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1A-01
記銘時の後頭-前頭間の機能的結合と記憶成績の関連
－θ 波帯域脳磁場による検討－
高瀬 崚研 1, Jared F. Boasen2, 栗城 眞也 2, 横澤 宏一 2
1

北海道大学保健科学院,

2

北海道大学保健科学研究院

【背景】 ワーキングメモリが機能するために後頭領域（後頭）と前頭領域（前頭）の機能的結合が重要な役割をもち，
この結合はθ波を介するとの報告がある．そこで，シーケンシャルな記憶課題実行中の後頭と前頭におけるθ波振幅
の時間推移から，機能的結合と記憶成績の関連を検討した．
【方法】 健常被験者30名（22.79±1.82 歳）を対象とした．順番に呈示される7つの矢印の方向（上下左右）を覚えるシ
ーケンシャルな記憶課題を実施し，正答率を算出した．また，課題実行中の脳磁場を計測し，後頭と前頭のθ波帯域
（5-7 Hz）脳律動を抽出して，その振幅の時間変化を解析した．本研究では，以上の実験を記憶対象（矢印）の呈示
間隔が250 msのfast条件と600 msのslow条件の2条件で実施し，その結果を比較した．
【結果・考察】 記憶成績は1，2番目の矢印を除いてslow条件よりfast条件の方が有意に低かった．一方，slow条件の
後頭と前頭におけるθ波振幅は７つの矢印呈示の直後に各々振幅が極大となり（ピークが現れ），後頭より前頭のピ
ーク潜時が有意に遅れていた．しかし，fast条件では最初の後頭のピークを除き明確なピークは現れなかった．記憶
成績の条件間の差とθ波振幅の時間推移は，後頭-前頭間の機能的結合が記銘に重要な役割を果たすという先行研
究とよく一致した結果である．後頭と前頭のピーク時間の差は，後頭で入力された情報が前頭のワーキングメモリ領
野へ伝達する時間を示していると考えられる．
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1A-03
回胴式遊技機（パチスロ）遊技中における興奮の定量化に関する基礎的検討
茅野 功 1, 宮崎 仁 1, 後藤 真己 1,2, 望月 精一 1
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ぱちんこは，法律上で遊技と定義されている一方，ギャンブル要素が高く遊技を原因としてギャンブリング障害を
生じる可能性があることが社会問題となっている．ギャンブリング障害は心理的興奮が発症のトリガの1つとなると推察
されているが，ぱちんこ遊技における興奮の程度を定量的に評価されたことはこれまでにない．そこで本研究ではそ
の一環として，回胴式遊技機（いわゆるパチスロ）に着目して遊技中の心拍数の変化を測定することにより興奮の程
度を検討した．成人25名を対象に模擬遊技施設での遊技中の心電位を常時計測した結果，被験者は役物連続差
動装置（いわゆるボーナス）入賞後約30秒間，他の遊技期間と比べ心拍数が有意に上昇し(p < 0.05)，ボーナスの入
賞がない場合はすべての遊技期間で有意な心拍の変動は見られなかった．また，消音により遊技した場合のボーナ
ス入賞による心拍数上昇率は，有音時と比較して有意な差は見られなかった．加えて，連続したボーナス入賞の場
合，心拍数の上昇割合が初回のボーナス入賞時と比較して約10％程度上昇傾向が見られた．以上より，回胴式遊
技機の遊技者はボーナスを契機として興奮することが示唆され，音の有無による興奮の増大作用は見られないこと
が示唆された．
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1A-04
Development of a flexible sheet-type sensor for direct measurement of
oxygen partial pressure in vivo and in vitro
Yuta Fujioka1, Yuta Katayama1, Kosuke Tsukada1, 2
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Molecular oxygen is essential for energy production in living organisms. Measurement of vital oxygen partial pressure
is a significant factor for medical diagnosis and oxygen consumption monitoring under clinical practice. There are several
oxygen sensing methods applied in medical site, e.g. oxygen electrode or oximetry using near-infrared light including
optical topography. However, these methods contain problem of limited use because of invasiveness for the former and
restrictive measurement region for the latter targeting hemoglobin. Therefore, there are demands for non-invasive sensor
measuring oxygen partial pressure directly for general purpose.
In this study we proposed the flexible oxygen sensor which can paste on to curved surface of the organs or tissues and
measure the oxygen partial pressure of such region. To sustain proposed sensor, we have selected phosphorescence
lifetime methods for optical measurement of oxygen. We combined phosphorescence dye Pd-meso-tetra (4carboxyphenyl) porphine (Pd-TCPP) with biocompatible polymer polydimethylsiloxane (PDMS) to form flexible oxygen
sensing film. We proposed two light source candidates, light emitting diode (LED) and electrochemiluminescence (ECL),
for excitation of phosphorescence dye and combined with sensor film to form oxygen sensing device. Device made are
placed inside the gas chamber to create arbitrary oxygen concentration. Pulse wave is applied to each device which excited
oxygen sensing film under the oxygen partial pressure at 0, 40, 80, 120, 159 mmHg. Phosphorescence emitted was
detected by photo-multiplier tube (PMT) to obtain the calibration of each oxygen sensing device under different oxygen
concentration.
As a result, we successfully observed the change in phosphorescence lifetime at each oxygen concentration by oxygen
sensor using LED or ECL as light source. However, the decay time of the ECL itself is longer than LED overlapped with
phosphorescence signal. Due to this phenomenon, the calibration was successfully obtained only form LED device. For
future work, we will develop the prototype of the flexible oxygen sensor using LED to apply to biological experiment for
further calibration of the sensor. Consideration of suitable flexible materials and electrodes are required for device
development. In addition, the calibration experiment of ECL will be carried on to obtain calibration as well as LED.
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Ovarian tissue cryopreservation and transplantation have been focused as a fertility preservation therapy for young
cancer patients who are concerned about side effects by chemotherapy or radiotherapy. It is necessary to recognize the
localization and density of follicle cells in ovarian tissue for effective transplantation, because the distribution of
follicle cells is heterogeneous in tissue. However, a methodology for quantifying cell density has not been established
because of lack of technique to visualize cells noninvasively. We propose optical coherence tomography (OCT) to
visualize follicle cells in ovarian tissue and an image analysis method combining machine learning to quantify follicle
cells in ovarian tissue automatically.
We collected ovarian tissue from day 3, 10, 21 and week 30, 50 mice and obtained 20 slice images from each
ovarian tissue with full field-OCT (Light-CT Scanner, LLTech Inc.) at interval of 5 µm and 10 µm in the direction of
optical axis. For comparison, we prepared images of the same tissue stained with Hematoxylin Eosin (HE). Speckle
noise, which could be generated in OCT images, was removed by median filter followed by binarizing the images.
Follicle cells were detected from their size and circularity of the follicle cells’ shadow in the OCT images and truth of
detection was verified by machine learning. The detection and concordance rates were calculated from the number of
follicle cells detected by this method and doctor’s diagnosis.
A lot of primary follicle cells with diameter of 10-20 µm were visualized in the day 3 mouse ovaries. Additionally
follicle cells at each stage of maturation with age were recognized and their shadows in the OCT images were
consistent with those in HE staining images. The detection and coincidence rates were 0.86 and 1.01, respectively.
These results showed that it could be possible to visualize and quantify follicle cells in the ovarian tissue using OCT.
For further study, we need to reduce speckle noise for improvement of detection and coincidence rates and quantify
follicle cells by maturity stages from 3D reconstructed OCT images.
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1A-06
Kinect を用いた姿勢に依存しない呼吸計測方法の検討
小林宏一郎 1, 岩井守生 1, 女ヶ澤豪 1
1
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1. はじめに
高齢者の一人暮らしが増加し，何らかの原因により自宅で倒れそのまま死亡するケースが報告されている．主な死
亡原因として心肺停止が挙げられる．屋内での高齢者の心肺異常を早期発見するために，一般的な対策として呼
吸・心拍のリアルタイム計測がある．それらを計測する機器は体に装着するタイプが主であるため，日常生活に支障
をきたす場合がある．そこで本研究では非接触型モーションキャプチャセンサのKinect v2を用いた呼吸計測方法を
提案する．先行研究によってKinectを用いた呼吸計測の妥当性が確認されているが1-3)，その多くは被験者が正面を
向いている状態のみ検討されている．そこで今回，被験者の姿勢はうつ伏せと横向きとして，Kinect v2を用いた姿勢
に依存しない呼吸計測方法の検討を行う．

