f' 

100.00 

o • 
o 

川島

d-20 IlI!I 
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d・6011111 

ν. I 

¥Lr. 

"" 
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&0 

PREQU.ENCV ( IIz 1 

図4 干渉出力変動のスペクトル。 (a)深さ d=20μm.

(b)d =60μm。

干渉出力スベクトルの半値幅と深さの関係を図 5に示

す。ここで，平均流速は2.8cm/secてある。スベクトル幅

は深さの増加と共に増加しており壁面から中心に向かつ

て流速が増加していることが示されている。
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図5 深さに対するスペクトル幅の関係。

干渉出力スペクトルの半値幅と平均流速の関係を図 6

に示す。ここで深さは20μmに設定しである。スベクトル

幅は，平均流速の増加に対し直線的に増加している。こ

のことから，干渉出力のスペクトル幅の測定から容易に

流速が求められることがわかる。
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0.1 

図6
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設定した平均流速に対するスペクトル幅の関係。



2 )考察

今回の実験では，本測定法，並びに本測定システムが，

散乱流体の流速測定，特に深さ方向の速度分布測定に有

用であることが示された。今回は，測定システムの基礎

データを取る目的で，比較的低濃度の散乱流体を用いた。

従って，測定結果には多重散乱の影響が殆ど入っていな

いものと考えられる。このことはスベクトル幅と平均流

速の線形性からも確かめられる。多重散乱が無視できな

い場合の子渉出力スペクトル広がりに関する理論的，実

験的検討が今後必要と思われる。

4 .まとめ

スーノfールミネッセントダイオードを用いた{丘コヒー

レンス干渉を用いた散乱流体の流速測定法について報告

した。本方法は，ドップラ一周波数シフトを検出する[4 J 
のではなく，干渉出力の変動を検出するのが特徴であり，

新しい手法である。また，本方法により特定の深きでの

流速を測定できるという特徴も示した。結果として得ら

れる干.j歩出力のスペクトルは，流速のみならず，深さに

も依存して変化する。この深さ依存性は，流体における

散乱体の密度によるので，スペクトル幅から実際の流速

の推定には，較正が必要で、ある。しかしスベクトル幅

と平均流速の線形性が示きれ，スペクトル幅から容易に

流速が求められることが示された。また，高密度散乱流

体を用いた場合の多重散乱の影響の解析，ダイナミック

レンジや測定限界に対する理論的，実験的検討について

は今後の課題としたい。

謝辞

最後に，本研究の遂行に当たり中谷電子計測技術振興

財団の援助を頂いた。ここに感謝の意を表します。
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血小板の細胞内カルシウム，細胞内pH及び

凝集能の同時測定が可能な蛍光分光光度計の開発

研究責任者 I[J梨医科大学検奇部教授久 米 章 戸j

序言

細胞活性化機構において，細胞内カルシウムの増加は

重要な刺激であることが明らかにきれている。一方，細

胞内Ca++増加のみで1土説明のつかない現象も認められ

つつあり，他の刺激伝達経路の関与が推察されていた。

その中でも現在注目をあびているのが細胞内pHで，細胞

内pHは主としてNa+/H+交換経路により調節されるが，

細胞内pHが細胞の活性化にともない上昇し，このことが

種々の細胞機能の調節に関与していることが徐々に明ら

かになってきた。最近では，細胞内pH上昇が細胞内Ca++

増加を惹起させる要閃なのか，または細胞内Ca++増加が

結果的に細胞内pH_f:昇につながるのか，はたまた細胞内

pH及び細胞内Ca++がそれぞれ独ιに制御きれ，細胞活

性化に相乗的に働くのかといった疑問が新たに提起され

ている。しかし，これらの現象が同時に起きているのか，

または，そのどちらかが他)jの起因になっているのかは

これらを同じ検体について同時に測定し決定しなければ

ならず，いまだに結論はでていない。また，細胞内カル

シウム，細胞内pHの測定には蛍光物質を使用するが，

純一々 のartifactを除去するためにそれぞれの蛍光の不変

点で補正する二波長測定を行う必要がある。この様に少

なくとも 4種類の波長を短時間に(秒以下)に変化させ，

それぞれの蛍光強度を測定しなければならない。さらに

細胞内カルシウム，細胞内pHの変化を他の細胞活性化の

指標と同時に評価することが必要で、ある。遊離細胞の場

合，刺激による形態変化(血小板の場合は凝集)の測定

が，細胞内カルシウム，細胞内pH測定と同時に行える細

胞活性化の指標であり，この場合さらにもう一つの光学

系を追加する必要がある。我々は現在市販されている波

長切り替えのできる蛍光分光計を改善し，形態変化のiJ!lJ

定できる光学系，データの処理!を行うソフト等を追加し

以上の問題の解決を試みたので報告する。
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研究の内容及び考察

(1)蛍光波長切り替えの高速化およびデータ処理のソフト

の開発

日立細胞内Ca++測定用蛍光分光計F-2000を用い，細胞

内Ca++測定データ，細胞内pH測定テAータの解析を効率

よく行うソフトを開発し，血小板細胞内Ca++と細胞内

pHの同時測定が可能となった。このソフトは， fura2蛍光

による細胞内Ca++測定の場合は，励起波長340nm，380 

nmlこおける蛍光強度の比からGrinkiewiczらの式をも

とに経時的な細胞内Ca++の変化を算出しハードディス

クに保存する。また，試薬の注入時のartifactの除去，図

の一部分の拡大縮小も可能である。さらに，異なるデー

タ問の四則演算が可能で、あり，薬剤使用前後の細胞内

Ca++の変化の差が視覚的に認識できるようになった。

BCECFを用いた細胞内pH測定の場合， BCECF蛍光を

pHの変化に左おきれないisosbesticpointの蛍光で補正

する必要があり，その計算ができる項目もつけ加えた。

血小板等の遊離細胞の形態変化及び凝集を測定て。きる

ようにするため，蛍光分光百十の測定室に，血小板凝集計

と同様の光源系を組み込み，細胞内Ca++，細胞内pHなど

と共に巾小板凝集が同時に測定できるように装置を変更

した。しかし，通常の血小板凝集計の凝集曲線と同様の

パターンが起きず，この問題についてはこれから改善す

る必要があると思えた。

(2)J(n 小板における細胞内Ca++ と細胞~JpH

新しく開発したソフトを用いて，血小紋細胞内Ca++動

員における細胞内Ca++貯蔵部位からのCa++遊離と，細胞

外Ca++の流入の寄与，その調節機構について検討を行っ

た([:x[1 )。ストロンチウム (Sr++)，ノ〈リウム (Ba++)

は， Ca++と同じ 2価のイオンであり， Ca++の動態を検討

するのによく使用されている。また， Mn++はfura2蛍光



を濃度依存性に減衰させるため，細胞内Ca++に関わら

ず， Ca++ channelの開口状態を把握できる利点がある。

これらの 2価イオンの使用により，細胞外Ca++が細胞内

に流入するCa++channel，細胞内Ca++貯蔵庫のCa什保

持状態，細胞質に存在するCa++の細胞外への排出機構等

の性質が一部明らかになった。 Ca十九 Ba++，Sr十+の三者

とも細胞外より細胞内に流入でき， Ca++ channelを通過

する。また，これらの三者とも Ca++が欠乏した細胞内

Ca++貯蔵庫を満たすことができる。一方，細胞質に存在

する Ca++，Sr++は速やかに細胞質より排除されるが，

Ba++は細胞外へ排除されにくし細胞質にある Ca++ポ

ンフ。はBa++を使用しない。細胞内Ca++貯蔵庫のCa++含

量は細胞外からのCa++流入を制御することがわかって

いるが Sr++はCa++と同様にCa+十channelの関口状態

を抑制したが， Ba++~こはその作用はなかった。これらの

結果より，血小板におけるCa++動員を制御する機構にお

いて， Ca++結合'性に微妙な差があり， Ca++， Sr+勺 Ba++

の三者の 2価イオンの動態に差が起きるものと考えられ

た(凶 2)。
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次に細胞内pHの動態について検討した。血小板細胞内

pHは，トロンビンその他の血小板刺激物質により，約0.1

0.2上昇する。この上昇はおもに血小板細胞膜上にある

N a + /H + exchangerの活性化によるものであり，細胞内

pH増加により細胞の活性に必要な種々の機構が増強さ

れると考えられている。 Na+/H+ exchanger活性は，複

数の制御機構により調節されていると思われるが，中で

もproteinkinase Cの作用が主要な役割をはたしている

とされる。我々は， Na+/H+exchanger活性に対するpro-

tein kinase Cの作用を新しいソフトを用い，詳細に評価

した。 proteinkinase Cの活性化物質を投与すると，血

「
1
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Ca++， Ba++， Sr++を用いた血小板，細胞内 2価

イオン動態の解析 1)

a 細胞外Ca++存在下トロンビン刺激

d 細胞外Ca++(ー〕でトロンビン刺激

b. Cはそれぞれ Ba++，Sr++存在下。

図 1



小板細胞内pHは増加することも，また，反対に低下する

こともあった。多数の症例の検討，また刺激前の細胞内

pHを変化きせながらの検討では， protein kinase C活性

化時に細胞内pHが7.22以下の場合に細胞内pHは上昇し，

それ以上の場合にはproteinkinase C活性化により細胞

内pHはかえって低下することがわかった(図 3)2)。一方，

弱酸を用いて細胞内pHを低下させNa+/H+exchanger 

を活性化させる系では， protein kinas巴 CはNa+/H+

exchanger活性を著明に増加させた。細胞内pH回復の速

度定数の測定により， protein kinase CはNa+/H+ex 

changerのNa+とH+の交換のturnoverrateを増加させ 図4 弱酸を用いた細胞内酸性化からの回復過程(A)に

ることが明らかになった(図 4)2)。 対するproteinkinase C刺激剤の作用(B，C) 2) 

次に，細胞内Ca++と細胞内pHの同時測定を行い，これ

らの細胞代謝における関係を調べた。これまでの報告で

は，細胞内Ca++が先に増加し細胞内pHの増加の起因と

0.2-1 ¥-. なる，また細胞内pHが先に変化し細胞内Ca++の増加に

寄与するなどの相反する仮説がたてられていた。細胞内

Ca++をキレートし細胞内Ca++に依存する種々の反応を

抑制するために， BAPTAが用いられる。そこで血小板に

BAPTAを負荷し，細胞内Ca++と細胞内pHの同時測定

て、細胞内Ca什の増加が抑制されていることを確認しな

がら，細胞内pHの変化を評価した。この系において，ト

ロンビン刺激を行うと細胞内Ca++は増加しないにも関

わらず細胞内pHは上昇し，細胞内Ca++の増加が細胞内

pH増加の起因でないことが示された。次に， Na+/H+ 

exchangerの特異的阻害剤であるethylisopropylamilor

ideを用い細胞内pHが増加しないことを確認しながら，

細胞内Ca++の変化を見た。この処理によりトロンビン刺

激で惹起きれる細胞内pHの増加は抑制されたが，細胞内

Ca++はNa+/H+ exchangerの抑制がない場合と同様に

認められた。

細胞を低温下におくと代謝が遅延し刺激直後の変化

が判定しやすくなる。そこで，血小板を 4'cに冷却し

細胞内Ca++と細胞内pHの変化を同時に測定した。この

処理により，細胞内Ca++の増加，細胞内pHの増加はトロ

ンビン刺激後緩徐に起き，そのtimecourseが判定しや

すくなったが，細胞内Ca++及ひ、細胞内pHはほぼ同時に

増加する傾向を示した(図 5)。これらの結果より，血小

板細胞内Ca++と細胞内pHは独立した機構で市Ij御きれて
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図5 血小板細胞内Ca++，細胞内pHの経時変化に対する温度の影響

まとめ

4波長の蛍光を同時に測定でき，またそれらの結果を

自由に演算できるようにしたことで，血小板細胞内Ca++

及び細胞内pHの調節機構について重要な知見が得られ

た。種々の，蛍光物質の開発により細胞機能について多岐

の検討が可能になったが，より多くのパラメーターを同

時に測定できる装置の開発によりより多くの情報が入手

できると思われる。

おわりに，本研究に際しご助成頂いた中谷電子計測技

術振興財団に深く感謝の意を表します。
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光による生体内の構造および機能情報計測法の開発
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わめて小きくなる。

散乱光，すなわちランダ、ムに方向を変えられた光を抑

制するために，散乱光の空間的特徴を利用する。つまり，

コリメ ト丸を対象物体に照射し，その光軸卜Jこ置いた

光検出援の受光角をできるだけ小さく制限する。散乱光

はほとんど光軸からそれるため，検出器に到達する光の

うち[直進成分の割合は相対的に増加する。こうして直

進成分が得られれば¥このビーム光を走査することによ

り透視像が得られる。この方法の有効性を実験によって

確かめたところ，ある程度は散乱成分抑制の効果が認め

られるが，十分な信号光強度を得ることは難しいことが

わかった5)。

そこで，散乱角差分法と称する次のような万法を考え

た。この)f?去の概略をFig.1に示すO 光源からビーム光を

試料に照射し透過および散乱光を 2個の光検出器て受

光する。 ヅjの光検出器(非 1)にはビーム光に光軸を合

わせたコリメーターが接続されており，直進成分と散乱

成分の和を検出する。また他方の光検出器(ギ 2)には，

ビーム光どー定角度θを成すコリメーターが接続されて

おり，散乱成分のみを検出する。したがって，検出器再 l

の出力から， θの重み付けをされた検出器非 2の出)Jを斧:

1. まえカずき

光は，一般に牛一休を透過しないものと考えられてきた。

しかし生体の吸光スベクトルを見ると，波長700-1，200

nmの近赤外領域は，部分的に吸光度の低い「分光領域の

窓」となっている。したかーってこの波長域の光は，生体

組織をよく透過する 1-2)。この透過半の高さから，光によ

る生体透視や光CTの可能性が指摘されてきた 2-4)のしか

し透過率ーが高いだけでは体内構造を可祝化することはで

きなL、。光の場合， X線や儲気と異なり，生体組織におけ

る散乱という大きな問題が存在する。すなわち， [吸光度

の低い波長域を選ぶことにより透過光が得られるが，強

い散乱のため光は肱散し生体内構造物は見えてこない。

我々は，生体内の光散乱現象を調べ，拡散されて出て

きた光から体内構造の情報を抽出することによって，光

による'1:体透視，ひいては体内機能イメージングを'夫況

することをめざして研究を行っている 5-12)。本研究では，

生体内の構造情報および機能情報を計測する方法の開発

を行った。

Sample 

1+' 

Fノ→
Differentlal 

Collimator 2 r Ampllfier 
Detector 2 

e .--J____， E，etector 1 
c一工ー_.r

Principle of scattering-angle differential 

method. 

Fig. 1 

2.研究内容

2.1生体透視の可能性

まず，比較的実験の容易なヒト子掌部を対象として，

近赤外光による生体透視の可能性を調べた。また得られ

たi由if象を基に，種々の光源を用い，一連の主主礎的検討を

行った。

2.2 :'.':間的差分法

光散乱の問題を解決するためには，透過光のうち散乱

成分を抑制してlt'l:進成分を抽出する必要がある。なおこ

こで首う「直進成分」とは，散乱を一度も受けずに受光

器に到達した光子だけではなく，散乱を受けながらも入

射光の光軸に沿って伝燃してきた成分をさす。4:休組織

のように散乱や吸収の強い物質の場合， riij者の割合はき
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し引くことにより，散乱成分を抑制することが可能とな

る7)。

2.3時・空間的差分法

次に透過光の伝搬の時間的特徴をも合わせて利用する

方法を考えた。つまり，直進光は他のどの経路を通った

光よりも早〈受光器に到達することを利用して，遅れて

到着する散乱成分を時間的に除去するという方法である。

このためには，光の伝搬時間に対応した早きで動作する

受光システムが必要となる。我々はこのシステムを，ピ

コ秒ノりレスレーザーとストリークカメラを中心に構成し

た5)。この方法により，乳球懸濁液を用いた基礎実験では

良好な結果が得られたが，やはり生体試料の場合には不

十分でbあった。そこで三前節で述べた空間的方法と時間

的方法を組み合わせることを考えた。

この方法の概略をFig.2に示す。ビーム状のパルス光を

試料に照射し，透過・散乱した光を光ファイパーを介し

て受光する。このファイパーは入力端が同心二層構造の

ファイパ一束から成っており，その r~l心部分と周辺部分

に入射した光はY字状に分岐され，二つの出力端からそ

れぞれ別々に出射きれる。このようなファイパーの中心

軸に，入射ビーム光の光軸を正しく軸合わせして配置す

ると，中心部では透過光のうち直進成分と散乱成分の和

が検出きれ，また周辺部分では散乱成分のみが検出され

る。したがって，それぞれを同時にストリークカメラに

導乞得られた時間分解波形聞の演算を行うことにより，

散乱成分が打ち消されて直進成分が抽出される 8)。

Fig. 2 Schematic of scattering-angle differential 

method with time 'of-flight principle. 

入射ビームの光軸に合わせて対向きせ，対象物体を走査

する。得られた透過光量分布を一方向の投影テータとし，

多数方向の投影データを得る。得られた投影データ群に

X線CTのアルゴリズムを適用することにより断層像を

得る 9)。

2.5体内機能情報のイメージング

生体透視の大きな意義は，単に体内構造をとらえるだ

けではなし体内の機能情報を画像化することにある。

機能情報としては，血液量変化のような物理的変化に加

え，組織の酸素化状態の変化のような化学的変化をとら

えることもで、きる 10)。

生体組織を透過した近赤外光は，吸収と散乱により減

衰する。生体における近赤外光の吸収は，主としてヘモ

グロビンによるものと考えられる。ヘモグロビンの吸光

スペクトルをFig.3に示す。動脈血のように酸素の多い血

液は酸化ヘモグロビンの特性が支配的であり，静脈血の

ように酸素の少ない血液は還厄へモクoロビンの特性が支

配的である。図からわかるように，酸素化の程度によっ

て吸光度が大きく変化する波長と変化しない波長(等吸

収点800nm付近)がある。従って，これら異なる波長の光

を用いて得られた透過像の情報から，組織の酸素化状態

の変化を二次尼分布として求めることができる 12)。
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Fig. 3 Absorption spectra of hemoglobin， 

oxygenated Hb (solid line)， 

deoxygenated Hb (dashed line) 

3.研究成果

3.1生体透視

生体透視の可能性を確かめる実験で得られた画像を

2.4 CT基礎実験 Fig.4に示す。これは，波長880nmの発光ダイオードを光

光によるCT実現に向けて，前述の散乱抑制法の有効性 源とし，手掌を透過してきた光をimageintensifierで撮

を実証するため，モテ、ル実験を行った。モデルとしては， 影した動画像のーシーンである。装置や計測の詳細につ

アクリル製谷器(入射光方向の内壁間隔50mm) に散乱体 いては，他7)を参照されたい。

である乳球懸濁液を満たし，その中に断面がそれぞれ円 このような画像を用い種々の検討を行った結果，次の

形・三角形・四角形である 3本の金属柱を立てた物を用 ような知見が得られたへ波長550nm(緑色)以下の光は

いた。このモデルに光ビームを入射し散乱光成分を抑 生体組織での吸収が大きし透過像を得るのは一般に困

制しつつ，直進に近い透過光成分を受光する。受光器を 難である。波長が580nm(桂色) ~630nm (赤色)では，
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透過率が高まるとともに，ヘモクーロビンの強い吸収によ

り比較的コントラストの高い血管像が得られる。しかし，

生体を透過する光の量は少なし適用できる生体の部位

は限定きれる。これに対し，波長700nm-1 ，200nmの近赤

外領域では，光の透過量は増加するが，ヘモグロビンの

吸収が減少し血管像の鮮明きは低下する。また我々の

実験システムでは，生体の可視深さは表面から3-8mm程度

に制限されることがわかった。これは，生体組織による

強い散乱のため，通常の撮影系では，深部の像情報が失

われるためと考えられる。
1.5 

Transmitted light intensity across a knife 

edge (A: without collimation， B: with spa 

tial collimation， C: differential method， 

D: water) 

0.0 
Posltlon (mm) 

Fig. 6 

リメーターを取り除いた光検出器 1からの出力であり，

受光における空間的コリメーションを行わない場合の測

定結果である。結果は散乱光の強い影響を受け，散乱の

ない水の場合Dに比べ，信号の平滑化が著しい。これに対

しBは，光軸上にコリメーターを配置した検出器 1の出

力で，入射角を厳しく制限することによって，散乱成分

がある程度抑制されることがわかる。さらに，差分原理

を用いた本手法Cでは， Bに含まれていた散乱成分が抑制

されて直進成分が相対的に強くなり，散乱のない水の場

合Dにきわめて近いエッジ像が得られた九

このように空間的に差分を行うことにより，光の散乱

を抑制し透過像の空間分解能を向上できることがわかっ

た。しかし試料として生体組織を用いた場合には，我々

の光源強度の限界もあり， 十分な信号光強度を得るには

3.2散乱光成分の空間的分離

2.2節で述べた空間的差分法の有効性を調べるため，次

のような実験を行った。光源ととしてHe-Neレーザー

(光出力 2mW，ビーム径 1mm)を用いた。またコリメー

ター 1には対物レンズ(焦点距離10mm)とピンホール (30

μmφ)の組合せ，コリメーター 2にはビームエクスパン

ダー (x10) を用いた。受光器にはシリコンフォトダイ

オードを用いて，光強度を測定した。角度。の重み付け

は，コリメーター 2の前面に光学絞りを置き入射光量を

調節することにより行った。散乱体試料には，脱脂粉乳

による乳球懸濁液 (20g /1) を内壁間隔20mmの透明アク

リル製容器に満たし，その中央部(内壁面からの距離10

mm)にナイフエッジを配置したものを用いた。 Fig.5に示

すように，ナイフエッジをビームに対し垂直に移動させ

た時の透過光を測定し，ナイフエッジ像の空間分解能を

求めることにより散乱成分抑制能の評価を行った。

ナイフエッジ像の測定結果をFig.6に示す。横軸はナイ

フエソジの位置であり，ビーム中心とエッジ端の距離を

表す。また縦軸は規格化した光強度である。 図中Aは，コ
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至らなかった。

3.3散乱光成分の時・空間的分離

2.3節で述べた時・空間的差分法の有効性を調べるた

め，次のような実験を行った。光源には， YAGレーザー

(出力 8mJ，半値幅約50ps，ビーム径 1mm)を用いた。ま

た散乱光をある程度制限するため，散乱体の試料とファ

イパー(入力端の中心部分の半俸は1.lmm，周辺部分は半

径l.5-l. 9mmの同心円)を80mm離しその中央にピンホー

ル(1 mmφ)を配置した。試料として，内壁間隔20mmのア

クリル製容器に乳球懸濁液(脱脂粉乳15g /1) を満た

したものと，ブタ赤身肉(lOmm厚)を用いた。これらの

試料中央部にナイフエッジを挿入し，エッジ近傍におけ

る透過像の空間分解能の測定を行った。

Fig.7に，乳E求懸濁液の場合の測定結果を示す。これは

ナイフエッジ端を中心にビーム位置を変化(奥行き軸)