2. 非追跡状態の呼吸計測方法
Kinectは，骨格点推定機能を有しており，その精度は身体が正面を向いている時が一番高くなる．しかし，うつ伏
せや横向きの場合，骨格点の推定精度が低く正しい骨格点が推定できない状態(非追跡状態)となる．そこで，骨格
点の推定精度が低くなった場合，抽出した人物領域を囲うサイズの矩形領域を生成し，その内部を呼吸計測位置と
して計測する方法を提案した．呼吸計測は，生成した矩形領域内を7×7の格子状に分割し，計49個のROI(Region
of Interest)について，呼吸を計測する．取得した各ROIの呼吸変動値は一定の上昇と下降を繰り返すため，微分を
用いて変化量を算出し，一定時間の増加若しくは減少を観測した場合に呼吸信号が含まれていると判断する．この
検知を一定時間行い，呼吸信号を含むROIを選択することで正しい位置に呼吸計測範囲を推定する．

3. 非追跡状態の呼吸計測結果
非追跡状態の姿勢としてうつ伏せと横向き時の呼吸計測を行った．図1にうつ伏せ時の呼吸信号を含むROIを検
出した結果を示す．灰色に塗りつぶしているROIが呼吸信号を含んでいると判断したことを表している．図2に呼吸信
号を含むROI（検出ROI）の計測結果と呼吸信号を含まないROI（非検出ROI）の計測結果の例を示す．検出ROIで
は，呼吸に伴う時間変動波形が確認でき，非検出ROIでは呼吸波形は確認できない．したがって，本方法により，う
つ伏せ時の呼吸計測が可能であることが分かる．本提案方法により，うつ伏せと横向きの姿勢について検証し，両姿
勢ともセンサから4.0m離れた場所まで呼吸信号を検出することが可能であることを確認した．

4. まとめ
非接触型モーションキャプチャセンサKinect v2を用いて，対象者の骨格点を正確に推定できないうつ伏せや横向
きにおける呼吸計測方法の提案を行った．人物領域を囲うサイズの矩形領域を生成し，呼吸信号の存在する領域を
推定して計測する方法により，センサから4.0m離れた場所まで呼吸信号を検出することが可能となった．
参考文献
1)
2)
3)

青木広宇，宮崎雅樹ほか：Kinect を用いた非接触呼吸計測に関する基礎的検討，第 18 回画像センシングシンポジウム，
IS1-21，2012
大久保淳弘，阿部正英ほか：Kinect sensor から得られる距離画像を用いた人の呼吸による胸部の距離変化の計測と適応フィ
ルタによる呼吸数推定，第 31 回信号処理シンポジウム，p.267-272，2016
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Fig. 1 Detection of ROI with breathing signal
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1A-07
荷重フィードバック機能を備えた爪床圧迫テスト定量化装置の開発
篠崎真良 1，川口留以 2，中田孝明 2，織田成人 2，羽石秀昭 3，中口俊哉 3
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1. 研究背景
毛細血管再充満時間（Capillary refilling time:CRT）
は救急医療において患者の末梢循環の評価指標と
して用いられる．救急救命士や医師は患者の爪甲を
任意の力で数秒間圧迫し，爪甲下の皮膚色（爪床色）
の再充満過程を観察して CRT の測定を行う．CRT に
よる抹消循環の評価は非侵襲的であり，短時間に簡
便に行うことが可能であるが圧迫方法の標準化の
欠如と再充満点の主観的な決定により，測定者の力
量や経験に依存した定性的なものとなる．A. Bordley
ら[1]は CRT 測定定量化装置を開発したが，測定条件
の制限が多いことが問題であった．そこで本研究で
は圧センサを用いた荷重フィードバック機能と光
センサによる爪床色測定機能を搭載した常時携行
型 CRT 測定定量化装置の開発を行う．
本研究では，装置開発の基礎検討として爪床色と
圧迫力の測定を行う試作機の製作と装置形状の検
討について報告する.

2. 試作機の製作と動作検証
CRT測定の定量化は爪床色と圧迫力の同時測定が
必要となる．そこでカラーセンサ，圧センサ，爪甲
を圧迫する圧子により構成されるCRT測定装置を試
作した（Fig. 1）．
試作機により測定した爪床色と圧迫力をFig. 2に
示す．試作機で爪床色を測定した場合，G成分の変
化が最も大きいためG成分を測定に使用する．そし
て，試作機により測定した爪床色のG成分の変化か
らCRTを算出し，指先温度との関係を解析したとこ
ろ強い相関を示した（Fig. 3）．CRTは指先温度で補
正できることが判明した．

Fig. 3 Relationship between CRT
and fingertip temperature

(a)Patient attaching
(b)Clip
Fig. 4 Device shape
爪床色の測定を行う際，圧迫の解放時にカラーセ
ンサと一体化した圧子が爪甲から浮くと測定が安
定しないことが判明した．よって圧迫の解放時に圧
子と爪甲の接触を維持する工夫が必要となる．

3. 装置形状の検討
常時携行が可能で，測定に制限が少ない測定装置
を開発するために装置形状の検討を行い，患者装着
型（Fig. 4（a））とクリップ型（Fig. 4（b）
）を考案し
た．患者装着型は試作機を被測定者の指先にシリコ
ンバンドで固定する．一方クリップ型は爪床色が変
化しない程度の力で指先を挟み込み，試作機を爪甲
上に配置する．装置形状の決定に際し救急専門医 7
名にヒアリングを行った．その結果，現行のパルス
オキシメータに形状が類似し，使用方法も想像しや
すいクリップ型が望ましいことが判明した．

4. まとめ

Fig. 1 Prototype

常時携行型CRT測定定量化装置の開発に向けた試
作機を製作し，測定に用いる色情報を圧迫による変
化が最も大きいG成分に決定した．CRTと指先温度
との関係から指先温度によるCRTの補正式を得た．
また，測定装置には圧迫の解放時に圧子と爪甲の接
触を維持する工夫が必要であることが判明した．装
置形状の検討を行い，救急専門医の意見など総合し
てクリップ型形状が好ましいという結論を得た．

5. 参考文献
[1] A.Bordley, et al, “D1GIT: Automated, temperature calibrated
measurement of capillary refill time”, 2012