させた時の光パルス波形(縦横軸)の集合である。同図

(a)はファイパー中心部分で検出した波形， (b)は周辺部分

の波形との演算結果て、ある。 (b)の波形では(a)の波形に見
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Fig. 7 Temporal profiles of transmitted light 

across a knife-edge 

(a) on-axis component 

(b) subtraction of off-axis component 

られる散乱成分が大きく抑制され，図(a)左端に示す入射

パルス波形に近づいていること，ナイフエッジ端周辺の

空間分解能が大きく改善されていることが分かる。また

ブタ赤身肉の場合も，信号のS/Nは低下するが，ほほ同

様の散乱成分抑制能が得られた8)。

3.4光によるCTイメージング

Fig.8に実験システムの概略図を示す。光源(ヘリウ

ム・ネオンレーザー，波長632.8nm)よりビーム光を試料

に照射し，透過光を光検出器で受光する。なお透過光の

検出には，散乱成分抑制法の効果を調べるため， 3種類

の受光方式を用いた。すなわち， (a)光検出器の前に入射

光を位置的に制限するピンホールを装着した場合， (b)レ

ンズとビンホールの組み合わせより成るコリメーターに

より位置に加え受光角も制限した場合， (c) 2個のコリメ

ーター付き光検出器を用いてそれらの差を利用した場合

である。

He-Ne 

A
V
 

口昌
Fig. 8 Experimental system for optical computed 

tomography. 

islJ定の結果得られた断層像をFig.9に示す。図中(a)，

(b)， (c)は，それぞれ上記の受光方式に対応する。比較の

ため，乳球懸i局液の代わりに水を満たし(b)の方法で測定

した場合の結果を(d)に示す。 (a)の場合，散乱光の影響を

強く受け， (d)の場合に比べ画像分解能は著しく劣化して

いる。これに対し， (b)では散乱成分がある程度抑制され，

3本の金属柱の位置は確認できる。しかし形の判定は難

しい。 (c)ではさらに散乱光の影響が少なくなり，金属柱

の断面形状が判別できる。 (d)との比較から， (c)では散乱

成分抑制法が有効に作用していることがわかる叫。
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(a) Milk (Pinhole) (b) Milk (Collimator) 

(0) Milk (Collim. +Diff.l (d) Water (Collimator) 

Fig. 9 Tomographic images of a phantom model 

(a) with a pinhole， (b) with a collimator， (c) differential method， (d) with a colli 

mator (water without scatterers) 

3.5体内機能情報の計測l

まず体内の局所的血液量変化色体外から計測するこ

とを試みた。血圧測定用のカフを用い，上腕部を不完全

に圧迫することにより，手掌のうっ血状態を作り出した。

カフによる拘束を行う前後の透過像をFig.lO(a)(b)に示す。

これは，高圧ナトリウムランプを光源として，予の平側

から照射し，手の甲側に透過してきた光を光学フィルタ

(800nmノ〈ンドパス)を介して撮影したものである。 Fig

lO(c)は，周囲(a)(b)に示す位置の輝度分布て、ある。 Fig.lO(a)

(b)を比較すると，血管の拡張の様子が明らかに観察され

る。特に同図(c)に矢印で示すように，拡張前には見えて

いなかったか不鮮明であった血管が，明瞭に現れて来る。

また，組織内毛細血管の血液量の増加により，組織透過

光量が減少しているのもわかる 100

次に，体内機能の化学的変化をとらえることを試みた。

被験者の上腕部を血圧測定に使うカフできつく締めると，

前腕から手掌にかけて血流が止まり，時間とともに末梢

血中の酸素が失われていく。その状態でカフを開放する

と，末梢血の還元ヘモグロビンが急速に画変化される。こ

の変化を手掌透過像で観察することができる。波長750

38 

nmの光の場合.Fig.3の特性のとおり，吸光度は減少，す

なわち透過像は急、に明るくなる。逆に波長820nmの光の

場合，透過像は急に暗くなる 1ぺこの変化をFig.llに示

す。これは，挿入凶に示すサンプリング領域の輝度分布

である。 Fig.3の特性から予想、されるように，波長の違い

により，透過光量変化の方向が反転することがわかる 12)。

4.まとめ

生体の光透視および体内機能イメージングの実現をめ

ざし，基礎的研究を行った。結果は，以下のようにまと

めることができる。

(1) 近赤外光を用いることにより，生体の光透視が可能

なことを示した。また得られた像には，血管像や血

液に関する情報がよく現れることを見いだした。

(2) 受光器を二個用い差分をとることにより，透過光中

の散乱光成分を抑制する新たな手法を開発した。

(3) ヒ記の方法に時間的な方法を組み合わせることによ

り，散乱光成分の抑制能が，大きく向 I二することを

見いだした。

(4) 体内の血液量変化や，体内組織の酸素化状態の変化
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を透視像としてとらえ計測する手法を開発した。

これらの結呆より，光による生体透視が不可能なもの

ではないことが明らかになった。しかし実用までの道は

未だ遠く，今後多くの研究努力が積み重ねられなければ

ならないと考える。

もし光による透視や光CTが実現されれば， X線や放射

性物質にまつわる被曝安全性の問題が解決される。また，

現在有用性が評価きれながらも問題点の残されている

MRIやPETに対し，比較的手軽で良質な断層像撮影が可

能となる。さらに，光を用いることにより，これまで積

み上げられてきた分光生化学の豊富な知識体系を基に，

体内組織の酸素化状態や糖代謝などの空間分布を非侵襲

的に-nH見化できる。

これらを総合して考えると，光による生体透視の実現

は，医学や医療の進歩に大きく貢献する可能性を秘めて

いるものであり，今後この分野における研究のさらなる

深化発展が期待される。

最後に，本研究をご媛助いただいた中谷電子計測技術

振興財団に深く感謝の惹;を表する。
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Fig.2iニボすような時標系を設定し，断層，同[.]面，検

，'H同i内の位置をそれぞれベクトル f二 (X1必 )， li二 (U1， 

112)， r'二 (Yl，Y2)でてよす。測定対象内の位置は断層内のもi:

置?と深さzの市fi(r ，Z) で表すことができる。また，開

11)自!の透過半分布をf(ti)で表す。 f(立)の値は実現が容

易な Oと1の二値とする。

'!: (.1.'， Z)に相対強度メの点政射i原があるとき，

よって生じる投影イ象ρ()!)は次式で与えられる。

Outline of coded aperture imaging system. 

Inversion 

Cross 
sectional 
Images 

Coded 
aperture 

3D-distributed 
radiation 
sources 

Fig. 1 

1. はじめに

符号化問UCTはそれ白身が放射を山す波射源の 3次

元分布を非持触・非破壊で計測する放射型CTの一千法で

ある 1)。放射担CTは放射悦によって様々な応用fJ'"考えら

れる。医用への応用では， X線CTがX線のi吸収係数の分

布によ 1)組織の形状を与えるのに対して，放射型CTでは

放射減として体内に注入した放射性阿佐冗素(RI)が特定

の臓器や病変部に集積することを利用して，その分布か

ら組織の機能の情報を得ることができる点で極めて有用

である。しかし実用化にあたっては分解能の向一h 装

置の低価格化，操作の単純化，測定時間の短縮などの問

題点を解決しなければならない。

符号化開口CTは，放射i京の断面ごとの投影像を得て，

順次に 3次7G分布を求めるのではなく，放射淑をごく少

数の方向から観測して得た投影像を用いてイ支lニ3次芯

の断層像を再構成できる点に特色がある。したがって，

測定装置が簡単て¥測定時聞が短いという利点をもっ。

再構成においては開rIパターンの白己相関関数が近似

的にδ関数て山表されるという性質を利用する。筆者らは

このような性質をもっパターンとしてM配列2)を符号化

開11に用い， RI分布を再構成する方法をボし，肢射源分

イIJをi栄さの異なる断層像としてf4.構成できることを示し

た3)。しかし司 3次J己分布の再構成を行うには深さ方向の

分解能が卜分でな~)()これを改苔するために開発した惚

数投影を用いる符号化問 11CTの子法について報告するの

これに

)
 

可

4
ム(
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p(め=S. f (皇子)

2 .符号化開口CTの原理

符5・化問uCTの担IJ定系は符号化問u，エリアセンサ，

データ処理系から構成される(Fig.l)。ここでは符ひ化問

日の而iを間 11泊I，エリアセンサの凶lを検出出し開 Iljfliに

平行にとった測定対象の任泊、の断層と問 LJ而の距離をそ

の断層の深さとUfぶことにする。



Y2 

Coded 
ape吋ure

Fig. 2 Coordinate definition of coded aperture 

system. 

投影像ρ(ず)は，関口パターンを(D十z}/z倍に拡大し，さ

らに -(D/z)-;だけ平行移動したものである。

放射源が広がりをもっ場合，放射i原の相対強度分布を

5(子，z)とすると，投影像ρ(y)は，

r r r _ " ， _ ，. ( Di + zy¥ 
p(の=J dz J Lj dx:l s(わ )f¥ -DτZV ) 

(2) 

で与えられる。ここで"dx，dゐを省略してdx2とした。ま

た，積分範囲objは放射源が存在しうる範囲を表す。

放射源分布の断層像を得ることは，観測した投影像

ρ(ず)を用いて(2)式を5(-; ，z)について解くことに帰着す

る。 (2)式を解析的に解くことは難しいが，開口パターン

がランダムで自己相関関数が近似的に6関数であれば，

マッチトフィルタの考え方を用いた逆投影と呼ばれる簡

単な演算て、5(-; ，z)の推定値s(-;，z)を得ることができる。

和 )=ifJetdU2p(のJ(皇子) (3) 

ここで，積分範囲detは投影像の検出された範囲，Aはそ

の面積を表す。

3 .実験

核医学の分野でよく用いられるRI，99mTcを放射源と

し，鉛板で作成したM配列符号化開口とカボンマカメラを

用いてRIから放射されるγ線による投影像を観測し，逆

投影法を用いてRI分布を再構成する実験を行った。

用いたM配列符号化関口は 3mm厚の鉛板に径 2mmのビ

ンホールを 3mmピッチであけて製作したものである。放

射源分布(ファントム)には，文字CとTの形に切った吸

い取り紙にRI溶液を染み込ませたものを用いた。これら

をそれぞれ深さ29cm，43cmの位置に関口からみて重なる

ように置いて放射源分布とした。
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観測した投影像 (128X128画素)から， (3)式を計算し

て放射源分布の断層像を得た。 Fig.3にいくつかの深さを

仮定して再構成した断層像を示す。再構成する深さがフ

ァントムを置いた深さにほぼ一致するときには，はば正

確な断層像が得られた。

しかし，その他の深きでは，実際にはファントムが存

在していないのに，ファントムのほ、けた像が現れ，誤っ

た再構成像が得られた。これは，深さ方向の分解能が十

分でないためと考えられる。

(a) z=22cm (b) z=29cm 

(c) z=36cm (d) z=43cm 

(e) z=50cm 

Fig. 3 Experimental results of simple back 

projection， reconstructed images from 

projection 



4 .結像系の性能に関する考察4)

結像系の分解能を点放射源の再構成像PSF(Point 

Spread Function)で許価するものとすると，符号化開口

CTでは，開 11パターンの自己相関関数の深さ方向での変

化でPSFが表きれ，これは必ずしも鋭いピークをもたな

い。このように分解能が低い原因は，僅かに倍率の異な

る関口パターンの相関関数値が倍率の同じ開口パターン

に対する値と類似していることによっている u 深さ方向

の分解能を上げるには，深き(=倍率)が異なる投影か

らの再構成像聞の差異を大きくする必要がある。

いま，開口が (1+m)倍に拡大きれて投影される場

合を与える。開口の符号のピ yチを戸とする。このとき，

!原点から企ピッチだけ離れた大きさα=ρ(1ε)[O<E< 

1JのJしがc(m)の重なりを生ずるものとする。これが小さ

いほど再構成像聞の差異が大きくなる。簡単な考察から，

c(m)= }，ψ十α/2-[却 (l+m) α/2J
二 α たρm二 P(1一ε-km)

が得られるomが一定であるとして，これを小さくする

には，戸→小， ε→大，k→大とすればよいのつまり，①ビ

ソチpを小さくするか，②符号の単位となるイしの大きさ

( 1一引を小さくするか，③観測範阿kを広くすれば良

いことが分かる。一方 mが一口J変であれば mi土大きい

ほどよい。これは，④深さの違いがmにできるだけ大き

い影響を与えるということで，

δ( 1十 m) D 
一一一一一一ーコ ←一一一一一一<0

δz (D 十 Z)2

から， z二 o( z> 0) となる。

ここで， これらの条1'1について考察する。まず①につ

φ 2  5 

φ5  7 

。

Fig. 4 Shape of a phantom. 

いては，関口を細かいピッチで製作して用いることを意

味するが，製作上の同難は別にしても， S/Nが低下し，

さらに，面i検出器の分解能が高くなければ意味がない。

②については，これを直接実行すると，①同様，関口

を通過する y線の量が減り， S/Nの低下をもたらす。

③に関しては，相関関数を計算する範囲を大きくとる

ことによって分解能の向上が図れるが，それを実現する

には，而積の大きな面検出器を使用することが必要にな

り， また，投影の周辺部と中央部て山倍率が変わる。

④については，z= 0では意味がな Lミ。配置を工夫し

て，z<{Dとなるようにすれば倍率が大きくなって，zの

変化による倍率変化を大きくできるが，奥行き);向の視

野が極端に狭くなる。

このように，上の問題を直接解決するには種々の問題

がある。複数投影により間接的に上の問題を解決する方

法を考案した。

5 .複数投影を用いた再構成アルゴリズム

5.1:&動法

複数投影を用いることにより上記②を近似的に実現す

ることができる。これには，開口あるいは検出器を深さ

万JIIJに僅かに移動して得られる 2枚の投影の差(差動形)

を用いればよい。つまり，倍率の僅かに異なる投影の差

を得ることで， S/Nを低下させずに，子しを小さくした効

果を実現することができる。逆投影法と差動型のPSFを
Fig.R(d)にぶした。差動引のPSFは深き方向にピークが鋭

くなり，深さ方的lの分解能が向上させられることが分か

る。

iE動形のアルゴリス、ムを用いて 3次元の放射源分布を

再構成した。放射源はFig.4iこ示すような形のアグリル容

器に99mTCコロイドを満たしたものを用いた。この放射

湖、の断層像を l二から 3個所)1慣に再構成した結果がFig.5

である。 Fig.5(a)では上側の円柱の断面， Fig.5(b)では円

柱と角柱の断面， Fig.5(c)で1土下側の円柱の断両が再構成

されている。しかし，得られる断層像は断面の輪郭を再

構成したものになっている。これは差動形のPSFが 2階

微分形になっているためである。このように，差動形で

は深き方向の分解能が改善できるものの，放射源分布の

エッジを強調した断層像が得られるとしミう問題がある 0

5.2立体筏法品川)

被数投影を用いるもう一つの方法は， 1::記③を実現す

ることに相当して，奥行きを知るのによく用いられる両

日艮視を利用するものである。検出器をその面内で僅かに

移動し異なる方向で投影を観察し，その視差を利用し

て深さ }j向の情報を得る )i法である(立体視形)。

得られる複数の投影像から放射i原分布を再構成するた

めに，ここでは，放射源分布と投影像の関係式を行列で

表現し，これを解く方法を用いた。つまり，放射源を η点
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次元の行亨IJFを附いて，戸=Fsと表すことができる。これ

は(1)式を行列を用いて書き表したものに他ならず，複数

投影の場合も形式的に同じ形で書ける。放射源の再構成

はこの式をsについて解くことである。しかし，これを直

接解くことは行列Fが大きいと困難である。解sの近似値

を漸近的に解に近付ける繰り返し法を用いた。

Fig.6(a)は江体視と繰り返し法を用いたときの深さ方
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Fig. 6 

でサンプリングしてn次元ベクトルで表したものをふ同

様に(複数の)投影像をm点て、サンプリングしてm次芯

ベクトルで表したものをρとおくと， sとρの関係はmXn
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向のPSFを計算で求めたものである。また，放射性分布

についてのシミュレーション結果を Fig.6(b)(逆投影

法)， (c) (立体視法)に示す。繰り返し回数が O同のもの

は逆投影法ーに相当する。したがって， この)j法は逆投影

法に較べて深さ方向の分解能が向 J.て、きることがわかる。

しかし，実際的な状況で、は行子IJが非常に大きくなり，計

算時間や記憶容量の制約のため，計算が困難となる。

5.3最適フィルタ法的、9)，10)

エリアセンサを深さ方向に動かして距離Dk(k二

1，... ，m)で得た複数投影に対する最適フィルタを考え

る。投影像片 (7)は，

州)= J dz J J dx2 s(む )!k(y-山)十九(il)

と書ける。ここで，Vk (ず)は観測雑自である。

複数投影を入力としインパルス応答をふ(;)とする

線形システムによる深さ c(7)断層像の推定値引7)は，

s(X) = EJ J仇 (i一のgk(y) (4) 

となる。 J]乙の分布sの推定は推定11白付、Sfこできるだけ近く

なるよう，すなわち，推定の 2乗平均誤差が最小となる

ようにふを定めて行う。 伝達関数を用いて表現すると

Fig.7のような系で再構成を行うことになる。最適フィル

タGkは解析的に定めることができる。

投影像を 1枚および被数枚用いたときの各経子法の

PSFを計算により求め，逆投影法， Helstromフィル

タ11) 差動法，最適フィルタの性能の評価を行った。

投影像が 1伐の場合には， Helstromフィルタと最適フ

ィルタの分解能は逆投影法のそれより僅かに改帯される

ものの，両者であまり変わらないが(Fig.8(b)(C))，後者で2

乗平均誤差か、約30%低減される。

投影像を 2枚用いた場合，差動法(Fig.8(d))てやは分解能

は改善されるが，ピークのまわりに負の部分が生ずるた

め， 2乗平均誤差が大きくなる。これに対して，最小 2

乗フィルタ(Fig.10(e))て告は分解能が向上するとともに 2

51 

52 

53 

Fig. 7 Scheme of the optimum filtering reconstru-

ction algorithm using multiple projections. 

乗平均誤差も低減している。

投影{象を 5枚用いた場合の最適フィルタの結果(Fig.

10(f))から，投影像の枚数を増やすことによって，分解能

と精度がよくなったことがわかる。

Fig. 8 3-D plots of point spread functions. 

(a) Simple back projection method. 

(b) Helstrom filter. 

(c) Optimum filter(single projection). 

(d) Differential back projection method. 

(e) Optimum filter(two projections). 

(f) Optimum filter(five projections). 

6 .おわりに

符号化開UCTの深さ万向の分解能を改善するために

複数投影を用いる方法を開発した。複数投影を入力とす

る差動法， JJ~体視法，最適フィルタ法を考案し，数値シ

ミュレーションや実験により，深き方向の分解能が改善

されることを示した。

実際の観測系について性能を評価すること，さらに，

間口パターンや綬数投影像の観測l方法など，観測系につ

いての最適化を実現し，実際の測定に適用することが今

後の課題である。

最後に，本研究に対してご助成頂いた中谷電子計測技

術振興財団に深〈感謝の意を表する次第である。
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脂質膜をトランスデューサとするマルチチャンネル味センサ

研究六fTf1，-九州、|大乍「学部助教J受 者[1 甲 ì~吉

健百]

藤 馨

山悟

協同イl}f3Efi 鹿児山大学工学:';11助教授 キ本

1. まえが「き

現在，物理ー量センサが比較的容易に実現されているの

に比べると，味覚あるいは峻覚センサは実況が困難で，

現在は未発達の段階にある。味覚と日臭覚は，ある単一の

物理量が変換されたものではない。味覚，日臭覚感覚器は

非常に多数の化学物質を複合的に受容しているのである。

このようにして生じる感覚を再現し，生物と同様な特'111:

を持つ人工のセンサを作ることが課題であるが，現イfで

は，昧や匂いの受容機構が明確ではなししかもその 2

つの感覚量の定量的な表現ヵ、困難て、ある。

通常は，化学センサは物質選択性が重要悦され間交が

進められている。しかし選択性の高いセンサで味覚を

センシンク，表現するには，様々なl床物質に対!忘したセ

ンサを多数用意する必要があり，現実的ではなL、。さら

に，生物の昧受容機構とは異なる機構で昧物質を検出す

るこの方法では，広く知られている味物質問の相互作用

といった味覚現象を再現することはできなL、。さらに，

生物の化学感覚は高感度であり，センサを作る際の問題

のーっとなっている。

味の受容25は舌!の味雷中に存在する昧細胞である。

l床物質は昧細胞の先端にfr!置するミクロビリー膜で受容

される。 ミクロビリー膜は生体膜であり，脂質一二分子膜

と蛋白質で構成されている。膜の主要構成成分である脂

質が昧受容におし、て重要な役割lを果していることが知ら

れている。この脂質が様々な味物質を同時に綾合的に受

容し受容器電位に変換される。受容器電位は神経細胞

により，活動電{立の電気インパルス列となって，脳はこ

のインパルスの時全問ノぐターンを味覚として解釈する。

化学感覚の研究が遅れている理由は，人間の化学感覚

が暖日未であるためである。なせ、日愛H未であるかというと，

味の様に，復数のI床物質による刺激から構成される(物

質問の相互作用をも合む)感覚を表現，記述する尺!支を

九州大学 l学部教段 I[J 

近畿大学九州工学部教授 飯

我々は持たないからである。 本研究の大きな甘標は「味

の尺度」を作ることである。生物のように脂質膜によっ

て構成された昧センサを用いて昧の定量化が可能となれ

は、'生物の化学感覚の受容機械の解明も進むものと思わ

れる。また，味センサは食品産業に大きく貢献するであ

ろう。これまで食品の検j色管理は人間の味覚に頼るし

かなく客観性に欠けていたが，味センサの導入によって

存観的な味の評価が可能となる。

今U1J，複数種の脂質膜を用いたマルチチャネルセンサ

によってl床の相11:作用の定量的記述を試みた。また，苦

味物質が脂質膜の構造へ及ぼす効果を光学的計測によっ

て:刑出したので報古ーする。

2 .研究内容

1 )味覚センサの構造反び測定系1)

トランスデューサであるマルチチャネル電板の構造は

以下の通りである。電極は厚さ 2mmのアクリル板に直径

1.5mmのAg線を通し，裏面iiAg線とそれに桜続されてい

るリード線をエポキシ系接恭斉IJで固定したものである。

賄質膜は，高分子(ポリ均化ビニル)と可塑斉IJ (ジオク

チルブェニルフォスフォネート)と脂質を混合し膜状に

成形したものを用い，これを電概表面のAg線上に貼りつ

けたり i匂分子で月日質を制定することによって電位応答の

安定性を向上させ，特性の異なる被数の脂質を用いて昧

に関する情報量を増やした。

測定系の概略は図 1に示す。被測定液の入ったビーカ

ーにマルチチャネル電極と参照電極を入れ，両将のIEイ止;
廷をテジタルボルトメータにより A/D変換してコンビ

ュータに取り込み，脂質膜の界而電位のl床物質による変

化を測定した。

2 )闘をl床と出昧の定量的表現と相互作用の記述

味物質を加えることによる脂質膜界同の電佼変化は次
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脂質の混合比(モル比)表 l
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よく似た振舞いをしており，