Fig. 2 Relationship between pressure
and nail bed color
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異なる環境下での短期記憶タスク時の生理状態の差異
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1. はじめに
近年では情報技術の発達により，従来よりも膨大な情報のやり取りが行われると共に情報処理のスピードが重要視
され，労働者に求められるスキルや労働時間が増加し，労働者一人一人の負担が増加している．労働者にとって過
負荷状態にある場合，パフォーマンスのクオリティーが低下し，また作業負荷が極端に小さい場合でも，パフォーマ
ンスが向上するとは限らず，低下する場合がある[1]．これらのことから，作業者の生理状態と作業負荷との関係を解明
することが求められている．そこで本研究では同じ短期記憶タスクでもタスクに関する情報の入力の方法，作業者の
作業環境が作業者への負荷に影響すると考えた．具体的には短期記憶タスクの種類を視覚刺激のものと聴覚刺激
のものを用意し，聴覚刺激のタスクに対し作業者は閉眼と開眼の2種類の環境で行い，その際の脳波及び脳内血行
動態を測定した．さらにそれぞれに対して三段階の難易度の課題を課すことで入力方法，作業者の環境の違いに加
え，難易度と生理状態の関係を調査することが可能となる．これにより脳波，脳内血行動態から得られる情報が更に
増加し，作業者の作業負荷推定技術の向上に繋がるものと考えている．

2. 実験方法
健常な大学生または大学院生9名(男性：8名，女性：1名，年齢20歳から23歳)を被験者とし，実験を行った．また，
実験前には十分な説明を行い，インフォームド・コンセントを得た上で実験を実施した．実験プロトコルをFig．1に示
す． 計測指標は脳波・心電図・脳内血行動態とし，脳波・心電図の計測には多用途脳波計EEG1100(日本光電)，
脳内血行動態の計測にはNIRStation OMM3000(島津製作所)を用いた．タスクは画像n-back，開眼状態での聴覚nback，閉眼状態での聴覚n-backの3種類に対して0-back，2-back，3-backの3つの難易度を設定した計9つのタスクを
行った．タスク9種類は順序効果が出ないように被験者ごとにランダムに順番を入れ替えた．実験プロトコルでは，タ
スクの前後にRAS(Roken Arousal Scale;疲労・覚醒主観評価指標)，タスク後にNASA-TLX(メンタルワークロードの主
観的評価指標)の記入を行った．

3. 結果
著者らの先行研究ではθFz/αPzという指標が集中度を示しているとされている[2]．本研究では画像，開眼聴覚課題
において0-backタスクと比較し，2-back，3-backタスクにおける増加が見られた．また2-back，3-back共に画像よりも開
眼聴覚課題において増加した．しかし，閉眼状態ではタスクの難易度による差が見られなかった．

4. まとめ
画像n-backと開眼聴覚n-backにおいてθFz/αPzの値が2-backと3-backで差がなかったことから，2-backと3-backでは
負荷が異なるにも関わらず，集中度は2-backの時点で限界であったことが分かる．しかし，閉眼状態ではタスクの難
易度の差による影響が見られなかったことからθFz/αPzは閉眼状態では集中度の指標として扱うことが困難だとわかる．
これは先行研究とも一致する．

参考文献
1)
2)

Liu ， Yichuan ， et al． "Neural adaptation to a working memory task: a concurrent EEG-fNIRS Study．" International
Conference on Augmented Cognition． Springer International Publishing， pp．268-280， 2015
Kazuya Onishi， Hiroshi Hagiwara：Effects of open versus closed eyes on physiological conditions during a working memory
task， Proceedings of The IEEE 17th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering(IEEE BIBE2017) ， 171174， 2017
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非標的刺激の呈示割合の違いがもたらす心理生理的差異
吉川 裕陽 1, 萩原 啓 2
1

立命館大学大学院 情報理工学研究科,

2

立命館大学 情報理工学部

1. はじめに
近年, 情報化社会や長時間労働を背景に情報処理などの増加に伴い, 求められる仕事の量や作業中に発生す
るヒューマンエラーの増加が問題となっており, 注意・集中力を維持しながら効率よく作業を行うことが必要となって
いる. 作業効率を向上させる手法として認知・処理する情報量を増減させることは有用であると仮定し, 本研究では
不必要な情報量の違いによって注意・集中量の違いや特徴を複数の心理・生理評価から明らかにすることを研究目
的としている.

2. 実験概要
本実験は, 健常な大学生11名(男性8名, 女性3名, 年齢20～23歳)を被験者として採用し, 実験前に十分なイン
フォームド・コンセントを得た上で実験を行った. 計測指標には, 脳波とNIRSを使用した. Fig. 1に実験のプロトコルを
示す. 実験プロトコルは3分間のAAT(Alpha Attenuation Test；α波減衰テスト，閉眼30秒・開眼30秒間×3回), 8分間の
タスク(オドボール課題), 3分間のAATの合計約13分間の計測を1サイクルとして実験を行った. また, 計測の前後に
RAS(Roken Arousal Scale)の記入を行ってもらった1). タスクとして用いるオドボール課題は, 20%の確率でボタンを押
す標的刺激, 80%の確率でボタンを押さない非標的刺激がディスプレイに1000msec呈示される（刺激と刺激の間は
500msの暗転）. Fig.2にタスク詳細を示す. 刺激はいずれも単色画像による色刺激である. 非標的刺激の種類を1種
類, 2種類, 4種類とした2色課題, 3色課題, 5色課題の3パターン, それぞれ緑色＝80%, 緑色：青色＝40%：40%, 緑
色：青色：黄色：紫色＝20%：20%：20%：20%とした. いずれのパターンでも標的刺激には赤色を用い, ディスプレイ
に赤色が呈示された場合には被験者にボタンを押してもらった.

3. 結果
P300の振幅の大きさは, 注意・集中や予期が反映されるとされる 2). 今回計測されたP300平均振幅値の大きさは,
2色課題>5色課題>3色課題の順であった. 2色課題と3色課題において5%(p<0.05)の統計的有意差が見られた.
前頭連合野における脳内酸素化Hb濃度変化では, 5色課題>3色課題>2色課題という大小関係を示し, 非標的刺
激が増えるにつれて脳内酸素化Hb濃度変化が大きくなった. 2色課題と5色課題において1%(p<0.01), 3色課題と5色
課題において5%(p<0.05)の統計的有意差が見られた.
また, RASの眠気の項目とAACの結果においては, 非標的刺激の数が増えるにつれて覚醒度の低下が大きくなる
ことを示していた.

4. まとめ
認知・処理する情報が増えるにつれて, 脳への負荷が大きくなり, 目的としている対象への注意・集中量が減少す
ることが示唆された. また, 目的以外の処理する情報を減らすことで, 覚醒度維持しながら持続的に作業を行うことが
できる可能性が示唆された.

参考文献
1)
2)

高橋誠,北島洋樹,本城由美子：精神的作業負担チェックリストの作成とそれによる眠気とリラックス状態の関係構造の検討,
労働科学, Vol.72, No.3, pp.89-100, 1996
投石保広,下河内稔：内因性 ERP の成分同定と主成分分析, 臨床脳波, Vol.26, No.10, pp623-628, 1984
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Fig. 2 Detail of the visual oddball task

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

1A-10
質の異なるワーキングメモリ課題の生理・心理差異
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1. はじめに
現代社会 問題として、高齢化問題が深刻化しつつある。現在 高齢者 占める割合 総人口 25%にも上り、
4人に1人が65歳以上 高齢者であり、高齢者 増加に伴い認知症問題も深刻化している[1]。認知症 原因 一つ
としてワーキングメモリ機能 低下が挙げられる。そこで、本研究で 呈示方法 異なるワーキングメモリを必要とす
るタスク中において 脳内血行動態及び心理的に与える影響を比較しそれぞれ 特徴から各タスク 有用性を導き
出すことが本研究 目的である。第一実験で ワーキングメモリ課題としてn-back課題を用いた。n-back課題 一連
数字や言葉などが順次提示され、そ n回前に提示されたも が同じであった場合に解答する課題である。1-back
課題、2-back課題を用いた。一実験で で 呈示刺激として視覚で行うn-back課題と聴覚で行うn-back課題を用い
た。視覚で行うn-back課題 数字を呈示する課題と計算問題 結果を記憶しつつ課題を行う2種類行った。視覚nback課題 モニター上に2.0秒間隔で数字（0～4）を表示し、それを被験者 数字を覚えつつ、n回前に提示された
も が同じであった場合に解答する課題、聴覚n-back課題 PC スピーカーから2.0秒間隔で数字（0～4）を音声出
力し、被験者 数字を覚えつつ、n回前に提示されたも が同じであった場合に解答する課題、計算n-back課題
モニター上に2.0秒間隔で簡単な計算問題(足し算、引き算)を表示し、それを被験者 計算問題 答えを覚えつつ、
n回前に提示された答えが同じであった場合に解答する課題である。視覚n-backと聴覚n-back 比較で呈示方法
違い、視覚n-backと計算n-back比較で課題 質 違いを調べた。ワーキングメモリ 記憶を保持する短期記憶と情
報 処理を行う機能から構成され計算n-back 視覚n-backから情報 処理(計算)を追加したタスクであり、ワーキン
グメモリに関わる脳 部位（左背外側前頭前野）[2]活性化を期待してタスクとして選択した。結果として計算n-back課
題 視覚n-back課題と比較し大きく脳が活性化した。よって、本研究で 通常 n-back課題に異なる種類 情報
処理を必要とする課題で実験を行った。

2. 実験概要
本実験 、健常な20~22歳 大学生12名 協力 もとに計測を行った。 被験者に 実験に関する十分な説明を
行い、インフォームド・コンセントを得た。計測指標 脳波・心電図・脳内血行動態とし、脳波・心電図 計測に 多
用途脳波計EEG1100(日本光電)、脳内血行動態 計測に NIRStation OMM3000(島津製作所)を用いた。タスク
前後にRAS(Roken Arousal Scale;疲労・覚醒主観評価指標)、タスク後にNASA-TLX(メンタルワークロード 主観的
評価指標) 記入を行ってもらった。Fig.1 プロトコルを1サイクルとし、通常 n-back課題、計算を必要とするn-back
課題、単語 意味を理解しなけれ ならないn-back課題 3サイクル行った。

Fig1. 実験プロトコル

参考文献
1) 総務省統計局,平成 27 年度高齢者人口(2015)
2) Yantis, S. “Multielement visual tracking”, attention and perceptual organization, Cogn. Psychol. 24, pp. 295-340,
1992.
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円偏光散乱を用いた非染色・非侵襲ながん検出技術の開発
西沢 望 1, 高橋一真１, 口丸高弘 2, 宗片比呂夫 1
1

東京工業大学 未来産業技術研究所, 2 自治医科大学 分子病態治療研究センター

1. 研究目的
生体組織に偏光を照射した際 散乱光 偏光状態に 多く 情報が含まれており、近接組織 構造 差異や経
時変化を観察する に有効な手段であること、特に前がん病変 検出に有効であることが報告されている 1。近年、
切除した肺 健常組織とがん組織に対して円偏光を照射すると、そ 後方散乱 偏光状態に大きな差異が見られ
ることが報告2され、円偏光による非染色がん診断技術 可能性が示された。一方で、我々 、最近、室温で純粋な
円偏光発光が得られるスピン発光ダイオードを実証した3。こ スピン発光ダイオードを前述 がん診断技術に適用
させ、内視鏡など 先端に円偏光光源を搭載させることができれ 、生体内で 円偏光照射、検出が可能となり、非
侵襲かつ非染色な新たながん診断が可能となる。我々 、生体組織に対する円偏光 光応答性を実験的見地から
明らかにし、新たながん診断技術 開発を目指している。前述 円偏光がん検出 実験報告2で 、散乱光 偏光
状態 差異 主因が散乱体である細胞核 形状、サイズ、分布 いずれによるも な か物理的な散乱機構が明
確でなく本技術 適用範囲が明らかでない。そこで、本研究で 健常組織とがん組織を模した生体模型を作製し、
円偏光を照射した際 散乱光 偏光状態を調べ、生体組織に対する実験と比較することにより、光散乱機構につい
て系統的に考察を行った で報告する。

2. 円偏光散乱実験
生体模型 極薄ガラス基板上に光リソグラフィ技術を用いて作製した。細胞核 モデル 、20 nm厚 円形ドット
アルミニウム薄膜集合体である。Fig. 1に (a) 健常組織模型および (b) がん組織模型 顕微鏡像を示す。健常
組織 模型で 直径6 m 円形ドットを、がん組織 模型で 細胞核 肥大を反映して粒径11 m 円形ドットを
それぞれ間隔20 m 三角格子上に配置した。これら 模型に45°入射で550 nmから1200 nmまで 白色円偏光を
照射し、そ 散乱光 偏光状態を検出角45°で検出した。Fig.1(c)に散乱光 円偏光度スペクトルを示す。偏光度に
大きな差異が見られ、がん組織模型において健常組織模型よりも低い偏光度が観測された。一方、マウス転移モデ
ルから回収した大腸がん肝転移病巣 厚さ50 m 組織薄切片に対して右回り円偏光（波長 = 900 nm）を照射し、
偏光度 測定を行った。Fig.2左に組織片 写真と健常部およびがん転移部 光照射位置、右にPoincaré球上に示
した散乱光 偏光状態を示す。旋光度（Poincaré球上 経度） 差が比較的小さい に対し、円偏光度（Poincaré球
上 緯度）で 、生体模型 結果と同様にがん組織 方が小さくなる(赤道に近くなる)傾向が得られた。これら 結
果 先行研究2と同じ傾向であった。生体模型に対する実験結果から現時点で 細胞核 大きさによる散乱プロセ
ス 差異が測定に大きく寄与していることが示された。
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本研究 MEXT先端光量子アライアンス, JSPS科研費JP17K14104およびJP18H03878, JST地域産学バリュープロ
グラム、村田学術振興財団、双葉電子年財団 助成を受けたも である。
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胃酸電池でエネルギーを収穫する飲み込み型深部体温計の原理実証
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中村 力

東北大学
1. 緒言
日常的に基礎代謝時の体温や深部体温リズムをモニタすることは，女性の排卵周期把握，鬱病，感染症，不眠症，
認知症といった様々な疾病の早期発見にとって重要であると考えられている。しかし，これらの測定は，安静状態，も
しくは就寝中の計測が求められるため，通常の体温計では測定精度の確保が原理的に難しい。
我々は，胃酸電池で電気エネルギーを収穫する飲み込み型深部体温計を研究開発している1, 2)。いわゆる一般的
なボタン電池を用いないことで，安全，小型，低環境負荷，長期保存可能，安価なデバイスの実現を目指す。本研究
では，コンセプト検証用に設計・試作した小型実装デバイスの原理実証実験について報告する。