致していることがわかる。

ここで用いた脂質材料は， リン酸慕を親;.K基として持

つジオクチルフォスフェート (2CsPOOH)とアンモニウ

ム基を親水基として持つトリオクチルメチルアンモニウ

ムクロライド (TOMA)である。水溶液中では2C8POOH

は負に帝電し， TOMAは正に帯電する。従って， 2C8 

POOHのみを混入した膜No.lは，酒イi酸(酸味)の水素

イオン， NaClV、ずれにも応答する。一方， 2C8POOHと

TOMAを等量混入した膜No.4は水溶液中での表面電荷

の手11はセ、ロであるためナトリウムイオンには応答しない

が，水素イオンにはI吸着'1'1:があるため膜電付を変化させ

電位応答パターン

関値なども生体系とはは一

(〉

E
)
哩
紳
位
H
U
M
F

図2

のように説明される。水素イオンの様な膜面へl吸着する

イオンは膜の表面電荷密度を変化させる。 ~}j， ナトリ

ウムイオンなどの吸着しないイオンは膜表面)5:傍の電気

二重層に影響を与え，分極の度合が変化し，測定電{j;が

変化する。また，苦味物質などの様な疎水基を有し脂質

膜内部へ浸透する物質は膜構造を変化させ，その結果，

表面電荷密度が変化し，やはり測定電位を変化させる。

今回は，電解質によって平5れる昧である酸味と嵐昧を

用い，これらの味の定量的表現及びこれらの昧の聞の相

互作用の定量的表現を行った。

3 )蛍光測定による脂質膜への背昧物質の吸着作用メカ

ニズム

苦味を呈する物質である塩酸キニーネ(以下，キニー

ネ)と人工脂質膜との相互作用の状況を調べた。キニー

ネの様な疎水基を有する物質は脂質の疎水部へ侵入し膜

の構造を変化させることによって膜電位を変化きせると

推測されてきた。今回は分光蛍光光度計(F-2000型Hita.

chi製)を用い，キニーネが脂質分子とどの様な相亙作用

をしているのかを調べた。

キニーネ溶液に30分つけた脂質膜を蒸留水で洗浄した

後， 1 mMKCl溶液に入れて適当な励起波長における蛍

光強度を測定した。キニーネの脂質分子への吸着状況を

調べるため，様々な長さの炭素鎖を有する脂質膜を用い

た。

測定系の概略図図 1

3.成果

1 )酸味度と塩味度の定量的表現

今回用いた脂質は 2種類の脂質を混合したもので，

混合比を変化させて 8種類の特性を持つ脂質膜を用意し

た(表 1)。これらの膜から構成した7 ルチチャネル電極

を用い，酸味(酒石酸)と塩味(NaCI)について膜電位パ

ターンの濃度依存性を調べた。 測定結果を図 2に示す2)。

参考のため，ラットの味細胞の受容器電位も示した(図

中×印)。この図より，ここで用いた膜が生体系と非常に
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y，δ， V80をそれぞれ0.049，0.78， 20 [m V]とおく

と， 1ヲ能検査による結果とよい対応がつく。図 3は上式

により定義された酸味度と塩味度である。どちらも対数

濃度に対して直線的に変化するが，これは生物の感覚強

度が刺激強度に対して対数的であることに対応する 3)。

図 4は上式より求めた酸味度を人聞の感覚と比較した

ものである。それぞれの値は酒石酸を基準としてあるべ

図4よりこのセンサが人聞の感覚をかなり再現している

ことがfわかる。

る。また膜NO.8は，酒石酸に対しては少ししか応答せず，

NaCHこ対しては大きく応答した。

ここで得られたノfターンを用いて，

を次式で表現した。

酸味度=α1V，・ V，1112十γ

塩味度こβ1V，・ (V8-V80) 1'12+δ 
ただし，膜No.1， 4， 8の電位をそれぞれV"V4， V8と

し， α仏'β，y，δ，V 

は'人聞の感覚閥値濃度をセV とし，飽和する濃度を 6

とした。閥値濃度は酒石酸では0.067mM，NaClでは9.58

mM，飽和濃度は酒石酸では29.3mM，N aClでは1.26M

である。係数α，βをそれぞれ0.076，0.073 [l/mV]， 

駿昧度及び塩味度
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センサと人間の感覚値との比較

(a)において， X， .. ..企.0はそれぞれ. tartaric acid (i酒石酸)， 

HCl. acetic acid. ci tric acid. lactic acidを表しており，濃度はすべて

10.6 mMである. (b)において， X. ・.O.・，口， A..ムはそれぞれ.

NaCl， KCI. KBr. NaBr. NH4Cl. LiCI，KIを表している.濃度はすべて560mM. 

図4



とによる塩味度の変化を計-算したものである。図より，

I瓦味を加えた場合には酸味は単独の時よりも強くなって

いることがわかる。これは，人間の味覚において酸味と

指味が強調し合うという l床の相互作用の結果と一致す

る11。

2 )酸味と塩味の相互作用

図 5は膜No.1， 4， 8の酒石酸(酸味)と NaCI(塩味)

の混合溶液に対する応答値である。膜NO.lは酒石酸及び

NaCIの濃度が増加すると電位応答値も増加しているが，

混合溶液の応答値は単にそれぞれiii.独の時の応答値の和

とはなっていない。

図6は先の式を用いて， NaCIを酒石酸溶液に加えるこ

とによる酸味度の変化と酒石酸をNaCI溶液に加えるこ A ， ， ， ， 
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3 )苦味物質と脂質膜との相互作用

図7に蛍光スベクトルのピーク波長の脂質膜の炭素数

依存性を示す。この結果から，キニーネ分子は膜表面の

電荷のみに吸着するのではなく，膜内部まで入り込み，

脂質の疎水性部位である炭素鎖とも相互作用しているこ

とがわかる。また，炭素数6の脂質膜の蛍光強度は他の

脂質に比べて著しく小きかった。このことはキニーネ分

子はある程度以上の長さを持った疎水基に吸着すること

を示している。

nm 

445 

44自 ~寸主
¥寸更

¥ 
435 

430 

425 

42日

415 
7 1日

炭素数

図7 ピーク波長の炭素鎖の長さ依存性

4 .まとめ

味センサから得られるパターンを用いて酸味度，猛l床

度を記述した。これより酸味と塩味が強調し合うという

味の相互作用の定量的表現が可能となった。味覚はこれ

までは，あいまいな表現を用いて記述されてきた。しか

しながら，味センサと官能検査を用いて「味の座標軸」

を作ることができれば，例えば，ある特定の食品に対す

る人の評価は客観的なものとなるであろうのまた，微視

的なレベルでの脂質膜一味物質相互作用をより詳細に調

べることは，生物における味受容メカニズムの解明につ

ながると期待される。微視的なレベルでの相互作用につ

いては今回は苦味物質の脂質膜への吸着メカニズムを分

光学的子法を用いて調べた。その結果，苦味物質は脂質

膜の疎水部である炭素鎖に吸請するという従来の推測を

裏付けることとなった。

本研究に際しご助成を頂いた中谷電子計調IJ技術振興財

団に深く感謝いたします。
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半導体レーザ一分光分析法による生理活性物質の微量分析の研究

研究E雪作お九州大学 l学出11教授今坂藤 太郎

管

1. まえカザき

レーザーを光源とする分析法は極めて向感度であるが，

レーザーはーー般に高価で使い難し実用分析機器への応

用はまだほとんどなされていない。 巾請者はこのような問

題点を解決するため，安価で簡便に使える j'iよ外、1':)享休

レーザーをた源とする分光分析法を間交してきたりたと

えは係々の'1'間代謝物質や酵ぷの分析，さらには酵素イ

ムノアツセイを利用するインシュリンの分析等を通して

本法の有用性を不してきた。しかしながらこの近亦外分

光分析法は，利用できる色素の絹類が少なしまた色素

の安定性等にも問題を残していた。

そこで本研究では可視半導体レーザーを光源とする生

塑活性物質の必微量分析について検討した 3 この }j式は

際識に利用できる安定な化合物が県富に弁:イiするため，

極めて有用かつ実用的である。本研究では，酵素反応を

利用する中間代謝物質等の蛍光分析を行うとともに，キ

ャビラリー電気泳動/蛍光分析装置を開発し，アミノ醍

等のi向感度，戸j選択的分析を行ったので，その研究成果

について報告する。

2.研究成果

2.1酵素反応を利用する分析法

とにより目宇奈反応を追跡することができる。そこで可視

半導体レーザ-IJJ!J起蛍光J去により各種の生化学物質の分

析を行った。まず基質として乳械を用い，乳酸脱水素酵

素の活性を測定した。その結果，ヒト血清に含まれる 100

200U/ml松度の乳駿脱水素酵素が谷易に検出できるこ

とがわかった。また基質としてエタノールを用い，アル

コール脱水素酵素の活性を測定する方法についても検討

した c 本法の検出限界はO.lmU程度で，ヒト /(11泊中の平

均;fi'l't:の1.8mU/mlより卜分低し実用的な目的にも利

用できることがわかった。またアルコール悦水素酵素を

一定泣添加しエタノールの分析を行ったところ，検山

限界はlOnmolて、あった。通常のヒト血清中のアルコール

濃度は約 2μmol/ml，飲洞運転の判定に用いられる濃度

は10μmol/mlであるので，本法は実用上十分な感度を有

していることカ、jフカ冶った。

一万，、lél(Jj~の蛍光色素はデオキシリボ核駿(DNA)の

二重らせん鎖中に侵入し相互作用により蛍光強度が変

化することが知られている。そこでメチレンブルーをJjj

いて蛍光強度変化からDNAを分析する方法について検

討したのその結果， lO-oM (堀基対換算)程度までのDNA

を分析することが口I能であった。

本研究では，分析法の特異性を高めるため酵よ反応を 2.2キャピラリーゾーン電気泳動法

利用する分析法について検討した。酵素反応の'1'でもと 最近，電気泳動法が生化学物質の分析に!よく用いられ

くに酸化還忌醇素は生化学分析に幅広く利用されている るようになっており，とくにキャビラリーを分離に用い

が，通常添加した補酵奈のニコチンアミドジヌクレオチ る }j il~ は効率が，'e:J < ，ここ数年急速に研究が進んでいる n

ド(NAD)が還芯司IJに変化した際に生じる l汲た度変化を しかし内任数10μmのキャピラリー'1'を流れる u式料を高

利用して酵素反応を追跡する。この場合に酸化i宝Jl;電位 感度かつ簡便に検出するんが;はまだ|分係立されていな

がイJl，、メチレンブルー(青色)を共有させるとジアホラ いにそこで本研究では可祝半導体レーザ」脱J起蛍光法を

ーゼ酵素によリ送厄引のロイコメチレンブルー(無色) J 11， 、る刀法について検討した。

が生成する。メチレンフソレーは670nm付近に吸収ノミンドを 1 )クロロフィルの直接検出

もちかっ蛍光性を有するので，蛍光強度変化を測定するこ 凶 lに示す実験装置を試作した。試料をキャピラリー

52 



図 l キャピラリー電気泳動/半導体レーザー励起蛍光

分析装置

の高電!玉(lE極)側からサイホンの原理により 1nl程度iF

入する。その後両端を緩衝液につけ，これに挿入した白

金電極に高電圧を印加することにより試料を泳動させる。

接地電傾近くでキャピラリーの保護コーティングを一部

除去しその部分に主1':導体レーザーをj照射し，試料から

の蛍光を顕微鏡の対物レンズで集光し，フィルターを通

した後，光電子増倍1';で検出する。670nm付近で蛍光性を

有するクロロフィルを直接分析したところ，分離性能は

極めて良好で品数10万の理論段を有することがわかった。

2 )アミノ般の間接蛍光分析

ー般の生化学物質は深赤色域(670nm付i止)にI吸収バン

ドをもたないので， クロロフィルのように l直接検出する

ことはできなし、。しかし間接法を!日いれば， このような

試料に対しでも蛍光定最を行うことができる。すなわち

キャピラリー中に色素を流しておき，試料分了一カミメチレ

ンブルーを希釈することによって蛍危強度が減少する効

果を利用して検出することができる。このためにはキャ

ピラリーのガラス内壁に色素が吸若しないことがliij提と

なる。そこで種々の色素について検討したところ， メチ

レンブルーは比較的吸着が少なしさらにキャピラリー

表面を不活性化処理することにより，問題とならない科

度まで吸着の影響を低減できることがわかった。凶 2は，

ノド法によりアミノ般を分析した結果であるつグリシンと

ブロリンが良好に分離・検出されている。本法の検出版

界は約 1pmol(pmol二 lO-12mol)てwあった。

3 )アミノ般の蛍光標説試薬の開発とこれを月1"、るアミ

ノ酸の分析

間接蛍光j去ではベースラインからのiをかな蛍光減少民

をiWJ主主するので匂!志度に限界がある。したがって高感度

分析を実現するには，日的とする分子を蛍光色系により
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図2 アミノ酸の間接蛍光分析

10μMのメチレンブルー(図中に構造を示す)を

蛍光色素として使用，印加電圧=20kV，試料注入

量=10pmol 

標識して検出する必要がある。しかしながら深亦色域で

は適当な蛍光標ぷ試薬が開発きれておらず，本研究の目

的に利用できる試薬はなかった。そこで図 3に示す反応

によりメチレンブルー骨格を有する蛍光標識試薬を合成

したのこれを汀:jv、てアミノ般を分析した結果を凶 4にボ

仁アルギニンとグリシンが分離・検出されている。な

お，試料注入後 6分科!支に現れる大きなピークは未反応

の色素及び分解生成物である。本j去の検出限界はlOpmol

ね度ていあった。

{山ζx:GM+H00山 2SHdるま
CH3 Mercaptoacetic Acid 

…dGN-
日-(CH，)cC怯む

川 ρ:念日O-CH，-S-CN…
図3 深赤色域に蛍光性を有する標識試薬の合成
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図4 深赤色域に蛍光性を有する標識試薬を用いるアミ

ノ酸の分析，図中に標識試薬の構造を示す，試料

注入量=100pmol

4 )半導体レーザーの第二高周波(SHG)を光源とするア

ミノ酸の分析

670nmの深赤色域ではアミノ酸やタンパク質を標識と

する蛍光色素がほとんど開発されておらず，まず蛍光標

識試薬についての研究から始める必要がある。これに対

して紫外あるいは青の波長域では，すて、に多くの優れた

蛍光標識色素が開発されており，この波長域で発振する

半導体レーザーがあれは‘，直ちに実用分析への応用が可

能である。最近，近赤外半導体レーザーと第二高調波発

生素子を結合した青色レーザー (415nm)が市販されるよ

うになっている。そこでこれを励起光源とする分析法に

ついて検討した。
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ρO~_O、へ〆 N(C 2H S)2
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図5 可視蛍光色素を標識試薬とするアミノ酸の分析

図中に標識試薬の構造を示す，試料注入量=lfmol
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図5は，図中に示す構造の色素を用いてアミノ酸を分

析した結果である。この色素は437nmに吸収極大を有す

るので， 415nmi二発振波長をもっ半導体レーザー/第二

高調波発生モジュール(松下電気製)を用いて効率よく

励起できる。アルギニン，プロリン，セリン，グリシン

を6分以内に分離・検出することが可能でPある。検出限

界は約1OOamol(amol = 10-18mol)て引あった。

5 )アミノ酸の超微量分析

白ij節で報告した半導体レーザーの第二高調波を光源と

する }j法は，第二高調波への変換効率が必ずしも十分で

なく，出力が50μW程度に制限される。このためこれ以上

感度を向とさせることは困難で、ある。また可視域は分析

に際して妨害となる不純物が多しこの点でも問題があ

る。さらに上記のレーザーシステムは高価であり(半導

体レーサ一本体の100倍程度)，実用的な観点からも改善

の余地がある。このため 3)節の方式を再検討すること

にした。すなわちこの方式で超微量分析が行えなかった

のは，①合成した蛍光標識試薬の反応効率が低しまた

純品を試薬として使用していない②試料検出に際し，キ

ャピラリー表面での励起光の散乱により，微弱な蛍光を

効率よく検出できない，などが原因であった。そこで本

研究では同仁化学研究所と共同で新規蛍光標識試薬を開

発するとともに，散乱光を効率よく除去できるシ スフ

ロー型蛍光検出器を試作し，アミノ酸の超微量分析を試

みた。

同6は，本研究の日的に合成した蛍光標識試薬の化学
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図6 蛍光標識色素の構造と蛍光スペクトル



構造と蛍光スペクトルである。 l吸収極大が663nm(モル吸

光係数 8x10')にあり，発振波長660nmの半導体レーザー

を用いて効率よく励起することができる。図 7は，本研

究において開発したシースフロー型キャビラリー電気泳

動蛍光検出器である。キャピラリーから溶出した試料は，

シース液に取り固まれながら，内径700μm角の四角セル

中を流れる。半導体レーザー光を対物レンズで試料に集

光し蛍光を直角方向に配置したもう一つの対物レンズ

で集光する。蛍光イメージのみをピンホールに集光して

取り出し，カラス端面での散乱光を除去する。図 8は，

開発した分析法を用いてアミノ酸を分析した結果である。

アミノ酸の検出限界はグリシンの場合800zmol(zmol= 
1O-21mol)であった。このように本法によれば，比較的簡

単な装置を用いて，超微量分析が実現できる。今後研究

を進めることにより，単一試料分子の検出も可能になる

と期待している。

012345cm -
oiode 

図7 シースフローセルを用いる高感度蛍光検出器
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図8 アミノ酸の超微量分析

3 .まとめ

本研究では，光源に近赤外."J視半導体レーザーを用

いる高感度でしかも実用的な分析装置を開発した。この

ように高性能で、しかも選択牲に優れた新しい分析法は，

現在医学・生物学の分野で要求されている生理活性物質

の超微量分析に新展開をもたらすと考えている。たとえ

ば現在DNAのシーケンス(構造)を解析するヒトゲノム

プロジェクトが推進されている。しかしながらこれを完

遂するためには，一塩基対決定に必要なコストを 1円以

下に抑えなければならない。本研究のキャピラリー電気

泳動/半導体レーザー励起蛍光法は，高感度高分離性能

に加えて安価・簡便であり，このような国際的プロジェ

クトに大きなインパクトを与えると期待している。
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超音波像高速 3次元表示システムの開発と新しい胎児診断法への応用

研究tt任 行 東 }Jl"大学医学部講師 ，馬 場 に豆番豆号、F 

共同責任拘 束;京大学医学部助教佼 |吋 井 主/J巳〈

[uJ 東京大学医学部助子上 妻 ;ti 良11

["J 東か;大学医学部助手 1反 井 F[3 1 人

|百l 東京大学医学部助手木 p 出 良11
[，;J 東京大学医学部助手小 中本 {告

f，iJ 東y;大学医学部大学院生 i賓 III 泰

1. まえがき も成功したので，合わせて報告する。

子山内にいる胎児の状態を正しく杷医することは，妊

娠・分娩u王唱において械めて重要である。両像珍断はそ 2.研究内容

のための有力な手段であるが，胎児を対象にした場合 1)超11波像 3次J己表不の原理

放射線被爆の問題や強磁場の影響が未知であることから， 超i'iC!皮断層像から胎児を 3次元再構築する原理を，凶

X線CTやMRIをスクリーニング的に用いる事はできな 1 tこぶすの連続する超背波断層像を各々の断層像の位置

い。そこで産科臨床においては，無位襲な方法として超 に従ってコンビュータに取り込み，コンビュータ内でテ、

音波断層法が盛んに使用されるようになり，重要な検径 一タを仮怨的に 3次瓦に組み立てる。これに対して投影

法になっている。しかし現本の装置て前は胎りょのー断而 平面を似定しその平If111:の各画素の輝度を仮想的に構

をとらえるに過ぎず，検者が頭の 1~I で断層像を組み合わ 築された胎児像との距離に応じて決定すると，この投影

せて 3次J己認識をしなければならない。しかし 3次厄 平出 Lに 3次元像が得られる 1 5)。

の認識には多くの経験と長い検査時間を要する上，断層

像からは厄認識を行う人間の能力には限界が存在するの ~ ffi 

我々は，現在の超二白波断層診断装置の欠点を補うため，

市販の超音波断層診断装置， 山作のプローフ'{，，:置検il¥装

置， ミニコンビュータを組合せた超音波像 3次J己表ノド ν

ステムを試行二し 1) 佼襲的検1i:法である胎児泣彩(了宮内

に泣影斉IJを注入してX線撮影する)に近い像色無促襲で

得ることができることを実証してきた 2 ら)。

しかしながら，試作システムではテータを一度ビテオ

テープに記録し， 3次元画像の構築を時間的， 'f閥的に

分離された形で、行っていた。そのため，医師が I~ ら幽面

を見て絶えずフィードパックをかけつつフιロープ操作を

行い，訟断を碓'定していくといった超育波検査の利点が

と主かされなかった。

そこで，本研究では，それまでの試行二システムでの研

究成果を踏まえ，プロープからコンビュータまでオンラ

インで結んだ実用化を目指したシステムを構築 L，Mfi児

診断における超合二波 3次}L;{象の有用性について検討した。

さらに，カラードブラ装置との組公せによる胎盤1(11流分

ぬの 3次j己表ノ入並列処珂可能なリアルタイムイメージ

プロセッサを用いての乳腺腫携の超f'ri，皮像 3次J己表示に
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図 i 超音波断層像3次元再構築の原理

2 )起庁J皮像 3 次j己表ノJ~システム

電子走査コンベックス型プロープ (3.5MHz)を，その

電 f走査方向と垂直方[IIJにモータでセクタスキャンさせ

るこにより 3次元のデ タを得た。電子定杏コンペッ

クス勾jプロ プは，超古一波断層診断装;首SSD-680(アロ

カ社製)に接続した。

3次厄処理用のコンビュータには，画像処理用の

GRAPHICS-340 (日本無線社製)を用いた。電子走査コ

ンベソクス引ブコロープをセクタスキャンさせるモータは，



軸に取り付けたロータリーエンコータでプロー7"位置を

検出しながら，同コンビュータにより制御した。必-rr波
断層像は，ビデオ信号の形てw超音波断層診断装置から取

り出し， ADコンパータを介して，コンビュータ内にある

128枚のフレームメモリに逐次入力した。

表示については，図 2で示きれる従来から我々が用い

ている方法の他に，お互い直交する 3断面の同時表示，

すべてのデータを 3次元的に塊状に組み上げ，任意の割

を入れて表示する方法についても検討を行った。

v.ewmg point 

ち

J毎

図3 3断面同時表示の例

妊娠30週の胎児。右上は、胎児の頭部から胸部に

かけての縦断像，右下は鼻の高さでの横断像，左

上は前額像。

のか;置関係を岡面上に表示しながら， リアルタイムに断

層像の位置を変化させて任意の断層像を観察することが

できる。この方法は，データ取り込み後，ほほ瞬時に像

を得ることができるが，基本的に断層像の表示であり，

図2 超音波像3次元表示(表面表示)の原理 3次J己診断の卜.からは， 卜分な方法とは言いがたい。

凶 4 は 3 次元的に組み 1~げた塊状の像をf壬志の断i可

3 )カラードプラ法との組み合わせ で切断したように表示した例である。この像も，データ

カラードプラ法で，カラー表示される部分(血流のあ 取得後，はほ瞬時に像が得られる。胎児の内部の構造は

る血管)だけを抽出し，従来からの哀而表示に準じた )j 均解しやすくなるが，顔など体表の観察は，従来の断層

法で 3次j己表示を行った。対象としては，臨床的に 1(ILiJk {象と I百jじように同難である。

分布が重要である胎盤を用いた。 閃 5は，我々が従来から行ってきた表l可の表示である。

lf;児内部の構造は診断凶難であるが，胎児休;哀の形態は

4 )リアルタイムイメージシグナルプロセッサによる)Iij ，W常に分かりやすい。阿 6も同じ方式による子の超古一波

処理 3次jC;1象である。

本研究では，システムにオンラインで組み込むことは

できなかったが， リアルタイムイメージシグナルブロセ

ソサ， DN8750 (松下電器産業社製)を用いた前処理を検

討した。このDN8750は， 8ピット， 256 x256の画{象デー

タに関して，局所jiJ:傍 3x 3の|由i素の演算を 1ステ、ソブ

15n秒て、実行することができる。今|司は，これを 3つ用い

て並列処理を行い，手LH泉の超音波断層像から腫傷部分を

抽出してその 3次元表示を試みた。使用した超台波の周

波数は， lOMHzである。

3 .研究成果

1 )胎児の超音波 3次瓦像

同 3は， 3断而l百]時表不の例である。ブロ ブの電 f

走査方向の断層像(従米の超音波断層像と同じf象)，それ

に雫直なメカニカル走資方向の断層像， ー定深さにおけ

る(水平方向)断!耐象を同時に表示するの各々の断層像

図4 塊状多断面表示の例

水頭症の胎児の頭部。拡大した脳室の様子が良く

理解できる。
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図5 表面表示の例一水頭症の胎児の顔の超音波3次元

像，左側が額，中央が鼻，右側が顎。

図6 表面表示の例一正常胎児の手の超音波3次元像

軽く握った手の形が分かる。

2 )血流分布の超青波 3次元像

図 7は，胎盤血流の 3次j[;{象である。超音波カラード

プラ法により，血流を断層像上で観察することが可能と

なったが，断層像だけでは，胎盤や腫場なとの血流分布

の情報を得ることは困難である。 3次元表示により， 3 

次元的な血流の分布が容易に理解され，断層像で得られ

た血流情報が臨床的に意味有るものとなる。

3 )乳腺臆場の超音波 3次元像

図8は，乳癌の内，比較的頻度の高い硬癌の超音波 3

次元像である。乳癌は乳腺組織に同まれており，超音波

像上，周りの組織から分離するのは容易ではないが， リ

アルタイムイメージングナルプロセッサを用いた前処理

により，羊水に固まれた胎児の場合と同じように分離す

ることが可能となった。

乳腺腫療の超音波診断では，断層像だけでも良性悪性
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図7 胎盤血流の3次元像

図左下方に太く見える部分が，騎帯付着部位。こ

こで血管が分校して，胎盤表面を左上方と右下方

へと走行しながら，右上方の胎盤内に細かく分技

してし、く様子が理解できる。図右上に少し離れて，

左右に広がって明るく見える部分は，母体側の血

流。

図8 乳癌の超音波3次元像

癌部分を明るく表示している。全体的にゴツゴツ

した硬癌の形状を良く表している。

の診断はある程度可能で、あるが 3次元像は良性悪性の

診断のための一層重要な情報を含んでいる。また 3次

元像では，睦傷の広がりが客観的に評価される。

4 .考察

新たに開発されたシステムは，超育波検査室内で検査

結果としての 3次元像を観察することを可能にしたとい

う意味で画期的であり，未だ，処理時間短縮の問題が残

るものの実用化に大きく近づいたといえる。

超育波断層像と比較した 3次元像の利点は，以下のよ



うにまとめることができる。

①胎児の顔の様子ーなど，断層像では想像さえ困難であっ

た像が診断の対象となる。例えば，生まれてみれば-，_.見

して顔つきが変だと分かるような症例でも，従来の断層

像からそのような診断をすることは，まず不可能であっ

た。顔つきの微妙な異常は，染色体異常など重大な先天

異常発見のきっかけとなりうる。また，新生児と同じよ

うに，胎児も状態に応じて顔の表情を変化させている可

能性が高く，従来の断層像では不可能である顔の表情を

用いた胎児診断ができる可能性がある。今後，この点に

関して，症例を重ねて検討する必要がある。

②観察対象の 3次元構造が理解し易くなる。断層像から

3次元構造を理解するには相当の経験と長い検査時間が

必要で、あるが， 3次元像では 3次元構造物として画面に

表示されるため 3次忌構造が容易に理解でき，検査時

間の短縮にもつながる。また，断層像では診断が困難な

胎児の耳や指など 3次元的に複雑な形状の異常も容易に

診断可能である。

③すべての人間が， 3次元構造に対して同じ認識を持つ

ことができる。表示画面を写真やビデオに記録すること

により， 3次元像として記録することが可能であり，第

3者にも 3次元診断結果を正しく伝えることができる。

また 3次元像は，一般の人にも理解しやすし母親，

父親にとって，出生前の我が子の顔をあたかも腹壁を透

視するかのことくに見られるということのインパクトは

大きしそのことが親としての白党，あるいはその後の

親子関係に与える影響は計り知れない。

④観察対象全体を一枚の画像として表ノJ~てw きることによ

り，見治としの減少が期待できる。リアルタイムの断層

像を観察しながら，その場でプロープを自在に動かして

3次厄構造を診断していくというのは超音波診断の有利

な点であるが，どうしても関心領域以外に注意が届きに

くくなる。特に目につきやすい異常があると，それだけ

に目を奪われて他の異常を見逃してしまうことがある。

しかし超音波 3次元像では，全体像が一度に表示され

る結果，注意が全体に行き波り，検売上の見落としの危

険性が少なくなる。

さらに超音波ドブラ法との組合せにより，

⑤胎盤や腫蕩などの血流分布を知ることができる。

今後の課題として，装置の小型化と処理の高速化があ

る。我々は 3次元両像生成用のコンビュータとして，

当初，体積比で成人の数倍もあるミニコンビュータを用

いており， とても超汗波検査室に設置できるような大き

さではなかった。その研究成果を基にできた今回のシス

テムは，システム全体を超古 j皮検宣室内に設置できるま

でになっている。しかし少なくとも 3次元表示用のコ

ンビュータが診断装置に内蔵され，診察台の脇で医師が

子軽に使える程度まで小きくする必要がある。この問題

は急、速な半導体および、関連分野の発達により，すぐに解

決される問題であると期待される。

処理時間に関しては，表面表示を行うには数分から数

十分で、あり，臨床で許容される時間とは言いがたい。し

かし，非常に高価でんあるが，既に強力なワークステーシ

ョンを用いて，断層像から 3次元像を 1~1. 5秒程度で生

成するシステムが市販されておりへ価格が下がり，この

ようなシステムが応用可能になるのは時間の問題と考え

られる。

像のリアルタイム性まで追求しようとすると，プロー

プ機構が問題になってくる。現在は，電子走査型の超音

波プロープをモータで機械的に振らせて 3次元データを

取り込んでいるが，全体のデータを取り込むのに 4秒か

かっており，この時点て1 リアルタイム性が失われてし

まう。この問題解決に関しては，超音波振動子を 2次元

に配ダIJしたフェーズドアレイプロープの実用化が待たれ

る6)。

超音波 3次元像は，特に胎児診断において重要で、あり，

電子工学を中心とした関連分野の急速な進歩に支えられ，

一般臨床で実用に供きれる日も近いと期待される。

5 .まとめ

プローブから表示装置まで直結した超音波像 3次元表

示システムを新たに構築し，胎児診断における超音波 3

次元像の有用性について再確認した。この新しいシステ

ムは，システム全体を超音波検査室内に設置でき，胎児

診断における超音波 3次元像を研究レベルから，実用化

のレベルへと大きく前進させるものである。

さらに，今回，カラードプラ装置との組合せによる胎

盤血流分布の 3次元表示，並列処理可能なリアルタイム

画像処理用LSIを用いての乳腺腫蕩の超音波 3次元表示

など，超青波 3次元像の応用範囲の拡大を試み，その有

用性を確認した。

本研究をご援助頂いた中谷電子計測技術振興財団に深

く感謝いたします。また，乳腺腫蕩の超音波断層像をご

提供下さいました埼玉医科大学総合医療センター第 2外

科小林正幸助教授，問中央検査室来住野修氏，ならびに

ハ ド，ソフト両面でご援助を下さいまたアロカ株式会

社にも深〈感謝いたします。
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大阪大学医'f-部脳神経外科教授

大阪大学院学部脳神経外科助子

大阪大学灰学部脳神経外科即j子

大阪大学院学部中央子体J音11助教授

大阪府、工大学計算センタ一助手

研究責任{i

共同責fI::{i'

Sciences， U.S.A.)，イメージボード 3次元グラフィツ

クシステム (personalHoops， Kobelco)，ならびにINSM

のための子術顕微鏡アダプターより成り立っている(図

1 )。

己j
Intelligent Neurosurgical Microscope (INMS) 

Intelligent neurosurgical microscopeのシステ

ムダイヤグラム。

仲間ÎJ の|由l像デー -7 は)ÌÎí もってコンビュータに入力しておく j 石~l是

変換ん.r¥:で得られたやii'!'t{す;肯情報はコンビ Lータで計算され， リア

ルタイムにディスプレーに表示される。このl剖像は同時に子術顕微

鏡へ送られ， INMSアダプターを過して術者税野に投影きれる υ

図l
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3 次元座標i~IJ定装置は，交流磁場を発生する五議場ソー

スとこれを検山する軽量小型磁場センサー(重さ 15g)， 

ならびにデータを処理するマイクロプロセッサーより構

成され，続場ソースと磁場センサーはそれぞれ 3組の直

交するコイルから成っている。儀場ソースの 1個のコイ

ルを励磁すると儀場センサーの 3個のコイルに破場ソー

スからの距離と磁場センサーの配向に応じた電圧か、誘起

きれる。これより総場ソースを基準とした磁場センサー

1. まえがき

重要な機能をもっ領域が互いに夜維な神経連絡をなし

て構成された脳の手術には最大限に精密な子技が望まれ

る。この点，脳神経領域の画像診断技術はコンビュータ

ー断層掲影(CT)や磁気共鳴画像(MRI)，あるいはディジ

タルサブトラクションアンジオケラフィー(DSA)等の発

達により，解剖l学的に極めて高い空間分解能が達成きれ

てきた。それに対し，実際の手術では病変部の 3次J己主

間的把握や子術アフoロ一千の決定は術者の知識や経験，

あるいは直観的判断に頼るところが大きし l由l像診断の

精度が実際の手術に充分には生かされていない面がある。

現イ1:の脳神経外科子術において一種の宵点ともいえる

このような重大な問題を解決するため，夜、達はHixl子術操

作位置をCTあるいはMRI両像上に表ノ示して病変部の正

確な到達を支援する脳手術ナビゲーションシステムを開

発した。このシステムは手術操作{山置検出のために交流

磁場を利用するものであり，磁場発生装置を忠者頭部に

同定し，予や~Î器具に磁場センサーを取り付けてその先端

座襟と }J向を瞬時に計算し， CT/MRI両像 !::jニリアルタ

イムに表示するものである。本研究ではこのシステムを

さらに発展させ，子事f，j用顕微鏡自体の位置情報をもシス

テムに取り込み， intellig巴nt neurosurgical 

microscope(INSM)ともいうべき新しい画像情報インタ

ーフェイスを開発し脳外科手術の精度を飛躍的に高め

ることを目的としている。本稿では脳手術ナビゲーショ

ンシステムならびにINSMを実現するために行った機能

拡張について述べる。

2 .システム構成

本システムはパ ソナルコンビューター (PC-9801

RA，NEC)，子術操作位置を検出する綴気変換万式 3次花

座標測定装置 (3SPACEIsotrak， Polhemus Navigation 



の 3次元位置座標と方向角度 (azimuth，elevation， rolJ) 

の 6つのパラメーターが算出される。(図 2)。これはも

ともと米空軍においてミサイル照準用の攻撃目標捕捉装

置として開発された装置である。戦闘機コクピットにお

いて磁場センサーを取り付けたヘルメットを装着したノf

イロットが風防ガラスの十字線を通して攻撃H標を視認

すれば，この装置によって頭の位置と方向が決定きれ，

その視線データより攻撃目標が火器管制コンビューター

に認識される。つまり，パイロットが攻撃目標を見るだ

けでミサイルが発射される戦闘システムの一部であるが，

最近，民生用として販売きれ，立体模型の形状入力やバ

ーチャルリアリティーゲームなどに利用されている。

ソス 磁界 センザ

(直変コイル) (直受コイル)

題調C;;j:::::;:) 母

図2 磁場変換方式3次元位置測定方式の原理。

磁場ソース，磁場センサ とも 3つの直交するコイルより成り立

っている。磁場ソ スでは時分割方式でそれぞれのコイルが励起き

れ，それをセンサーが受信すると，センサーの位置と方向角度が計

算きれる。

子術操作部を指し示すための吸引管は，磁場が妨げら

れないようプラスチックで作成した。この吸引管に 1:述

の磁場センサーを装着し，手術操作位置プロープとした。

コンビューターは上記6パラメーターより吸引管7"ロー

プ先端の座標とプロープの方向をほほリアルタイムに

( 1秒間に最高30回)計算する。

イメージボードは 1画素あたりカラーチャンネル 8ビ

ット，グラフィックチャンネル 2ビソトあり，カラ チ

ャンネルはルックアップテーブルにより約1，600万色の

内256色が表示可能である。 1画面の解像度は512X480画

素あり，五十 4画面をスイッチングによりそれぞれの画面

に瞬時に切り替えることができる。

3次元グラフイツクシステムは高速のRISCプロセソ

サーを内蔵しており，パーソナルコンビューターでも汎

用 3次元グラフィックソフトウエアー， HOOPSが利用

できる。 HOOPS上では 3次忌構造がセグメントとして

扱われ，その回転，拡大，縮小など 3次元操作が容易に
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行える。本研究ではCT画像より病変部や脳室，頭蓋骨等

を輪郭抽出し，ワイヤーフレームを作成し，患者頭部の

3次7Gモデルとして入力した。これを術者の視線方向に

回転再構成し，ナビゲーション用画像とした。術者の視

線万向は手術顕微鏡の方向に前述の吸引管フ。ローブを位

置させ検出した(図 3)。通常，手術顕微鏡の方向は数分

間は変えずに手術操作を行うので，術者がそのつど方向

を検出することはそれほど手術の妨げとはならなかった。

手術顕微鏡アダプターは脳手術ナビゲーションシステ

図3 顕微鏡視線方向と焦点位置CANSナビゲーター

による同定法。

術者の視線方向は千一術顕微鏡の方向にナヒゲ-;; の吸引管を伺

線方向に合わせて検出する。

患者頭部の 3次元モデルは術革ーは視線万向に回転再構成 L.ナビゲ

ーション用画{象とする。

ムから出力された両像を手術用顕微鏡を通して術者説野

にスーパーインポーズする。モノクロ小型ブラウン管と

カラー液品シャッター，ならびにビームスブリッターよ

り作製した(凶 4)が，これはフィールド順次方式によ

り高解像度の|剛象が表ぷでき， ビームスブリッターを切

り脊えることにより，拡大術野視野にナビゲーション幽

像として投影することができる。 3次元ワイヤーフレー

ムモテ、ルは術者視線方向へ投影した画像なので，病変部

が術野からあたかも透見されたかのように表示されたの



Color 
LCS 

|記Beam
ヨ JSpli抗er

Intelligent Neurosurgical Microscope 

図4 1 NMSアダプターを手術顕微鏡に取り付けたと

ころ。

INlVISアダプターはモノクロ小型ブラウン管とカラ 液品ンヤツ

ター(ColorLCS)，ならびにビームスプリッターより作製した。脳干

術ナビゲーションンステムから出力きれた画f象はこれを通してや有名

視野にスーパーインポ ズきれる。

2 )術野と脳断層両像との対応

脳断層画像と術野とを空間的に対応づ、けるため術前，

忠荷の頭皮に 4個の1ft:置7 ーカーを装済してCTあるい

はMRIを投影する。いずれもスライス!手は 5mmである。

画イ象テ ターはディジタルデーターとして，あるいはビ

デオカメラを通して入力し，フロッピーディスクに保存

する。 CTあるいはMRI画像上の解剖学的存構造が座標

位置で参照できるように，断層両像座標系を設定する。

すなわち， スライスレベルが ommとなる断層面をx-y半

面とし，その中心を原点とする直交 3次元座標系である。

l削f象ヒ認められる病変部や，脳組織各構造の位置は断

層画像座標系を基準として表現され，子術中に吸引管プ

ロープによって指し示した病変部などの位置は磁場ソー

ス座標系を基準に測定きれる。目前断層画像の各解剖学的

構造と術野とを空間的に対応づけ，術野て、指し示された

組織が断層両像でどの部分を占めるか表示するためには，

座標変換が必要である。へまず，座標変換のパラメータ

ーを決定するため術前に，脳断層画像から7 ーカー像の

座標位置を測定し，システムに入力しておく。ついてコ

手術では，患者頭部をメイフィールド 3点固定器に通常

どおり固定する。磁場ソースは患者頭部に近接してアク

リル製のアダプターを介し 3点l古l定器に取り付ける(図

引ハ子術開始前に吸引管プロープで織場ソース座標系よ

りみた頭皮マーカ一空間座標値を読み取る。これらをさ

図 5 CANSナビゲーターの手術セットアップ。

通常術式どおりに患者頭部をメイフィールド頭部固定器に|吋定L，

:l次厄位置計測装置の磁場発生器を装着する。術野に形成きれる交

流磁場をセンサー(P)で受信 L，その位置と方向角度が測定される

と， I吸づ|管フ。ロープ(Q)の先端佼置と万|句がコンビュータ で計算さ

れ，ティスブレ のCTやlVIRI画像J~に表示される υ

きに入力しておいた個々の7 ーカーの断層l同像座標値と

対応させ，位置キャリプレーションを行う。磁場ソース

座標値(X，Y，Z)からCT座標値(x，y，z)への変換行列式は

(x，y，z，l) = (X，Y，Z，l)T 

であるカヘ Tは

T= /X，Y，Z.!¥ -] /x，y，Ztl¥ 
I X，Y，Z，] ¥ I X，y，Z，] ， 
¥ X，y，Z，] I ¥ X，y，Z，J I 
'x.Y.Z.t' ¥X.Y.Z，l' 

と表現される。ここで，

(Xi，Yi，Zi) :マーカーの磁場ソース座標値 (i= 1， 2， 

3， 4) 

(xi，yi，zi) : <'ーカーのCT座標値 (iニし 2，

3， 4) 

である。

これにより，術野のl吸引管プローブの先端位置とその向

きがシステムのディスプレー上のCTl由l像|二に重ねて表

ぶされた。 INSMを使用した場合，ミラーの切り替えによ

り患お頭部ワイヤーフレーム画像が顕微鏡視野内に表示

された。
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3 )精度 症例 H.E. 47~-k性

INSMをはじめ本システムの位置精度は佑気変換方式 巨大唄嵩部髄膜蹄!の患者である。 MRIでは腫傷内に埋

3次元計測装置に依存する。これを検定するため，まず， 没された両側の前大脳動脈が確認された。両側前頭開頭

アクリル板で3次元ファントムを作成した。ファントム 後，本システムにより子術操作ー位置をリアルタイムにモ

は水平板と磁場ソースを固定するため立てられた垂直板 ニターしつつ超音波破砕吸引器等で腫療を少しづ、つ摘11¥

よりなる。水平板には 1cm間隔で格子を描き，各格子点 した。予術操作部が前大脳動脈に近接したことが示され

をプロープでポイントし， 3次元座標測定装置から出力 た時，慎重に剥離操作を進めると，直下に布ついで左の

きれる位置ならびに方向角度データの妥当性を検討した。 A2が確認された。これらの動脈を温存して腫携を全摘出

つぎに吸引管プローブの先端を方眼のある一点にあてた した(図 6)。

まま方向を変えて，算出された吸引管プロープ先端位置

の変化も観察した。その結果， 3次元ファントームの格

子点の指示で読みとられた座標の誤差の標準偏差はかな

り小きく1.7mm (サンプル数 255点)であった。吸引管

プロープの先端を固定して吸引管プロープの方向を変化

させると誤差は拡大し， 4. Omm (サンブ。ル数 1，066点)

であった。これは磁場センサーの方向角度誤差に起肉す

ると考えられた。

この座標測定装置は交祈し磁場を利用しているため導電

性の高い金属には磁場が誘導され，誤差の原因となりう

る。この点を検討するため同定された磁場ソース，破場

センサー聞に種々の金属片や手術器具を近づけ，磁場セ

ンサ一座標の変化を評価した。金属片のうち，最も測定

に影響したのは鉄で，ついでアルミニウム，真鎗，ジュ

ラルミン，ステンレス鋼の順序であったる。鉄て"は測定

値が数cmも変化し，これを許容値以内にとどめるには鉄

片を磁場ソースやセンサーから少なくとも30cmは離す必

要があった。しかし手術器具のうちで大きな影響を不し

たのは植皮板(ステンレス鋼)のみで，双極凝固錨子，

吸引管，脳べら，グリーンパーグの自在脳べら保持器等

は磁場センサーにごく近接しない限り影響しなかった。

すなわち通常の手術ではこれらの器具は位置測定に大き

な影響はないと考えられた。最近，争rr'l'透視症例が増え

ていることからX線を透過する総合成樹脂製の頭部固定

器が市販きれている。この頭部固定器を使用すると，磁

場ソースを術野に最も近接して設置でき，位置測定誤差

をかなり減少させることが可能となった。

さらに頭蓋標本を用いて模擬実験を行った。 E頁蓋標本

の内部にプラスチックの模擬ターゲ、ソトを置き，表面に

マーカーを装着してCTを娠影した。システムにCT両像

を取り込み，実際の手術と同じように位置キャリプレー

ションを行なった。模擬ターゲットを吸引管プローブで

指示し， CT画像ヒのターゲット位置と，吸引管プロープ

先端を現すカーソル位置との解離をiJ!iJ定すると，誤差は

CT画像上で最大 4mmで、あった。

手術応用

このシステムを用いて計57例の手術を行った。代表的

な症例を提示する。
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図6 47才女性，前頑葦寓底髄膜腫。