2. 実験方法
マイコン，温度センサ集積回路(IC)，カスタムIC，胃酸電池電極などのシステムに必要な部品は，リジットフレキシ
ブル基板に実装した2)。胃酸電池用の電極には，Mg板とPt板をそれぞれ負極と正極として用いた。そして，デバイス
に伝送用コイルを接続し，樹脂製のコップ内に設置した後，胃酸電池電極部以外をエポキシ樹脂で封止した。
次に，人工胃液と市販のループアンテナを用いて，測温データの伝送実験を行った。デバイスを人工胃液に浸漬
してシステムを動作させ，測温データ情報を含む変調磁場を発生させた。この磁場をアンテナで検出し，測温データ
を取得した。デバイスとアンテナとの距離は15~20cmとした。

3. 結果と考察
図1に示すように，直径約10mm, 高さ約8mmの小型デバイスの試作に成功した。システムや使用電子部品，実装
方法を最適化することで，より小さなデバイスを実現できると思われる。また，図2に示す通り，測温データの伝送にも
成功した。

4. 結論
以上の結果より，胃酸電池を用いた飲み込み型深部体温計のコンセプトをin-vitroにて実証した。我々の提案する
系では磁場を用いたデータ伝送を行っているので，生体組織の吸収効果を抑えられる。今後は，動物適用実験を行
い，生体内でも問題なく伝送できることを実証する予定である。

謝辞
本研究は国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）の研究成果展開事業「センター・オブ・イノベーション（ＣＯ
Ｉ）プログラム」，および加藤科学振興会の支援によって行われた。
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Fig. 1 Prototyped ingestible core-body
thermometer with an energy harvester by a
gastric-acid battery.
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Fig. 2 (a) Setup for a telemetry demonstration of temperature
measurement by dipping the device in an artificial gastric juice. (b)
Image of a liquid crystal display for showing the received data.
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1A-14
Development of brain-machine interface for stroke rehabilitation using eventrelated desynchronization and proprioceptive feedback
Kenya Wada 1, Yumie Ono 1,2, Masaya Kurata 1, Maho Ito3, Marina Minakuchi3, Masashi Kono3, Takanori
Tominaga4,5
1

Electrical Engineering Program, Graduate School of Science and Technology, 2 Department of
Electronics and Bioinformatics, School of Science and Technology, 3Department of Rehabilitation
Suisyoukai Murata Hospital, 4Takasho Co. Ltd, 5Organization for the Strategic Coordination of Research
and Intellectual Properties, Meiji University
We developed a brain-machine interface (BMI) rehabilitation system for patients with stroke and motor paralysis that
provides proprioceptive feedback upon successful generation of motor-imagery (MI) induced event-related
desynchronization (ERD), a decrease in the mu band (8 – 13 Hz) activity derived from hand motor imagery. This system
consists of an EEG amplifier operated under MATLAB Simulink software, an pneumatic robotic exoskeleton to provide
proprioceptive feedback with the paralyzed hand, and a tablet computer placed over the paralyzed hand to show a handaction movie to facilitate the ERD generation. The EEG amplifier was connected and synchronized via the exoskeleton
and tablet computer with an Arduino microcomputer. Nine stroke patients in their sub-acute stage of recovery participated
in a neurofeedback training experiment using the proposed system. In the 4 weeks of experiment they received 2 weeks
of DMB and control interventions alternately in a random and counterbalanced order on the top of their daily
conventional physiotherapy. The control intervention consisted of the same MI training as DMB intervention but the
exoskeleton always provided proprioceptive feedback regardless of their ERD power. The ERD power in the affected
hemisphere showed a preferable and significant increase only after DMB intervention period but not after control
intervention period. The proposed neurofeedback training can help patients with stroke and movement disorders because
increased ERD intensity leads to recovery of motor function.
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1A-15
声道解析モデルを用いた発声障害診断技術の開発
横田 和哉 1, 石川 諭 2, 雉本 信哉 2, 木庭 洋介 2
1

九州大学大学院,

2

九州大学

1. 研究背景
喉頭がん，声帯ポリープなど 声帯付近に発生する病変 声帯 振動に影響を与え，嗄声と呼 れるしわがれ
声など 症状が現れる．こ ような発声障害に対する診断で ，画像診断 他に音声検査が行われ，GRBAS尺度
が広く使用されている．しかし，GRBAS尺度 医師 聴覚による診断であるため，客観性が十分に確立されていな
いという問題がある1)．
こ 問題に対し，音声検査において病変に近い声帯 流速変動を知ることができれ ，より正確に疾患 状態を
知ることができる．本研究で 声帯から口唇まで 空間である声道内 空気を
・質点系で構成される集中系で
モデル化し，測定した音声データから声帯音源波形を逆解析する手法を提案する．

2. 声道解析モデル
人間が声を発する時，声帯が振動することにより呼気 流速が変動
し，声帯音源波が形成される．こ 声帯音源波が声道 周波数特性
によって変化することで，我々が耳にする音声となる．こ 発声機構に
基づき，逆解析 以下 手順で行われる．
mi

1.

声道を断面積 異なる円筒管を連結した形状で近似し，空気
を質点・
･減衰で構成される集中系としてモデル化を行う
（図1）．
測定した母音音声 周波数スペクトルからフォルマント周波数
（声道 共鳴周波数）を算出し，フォルマント周波数と解析モデ
ル 固有振動数が一致するよう，患者 声道形状を同定する．
測定音声波形を解析モデル 口唇部に音圧として与え，声帯
部 速度変動（声帯音源波形）を逆解析する．

2.

3.

Fig. 1 Concentrated mass model
Mic.

Vocal
tract

3. 妥当性の検証
逆解析手法 妥当性 ，発声機構を模した実験装置（図2）を用い
て検証する．加振器に接続されたピストンが実験装置 声帯部に設置
されており，ピストン 振動が声帯音源に相当する．また，声道部 ア
クリル製声道模型を用いる．声道模型 口唇側に マイクが設置さ
れ，測定した音圧から逆解析した声帯音源波形と実験装置で測定した
ピストン振動 波形を比較することで提案手法 妥当性確認を行う．
図3に最大振幅を1に正規化した，声帯音源波形 測定結果と逆解
析結果を示す．測定結果と逆解析結果 良く一致しており，解析モデ
ル 妥当性が確認された．
なお，声道形状に 複数 局所解が存在し，逆解析される波形も局
所解ごとに異なる．しかし，局所解 逆解析波形 振幅 みに影響を
及ぼし，診断に重要な波形 形状に 影響を及ぼさないことを既報に
て数学的に確認している2)．

Piston
Acceleration
pickup
3
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光電式容積脈波計測において
体動状態に対応した脈拍数計測のための信号処理
柴原脩亨 1, 作田健 1
1