寸十一7力』 ソルの交交)，¥

に表'J、きれたj線浪う分〉がH吸及引f符汗の方向を示 i宇「仁O 自商前ii大脳動脈に接近したこ

Eカが、ナビゲ一夕一に表示きれたとき'慎重に剥離を「すめ，臆傷に

埋没した市j大脳動脈を発見，保存した。

症例 S.H. 68才女性

イ」前頭頭頂葉神経謄腫の患者である。腫場の本体l土拡

出血性灰黄色の柔らかい組織であったが，辺縁組織との

境界は不鮮明て

布付締術!ド何ij-t操呆作位置のモニ夕一ならびぴ、にT予‘宇制柿術r何;旨I軌跡の蓄積描出によ

り摘出範囲を確認しつつ手術操作を進めた。事付柿術r持:守t後のCTでで吊

は造影剤で増強される領域がほぼ完全に摘出されたこと

が確認された(図 7)。

図7 症例 S. H. 68才女性，右前頭頭頂葉神経腰腫。



J，:L 術~íjMRI。右上術前CT。友干 ドソトは手術終了時に蓄積

描出された子術軌跡をよす。 MRI上の造影斉IJr曽記領域は全域にわた

って，子術軌跡によりおおわれている。お下，刊ij後のCT。術的CT

やMRIで認められた造影剤増強領域はほぼ完全に摘出されている。

症例 O.S. 67;.{女性

右ド肢脱力で発症した神経豚芽腫の患者である。CT画
像より再構成したワイヤープレ ム、工体モデル上でのナ

ビゲーションを行った。立体モデルにより術者の視点よ

り臆場が透見されたように表不された。吸引管を表す線

分は術者の持つ吸引管の動きをそのままに再現し，腫場

内での摘出範同が立体的に把握された(閃 8)。

図8 症例 O. S. 67才女性，神経穆芽腰。

患者頭部立体モデルヒでのナビゲーンヨン c ワイヤーフレームは

じTより再構築した。緑線は臥蓋竹輪郭.品、線は腫場輪郭(造影剤l増

強領域入水色線はij"，主，内線分(先端は十字)は術者のもつ吸引

管. !~J li、はこの時点までの吸ヲ|管先端の軌跡を示す。内線分は吸引

ffの重UJきに応じてリアルタイムに動く。左右の両像はわずかながら

筏売をつけてあり，，~体視できる。立体モデノレにより術者の視点よ

り『重傷があたかも透見されたように表示される。これらの両像は必

要に応じてll¥MSアダプターを通して顕微鏡術野に表示される。

手術操作部と病変部との位置関係がリアルタイムにモニ

ターでき，従来の術式を変更することなしより確実な

術中オリエンテーションを術者に与えることができた。

手術では，臆蕩内に埋没した血管や神経の保存，脳内の

小病変の検索，肉眼的に境界不鮮明な腫蕩の摘出範囲の

術It'確認などに有用で、あった。

CT， MRIで得られた位置情報を脳神経外科手術に直

後応用しようとする試みとしては，まずフレームを利用

するCTあるいはMRI定位脳手術9-11，12)が挙げられる。こ

の子技は元来パーキンソン病など不随意運動疾患や頑痛

症に対する視床破壊術のために開発きれ，脳内の目標点

に高精度で穿刺針を挿入することができることを特徴と

する。脳内血腫の吸引除去や脳腫蕩の針生検手術にさか

んに利用されている。誤差は 1mm以下ときわめて正確で

あるが，手術器具としては穿刺針しか用いられず，また，

フレームにより術野が制限きれるので関頭手術への応用

は存易ではない。

一万，アーチやアームを利用して位置検出をおこなう

棒々の手術ナビゲーションシステムが試作されてい

る7.13.14)0 Mayo ClinicのKellyらはフレームの精度を生か

い聞頭による脳深部の腫蕩摘出術を行う方法としてア

ーチ上を移動する手術用顕微鏡システム7)を実用化して

いる。これは手術顕微鏡を載せた半径40cmのアーチを患

者頭部ヘッドフレームに装着し，アーチの中心が病変部

に付:置するよう患者頭部を固定すると，顕微鏡が如何な

るも7置にあっても視線がアーチの中心，すなわち病変部

にJnjうように設計きれている。彼らはこの装置は脳深部

瞳傷の摘111術に特に有用で、あったと報告している。同様

の原理に基づく装置が種々考案きれているがM ・14)，これ

らのシステムは装置が大がかりで導入が容易で、なかった

り，手術到達経路選択に制限がある。

つぎにアーム誘導式CT定位脳手術装置16，18)が挙げら

れるが，これは手術操作の自由度を制限するフレームを

排除し，患者頭部とCTとの空間的対応づけを私達のシス

考察 テムと同様，頭部に装着した7 ーカーを介しておこなう

本システムは，私達がすすめてきたコンビューターア ものである。 Watanabeらは多関節のアームによって術

システッドニューロサージャリー(CANS)の可能性をよ 野の位置を検出する手術ナビゲーターを開発した。術野

り一層拡大するものである。脳神経外科では，手術の王 の位置を検出する多関節アームは，メイフィールド固定

要部分は手術顕微鏡下に行われるが，今回開発されたイ 器や手術台あるいは手術室床に固定される。術中必要時

ンターフェイスにより，病巣部がやt>j野の脳表よりあたか にアーム先端のプロープを術野に持込み，CT上で対応す

も透見されたごとく認められた。これは子術顕微鏡に脳 る位置を確認する。しかし，これらの装置でもアームの

神経外科ナビゲ ションシステムの機能を取入れ，単な ための術野の選択や手術操作に空間的な制限が加えられ

る手術操作部の拡大視装置ではなく， INSM，さらに子術 たり，位置測定時，子術操作を中断しなければならない

戦略コクピソトへと進化させるべく道をひらくものであ などの問題があった。

るυ 私達は，最近開発された磁気変換式 3次瓦位置測定装

子術操作部の 3次元位置ならびに手術顕微鏡の視線方 ;置に注目し，これを手術操作位置の検出に用れば，画期

向の検出にもちいた私達のナビゲーションシステムは小 的な脳神経外科手術ナビゲーションシステムが開発でき

引で軽足の磁場センサーを子術器具に取り付けるだけで るのではないかと考えた。このシステムの試作にあたっ
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ては，従来の関頭手術操作ならびに術野に制限を加える

ことなし リアルタイムに手術操作位置のモニターなら

びに記録を行うことを目標とした51L破場を用いること

でこれらの課題は達成きれたが，さらにこのシステムに

より初めて手術操作範囲の術中抗出が可能となった。 2，

3の佐例では，この機能により，腫傷の取り残しを未然

に防ぐことができた。

患者脳立体モデルやナビゲーション画像を顕微鏡に投

影する画像表示装置として本システムでは白黒CRTと

カラ 液品シャッターの組合せを使用した。ティスプレ

ーとしてはそのほか，カラー液品モニターの利用が考え

られる。カラー液品モニターは輝度が大きいが，現状で

はコントラストや解像度の点で難点がある。白黒CRTと

カラー液晶シャッターは時分割法によリ赤緑青{象を順次

表示し，残像現象を利用してカラー両像を表示するもの

である(フィールド順次方式カラーLCD)。フィルターを

通過する分だけ輝度か、減衰し，また時分割法をとってい

るため多少ともちらつきがでるが， CRTのの解像度を長

大限に生かせる長所がある。現イ1:，CRTの高輝度化や高

周波数化により改善を計っている。

本システムの表示精度は実測で 4mmであったは

Watanabeらは指示精度が 5mm程度であればこの稀の装

置は臨床応用に耐えうると述べている 18)が，より精密な

手術をめさ、すためにさらに精度の向上が望まれることは

いうまでもない。本システムにおいては精度に影響する

因子として，第 1に 3次元座標測定装置の精度，第 2

に周聞の電磁場環境，第 3tニE則、kキャリプレーション片J

マーカ一位置の測定誤差が挙げられる。これらの凶了に

より生じる誤差は，より高精度の 3次兄座標測定装置を

導入したり，子二術器具を強化プラスチックやチタン合金

で置きかえたり，頭葦に固定するチタン合金ネジマーカ

ー2)などをつかえば 1mm程度にまで減少させ得ると 15

えられる。最近，やpJql血管撮影に対応した総合成樹脂製

の頑部同定器が開発されたので，これを使用しているが，

より術野に近い部分に破場ソースが取り付けられ，指示

精度の向上につながることが確認されているの

INSM使用中，術野視野に脳の立体モデルを投影した

とき，投影像と術野の多少のずれが観察された。この原

因としては上記ナピゲーションシステムの誤差のほかに

投影方向，焦点イ立置の検出誤差，拡大倍率の数値誤差な

どが与えられる。今後，これらの誤差を減少させ，より

正確な投影画像を作成したい。

臨床応用にあたっての注意点としては，このシステム

は術前の画像情報をもとに7 ーカーとの相対的な吸引管

プロープの位置を表示するもので，術中の脳変形や摘11¥

された部分が画像上リアルタイムに表示きれないことで

ある。脳はlF常'てーも体位の変換により，頭蓋内でし 2 

mm移動するといわれている 17)。手術開始直後や，日頁葦甘に
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付着した病変に対しては脳変形の問題は少ないと思われ

るが，子術が進行し髄液を吸うlしたり，へらで脳構造

を!王排する子事pjて廿システムが表示する位置情報の解釈

には充分の注意を要する。術中脳変形を検知し補正する

子段としては病変部近傍に7 ーカーをよ唱め込む方法や，

有限要素法でシミュレーションを行う方法1へさらにリ

アルタイムに断面を画像化できる超音波断層装置の併

用1)などが提案されており実用化が期待される。段jfr術

中CTスキャン 11)が試みられているので，脳変形にl羽し，

上り多くの知見が得られることが期待される。

本研究の一部は第51[u]tl本脳神経外科学会総会(鹿児

島)第 l回国際シミュレーション外科学会(東京)，第 l

M同際低侵襲脳神経外科手技会議(ドイツ)で発表した。

最後に，本研究に際しご助成]頁いた中谷電子計測技術

振興財同に深〈感謝いたします。
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「組織の酸素圧と酸化還元電位の 2次元・時系列

マッピングシステムの開発」

jilf究1貞行-{i 大阪大学院学部第 -'1二理 lff 

Jtlu]研究{i 大阪大学医学部第 -'1珂 志

大阪大学医学部第一'1理 原

原 治 正

健
U
升

加
只
田

まえがき トリアチトローム系のスペクトル解析から)のマッピン

微小循環系によって組織の形態・機能の維持に必要な駿 グを生体顕微鏡下に行うことを日標とした。このため，

A4や各陣墨質が供給されている。微小循環の重要性につ 1 )微小血管内ヘモグロビンのスペクトル解析による峻

いてはあらゆる組織が微小循環の岐綻に上り障主にi拘る ぷ飽和!支の計測，

ことからも明白である。しかし，これまでその研究のは 2) /II日行'内亦血球流速の計測 (dualspot相互相関法入

とんどがた学顕微鏡を用いた観察のみに終わっており:)) f:記 1)と 2)の組合せによる，酸系放出速度 (JUl

近代的手法を用いた計測技術の開発はいくつかの肢体J的 行内亦i加球→周辺組織)の算出，

な陥路のため発展が阻与されてきた。 4)組織細胞内ミトコンドリアチトクローム系(c十c"

微小循環系の機能の内で最も基本的な酸ぷの供給に関 b， aa3)のスペクトル解析による組織酸化還元レベルの計

して，組織内円安素分圧分布の計測は組織内股系拡散と消 í~IJ，を行う必要がある。また， tl標臓器の形状に応じl汲

費過程を知る上で械めて重安であり，その理論式はA_ 収または反射スペクトルを使い分けることになる。既に

Kroghによって既に約80年前に抗出されている。しかし， 腸間膜，肝，目前 1産流骨'格筋などで子備実験を行ったが，

従米の光学的研究では臓器表凶iのmmオーダーの大スポッ さらに本研究では一層の技術進展をねらった。

トでの血管内峻素圧あるいは組織酸化還尼レベルの計iJliJ J(/I管内酸ぷ圧と組織酸化還元の 2次元・時系列マソピ

にとどまり 1白係数μmオーダーの微小循環レベルにお ンクが技術的に最も問題となるが，このために最終的に

ける計測はほとんど行われていなかった。したがって， は以下の子法が必要と考えられた:(1)顕微鏡光源の高速

Kroghの理論の実測値による確認が未だになされていな 'ii色:fek1i:， (2)CCDI由]像争点(ピクモル)毎の光度計

測と計算， (3)酸素J+(血管)と酸化還元電位(組織)の

本研究では，微小循環系における椴ぷの移動と利用を 時系列7 ソビング，を行う。ただし，本年度内では(1)，

実験的に定量し解析するために，向的半生体顕微鋭，起 (2)の[5J期化，データitJ速転送にまだ問題があるので，先

高感度分光分析システムおよひ、l由H象解析システムを一体 ずは 2次元五|測の基礎となる微小 2スボソト計調IJのため

化している。目標としては， /白径10μm以下の微小/(11管と のノ、ート、とソフトの充実を図り )Jを注いだ。

その周辺組織における， (1)微ノJ'JUl管て、の酸素放IH.拡散

および'(2)組織細胞の曲変化還元電位マッフ。の作成を経時的 3 .成果

に可能とする顕微分光分析システムを開発することとし 臓器の 2次活計測マッピンクを目標として(a)微小 2ス

た。これを応用すれば組織における酵素利用の反応速度 ポットのスペクトル計測のハード製造の改良からスター

論的な解析を行うことができる。 トし. (b)必要なソフトウエアの完成を凶った。計測の+

対象として肝臓を選ぴ，肘微小循環における般素供給お

2.研究内容 よび1Jf-小葉内の再変化還厄レベルの計測・解析を行った。

臓器の微小な領域(直径10μm以 i、)で《の(1)JUl管内同左京 (1)肝小葉の類山]における般素放出速度の計測・

圧・酸素放出 (JUJ管内ヘモグロビンの可視スベクトル解 ラソト肝の辺縁部で 1本の毛細血管(最小直任 8μm

析から)， (2)組織細胞の酸化還iL;レベル(組織内ミトコン の類il日i])上の微小 2スポソト(径 8μm)で同時に流動亦
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血球ヘモグロビンの吸収スペクトルを計測し，非線形最

小自乗法を用いて毛細血管内血液ヘモグロビン濃度と駿

素飽和度を算出する。且IJち，計測した単一毛細IUl管の上

流・下流の 2点でのヘモグロビン酸素飽和皮較差 (F1

F2) ，ヘモグロビン濃度([Hb])，赤血球流動速度(V)血管

径(D)，2点間距離(L)から単位血管表而横当り，単位時間

当りの酸素放出速度(R)は次の式により算出できる。(図

1 ) 

02 release = (F1-F2)・[Hb]・D.V/4L

図 l 肝類洞内赤血球から肝細胞への酸素放出速度の測

定。

Oxygen release，単位血管表面積・単位時間当りの酸素

放出速度:F1. F2， 2スポットでのヘモグロビン酸素

飽和度: [Hb]，へモクボロビン濃度:D，類洞径:V，赤

血球流速:L，2スポット間距離:PV，門脈:CV， q'心静

脈。 。は測定スポット(径10μm)を示す。酸素放出速度

の計測は，門脈域又は中心静脈域で行った。

R=(F1-F2)・[Hb]・D.V /4L"'(2) 

肝辺縁部は薄いので 1本の類洞を顕微鏡観察できる。

類洞上のスポット・スベクトルから肝細胞上のスポット

スベクトルとを差し引けば，類洞内を流動する赤血球ヘ

モグロビンの吸収スペクトルが得られる(図 2)。そこで

先ず類洞内血液ヘモグロビン酸素飽和度を求めたところ，

I本の類洞の上流(門脈域)から下流(中心静脈域)に

かけて峻素飽和度の勾配が認められた。次に 1本の類湖

上の 2点で計測したヘモグロビン濃度，酸素飽和度較差，

亦Jfil球流速，類洞径， 2点間距離から，類市l→肝細胞へ

の酸素股出速度を算出した。 R=0.21土O.14nmoles O2/ 

cm'/secであった。尚，ラット腸間膜微小血管からの最大

酸素放出速度は2.9士2.lnmoles O2/ cm' / secて、あった。

肝の類j同では腸間膜毛細血管の酸素放出速度に比べて斉

しく低かった。また， )Jiでは主に門脈I飢が流れるために

他の臓器に比べて駿素飽和度が低<，赤血球流速も著し

く低かった。きらに，酸素放出速度は類洞内血流量およ

び類洞径と有意の正相聞をノJ~ した(図 4 )。肝類j同内血液

から周辺肝細胞への酸素放出速度かJ他臓器微小血管か

らの酸素放出速度に比して著しくl1h、とすると，その理

OD 

1.5 

1.0 

0.5 

0 

450 500 550 600 650 

Wavelength (nm) 

図2 [n vivo肝類洞上10μmスポットでのHb吸収ス

ぺク卜ル。

10μmスポ、ソトてで山の吸収スべクトルを別肝-類il洞i同4上(A)，近傍

町細胞 u二メ~(B町)で

た， Aではい類洞内Hb十ミトコンドリアチトクローム汐

の吸収スベクトルを， Bでは、三トコンドリアチトクロー

ム単独かの吸収スペクトルCではホ類洞内Hb単独かの吸

収スベクトルを示している。近傍肝細胞のスポット位置

を変えてもスベクトルBに変化は認められず，対照は標

的類ifiiJ近傍の肝細胞上て羽リ定した。各類洞でCのスペク

トルを求め，図 1に示した方法でHbi農度，酸素飽和度を

算出した。 S02は吸気中の酸素分圧の増加・減少と平行し

て変化した。又，類j同血流の途絶により 0%を示した。

PV 
Periportal region 

Pericentral region 
CV 0 ~ 

1~m .:> 
18.QμM・cm
36% 

図3 単一類洞に沿ったHb濃度・酸素飽和度の勾配。
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5 )。潅流液の酸素分圧を低くすると，差スペクトルで還

元型チトクロームC十CI> b， aa3の吸収peakが認めら

れ， 1産流液の再酸素化によりピークは消失した。又， I司

ースボソト tでの吸光度差と流入液中PO，の関係で1土，

600μM以 Lてーは吸光度差は Oであったが， P02の低下と

ともに増大L，。μMで、最大となった。

一本の類同に沿って測定スポットを移動させ，類j同径

(μm)， Hb濃度と光路長の積 [C.D] (μm'cm)， Hb駿

素飽和度(%)を計測した。各パラメータの類市lに沿っ

た勾配が認められた。 PV，門脈;CV，中心静脈， O，

測定スポット。
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酸素濃度による潅流肝反射スペクトルの相違なら

びにその差スペクトル。

ラソト肝を定)玉濯流(流量4ml/min/gliver) L，潅流肝表

面20μmスポットていの反射スベクトル(波長450650nm) 

を計測した。 A，95%0，十 5%CO，飽和緩衝液で、のJ砕流

時;B， 95%N，十 5%CO，飽和緩衝液での濯流時;C，差

スペクトル(B-A)

図5
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i産流液の酸素分圧を変化させスベクトルを求め，波長

550 ~ 540nm， 564 ~ 575nm， 603 ~ 630nmてLの吸光度差か

らチトクロームC十Cj，b， aa3の画変化還元レベルを各々求

めたn このようにチトロームのスベクトル解析から，町一

小葉内の任窓の微小スポットで数個の肝細胞の酸化還元

レベルを計測することが可能となった。

類洞径と類洞血流量，Hb流量， oxyHb流入の

関係。

類洞径(D)，赤血球流速(V)，HB濃度 ([Hb])，酸素飽和

度(F)から，類j同内血流量 (nD2V[Hb]/4)， OxyHb流入

量 (πD2V [Hb]/4)を算出した。各々有志;の正の相関関

係が認められた。 0，門脈域 ;e，中心静脈域。

図4

4. まとめ

最小直径 8μmの微小スポット 2点について， (a)毛細

血管内を流れる赤血球内へモグロビンの濃度酸素飽和度

および(b)組織細胞内ミトコンドリアのチトロームの酸化

還元状態を計測する方法を開発した。現時点て (a)毛細

血管の t流と下流聞における酸素放出速度の測定， (b)肝

由としては，肝血管構築の特異性が考えられる。且[J九

肝では肝実質細胞に対する類洞血管の分布官、度が他臓器

に比べて圧倒的に高<，血管内駿素圧と周辺組織差酸素

圧勾配が著しく小さいことが予怨される。

(2)肝小葉内微小スポットの組織酸化還元レベルの計測.

ラット肝表面の 2つの微小スポット(径20μm)の反射

スペクトル(波長450~650nm) を演算・記録した(図

70 



小葉内の酸化還元レベルの測定が，可能となった。

おわりに，本研究に対しこ、助成頂いた中谷電子計測技

術振興財団に深〈感謝いたします。
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電子スピン共鳴装置を用いた血管内皮細胞膜流動性の測定

およびスピンラベルのシグナル減衰に関して

研究責任者鹿児島大学医学部名誉教授 尾

共同研究者鹿児島大学医学部臨床検査灰学助手 鎌

鹿児品大学商学部第二保存科大学院F七 浜

辻

田

田

省

哲

義

d悟

~r) 取

はじめに 変化を知る必要があると考え，新たにスピンラベル法を

血管内皮細胞は，単に血液と J(n管尽の聞の機械的なパ 用いることにより膜流動牲を測定し検討した。

リヤーであるのみでなしさまざまなアクティブな働き

をしており，血科二代謝にとって重要な働きを行っている 血管内皮細胞のスピンラベル

ことが明らかにされつつある。病態の面からも， J(ll管内 1 )血管内皮細胞 ヒト隣帯静脈より Jaffeらの方法仰を

皮細胞の障害が炎1;，'や動脈硬化の初期変化として重要な 用いて血管内皮細胞を得た。これをgelatinコーティング

意味を持つ可能性が明らかになるにつれ，血管内皮細胞 したティッシュにて10%fetus bovine serum(FBS)と10

の果たしている機能さらに血管内皮細胞障害のメカニズ % Nu serumを含む RPMI-1640培 地 (Flow Labora 

ムに対する関心が高まりつつある。 tories)を用い， 3TCでCO2インキュベーターにて情養し

ところで，細胞機能にとって細胞形質膜の来している た。実験には， 3 ~ 4継代甘の細胞をコンブルエントに

役割はきわめて工主要である。形質膜は，細胞内外のパリ なった状態で使用した。

ヤーとして様々な物質の出入りの調整を行うのみでなく 2)スピンラベル法による膜流動性の測定:ラベル剤と

多くのホルモンやリガンドがもたらす情報の伝達の場と しては5-，16-stearic acid spin label (SAL: stearic acid 

して形質膜の果す役割は重要で、ある ο ところで¥形質膜 nitroxide)および4-(N， N -dimethyl-N -hexadecyl) 

をはじめ牛ー体膜は械めて流動性に富む構造を持っており ammonium-2，2，6，6 tetramethylpiperidine -I 

これらの膜機能は，この流動的な構造(膜物性)の変化 oxyliodine (CA T -16)を用いた(凶 1) 0 5および16-SAL

により大きな影響を受けることが知られている。病態に は， stearic acidのCOOH基から数えて，それぞ、れ5，16喬

おいても膜障害時における膜流動性の変化およびその膜 目にnitroxideradicalの結合したstearicacidのアナロ

機能への影響について興味が持たれている。 グであり，細胞形質膜脂質二重層にリン脂質と同係に垂

本研究で我々は，血管内皮細胞形質膜の流動性を測定 直に取り込まれる。したがって，それぞれnitroxideradi 

しその正常時および細胞障主時における変化について calの付置する場所により異なる深きで、のnitroxideradi-

検討した。 J血管内皮細胞膜流動性については，これまで calの働き，ひいては，膜流動性を測定することが出米

蛍光偏光解消法を用いた報官があるけ)。蛍光偏光解消法 る。 一方， CAT-16はそのmethylene鎖によって脂質二重

は感度良く ifi[動性を測定できる方法であるが，用いられ 屑中に票直に取り込まれ， nitroxide radical は細胞表而

るプロープ (DPH:diphenylhexatriene)は牛休膜成分と に位置する。したか、って膜表而土の情報を得ることがIIJ

しては異質なものであり，またインタクトな細胞を用い 米る(凶1， 2)。

た場合，細胞内オルガネラの膜にもフロープが取り込ま ラベルの万法.径10cmテ、イッシュに培養した，ff[管内皮

れるため，多くの実験では細胞を破壊し形質膜のみを取 細胞のmonolayerを， FBSを含まないRPMIJ:青地にて 2

り出して測定する必要がある。したがって形質膜の持つ [iI] 洗浄し，これにSAL又はCAT -16(7)suspension lOml 

本米の状態とかなり異なった状態で流動性を測定してい [0.5μg/ml in RPMI mediun: 5μ!のstocksolution (5 

る可能性がある。そこで我々はより牛理状態に近い条件 mg/ml in 100% ethanol)をあらかじめ3TCに暖めた

としてインタクトのl耐管内皮細胞で細胞形質膜流動作の RPMIJff地10mHこ加えvortexして作る。ラベルする直前

キ現在， '怒愛会今村病院分院
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図 l スピンラベル剤の化学式

図2 生体膜脂質二重層内のラベル剤と，血管内皮細胞

から得られたESRシグナル(8)

図中左上のESRシグナル(A)は，溶液中に存在する

スピンラベル剤から得られるものを示す。

に調製]を加え， 37'C， CO，インキュベーターにて15分間

インキュべートしラベル剤を血管内皮細胞膜へ取り込ま

せた。血管内皮細胞の形態はラベル剤とのインキュベー

ション 5分後，わずかに細胞の収縮がみられるが， 15分

後には元の形態にもどった。またトリパンブルーにより

調べた細胞のviabilityは，ラベルしない細胞と差がなか

った (95%以上)。インキュベーションの後，血管内皮細

胞monolayerをRPMI培地にて 2回洗浄し，膜に取り込

まれなかったSALを除く。細胞をラパーポリスマンにて

回収し， 1，000 rpm， 5分間の遠心にてゆるくパックし，

これを50μl用キャピラリー(Corning)へ吸い取り， 3，000 

rpm， 1分間遠心し細胞をパックした後，液層部分をカ

ット除去し，細胞部分のみを試料管に入れX-band電子

スピン共鳴(ESR)装置(JEOLJE-1FX， 日本電子)にて

ESRを測定した。測定温度は温度変換装置(JES-VT-3

A2，日本電子)にてコントロールし，一定温度にて測定を

行った。 ESRの測定条件は， power: 10 MW， modula-

tion: 2.0 gauss，中心磁場:3，325 gauss， sweep幅

:t50 gauss にておこなった。

図 2に 3つのラベル剤より得られたESRシグナルを

示す。培地にsuspendしただけのSAL又はCATは，等方

的な運動を行っているが (isotropicmotion)，細胞から

得られた 3つのシグナルはいずれも異方性運動

(anisotropic motion)を示しており， SALが膜二重層内

に取り込まれ， nitroxide radicalの動きが制限されてい

ることをえ三している。

さらに，形質膜のみが選択的にラベルされているかど

うかを調べるために， 5-SALて、ラぺルした血管内皮細胞

を， 2mM ascorbic acidて、処理した後， ESRを測定した。

5-SALからのシグナルはascorbicacid処理により完全

に消失した。 Ascorbicacidは水溶性であり，その還元力

は細胞膜表面付近のみに儲まることから，測定により得

られるESRシグナルは形質膜に存在する SAL由来のも

ので、あることか、わかる。

ラベルの際のSALsuspension濃度を上げると，得られ

るESRシグナルの強度は増加するが，血管内皮細胞の

viabilityの低下がみられ，また膜内に取り込まれたSAL

どうしによるspin-spininteractionの影響を受けたESR

シグナルが観察された。したがって，ラベル剤suspension

の濃度は， O. 5，ug/ml，細胞数として107個を用いた。ま

た，当初の計画ではゴアテックス膜上に細胞を培養し，

それを直接にスピンラベルし測定に供するつもりであっ

たが，得られる細胞の絶対数が充分で、なく解析可能な

ESRシグナルがとれなかったため，前述の方法を以後の

実験では用いた。

得られたESRシグナルより， outer hyperfine splitting 

(2T" : gauss)および、inner hyperfine splitting (2T_L : 

gauss)を測定し， Gaffenyの式(1)を用いてorderparame. 

ter(S)を算出し膜流動性の指標とした(へまた2T"そのも

のも流動性の指標として用いた。 16-SALでは， 2T"が正

確に実演IJできないため，測定されるT上より T"=3a-T_L (3 

a=44.5 G) としてorderparameterを算出した。

数式入る

Order parameter，21i，はいずれも，値が大きいほど

nitroxide radicalの動きが束縛きれており，膜流動性が

小きいことを示す。
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活性酸素による血管内皮細胞膜流動性の変化

血管内皮細胞の障害は，動脈硬化のごく初期における

一連の血管壁での変化や急J性炎症における血管壁での変

化の最初のステップとして重要で、あると考えられている。

しかしその障害のメカニズムは不明な点が多い。ところ

で、Monocyteや多核白血球(PMN)が生体防御の上から産

生放出する活性酸素が，同時に血管内皮細胞に障害を起

こさせ得る可能性が考えられている。そこで，我々は活

性酸素の中ても最も細胞障害性の強いと考えられている

OHラジカルが，血管内皮細胞の膜流動性に対してどの

ような影響を実際に及ぼすのかについて調べた。 OHラ

ジカルは，過酸化水素を培地に加えることによって発生

させた。

方法・ 10cm径ディッシュにコンブルエントになった血

管内皮細胞を，無血清のRPMI培地にて 3回洗浄したの

ち， RPMI培地に溶解した過酸化水素(lO-5~1O-2M)を

加え3TCて、30min間CO2インキュベーターにてインキュ

ーべートした。その後RPMI幌地にて 2回洗浄した後，細

胞monolayerを前述の方法にてスピンラベルし，膜流動

性を測定した。コントロールとしては，過酸化水素を加

えない培地で同様の処理をした細胞を用いた。また，過

酸化水素 (10-4M)に30min間暴露した後これを除き，再

び元のRPMI培地(20%FBS含む)で培養を継続し12時間

後に膜流動性を測定し膜流動性変化の可逆性を調べた。

過酸化水素 (10-4M)を30min間作用きせると，細胞形

態にはほとんど変化が見られないにもかかわらず，3TC 

での5-SALにおけるorderparameter(S)はコントロール

に比べ有意に増加し (0.620土0.06vs. 0.596::tO.04， 

mean::tSEM， p<0.02)，膜流動性の減少がみられた。一

方， 16-SALにおけるorderparameterでは，過酸化水素

処理膜は正常膜と有意差は無く，流動性の大きな変化は

見られなかった。このことは，細胞の外側から作用させ

たOHラジカルは二重層の浅い部分の流動性に影響する

が，深層での変化は少ないことを示している。

図 3に5-SALでの温度変換に伴う流動性の変化を示

す。温度上昇に伴い膜流動性は増加するが，正常の膜で

は20.C付近と30.C付近に屈曲点が存在する。過酸化水素

を作用させた膜では正常の細胞で見られた屈曲点が消失

し， 30.C付近のみで屈曲点がみられた。単一脂質による

モデル膜では，このような屈曲点は脂質の相転移により

出現するが，ヘテロな膜である生体膜における屈曲点の

出現のメカニズムはかなり複雑であると考えられ，種々

の脂質の相転移の他に脂質と蛋白の相互作用等も大きく

影響して生ずると考えられている。ところで， DPHを用

いた蛍光偏光解消法における測定ではこのような屈曲点

は観察されていない(1)。これは， DPHとSAL両プロープ

の膜平面での局在の違いによるものと考えられる。生体

膜は，種々の脂質，蛋(:1を含むヘテロな膜であり，本日分
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温度変換に伴う血管内皮細胞膜流動性の変化

A:正常内皮細胞膜

B:過酸化水素処理(10-4M)内皮細胞膜

離の状態(同じ膜内に，ケ、ル相と、ノソレ相が同時に存在す

る)にあると考えられているが， DPHは完全な疎水'性て、

あるため，相分離がおこっているいる場合でも常にゾル

相へ偏在するために，温度変換に伴う流動性の変化には

屈曲点が出現しないと考えられる。一方5-SALではDPH

に比べ膜平凶i内により atrandomtこ分布しているため，

回出点が現れると考えられる。即ち5-SALではDPHに比

べ脂質相転移や脂質と蛋白の相互作用の変化をより反映

し易いのではないかと考えられる。また，本研究におけ

る過酸化水素処理膜での結果は， OHラジカルが，膜全体

の平均値として血管内皮細胞膜流動性を低下させるだけ

でなく，膜平面内での相分離の状態や脂質と蛋(Jとの相

互作用にも影響を及ぼしている可能性を示唆しているも

のと考えられる。

過酸化水素を作用させた後に，元の培地 (20%FBSを

含むRPMI培地)にて12時間培養すると，低下していた膜

流動性は可逆的に元のレベルにまで戻った。 OHラジカ

ルが生体膜に対しどのような変化を実際におこすかにつ

いては未だ不明な点が多い。しかし，合成膜を使ったm

vitroの実験から， OHラジカルは， (1)脂質二重層のなかの

多価不飽和脂肪酸の二重結合部位と反応し二重結合を消

失させ過酸化脂質を生成する， (2)膜蛋白を変性させる，

(3)膜蛋白と脂質とのクロスリンクをおこすなどの変化を

おこさせることが明らかにされている。これらの膜障害

は通常非可逆的な変化であると考えられることから，血

管内皮細胞は別の何らかの機序によって低下した膜流動

性を元に戻す機構を持っている可能性が考えられる。近

年， OHラジカルが内皮細胞膜イノシトールリン脂質代

謝に影響を与える事が報告されており(ペ膜流動性の可

逆的な変化との関連において興味が持たれる。流動性障

害のメカニズムのみならず，その今後追究していかなけ



の様子を示した。ラベルしただけの状態では， 5-，16 

SALラベルでは減衰の状態に差はなく減衰も少ない。血

)，;内皮細胞に活性酸素放出をおこさせる物質として知ら

れるパラコートを作用させると，著明なシグナルの減哀

が16-SALにおいてみられた。 5-SALでの減衰はこれに

比べ少なかった。これはf-MLPにより PMNに活性酸素

を放出させた場合と逆になっている(図 4布)0 ~IJ ち

ればならないと考えられた。

膜流動性の変化は単に膜構造の変化をノIミすのみでなく，

種々の膜機能(膜透過性あるいは膜酵素活性や膜キャリ

ヤー蛋白，膜レセプターといった膜蛋 1'-]の機能)に大き

な影響を及ぼすことが知られている。 (5)。したがって，そ

の機序がどのようなものであるにせよ，本実験で得られ

たOHラジカルによる膜流動性のイl~下は，これらの巾竹;

内皮細胞膜機能に影響を及ほし細胞機能に影響を与え

る可能性があると考えられる。
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血管内皮細胞および多核白血球におけるスピンラ

ベルシグナルの減衰

A:血管内皮細胞，口:5-SAし ・:5-SAL( +0. 1 

mM paraquat)， 0: 16-SAL. .: 16-SAL(十0.1

mM paraquat)， 6: CAT-16， ...: CAT-16(十0.1

H制 paraquat) 

B:多核白血球， .: 5-SAL(+W-'M f一MLP)，

• : 16-SAL(十10→Mf-MLP) 

PMNでは16-SALでの減衰は少なし 5-SALでの減交が

諮問である。 ~)f， CAT-16ではラベルしただけの状態で

も明らかな減哀がみられ，パラコ トの刺激による減変

化進はみられなかった。これらの結果から考えられるこ

とはまず，巾竹内皮細胞をパラコートで刺激したときに

牛一ずるラジカル(スピントラップ法により， 0;と同定さ

れている(刊は，二重層の深い部分において発生するとい

うことである。このことは血竹内皮細胞の障害と J斤性酸

素との関わりを考えるとききわめて興味深い。フリーラ

ジカルは発生すると，速やかにすぐ近くの脂質(二重結

合部)，蛋白， f五回全分 fと反応を起こし消失する。そのた

め，遠くの物質には影響を及ぼさない。 PMNの場合，ラ

ジカル発生部が膜表而近くにあることは，その殺菌作用

においてラジカルが細菌に有効に働きかっ自らの形質膜

にはあまり害を及は、さないという点から合目的的である

といえる。しかし，血管内皮細胞の場合，形質膜深部に

ラジカルの発生源を持っているということは，血管内皮

細胞に ì，~性固ま素が発生する事態が生じた場合，その影響
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図4

血管内皮細胞自身が産生する活性酸素の発生部位につい

て血管内皮細胞はいくつかの刺激により nら活性般家を

放11¥することが知られているのこれは，血管内皮細胞と

ともにインキュベートすると， リボタンパクの過般化が

起こることや，パラコートを作用させたときスピントラ

ップCiJ;により O.がトラッフ。さ tしることカ、ら明らかて、あ

る(6にまた最近，内皮細胞がNOラジカルを常に放出して

おり，これが血11ヂi骨筋を弛緩させる重要な同子と考え

られてきたendothelialderivァedrelaxing factorとliiJ一物

質であることが明かとなっている。しかし，これらのラ

ジカル種がどのようなメカニズムで血 ~1;内皮細胞から放

「十lされるのかについてはほとんど明らかにされていない。

我々は 1但 1~内皮細胞をラベルしたとき測定の iA皮を

3TCにすると， ESRシグナルの減衰が起こるを見いだし

た。これはSALのnitroxideradicalが還花されて，不士、I

電子を夫ってし、くためであると考えられる。興味深いこ

とに，このSALにおけるシグナル減去の様了は膜三重層

てvのnitroxideradicalC')位置によって異なっており，膜

表層ではìM~à:tは返し二重府の深部になると比較的速や

かに減衰が起こることか、わかった。 FujiiとKakinumaら

は， 5-， 7-， 12， 16 SALで多岐(1巾球 (PIVIN)をラベ

ルし， fMet-Leu-Phe (f-MLP)で刺激すると， 5SAL 

において明らかなESRシグナルの減衰が起こるのに対

L，他のラベル剤ではほとんど減京がみられないことを

明らかにしている。このことから彼らは， PIVINによる活

性酸素の放出部位が形質膜脂質二重府内にありしかも表

而iiiJ:くの浅い部分にあると結論している (7)。我々は 1(11管

内皮細胞膜におけるスピンラベル剤のシグナル減良一につ

いて詳しく調べた。

スピンラベル剤としては， 5-SAL， 16-SALおよび

CAT-16の3つのラベル剤を用いた。これらは形質膜に

取り込まれた士場若合それぞ

j深柔層'および膜表面にnitroxideradicalが位置すること

になる。 3つのラベル剤にて血管内皮細胞をラベルし，

温度設定装置により 3TCに保ちながら経時的にESRシ

グナルを測定し， peak heightよりシグナルの減哀を調べ

た。

凶 4にそれぞれのラベル剤でのESRシグナルの減衰



はまず白らの形質膜に最も大きいということになる。こ Physiol. 146: 362-69， 1991. 

のことが，血管内皮細胞の代謝にとって，ひいては血管 2) Jaffe E.A.， Nachman R.A.， Becker c.G. and 

壁の代謝にとってどのような生理的な意義を持つことな Minick c.R.， Culture of human endothelial cells 

のかは全く不明ており，今後研究すべき興味ある問題で derived from umbilical veins : Identification by 

あると考えられる。一方， CAT-16における結果は，内皮 morphologic and immunologic criteria. ]. Clin. 

細胞膜表面で常に何らかのラジカルが放出されているこ Invest. 52: 2745， 1973. 

とを示唆していると考えられる。このラジカルは脂質二 3) Gaffney B.J.， Fatty acid chain flexibility in the 

重層へは影響せず，またパラコート刺激には反応しない membrane of normal and transformed fibroblasts 

など，脂質二重層内で発生するラジカルとは日IJのメカニ Proc. N atl. Acad. Sci. USA 72: 664-68， 1975 

ズムにより放出されている可能性が考えられる。このこ 4) Shasby D.M.， Y orek M. and Shasby S.S.， 

とは，内皮細胞が常に放出しているとされるNOラジカ Exogeneous oxidants initiate hydrolysis of en-

ルとの関連において興味深い。しかし，本方法で検出さ dothelial cell inositol phospholipids， Blood 72 : 

れる結果は，あくまでもスピンラベル剤の安定ラジカル 491-99， 1988. 

が還J乙され，シクゃナルが減少するという現象であり，そ 5) Shinitzky M.， Membrane fluidity and receptor 

れがどのようなラジカル種で、あるのかは不明である。今 function. Membrane fluidity， Biomembranes， vol. 

後，発生しているラジカル種の同定をスピントラップ法 12 (Kates M.， Manson L.A. eds.)， New York and 

を用いて行い，本結果との比較検討を行うことができれ London: Plenum Press， 1984， p 585-601 

ば，さらに興味深い結果が得られるのではないかと考え 6) Britigan B.E.， Roeder T.L. and Shasby D.M.， In-

られる。 sightinto the nature and site of oxygen-centered 

free radical generation by endothelial c巴11

成果およびまとめ monolayers using a novel spin trapping technique， 

本研究では，血管内皮細胞形質膜の流動性をステアリ Blood 79: 699-707， 1992 

ン酸のラベル剤を用いたスピンラベル法により測定し 7) Fujii H. and Kakinuma K.， Studies of the superox-

細胞をインタクトの状態で，感度良〈膜流動性を測定て、 ide releasing site in plasma membranes of neut 

きることが明らかとなった。また，溢度変換に伴う流動 rophils with ESR spin-labels， ]. Biochem. 108 : 

性の測定における屈曲点の存在など， DPHによる測定で 292-296， 1990. 

は得られない情報が得られることが明かとなった。また

本研究では， OHラジカルによる血管内皮細胞の流動性

への影響について調べた。その結果， OHラジカルを作用

させると生体温度 (3TC)では膜流動性の低下が起こる

ことが明かとなった。この流動性低下は，脂質二重層の

浅い部分において明らかであるが，深い部分ではみられ

ない。また， OHラジカルを除いて培養を続けるとこの変

化は可逆的に元に戻ることも明かとなった。

一方，ラジカルの結合部位の異なるラベル剤を用いる

ことにより，血管内皮細胞のラジカル発生部{立について

検討した。その結果，血管内皮細胞におけるラジカル発

生部位は脂質二重層の深層に存在するものと，膜表而に

存在するものの少なくとも 2つが存在することが示唆さ

れた。

おわりに，本研究にご援助頂いた'1'谷電子計測技術振

興財団に心から感謝致します。
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国際不整脈アプレーション会議
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時 期平成4年 5月28日-30日

1 会議の概要

本財団の御助成により，米国ノースカロライナ州シャルロット市で 5月28日より 3日間に渡って開

催された，国際不整脈アブレーション会議に出席して参りました。

会議はクロースドの形式で，この分野に関心をもっ13ヵ国約50名の研究者が一向に集まり，連日の

討議と会議後の夕食会などを通じての懇親を深めた次第です。

2 会議の研究テーマとその討論内容

会議のテーマは，不整脈のいわば起源からの電気学的情報の収集と計測，およびそれに基づく同部

位のカテーテルを介しての傷害による不整脈治療(アプレーション)に関するものでした。

致死的不整脈は，心臓に小指頭大の異常があればその部位から発生し得るものですが，この様な異

常部位の存在とその正確な場所の決定は，診断と治療に必須であります。

このためこの様な異常部位からの異常な電気シグナルをいかに計測するかがその第一歩であります。

現時点では重症不整脈がどの人に発生するかは予測できません。しかし一度でもその様な不整脈が

発生したことがある場合，不整脈を検査で誘発し再現することと，この時にのみ異常部位からの微小

な電気現象を計測し，これを分析することが可能です。

それでもまだこれまでの方法で得られる電気現象で，不整脈発生部位の詳細を知る事は限界があり

ます。重症の発作性の不整脈である心室性頻拍の多くは， リエントリーといって心臓の一定の異常な

部位で突然電気的興奮が旋回を開始しその興奮(一回の旋回)が心臓全体に広がって頻拍になるわ

けですが，実際にこの様な興奮の旋回を示す電気現象が計測され記録できる例は少ないのであります。

このいわば記録されない部分をどの様に計測してし、くかが極めて重要な問題であります。

3 出席した成果

今回の会議での成果のひとつに，現在の不整脈起源、からの電気現象の解析法の限界を明確にした上

で，多数の電極で同時記録を行L、しかも高感度の解析を行うと，これまで不明であった起源からの持
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続性の電気現象が高率に確認できる可能性が示唆されました。この様な高感度電位分析が可能なこと

から得られる情報は不整脈の機序や早期発見にも応用できる可能性があり，今後積極的に研究すべき

点と考えられます。

主催したノースカロライナ州シャルロット心臓研究所のグループの最も力をいれているテーマは，

レーザーの心臓病への応用です。不整脈の起源を決定し，カテーテルを介してレーザーを照射し治療

するという方法ですが，そのためには照射したレーザーの心筋への吸収度の計測，発生する熱と組織

温度の計測，および傷害される範囲を計測する必要があり，それらの基礎的検討の上に応用を前提に

した実験段階に入っていました。

今後のアプレーションの一分野として発展すると思われます。

これらの新しい研究は場当たり的でなく， 5年以上の長期展望に基づいて行われており，一定の結

論を得るまでは集中して行うという欧米の研究態度に新たに感ずるところがありました。

最後に本会議の出席に御助成を頂いた本財団に感謝しますとともに，得られた成果を今後の研究に

役立てる所存であります。



1 会議の概要

黒田新一(くろだしんいち)

通産省工業技術院電子技術総合研究所

凝縮物性研究室長理学博士

会議または 第 6回コロイドおよび界面科学における磁気共鳴に関

する国際シンポジウム

集会名 ( 6 th International Symposium on Magnetic Reson一
ance in Colloid and Interface Science) 

開催地 イタリア・フィレンツェ

時 期平成4年6月22日-6月26日

第 6回コロイドおよび界面科学における磁気共鳴に関する国際シンポジウム(6 th International 

Symposium on Magnetic Resonance in Colloid and Interface Science)は1992年6月22日から26日