滋賀県立大学

1. はじめに
本研究ではウェアラブル端末における脈拍数計測
に着目し，体動ノイズが混入した観測信号に対して高
精度な脈拍計測を行う信号処理手法を提案する．
ウェアラブル端末は体に装着して利用し，日常にお
ける生体情報のセンシングが可能な情報端末であるが，
そこで問題となるのが運動時にセンサと測定部間がズ
レることにより生じる体動ノイズの影響である．
センサ出力に体動ノイズが混入すると脈波との判別
が困難となり，測定に支障をきたす場合がある．また体
動ノイズは人，動作により異なる特徴を持つため対策
が困難であるという課題がある．そこで体動時の脈波
データを除外し前後の関係から補間する方法や，加速
度センサを併用してノイズ信号を打ち消す方法[1]など
提案されているがいずれも課題点が存在する．
そこで本稿では安静時脈波信号に対しての周波数
変換処理と体動時観測信号との相互相関値取得を繰
り返し行い，脈波成分と最も近い信号を逐次生成する
ことで，単一脈波センサのみの使用で高精度な脈拍測
定を実現する信号処理手法を検討した．

これにより体動ノイズの混入によって直接測定するこ
とが困難な場合であっても，生成信号を使用することに
よって脈拍数を推定することができる．

3.脈拍数推定結果
本手法を用いて周波数変換信号の生成を行った上
で脈拍数計測を行った．また相関係数の計算に5秒間
のデータを使用し，2.5秒毎に相関係数値を更新する．
そして本手法による脈拍計測精度を確かめるため，
別センサを体動時においても影響を受けないように使
用し，これから得た脈拍数を真値とした．
測定条件としては日常動作を想定し，表に示すよう
に安静と体動状態を繰り返し，Fig.2には観測信号と同
時に，本手法によって生成した周波数変換処理後の
信号を示す．
Table.1. Measurement condition

2. 信号処理手順
脈波センサから得られる信号に対して，Fig.1に示す
手順で信号処理を行う．

Fig.1. Constitution of the signal processing system
脈波センサから観測信号が入力される記憶部では
安静状態における脈波信号を記憶し，体動状態にお
いては記憶した脈波信号を出力する動作を行う．
周波数変換部では記憶部から入力される信号に対
してサンプリングデータの補間または削除を行うことで
脈拍周期を任意倍率で変換する．
その後の相関係数取得部では観測信号と周波数変
換処理信号の相互相関係数を取得し，観測信号中に
含まれる脈波成分と生成信号の類似度を評価する．
相関係数の計算には5秒間のデータを使用し，2.5
秒毎に相関係数値を更新する．これにより体動時にお
ける観測中脈波成分の周波数変動に対して，メモリ信
号への周波数変換・相関係数の導出を繰り返し行うこ
とで，脈波成分に最も近い成分の信号を逐次的に生
成する．

生体医工学シンポジウム 2018

Fig.2. Observation signal and generated signal
体動時においては体動ノイズの影響で観測信号に
不規則なピークが発生している一方で，本手法により
生成信号が出力されていることが分かる．そこで別セン
サからの真値と比較した結果，計測データは81BPM，
本手法による推定では82BPMとなり良好な結果が得ら
れた．よって脈波成分が推定されていることが分かる．

4. おわりに
本稿ではウェアラブル端末における脈拍数計測に
着目した．従来課題であった体動ノイズの混入した信
号に対する信号処理手法を検討し，脈拍数計測への
応用について有用性を確認した．
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Measuring event-related potentials in virtual reality first person shooting
game
Masashi Arake12, Hiroyuki Ohta3, Aki Tsuruhara2, Yuji Morimoto3
1

Dept. Integrative Physiol. Bio-Nano Med, Grad. Sch. Natl. Defense Med. Col., 2Aeromedical Laboratory,
JASDF, 3Dept. Physiol., Natl. Defense Med. Col.

Virtual Reality (VR) makes it possible to experience anything users want with a high immersion feeling. VR systems
have become more readily available in the last few years and have been increasingly used in neuroscience, psychology
and ergonomics as a substitution for the real-world. The great advantages of using VR in experimental research are the
better-controlled situations than real-world settings and the reproducibility of situations which are often a one-time
only event in the real-world.
Many of the previous VR studies used electroencephalogram (EEG) frequency domain analysis. But in
neuroergnomics research (applying neurotechnology to ergonomics), measuring event-related potentials (ERPs) or
event-related synchronization / desynchronization (ERS/ERD) is quite important but still not easy in the real world due
to difficulties in the synchronization of the events and EEG recordings. This difficulty can be solved in the VR
environment.
Another downside of many previous VR studies is their use of stationary EEG systems with wet electrodes. From a
practical standpoint aimed at real-world measurements, wireless wearable EEG systems with dry electrodes are much
more desirable.
In this study, we measured ERPs using a 64-channel wireless wearable EEG system with dry electrodes to record
participants playing a first person shooting (FPS) game with a VR head mount display (HMD). The purpose of the
game was to search and destroy terrorists in an enclosed area. The event markers used were 1) player pulling a gun
trigger, 2) out of sight gunshots, and 3) being hit by the enemy.
Clear components were elicited when 1) the participants missed the enemy (50-100 ms after participants response:
error related negativity), 2) the participants were hit (200-250 ms after visual and sound feedback: feedback related
negativity), and 3) there was an out of sight gunshot sound (180-200 ms after sound onset: N2) .
To the best of our knowledge, this is the first report of measuring ERPs using a wireless wearable EEG system with
dry electrodes and a VR game with an HMD which is a more dynamic task mimicking the real world as opposed to just
replacing the display of a classical ERP task experiment with HMD.
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1A-19
健康管理における異常心音解析を使った生体認証
田頭瑞萌 1, 中川隆文 2
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脳神経センター 大田記念病院,

2

徳島文理大学

心音を使って生体認証を行うために 判断 基準となる教師データが必要である．生体認証 長期間にわたり安
定して機能しなけれ ならないため，教師データ 定期的な更新が必要である．そ ため，いかにユーザが意識せ
ずに教師データを取集するかという課題がある．また，生活習慣病 増加とともに心疾患 発症が増加しており，健
康管理 目的で定期的に聴診した心音から心音異常を検知できれ 心疾患 発症予防につながる．本研究で
心音から計算した同じ特徴量を用いて心音異常 検出と生体認証を行う方法を提案する．特徴量として心臓動態
変化を評価でき，医師が理解しやすい信号波形に定めた基準点 時間間隔や振幅および包絡線 時間積分値な
どを選んだ．健康管理において定期的に聴診した個人ごと 心音を解析し，特徴量ごとに正規化された基準データ
を作成する．基準データと評価するデータと 違いをマハラノビス 距離として定量化する．また，作成した基準デー
タ 生体認証時 教師データとして使用する．本手法を生体認証に適用した結果，等価誤り率 22〜36%であった．
また，本手法による異常心音 検出を評価するため19種類 症例に適用した．そ 結果，心雑音 検出率 80〜
100%であった．
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1A-20
視覚探索を最適化する注視点時系列モデルの提案
小寺龍之介 1, 津野将行 1, 小澤誠 2, 野村泰伸 2, 塚田章 3, 前田義信 1
1

新潟大学大学院自然科学研究科,

大阪大学大学院基礎工学研究科 2,
3

富山高等専門学校

視覚探索において，人は多くの選択肢の中から比較的短時間でターゲットを発見することができる．ヒックの法則
によると探索時間は選択肢の数の対数に比例する．このような視覚探索の効率性を説明するために，我々は探索画
面上で観察される注視点の軌跡がスモールワールドネットワークの特徴をもつという仮説を提唱した．この仮説を検
証するためには注視点時系列をモデル化する必要がある．そこで視覚探索実験に参加した5名の注視点の動きを測
定し，その頻度がべき乗分布を示すこと（べき指数が約2.5）と，注視点時系列が長期記憶特性を有すること（ハースト
指数が約0.7）の2点を確かめた．これら実験結果に基づいて，注視点の動きを再現する時系列モデルを提案した．
モデルを用いたシミュレーションにより，べき指数が実験値に近づくにつれて探索時間が最短になることが分かった．
よって，視覚探索時の眼球運動が最適化された動きである可能性を示唆した．
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1A-21
介護施設の高齢者を対象とした嚥下センサの開発
高松優子, 福田博也
1

神戸大学人間発達環境学研究科

介護現場における食事時間で ，誤嚥や喉詰まりをしないように，介護スタッフ 被介護者 飲み込みを注意深く
観察することが必要である。しかしながら，実際 食事 時間制限や他 業務 ため食事介助だけに付きっきりに
なれない。また，食事介助が必要な人に付きっきりで ，そ 人 かりに目がいってしまい，自力で食べられる人へ
配慮ができない。食事介助において，被介護者 飲み込みがわかれ ，そ 人 食事ペースがつかめる，他
人へ 配慮がしやすくなる。そ ため加 度センサや咽喉用マイクロフォンを用いて嚥下動作を検出している先行
研究もあるが，装着が容易でない構 であることなどから実用化に 至っていない。とりわけ，介護施設 高齢者を
対象とした嚥下動作 検出事例 少ない。本研究で ，介護現場で日常的かつ容易に用いられるような構 として，
空気袋を咽喉に接するように装着することを提案している。つまり，嚥下動作における食べ物を飲み込む際に大きく
動く甲状軟骨 動きを気圧センサを用いて空気袋 内圧変化として捉えた。考案した嚥下センサ 有用性を被験者
実験により確認した。そ 結果，健常成人者において嚥下動作 検出 可能性が示唆された。今回 1回 飲み込
み動作に限定した実験だったため，今後 実際 食事場面を想定した計測や嚥下動作 判別 アルゴリズム 構
築を行うとともに，高齢者による被験者実験を行っていきたい。
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低酸素脳症モデルラットに対する単純 CT を用いた評価方法の検討
松田 清香 1,森 晃 1,和多田 雅哉 1,平田 孝道 1
1

東京都市大学

プラズマ ，医療分野において血液凝固や滅菌・殺菌といった応用が進められている。近年、Drexel 大学におい
て大気圧低温プラズマ照射による難治性皮膚病 治癒が確認された。また本学において大気圧低温プラズマを用
いた実験で血管新生を伴う熱傷治癒促進作用など 複数 作用が確認された。血管が集中している生体臓器であ
る脳に生じる脳障害 ，抜本的な治療法がないことが多い。数ある脳障害 中で，血管を介して供給される血液が
途絶えることにより起きる低酸素脳症(HIE: Hypoxic Ischemic Encephalopathy)がある。HIEと ，脳血流 低下により
脳 一部が壊死し脳機能に障害が起こることをいう。プラズマによる血管新生促進作用により脳内 虚血状態が改
善され脳機能 保持・回復が期待できる。プラズマによるHIE 機能回復 検討を行うためにHIEモデルラット 作
製が行われた。しかし，ラットにおけるHIE 病態 明らかになっていない部分が多い。そこでHIEモデルラットに対し
て脳内 変化を確認するために単純CTを行った。そ 結果、HIEモデルラットに み脳内にX線吸収量が多い部位
(高吸収域と呼称)を確認した。単純CTにおいて高吸収域が確認された個体 HIE症状である脳浮腫や脳萎縮を生
じていた。高吸収域とHIEモデルラット 症状 関係が解明できれ ，今後治療効果 判定に利用できる可能性が
ある。そこで本稿で ，HIEモデルラット 単純CTにおいて確認された高吸収域を対象とし、調査及び検討を行った。
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胆石の成分分析及び胆石表面の構造解析
水本朔 1, 渡邉学 2, 李黎明 1
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1. 背景・目的
日本人の胆石保有率は10%であり、胆石症は加齢とともに増加する。胆石は、胆管結石と胆嚢結石の二つに分類
される。胆管結石の治療法としては、内視鏡による機械的砕石、胆石溶解剤による内服治療、電気水圧衝撃波砕石、
レーザアブレーションによる砕石がある。しかし、これらの治療法では、胆管内の胆石を完全に破砕することができず、
破砕片による再結石や胆管の損傷などの問題がある。そこで、超短パルスレーザを胆石破砕治療に用いることにより、
胆石を分子レベルで破砕し、胆管などを傷付けないことが期待されている。本研究では、超短パルスレーザによる胆
石治療を確立させるために、フーリエ変換赤外分光法 (FT-IR)を用いて胆石の分子構造の解析を行う。また、電界
放出形走査電子顕微鏡 (FE-SEM)を用いて表面構造の解析を行い、FT-IRのデータと比較を行う。

2. 実験方法
FT-IRを用いた実験では、KBr錠剤法を用いて胆石の成分分析を行った。胆石の分析では、コレステロール結石、
ビリルビン結石、黒色石の3種類について測定を行った。また、コレステロール及びビリルビンのスペクトルについても
測定を行った。これらを標準物質として、胆石から得られたスペクトルと比較し、胆石成分の定性 分析を行った。
FE-SEMを用いた実験では、胆石を3mmのサイズに分割し、サンプルステージに固定し、測定を行った。その後、顕
微鏡画像を獲得し、表面構造の解析を行った。サンプルに関しては、FT-IRを用いた実験と同様に、3種類の胆石を
使用した。

3. 実験結果
KBr錠剤法による分析では、3種類の胆石の主要なピークを獲得した。コレステロール結石では、1470cm-1 、
2900cm-1でCHのピーク、1054cm-1でOHのピークを確認することができた (Fig.1-a) 。標準物質であるコレステロール
からも、これらのピークを確認することができた。コレステロール結石では、コレステロールが主成分であることが明ら
かになった。ビリルビン結石では、1735cm-1でC=Oのピークを確認することができた (Fig.1-b) 。標準物質であるビリ
ルビンからも、C=Oのピークを確認することができた。ビリルビン結石では、ビリルビンカルシウムなどの色素が主成分
であることが明らかになった。また、黒色石においても、C＝Oのピークがスペクトルから確認できた (図略) 。これによ
り、これらの胆石では、同様の成分が含まれていることが明らかになった。FE-SEMによる分析では、3種類の胆石の
表面構造を確認することができた。コレステロール結石では、コレステロールを含むプレート状の構造を確認できた。
ビリルビン結石及び黒色石では、ビリルビンカルシウムを含む網目状の構造を確認できた。また、ビリルビン結石及び
黒色石では、コレステロールを含むプレート状の構造も存在し、コレステロールを含んでいることが明らかになった。
(a)

(b)