までイタリアのフィレンツェ市で=開催された。この会議は第一回がサンフランシスコで1976年に聞か

れて以来，ほぼ3年おきに欧米で開催されてきた。今回はフィレンツェ大学化学科が主催した。磁気

共鳴は測定する対象が原子核の磁気モーメントか電子のそれかによって核スピン共鳴 (NMR)と電

子スピン共鳴 (ES R)に大別されるが，いずれもミクロな情報を与える分析手法として物質構造の

研究に幅広く応用されている。今回は各国から磁気共鳴分野における著明な研究者を含め約 100名が

参加し，コロイドや表面・界面の研究における磁気共鳴法の応用について基礎的なトピックスから最

新の測定技術の進歩まで含め熱心な講演・討議を行った。

2 会議の研究テーマとその討論内容

会議は歴史的な建築物の多いフィレンツェ市の一角にあるホテルで行われた。講演は 9つのセッショ

ンにわかれ， 12件の招待講演が行われた他，約40件の口頭講演と約 100件のポスター講演があった。

主な発表分野を挙げると，高分子を含む分散系，液晶やミセル，生体膜といった有機系と，触媒や表

面化学反応といった主に無機系の表面にかかわる話題で最も発表数が多かった。これらの分野では水

素，重水素， リンなどのNMRや，遷移金属イオン，スピンラベルの ESRなどにより構造相転移や

分子のダイナミクス，あるいは表面化学種とその吸着構造や反応性が報告されていた。

新しい傾向として，界面を新しい機能材料を生み出す場としてとらえる立場が生まれてきており，

無機系ではゼオライトがその代表格である。何種かあるゼオライトの構造中に有機，無機の分子をと

じこめ，光化学反応や安定性を調べるなど多くの報告があった。また人工膜系をつかった新しい方向

の研究では，水面上に形成した単分子膜を基板に累積したものであるラングミュア・ブロジェット

(L B)膜の研究でもいくつかの報告があった。筆者は，色素，導電性を示す電荷移動錯体，有機金

属錯体などの機能性分子を含むLB膜のES Ri去による研究について招待講演を行った。 ESRのも

つ高い感度やスベクトルの分解能を活用すると，数分子層から数十分子層の厚みしかない超薄膜の構

造や電子状態を定量的に解析できることを示した。特に色素を含む膜で膜面内分子配向を決定した結
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果から分子配列を制御する方法として流動配向法が有効であることが発見されたことなどを例として，

分子集合体の構造形成やその機能の解明にとって定量的な解析が重要であること，また電子スピンエ

コー法など最近の ESR技術の進歩によって今後期待される研究の展望について報告した。

一方，磁気共鳴の測定技術についても最新の進歩が報告された。カリフォルニア大パークレー校の

Pines教授は，その招待講演の中でNMRの高感度化，高分解能化について報告し，試料の二重回転

法， SQUID-NMR，光ポンピングNMRなどの新しい手法を報告し注目されていた。通常の測定法では

ESRに比べて感度が劣る NMRも，光ポンピングなど特別な場合には表面や薄膜の測定が可能な時

代に入ってきたようである。今後の展開が楽しみな分野である。 ESRの方でも勿論技術革新がすす

んでいる。コーネル大のFreed教授は 2次元NMRに対応したフーリエ変換ESRや高感度化のため

の遠赤外ESRについて報告した。またノボシビ、ルスクのツェトコフ教授らによる 2mm帯の高分解能

E S R，ダートマス医科大のシュワルツ教授による生物・医学分野研究でESR技術の進歩によりも

たらされる研究の展望など，多くの興味深い報告があった。

3 出席した成果

会期中に交流した多くの研究者や，参加者の顔ぶれを見ていると，コロイド・界面科学が純粋に基

礎的な研究分野から，様々な新しい物質系の研究を一つの柱とした境界領域分野として急速に発展し

つつあることが実感された。この事は，これまで磁気共鳴の技術開発をリードしてきたグループが実

際にこの分野の研究を対象の一つにすえていることにも表われている。またその事を物語るもう一つ

のエピソードとして，磁気共鳴をやるものなら誰一人知らぬものはない名教科書を著したイリノイ大

のSlichter教授がその招待講演ではNMRによる金属表面の物性研究について話したことが印象に残

る。ミクロな分析手法としては長い歴史をもちながら新しい変貌をとげつつある磁気共鳴法と，未だ

多くの可能性をもっ表面や界面現象の交わるこの分野でブレークスルーが生まれることも夢ではない

と思われた。

おわりに，中谷電子計測技術振興財団の御援助に対して深く感謝申し上げます。



1 会議の概要

八木康之(やぎやすゆき)

通産省工業技術院電子技術総合研究所

エネルギー基礎部プラズマ研究室 主任研究官

会議または 第14回プラズマ物理および制御核融合に関する国際会

議

集会名 (14th International Conference on Plasma Physics 

and Controlled Nuclear Fusion Research) 

開催地 ドイツ・ヴュ jレツブ、jレク (Wurzburg，Germany) 

時 期平成 4 年 9 月 28 日 ~10月 7 日

“プラズマ物理および制御核融合に関する国際会議"は国際原子力機関(IA E A)により主催さ

れるこの分野(プラズマ物理と制御核融合研究)における最も総合的で且つ権威のある国際会議であ

る。 1961年にSalzburgで第 l回会議が開催された後， 1974年の第 5回東京会議以後 2年に一度開催さ

れてきており，今回で第14回目となる。この会議への参加は IAEA加盟国政府機関または IAEA

が認めた機関を通じて行われ(日本の場合は科学技術庁)，発表論文は日本の場合にはまず国内審査

を経たものが IAEA本部における最終審査を受け，それに残ったものが発表を許される。この様に

厳選された論文はその時点での個々の研究グループ文は各国の代表的研究の最近の研究成果を述べ，

且つある面では各装置の性能を競うものとなり，この会議はいわば当研究分野でのオリンピック的色

彩を有したものと言える。

第14回会議はドイツのロマンチック街道の北の拠点であるヴュルツヴルクで 9月30日から10月7日

のあいだに聞かれ， 34の固または機関から総勢 568人が参加申請した(実際の出席者数はこの80~90

%程度と思われる)。その内日本からの参加者申請者は 118人と全体の約20%を占めこの分野での日

本の貢献度の高さを示している。論文数は約 270の中から選ばれた 218件とpostdead lineの論文と

して約30の中から選ばれた 6件で，週末をはさんで実質 6日間の聞に発表された。各分野別には， 卜

カマク型実験に関するものが約85件， トカマク以外の磁場閉じ込めに関するものが約30件，慣性核融

合(レーザー等による)約30件，理論全般が約50件，炉工学や炉設計及び技術開発に関するものが約

30件程あった。筆者の発表はトカマク以外の磁場閉じ込めに属する。今回の会議は前回の第13回 h

shington会議に比べて 1T E R (国際熱核融合実験炉)の報告が減って，閉じ込め向上のための種々

の実験手法と閉じ込めの解釈に関する物理的な側面を議論する論文が多くなったという印象であった。

2 会議の研究テーマとその討論内容

最もオリンピック的意義を持つデータの報告は英国にあるヨーロッパ共同大型トカマク実験装置J

ETから出された。プラズマの中心での重水素密度，同温度及びエネルギー閉じ込め時間の積が 9x 

1020m-3.keV.secという値を達成し，重水素 (D) と三重水素燃料(T)による最適な実験条件下を

仮定すると，核融合による出力パワーがはじめて入力パワーより大きくなる(比 (Q値) : 1. 14)状
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態に達したと報告された。また同装置において核融合装置としては世界ではじめて実際に三重水素を

用いた実験についての報告があり， D-T反応による核融合出力として実際に1.7 MW，全体で 2M

Jを得たという報告があった。これらは既に論文発表された内容ではあったが IAEAの会議で報告

されたのは今回が初めてであり，核融合研究の歴史上画期的なマイルストーンとなる報告であった。

他の大型トカマク型装置においても上記Q値が0.1-1の範囲に接近しており，閉じ込めとして前回

の会議よりも向上したという報告があった(特に日本の JT-60Uと米国のDIIID)。閉じ込め改善の

手法に関しては様々な報告があり，定性的な方向としては，プラズマ電流分布をピーキングさせる，

プラズマ圧力をプラズマ電流が作る磁場の圧力で規格化した値を上げる，プラズマ断面形状の三角度

を上げる，壁からの粒子のリサイクリングを下げる，等が挙げられた。また，将来の大型磁場閉じ込

め装置の設計をする上で重要な閉じ込め比例則に関して，次元解析から得られる 2種類のモデ、ルとの

比較を試みる実験が報告された。今回報告された中ではトカマクではボーム型の比例則になっており

(EC;JET，米国;TFTR) ，ヘリカル型装置ではジャイロボーム型の比例則になっている

(米国;A T F)との報告があった。

3 出席した成果

筆者は電総研において逆磁場ピンチ (RF P)型プラズマ磁場閉じ込め装置において実験研究をし

ており，今回，“Reductionof Loop Voltage Anomaly and Improvement of Confinement in a Rever-

sed Field Pinch Plasma (逆磁場ピンチプラズマにおける周囲電圧異常の低下と閉じ込めの改善)" 

という題で最近の実験結果からのトピックスの論文発表を行った。学会中の発表はポスターにて行わ

れ，多くの同業者と内容について議論でき，大変有意義であった。 RFP関係の発表論文は全部で 7

件であり，他の研究グループの出席者とも彼らの論文についての具体的な議論ができた。 RFP関係

の発表の中では， post dead lineで採用されたイタリアの現時点で世界最大のRFP，RFX，の初

期データに関する報告が最も重要なものの一つである。初期のデータとは言え，プラズマ電流 500kA，

70msの放電によりエネルギー閉じ込め時間約1-2msという RFPとしての最高値を達成した点が評価

でき今後の進展が期待される。

自分の論文発表及び関連する RFPの分野における成果のみならず，既に述べたようにトカマク型

や他の方式の最近の研究成果を概括できた点及び，今後この分野での研究の動向や主要国 (EC， U 

SA，ロシア，日本)政府としての核融合研究方針を伺うことができた点がこの会議に出席して得ら

れた大きな成果である。今後ともこの会議にはできるだけ参加したい所存である。

4 その他のトピックス

国際会議に出るといつも感じることであるが，会議全体の基調の把握は当然重要であるがそれと平

行して個人ベースで行われる議論が盛んであり大変参考になる。特にポスターセッションでは議論や

質問が l対 iでできるので理解が深まる。また，日本からの参加者との交流が深まったのも収穫であ

った。今回の学会の開催地はフランケンワインの名産地であり，夕食にワインを飲みながら研究の話

しまたはそれ以外の話をすることができたのも外国での会議ならではであったかもしれない。

おわりに，筆者の研究分野である核融合プラズマ研究を対象のーっと広範に解釈いただき今回の出

張を援助していただいた中谷電子計測技術振興財団に深く感謝いたします。



会議または

集会名

開催地

小笠原康夫(おがさわらやすお)

川崎医科大学医用工学講師工学博士

第14回 1 E E E医用工学国際会議

フランス・ノぐり

時 期平成4年10月26日-11月3日

1 会議の概要

第14回 1E E E医用工学生物部会 (BME)国際会議は， 1992年10月29日から11月 1日までの 4日

間フランスのパリで開催された。 IEEE自体は本来は，米国の学会であるが米国以外の参加者が多

くいるため，はじめての試みとして米国を離れてフランスのパリで開催された。 50ヶ国余りから約

1， 500題の演題が発表された。我が国からは一般演題， ミニシンポジウムを併せて約70題の演題が発

表された。一般演題の発表件数の比率では開催地Franceの発表が19%であるのに対してUSAからの

発表が26%もあり，学会本部がある米国からの積極的参加が窺われた。

本会議はtheInternational Federation for Medica1 and Biological Engineering (1 F M B E) 

が共同スポンサーとなって開催された。組織委員長はSwamyLaxminarayan (U S A)とJeanLouis 

Coatrieux(France)が，学術プログラム委員長はJeanPierre Morucci (France)， Robert Plonsey 

(U S A)氏が務めた。本大会はパリの(旧)凱旋門と新凱旋門の聞に位置するPorteMai110tにあ

るPalaisdes Congresで行われた。気候的には10月下旬の瀬戸内の気候と比べるとすこし寒く， 5度

前後の気温であった。しかし，会場が地下鉄駅のすぐそばにあるため，多くの出席者には交通の面で

大変便利であったことと思う。

2 会議の研究テーマとその討論内容

学術プログラムの内容は大きく分けて教育講演， ミニシンポジウム，一般演題の 3つであった。ミ

ニシンポジウムと一般演題はプログラム上では大分類のトラックと会場開設単位のセッションで分類

されており，全部で61トラック/233セッションあった。これにはミニシンポジウム25とポスタ一発

表 6セッションが含まれている。教育講演は別に12セッションが設けられていた。教育講演とミニシ

ンポジウムのセッションは学会開催日ごとにほぼ満遍なく開催され，特定の時間帯の設定はなかった。

そのため，プログラムのチェックに少し手間取った。

一般演題では，画像処理/解析，人工知能/エキスパートシステム，生体信号処理/解析がセッシ

ョン数にして合計35開催されていた。その他の主なセッションは心臓血管系， リハビリテーション，

超音波，生体電気インピーダンス/イメージングであり 30セッション開催された。これらの合計は全

体のセッション数の28%にも達している。画像処理，信号処理関係は，最近の計算機の発展状況から

して，実用的システムへの関心が高いようである。また，本会議が電気/電子/通信関連の学会の一

つの部会が開催していることを考慮すれば，生体電気，超音波関係のセッ νョンが多いことも理解で
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きる。最近話題になっているFracta1について 2セッション開設されていた。生体信号評価や画像解

析に対する適用が行われており，実用的な解析への試みが見られた。また，信号解析へのWave1et変

換のアプローチについての報告も見られた。今回，私が本会議で発表を行ったセッションは“Biophy-

sica1 Measurements"であった。発表では高周波数超音波血流速計によって計測した冠循環系のなか

の中隔枝動脈血流動態について報告した。セッション内はFreeRadica1の計測などの化学的計測を主

体とする発表者が多かったため，討論内容は計測の基礎的事項や，使用薬剤の効果等であった。この

セッションには同じ研究領域の発表者は出席していなかったが，活動分野の異なった研究者との交流

が行えて有意義であった。

ミニシンポジウムでは，臨床工学，細胞工学， レーザー医学等の学術面のセッションが18あった。

また， BME分野の研究活動，産業などの各国における状況の報告が7つのセッションで開設されて

いた。 “The Pioneers of Medica1 Techno1ogy"はIFMBEがorganizeしたものであるが、パルスオキ

シメータ開発のパイオニアとして日本から青柳卓雄氏(日本光電)が講演された。パルスオキシメー

タが日本人のアイデアによる医療機器として広く認められたことが改めて認識された。

3 おわりに

以上で，第14回IEEE医用工学生物部会国際会議に関する報告を終えるが、本会議の内容はBME分

野を網羅しており，この分野における重要な位置をしめていると思う。その反面，発表演題が多く多

岐にわたるため，学会会場の案内，掲示が煩雑になっていたようである。また，抄録集はA4版で厚

み17cm(約3000ページ，約10kg)にもなっていた。これまでも抄録集の重さには問題があったようで，

本年はじめてCD-ROM版の抄録を同時に配付していた。学会発表の内容のみならず，会議自体の新しい

試みに接する機会が得られて興味深かった。なお， IEEE-BME国際会議は米国での開催が原則であるが，

数年間隔で米国以外での開催が予定されている。遠からず日本での開催もあるものと思われる。

最後に本会議の発表にあたりご助成を頂いた中谷電子計測技術振興財団に深く感謝いたします。



1 会議の概要

三戸章裕(みとあさひろ)

通産省工業技術院計量研究所

熱物性部物質計浪IJ研究室主任研究官理学博士

会議または LASERS ' 92 

集会名 第15回レーザとその応用に関する国際会議

開催地 アメリカ・ヒューストン

時 期平成4 年12月 7 日 ~12月 10 日

第15回レーザとその応用に関する国際会議， LASERS ' 92は， 1992年12月7日から10日の夜まで，米

国テキサス州、|ヒューストン，ウィンダムグリーンズポイントホテルにおいて聞かれた。ヒューストン

はNASA/ジョンソン宇宙センターなどでよく知られている町であるが，開催ホテルはダウンタウンか

ら15km北に位置しているため，周りにはなにもなく，参加者は全員ホテルに宿泊していたようだ。こ

の会議は，米国光学，量子エレクトロニクス学会の主催で行われ，開催地は異なるが，毎年この時期

に聞かれる。全体の目的は，レーザ分野に関する情報を交換するための単一のフォーラムを聞くこと

であり，その範囲は基礎サイエンスから種々のレーザ応用に及ぶ。

2 会議の研究テーマとその討論内容

テーマはレーザとその応用ということでは変わらないが，セッションの内容は各年によって変化し

ている。今回， 20を越えるセッションが 7会場に分かれ，発表件数は約 320件であった。日本からの

講演はその中で 8件あった。ほとんどの講演は口頭の発表であったが，ポスターセッションも中国か

らの数件のキャンセルを含めて15件ほど初日の午後 7時から行われた。一般セッションは，招待講演

を含めて，量子光学， レーザ分光，超高速現象，色素レーザ，ガス放電レーザ， レーザレーダ，医学

におけるレーザ，半導体レーザ，エキシマレーザ，レーザ物質相互作用，非線形光学，高出力レーザ，

X線レーザ，青一緑レーザ，固体レーザ， CO，レーザ技術，化学レーザ，光学技術と装置， レーザの

工業技術への応用，光学フィルタとレーザ通信，ダイナミック回折格子と波長混合であり，それぞれ

活発な議論が行われていた。セッション数が多いため聴講者は分散されていた。

筆者の参加したセッションでいくつか印象に残ったものを以下に述べる。 Trebinoらは，時間領域

と周波数領域の非線形光学応答関数が一般的にはフーリエ変換で結び付かないことを述べていたが，

基本的な問題提起と思われる。応用に近いところでは， Davisらは，燃焼場へのレーザ応用として，

シート状のビームと CCDカメラを組み合わせ， 10ns単一パルスによる蛍光測定で種々の分子の空間プ

ロファイルを測定可能にしていた。 Foxらは「半導体レーザを用いた精密測定が可能かどうか」と題

して，高感度分析 (H，O中Csが10ppbの感度)， Caを標準とする周波数測定(l70kHz)，光検出器と

しての高速応答 (400GHz)など実験例を示した。 Thonyらは CO，レーザと光音響セルを組み合わせて，

H，O ， C02 (ppm)， NH" (ppb)などの同時野外大気モニタリング装置を試作していた。適切なデータ
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処理を行えば，波長の不連続性は問題にならないそうだ。

セレモニーとしては， レーザ分野でパイオニア的な貢献があった研究者に贈られるアインシュタイ

ン賞が，今年は，ラムディップとして知られる現象の発見者でノーベル賞を受賞したW.E.Lambと， レ

ーザの安定化と高精度レーザに貢献の大きいNIST(米国国立標準技術研究所)のJ.L. HalUこ贈られた。

この分野は，周波数，時間標準に関係するため，計量研究所も力をいれている分野であり，その第一

人者が受賞したことは喜ばしい。

3日目は，政府スポンサーの高度レーザ開発と企業へのレーザ技術移転と称する特別セッションが

行われた。講演は，高出力レーザ，半導体レーザ，固体レーザが中心であった。高出力レーザの開発

は， x線，紫外レーザなどに向けたものが主であるが，パラメトリック発振を利用して高出力の波長

可変赤外レーザの開発も行われている。半導体レーザは青，緑色レーザを含めて市場の大きい分野で

あり，現在，日本，ヨーロッパがと、のくらいシェアを占めているかをふまえて，開発の重要性を強調

していた。また，防衛産業の民生化や，冷戦が終了して，国内経済が悪化している旧ソビエ卜との共

同研究，開発(積極的に援助しなけれは、いけなしけを強調している講演が目をヲ I~ 、た。米国の国立研

究所やロシア，中国のハイパワーレーザ開発現状に関する報告もあった。

筆者は，光スイッチングなど将来の非線形光学素子に応用が期待される高分子薄膜の非線形特性を

調べた結果を発表した。これは，光第三高調波発生法を用いて，真空蒸着高分子薄膜の 3次の非線形

光学定数の実部，虚部両方をはじめて求めたものである。 2次の非線形性を利用した波長変換材料や，

高分子混合物の双安定性などいくつか材料を主体とする非線形光学関係の講演もあったが，セッショ

ンとしては今回，現象や，光学測定などに分かれていたので少し残念であった。

最後に，発表件数も多く，会場も分散されていたため，数分の lにしか参加できなかったが非線形

光学に関連した現象，測定技術やレーザ増幅など最近の研究状況について多くの情報を得ることがで

きたc また，講演内容は，約半年後に論文の形に製本され，出版される。本会議出席に際してお世話

頂きました中谷電子計測技術振興財団の各関係者の方々に厚くお礼を申し上げます。



会議または

集会名

開催地

中村 収(なかむらおさむ)

通産省工業技術院計量研究所

力学部機械計測研究室研究員工学博士

共焦点顕微鏡と 3次元画像処理に関する国際会議

オーストラリア・シドニー

時 期平成 5 年 2 月 7 日 ~2 月 16 日

1 会議の概要

会議の行われたシドニ一大学はシドニー市の中心部の西南，市バスで約15分程度のところに位置し，

オーストラリアではメルボルン大学と並ぶ古い総合大学です。写真は大学本部のある建物で，少し老

朽化はしていますが英国風の落ち着いた雰囲気を漂わせていました。学生は総じてのんびりしている

ように見え，建物の持つ空気と相まって静かでアカデミックな学内でした。

本国際会議のテーマである三次元マイクロスコピーは，最近，技術的にも応用分野の拡がりにおい

ても著しい進展を呈しています。現在数百の共焦点顕微鏡が世界中で使われ，その及ぶ範囲は基礎的

な生物学的研究から工業における日常の品質管理にわたっています。本国際会議は，共焦点光学系や

その他の三次元マイクロスコープと，三次元画像操作のためのコンビュータ技術の相互交流を目的と

したものです。

今回の国際会議は，数年前から続く共焦点レーザ顕微鏡の国際会議(オランダ，アメリカ，イギリ

ス)を受ける会議として，この分野の先駆的な研究で知られるシェパード教授がオックスフォード大

学から 3年前にシドニ一大学に移られたことがきっかけとなって，このシドニ一大学で行われること

になりました。会議およびレーザ顕微鏡の展示会はシドニ一大学内のホルムビ、ルテーイングにあるコン

ファレンスルームで行われました。チェアマンであるシェパード‘教授の心配りが細部まで行き届き，

会議は円滑かっ快適に進められました。

2 会議の研究テーマとその討論内容

講演は 2つの教室で行われ，一つはレーザ顕微鏡の光学，物理などエンジニアリングサイドの内容

であり，もう一つは医学，生物学分野におけるレーザ顕微鏡の応用研究でした。筆者は前者の講演を

主に聴講したので，以下にはエンジニアリンクボ分野の発表内容について記します。

前固までの研究に比べ，今回特に目立つた研究内容は， 4π共焦点レーザ顕微鏡(ハイデルベルグ

大学)，時間分解型(あるいは時間変調型)レーザ顕微鏡(インピリアル大学，メルボルン大学)， 

光ファイパや半導体レーザを用いたレーザ顕微鏡の小型化(オックスフォード大学，シドニ一大学)， 

細胞内蛍光色素の非線形現象の結像への影響(アムステルダム大学)，共焦点光学系のコンパクトデ

ィスクへの応用(スタンフォード大学， ソニー)などでした。

4π共焦点レーザ顕微鏡は，対物レンズを 2個用い，それらからの光を試料内で合成し，立体角が

87 



88 

4πの球面波を作り，光スポットを従来の 2から 3分の lの大きさまで小さくするものです。つまり，

光の回折限界で決まる理論的限界までスポットを小さくしたものです。彼らは蛍光共焦点顕微鏡およ

び二光子吸収による蛍光顕微鏡にこの手法を導入し，実際に空間分解能が向上することを確認してい

ます。光学系の調整などがまだ複雑で，ルーチンワークに用いるまでにはいたりませんが，特に高い

空間分解能を必要とする特殊な研究に対しては非常に有用であると思われます。

3 出席した成果

時間分解型，光ファイバなどを用いた小型化，などの研究に見られるように，近年は共焦点顕微鏡

の適用分野の拡大，機能の拡張などの研究が増え，実用化がいっそう進んでいることを実感しました。

これらの最新の研究にいち早く触れ，かっその担当者と実際に討論を行えたことは，日本国内で単独

で研究を続けていたのでは決して得られない大きな影響を今後の私の研究内容に与えるものと思われ

ます。

私の発表に対しては，同分野の研究を行っている伺人かから質問があり，詳細な点まで深く議論を

行うことができました。今後の研究を進めるうえで，貴重な助言を頂け，かっ同分野の海外の若い研

究者と直接的な関係を持てたことで，今後の研究者生活での貴重な財産ができたと思っています。

会議の最後にシドニ一大学物理光学教室のシェノfード教授の研究室の見学会があり，シドニーでの

日常のアカデミックな研究生活，日豪のそれぞれの国の，研究に関する制度，組織，進め方などの長

所および短所なと、について実際に話し合う機会を得ることができました。

最後に，このような素晴らしい技術交流助成制度を設けられた中谷電子計測技術振興財団の関係者

の方々に心よりお礼を申し上げたいと思います。

シドニ一大学本部



技術開発に関する研究助成状況

年度

昭和59年度

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

平成元年度

平成 2年度

平成 3年度

贈呈式年月日

昭和60年 2月28日

昭和61年 2月25日

昭和62年 2月27日

昭和63年 2月26日

平成元年 3月10日

平成 2年 2月23日

平成 3年 2月22日

平成 4年 2月28日

助成件数

6i牛
助成金総額

1，600万円

2，100万円

2，050万円

1，950万円

1，880万円

2，110万円

2，010万円

2，430万円

9件

9件

9件

8件

10件

10件

12件

第 1回(昭和59年度)技術開発研究助成対象研究

研 リアヤL 題 日 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

眼底の定量立体計iMIJ法の開発に関する研究 中 谷
大阪厚生年金病院眼科部長

400 
大阪大学医学部非常勤講師

臨床医学分野における電子計測技術に関す
神津忠彦

東京女子医科大学
350 

る基礎的研究 消化器内科助教授

TV画像処理による血小板凝集反応の数値 一山会、 加貝 健
愛媛大学医学部

150 
解析 第二生理教授

オブトエレクトロニクスを活用した活動電
東京医科歯科大学

位の光学的超多部位同時測定装置の研究開 神野耕 太 郎
医学部教授

200 
発

光 1C技術を用いたファイパ血流速度計iHIJ
西原 i古

大阪大学工学部
200 

システムの小型化に関する研究 電子工学科教授

Walsh変換による64チャンネル高周波超音
川崎医科大学

波パルスドプラ血流速信号の実時間計浪IJ処 梶谷文彦
医用工学教授

300 
理システムの開発とその応用

第 2回(昭和60年度)技術開発研究助成対象研究

研 qプhし 題 日 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

Field Effective Transistorを用いたインス
七里 7じ先

大阪大学医学部
280 

リン免疫センサーの開発 第一内科助教授

音声合成方式発声代行システムのための電
中会 I正 昇

名古屋大学工学部
300 

子計測技術に関する研究 電気工学第二学科教授

ノぐフメト 1)、ソクアレーを用いた超音波非線
防衛医科大学校

形パラメータ CTによる生体組織性状診断 菊 I也 佳己主 200 
に関する研究

医用電千工学講座教授
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h汗 qア~ 題 日 研究責任苫氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

心臓用人工弁機能の電了ー計測技術システム
}1J久保悼巴康

東京大学工学部
230 

の開発 精密機械工学科教授

データ圧縮による生体信号の長時間計iWJと ')j; ィI( 1:弘 i主 大阪大学工学部
200 

症性の定量的評価への応用 電気工学科助手

高周波必音波診断装置の開発 木古 '.ム
愛媛大学医学部

250 "' 皮膚科教授

運動時における連続I(n)王制定装置の開発研
中 社t 央

東京理科大学工学部
200 

ワプ汁して 電気工学科助手

水品体ìJ.~;~J)支点Ij定装置の研究開?を 高情 1;1 東海大学医学部教佼 220 

内耳F よりの音放射に関する基礎的研究と臨
東京医科歯科大学

床検宣i去への応用
十ナ III 計 一 難的疾患研究所神経生 220 

理学部門教授

第 3回(昭和61年度)技術開発研究助成対象研究

6汗 ワ1E 題 目 研究責任有氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(7J円)

心臓・血管内血流法度ベクトノし分布イメー
4ヒ 1t 5i 1 IIri 

大阪大学医学部
250 

ジング装置の開発 第一内科講師

基礎体品自動計一点IJシステムの間売 f" I11 j主 男
束京医科l羽科大学

250 
医用器材研究所教授

サーモグラフィ 用主温動作赤外線婦像素
奥 山 雅

大阪大学尽礎I学部
250 

fの開発 電気工学科助教授

レーサーラマン分光j去に基づく(::1内障予知
東広慈恵会医科大学

システムの基礎的研究
尾崎 十 i羊 共同利用研究部分析 150 

機器主助手

磁↑生体微約一子にょうて散百しされる光の偏波 東京丁一業大学

而ゆらぎを利用した免疫反応の超高感度検 武 {r利光 大学院総合理一工学研究 200 
出に関する研究 科教J受

超音波位十11追従法による i白'宵'追跡、引超音波
東京慈恵会医科大学

パルスドブラ血流計の開発
i十[幡 I守 医用エンジニアリンク 220 

研究室助教授

生体内における筋活動のX線回折法による
J¥ 木 L(i 人

東北大学医学部
230 

計測技術の開発 第一薬理助手

レーザー顕微蛍光分光;HlJ定法による単一紺l
欠 IU奇義雄

東京大学医学部
300 

胞内カルシウムイオン濃度測定法の開発 第三内干|講師
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研 qアhし 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

超高感度カメフと両像処理技術を用いた細 東尽医科歯科大学

胞内カルシウムイオンの動態・解析システ 片 山 方文; 難治疾患研究所 200 
ムの開発 自律生理学部門教授

第 4回(昭和62年度)技術開発研究助成対象研究

目汗 ワ7hL 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

微小循環解析のための超音波の圧依存性音
上回 正二

大阪大学医学部
230 

響特性変化に基づく新しい非侵襲的圧訂以IJ 第一内科助手

レーザーフロ サイトメトリーによる細雨 福井医科大学医学部

の分類・同定システムの開発とその臨床応、 横 I也尚，ι微生物学講座 180 
用 助教授

反射評価システムに関する研究 l前j 牛; 爾
岡山大学工学部

230 
情報工学科教段

半導体集積技術を利用した煙め込み型パイ
東京工業大学

幹部征夫 資源化学研究所 230 
オセンサーの開党

教J受

育人ItJ同両認識支援システムの研究開発 大西 与f
名古屋大学工学部

200 
講師

SQUID磁束計を用いた脳磁波~!.;HlJ システム
東北大学

新妻 博 脳疾患研究崎設 200 
の臨床検育法への応同

脳神経外科講師

雑l赤血球計数の標準化に関する研究 YR 典之
大阪市立大学医学部

1 8 0 
講師

伝達関数法にぷづく開心術中の心筋保議効 東北大学医学部

来監視装置の間売
i竜品 H: 

第一内科教授
250 

t'D子像投影方式定量立体計点IJ法による眼底 神戸大学工学部

診断装置の試作研究
「f 村 武見

助教授
250 

第 5回(昭和63年度)技術開発研究助成対象研究

6汗 究 題 日 研究責任者氏名 所属機関1'，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
J?二'仁L:} 望

東北大学工学部
300 

再建のための計測・制御に関する研究 通信工学科教授

冠開動発脈疾患の無官襲的三次1己的診断装置の 鈴 木 直 樹 医東京用慈エ恵ン会ジ医ニ科ア大リ学ング
150 

日空?堅助手
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画庁 JE 題 目 研究責任者氏11 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

長期生体内連続測定を可能とする植え込み
河 EE 隆造

大阪大学医学部
250 

型ブドウ糖センサの開発 第一内科講師

術中局所心機能評価のための超音波ドプラ
辻岡 克 彦

川崎医科大学
250 

トラッキング層別厚計の開発 医用工学助教技

手の動作の計測・評価システムに関する研
東京大学工学部

究 三次元空間での手の運動の最適制御 鈴木良次 300 
問題への応用

計数工学科教授

CT画像に基づく人体組織の三次元計測技
鳥脇純一郎

名古屋大学工学部
200 

術の基礎的研究 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
山下安雄

東海大学医学部

する研究開発 ME学教主助教授
200 

携帯用の人工心臓駆動装置のための血圧血
喜多村 直

九州工業大学
230 

流量間接計調IJ技術の開発 情報工学部教ほ

第 6回(平成元年度)技術開発研究助成対象研究

研 jE 題 日 研究責任者氏名 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
同 111 義朗

山形大学工学部
150 

ポIJ法の研究 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 東北大学工学部

ì~IJ 技術・時系列分析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

~ìXí磁図計測と脳機能局在'1'1:推定に関する研 九州大学工学部
勺プhし

L 聖子 ~~{ 剛
電子工学科教授

220 

フーリエ変換赤外分析法を府用した血糖値
七里元売

熊本大学医学部
230 

の非侵襲的計ì~IJ法の開発 代謝内科学講座教授

レーザースベックルj去による眼底血流画像
九州工業大学情報工学

化装置の開発
藤同 部電子情報T学教室 200 

教授

香川医科大学医学部

連続画像の自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元情報可視化装置の 大阪大学基礎工学部

開発
下原国宏

制御工学科助教授
250 

放射光を用いた冠動脈診断のための高速画
亦塚ヂ:雄

山形大学工学部
220 

{象採取解析システム 情報工学科教授

92 



肩汗 ワ7恒L 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

振戦の機械的励振解析による運動制御情報
東尽大学医学部

の計測評価のシステム
渡辺 瞭 医用電子研究施設 200 

助教授

レーザ一光音響・蛍光法による多項目同時
升 島 努

広島大学医学部
200 

イムノアッセイシステムの開発 総合薬学科教授

第 7回(平成 2年度)技術開発研究助成対象研究

。庁 η九今、， 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

スーパールミネッセントダイオードを用い
今井 i羊

九州工業大学情報工学部
230 

た多粒子流体速度測定システムの開発 電子情報工学科助教授

血小板の細胞内カルシウム，細胞内pH及び
山梨医科大学医学部

凝集能の同時測定が可能な蛍光分光光度計 久米章 司 170 
の開発

検査部教授

光による生体内の構造および機能情報計測l
j青 水孝一

北海道大学工学部
180 

法の開発 生体工学専攻助手

符号化関口CTを用いた生体組織内RI分布
藤村 貞 夫

東京大学工学部
200 

の 3次元計担IJ 計数工学科教授

脂質膜をトランスデューサとするマルチチ 九州大学工学部
者日 可i イご1雨E司 180 

ャンネル味センサ 電子工学科助教授

半導体レーザ一分光分析法による生理活性
九州大学工学部

今坂藤太 郎 工業分析化学講座 180 
物質の微量分析の研究

助教授

超音波{象高速 3次元表示システムの開発と
東尽大学医学部

馬 場一憲 医用電子研究施設 250 
新しい胎児診断法への応用

講師

インテリジェントニューロサージカルマイ
早 )11 徹

大阪大学医学部
220 

クロスコープの開発 脳神経外科教授

組織の酸素圧と酸化還元電位の 2次元・時 てと 原 iti 正
大阪大学医学部

180 
系列マッピングシステムの開発

q 
生理学第一講座助手

電子スピン共鳴法による血管内皮細胞の膜 鹿児島大学医学部

流動性およびフリーラジカルの測定と病態 尾辻 省吾 臨床検査医学講座 200 
における変動 教授

93 



第 8固(平成 3年度)技術開発研究助成対象研究

石汗 qプaしロ 題 目 研究責任者氏名 所属機関名職名
研究助成金額

(万円)

動脈硬化症診断のための血管モデルの構築
|司 国 if 彦

新潟大学医学部
220 

と計調IJ技術の研究開発 検査診断学教室教授

極微小電極ボルタンメトリーを用いる in
東尽工業大学大学院総

VIVOカテコールアミンセンサの開発
大坂武 男 合理工学研究科 220 

電子化学専攻助教授

電気化学発光法を用いた生体内物質の連続
酒井清孝

早稲田大学理工学部
220 

計測技術の開発 応用化学科教授

瞳孔筋系の逆モデルに基づく無重力環境下
豊橋技術科学大学工学

の自律神経活動推定に関する研究
f=j 井支朗 部情報工学系 200 

教授

超解像超音波断層法の開発と不可視情報の
国主L大阪病院臨床研究

可視化
石 原 謙 部 医用工学研究室 250 

室長

心室容積計調IJ用コンダクタンスカテーテル
背 弘之

岡山大学医学部

の絶対容積キャリプレーション法の開発 第二生埋学教室教授
200 

脳内温度分析観測のための誘電率精密測定 太 克規
佐賀大学理工学部

200 
電気工学科教授

マイクロ波を用いた非接触生体微小変位以IJ

'自保 進
福井医科大学医学部

定装置の開発と臨床応用 第二内科教授
200 

時間分解顕微蛍光ファイパースコープの開
荒 木 勉

徳島大学工学部

発とヒト歯牙診断への応用 機械工学科助教授
180 

部分空間法による顕微分光画像解析 量k呈r. 岡 了
埼玉大学工学部

180 
応用物理学講座 教筏

長時間血圧・心電図・身体活動度同時モニ
国立循環器病センター

タリング装置の開発
田 キ主 研究所 180 

研究機器管理室 室長

赤血球異常症診断ブロトコールの研究開発 /¥ 幡義 人
川崎医科大学

180 
内科学教授
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技術交流に関する助成状況

技術交流に関する助成金贈呈者

年度 氏 名 機関・職 Aヱス、 正義 名 時期 国 名

H百千日
国際血液学標準化委員会・ヨー 昭和1

59 止巳，土己、 典 之
大阪市立大学

ロッパ臨床検査学会19次年次総 60-4 
ベルギー

医学部講師
之Zス〉、

フランス

60 堀 原一
筑波大学 第 3回アジア太平洋心臓べーシ

60-10 オーストラリア
臨床医学系教授 ング・電気生理シンポジウム

60 堅 )11 一郎 札幌医科大学教民 国際血液標準化委員会 60-10 イキリス

60 
Reinhard ベルリン自由大学

IrrL液電子計測研究会 60-11 東京
Thom 医学部教授

60 八 幡義 人 川崎医科大学教授 日米学術交流セミナー 61-1 アメリカ

61 オルtてニ 田 日召
新潟大学

第21回国際血液学会議 61-5 オーストラリア
医学部教授

61 新谷和夫
関東逓信病院

第21同国際血液学会 61-5 オーストラリア
I血液研究部長

61 屋形
新潟大学 1986年度米同臨床化学会学術集

61-7 アメリカ
医学部教授 ノZLミ

61 江刺正喜
東北大学 第 1回米日医生物工学シンポジ

61-9 アメリカ
工学部助教授 ウム

通商産業省電子技
国際度量衡委員会電気諮問委員

61 太 克規 術総合研究所
三Z〉三、 他

61-9 イギリス 他

主任研究官

大阪大学 IEEE/医生物工学会 (EMBS)
61 {中日 [J 立市 幸

基礎工学部教技 第 8同年会会議
61-11 アメリカ

鈴木良 次 大阪大学
中日双万向医用生体工学シンポ

61 
他 8名 基礎工学部教授

ジウム 〔阪大7， 61-12 中国

川崎医大1，東京医体I大1]

山形大学
医用画像処理とパタ ン認識及

61 田 村 安 苧
工学部助手

び音響映像法に関する国際シン 62-2 アメリカ

ポジウム

62 渡辺清 日月
慶日産義塾大学

第11同国際血校止血学会 62-7 
ベルギ

医学部講師 フラッセル

62 三口亘 多 悦 子
奈良県立医科大学

第11回国際血栓l卜血学会 62-7 
ベルギー

助教授 ブラ yセル

62 τ」ご
本 T 禎

北海道大学 極東医用生体工学会議国際準備
62-8 東京

" 名誉教段 委員会

62 市翁 史 朗
間;中中記念成人病 第 6回国際血液学アジア太平洋

62-12 
インド

研究所所長 I或会議 ボンベイ
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年度 氏 名 機関・職 1二EL 正義 名 時期 国 名

63 れ江 昇ー
名古屋大学

国際神経団路維]会議 63-7 
アメリカ

工学部教授 サンディエゴ

神戸大学 アメリカ
63 二~ 村武晃 国際ME学会 63-8 仁3

工学部助教授 サン・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

63-8 
中華人民共和国

助教授 イックスに関する国際会議 北京.1審陽

東京工業大学
第18回ヨ ロッパ・マイクロ波 スウェーデン

63 関根松夫 総合理工学研究科
国際会議

63-9 
ストックホルム

助教授

63 浅野茂隆
東京大学医科学 造血と分化因子に関する国際シ

63-8 
オーストラリア

研究所助教授 ンポジウム メ/レボ/レン

63 山 口 延 男
神戸大学

第22回国際血液学会 63-8 
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回医学における光学ファイ 平成元年 アメリカ

医学教育学部助手 ノ〈ーの応用国際会議 -1 ロスアンセ、ルス

平成 大阪大学 第7回国際バイオレオロジー学
志 カ貝u 健

医学部教授 /Z3三、土，八lふJZE三h 
1-6 フランス

1 JI[ 上憲 元]
東京慈恵会医科大

第17回国際医学放射線学会 1-7 フランス
学 助教授

1 幸道秀樹
東京大学医科学

国際実験血液学会総会 1-7 フランス
研究所講師

1 菊 池 住ー主
防衛医科大学校 第2回国際医用生体工学学会

1-7 オーストラリア
教授 (汎太平洋シンポジウム)

1 ノ口、 野寿太郎
佐賀医科大学 第2回国際健康と生命化学領域

1-8 アメリカ
教授 における質量分析学会

川崎医科大学 赤血球膜および代謝に関する国
1 八幡 義 人

教授 際シンポジウム
1-8 東ドイツ

新潟大学医学部 国際電子工学学会生体電子工学
1 岡 回 正彦

助教授 部門第11回国際会議
1-11 アメリカ

1 大西 昇
名古屋大学工学部

第11固医用生体工学国際会議 1-11 アメリカ
助教授

通商産業省・工業技
生物化学系における波動とパタ

2 松本 7じ 術院・電子技術総合 2-5 ソビエト

研究所超分子部長
ーンに関する国際会議

2 尾辻 省吾
鹿児島大学医学部

第24回世界スポーツ医学会議 2-5 オランタ
教授

通商産業省・工業技

2 作間 英一 術院・計量研究所 精密電気磁気判定国際会議 2-6 カナ夕、

量子計調IJ研究室長

和歌山県立医科大

2 大城 巌 pT z， 中央検査部 国際臨床化学総会 2-7 アメリカ

主任技師
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年度 氏 名 機関・職 主二E込 議 名 時期 国 名

通商産業省・工業技

2 桐生昭吾 術院・電子技術総合 応用超電導国際会議 2-9 アメリカ

研究所基礎計調IJ部

2 第 I屈極東医用生体工学会議 2 -10 東京

川崎医科大学
超音波血流計測による動脈硬化

2 山 本{恵 員IJ のメカニズムの解析に関する共 3-2 イギリス
医用電子工学

同研究(インペリアル大学)

鈴 木 宏 ifi 三重大学医学部
第13回国際血仕止血学会 3-6 

オフンタ
3 

教授 アムステルダム

新潟大学医学部
第16回世界病理・臨床病理学会 3-6 

カナダ
3 屋形

名誉教授 パンクーパー

民目主一 新潟大学医学部
第13回回際神経化学会 3-7 

オーストラリア
3 犬塚

助手 シドニー

工業技術院電子技
オーストラリア

3 十通 LI 哲也 術総合研究所 国際人工知能会議 3-8 
シドニー

主任研究官

工業技術院電子技
イタリア

3 I首 回 f変 久 術総合研究所 第 2回 欧州宇宙用電源会議 3-9 
ブィレンツェ

日

主任研究官

国立大阪病院
デンマーク

3 iI 原 謙 臨床研究部医用工 第 6回世界超音波学会 3-9 
コペンハーゲン

学研究室 室長

大阪大学医学部
第64回米国心臓病理学会 3-11 

アメリカ
3 iヒ 風政 史

医員 アナハイム

小 i宰 敬 也 東京大学医科学研
第33回アメリカ血液学会総会 3 -12 

アメリカ
3 

究所 助教授 アンハー

東京工業大学大学
デンマーク

3 原 日i裕一 院総合理工学研 第 3凪北欧超伝導シンポジウム 4-3 
ナイボルグ

究科

97 



新一一一
橋一一一

日
増上寺

芝

公

園

摂中谷電子計測技術振興財団年報

7 Eコ
下7

平成 5年 9月 l日発行

発行所 町中谷電子計測技術振興財団

干 105 東京都港区芝大門 2丁目 9番17号
戸部ビ、ル 7階

TEL 03(3436)0377 

繁人 イ弄 藤健

印刷 (葡盛光印刷


	目次
	Ⅰ研究助成
	贈呈式
	Ⅱ調査助成
	Ⅲ交流助成
	研究成果報告
	今井 洋「スーパールミネッセントダイオードを用いた多粒子流体速度測定システムの開発」
	久米 章司「血小板の細胞内カルシウム、細胞内pH及び凝集能の同時測定が可能な蛍光分光光度計の開発」
	清水 孝一「光による生体内の構造および機能情報計測法の開発」
	藤村 貞夫「符号化開口ＣＴを用いた生体組織内ＲＩ分布の3次元計測」
	都甲 潔「脂質膜をトランスデューサとするマルチチャンネル味センサ」
	今坂 藤太郎「半導体レーザー分光分析法による生理活性物質の微量分析の研究」
	馬場 一憲「超音波像高速3次元表示システムの開発と新しい胎児診断法への応用」
	早川 徹「インテリジェントニューロサージカルマイクロスコープの開発」
	吉原 治正「組織の酸素圧と酸化還元電位の2次元・時系列マッピングシステムの開発」
	尾辻 省吾「電子スピン共鳴装置を用いた血管内皮細胞膜流動性の測定およびスピンラベルのシグナル減衰に関して」

	交流成果報告
	研究助成状況
	交流助成状況