2900
1735

1470 1054

Fig.1 Infrared absorption spectrum of gallstones
(a) Cholesterol stone (b) Bilirubin stone
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Monitoring Orthostatic Instantaneous Pulse Rate Change using
Photoplethysmography
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Measuring orthostatic instantaneous heart rate change has been used as one of the screening methods for elder care or
elderly rehabilitation, because it enables to evaluate autonomic nervous system. In this study, we developed a
photoplethysmogram (PPG) measurement system on forehead that has five sets of green-light PPG sensors in order to
acquire orthostatic instantaneous pulse rate change with less noise caused by body movement artifacts.
The purpose of this research is to verify the effectiveness of the proposed method by comparing the each accuracy of
pulse rate from forehead and wrists.
In the experiment, 11 young healthy subjects were recruited to participate and asked to wear the elderly person
experience kit during the experiment to simulate the standing-up movement of elderly. Pulse rates by forehead PPG,
wrists PPG and heart rates from ECG were measured simultaneously, and the accuracy of each pulse rate was evaluated
by two indices. ERb, which is the average of the error rate for a specific 10 seconds before standing-up, was adopted as
an index without body-motion. ERs, which is the average of the error rate in 10 seconds before and after standing-up
including the standing-up timing, was adopted as an index with body-motion. Using these indices, statistical analysis
such as one-way ANOVA with contact pressure and paired t-test was conducted.
As a result, with the error rate estimated from wrists PPG, there was a significant difference between ERb and ERs
under most of the conditions, and the value of ERs was higher than ERb. On the other hand, with the error rate estimated
from forehead PPG, there was no significant difference between ERb and ERs under most of the conditions. In addition,
comparing ERs from wrists PPG and forehead PPG shows that there was a significant difference, especially on the center
of forehead with low contact pressure.
Therefore, it was confirmed that pulse rates measured on the center of forehead with low contact pressure had high
accuracy compared with its from wrists PPG. It has been revealed that the proposed method is effective to be used for
monitoring orthostatic instantaneous pulse rate change.
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Wearable human body the behavior of judging the fall
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1. Introduction
According to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, one in four Americans aged 65+ falls each year.
Falls are the leading cause of fatal injury and the most common cause of nonfatal trauma-related hospital admissions
among older adults. There were 10,273 deaths in 2000 and 25,464 in 2013 from unintentional falls among adults aged
≥65. Falls result in more than 2.8 million injuries being treated in emergency departments annually, including more
than 800,000 hospitalizations and more than 27,000 deaths. In 2014, the total cost of fall injuries was $31 billion. The
financial toll for older-adult falls is expected to increase as the population ages and may reach $67.7 billion by
2020 1-2)．
Accuracy of fall detection methods and devices is important because getting help quickly after a fall reduces the
3
need for hospitalization by 26% and the risk of death by more than 80% ). Support Vector Machine (SVM) methods
can be used to predict fall events. However, the accuracy and timeliness have not been mentioned. The angle errors
calculated from tri-axial acceleration may be one of the reasons for misdetection of the accelerometer-based detection
system, since the system’s outputs consist of not only body accelerations but also gravity. Additionally, the acceleration
information for one instance is not sufficient to describe human motions. This experimental structure increases the
behavior of judging the fall, reduces the large swing motion in daily life and reduces misjudgment and falls, reducing
the cost of social resources．

2. Research equipment
This study sets out to record the ADXL335 three-axes acceleration
value for falls. In combination with the Arduino, the signal readout is
transmitted to the linking device in a timely manner. The system also
determines whether normal behavioral movements follow the fall. In
contrast to other devices that use only violent shaking in judging the
behavior of falling, this effectively improves the accuracy of judging the
fall.

3. Experiment steps

Fig. 1 Equipment device.

Start the three-axes accelerometer, and instantly determine whether the three-axes system has detected a >= 2G
signal and determine whether there is a need to call for help after confirming the fall．
After judging whether the tester has fallen, the assessor will judge whether he has gotten up. If he judges that there is
no apparent movement, he will immediately judge the occurrence of the accident and notify the first-aid contact.．

Fig. 2 Judging the time of falling

Fig. 3 Judgment of post-fall behavior
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電位治療器が自律神経系と腋窩温に与える影響
鬢櫛正太朗 1, 福岡 豊 1
1

工学院大学工学部

家庭用電位治療器は広く用いられているが，奏効のメカニズムについては解明されていないことが多い．効能とし
て不眠症の緩解があげられていることから，本研究では自律神経系を介した効果であるとの仮説を検討する．また，
皮膚温の上昇が確認されているが，そのメカニズムは体毛が揺れて皮膚を刺激することにあるとされている．一方，
皮膚温の上昇につれて体温（腋窩温など）が上昇するかは検討されていない．そこで，本研究では電位治療器によ
る施術が自律神経系および腋窩温に与える影響を評価することを目的とする．
被験者は健常成人男性20名である．被験者には，測定前の2～3日間，規則正しい生活を送り，測定直前の2時間
は喫煙やカフェインの摂取を控えるように指示した．電位治療器による60分の施術前後に心電図および腋窩温を記
録し，前後で有意な変化があるかを調べた．自律神経系への影響は，心電図のRR間隔からLF/HFを求めて評価し
た．その結果，LF/HFには有意な変化がなく（p=0.31），腋窩温は有意に上昇していた（p=0.0006）．これは，電位治
療器の施術によって自律神経系に影響があるとはいえないこと，および，体温（腋窩温）が上昇することを示唆してい
る．
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非接触尿流量計の臨床応用に向けた基礎研究
金山 義男 1,2, 池上 駿介 1, 飯國 高弘 1, 中島 一樹 1
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富山大学大学院理工学教育部
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我々は既設便器に後付けする非接触尿流量計クラウドシステムを開発している．本研究では，実運用に向けて以
下の2つを検討した．まず，（1）環境温度と排尿温度の変化について検討した．疑似尿として37 ºCの水をトイレの腰
掛式便器（衛生陶器）と便座に間に設置したセンサ部に落下させた．環境温度と疑似尿の水温を変化させた条件で，
システムで得られた値と落下した水量に良い直線関係が得られたが，環境温度と尿温に流量変換係数が影響を受
けることが明らかになった．次に，（2）トイレ室温20±1 ºCの時に被験者を用いて，便座への着座や洗浄水がどのよう
に尿量評価に影響するかについて検討した．トイレ入・退室前後の体重差を参照値とすると，システムで得られた値
との差異は，温度センサの16chからのデータを利用するよりも，一部のchを利用する方が小さかった．本研究の一部
は総務省SCOPE（162305003）の受託で実施されている．
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直感的な筋電義指に用いる力の強弱判定法の検討
1

磯部 魁 1, 永井 翠 2
東京工業高等専門学校専攻科, 2 東京工業高等専門学校電子工学科

1. 研究背景・目的

3．実験結果及び考察

近年，筋電を用い能動的に動作をすることのできる筋
電義手が研究，制作されている (1) ．しかし，指先のみを
対象にした筋電義指というものは開発されておらず，義
指のほとんどは装飾用義指となっている．
そのことを、指先を欠損した方に話を伺ったところ，義
指は装飾用義指がほとんどで能動的に動かせる義指が
ない．大人にとって問題はなくても，小さな子供にとって
は他の子供と同じ動作ができないことで，とても不便だと
のことであった．そこで本研究では，子供が日常生活で
頻繁に使用することが想定される「投げる」「ひねる」「つ
かむ」「抑える」の 4 パターンの動きに注目した．それらの
動きによって発生する筋電を測定し，解析，判別すること
で，義指を直感的かつ能動的に動作させることのできる
義指の制御システムの構築を研究目的とする．
今までの研究において，ロボットアームを義指に見立
て，筋電波形から義指に任意の動作を行うことのできる，
仮制御システムの構築を行い，その装置を用いて，義指
に求められる動作遅延の限界値についての考察を行っ
た(2)．今回は、筋電義指に必要な機能の一つとしてあげ
られた，力の強弱判定機能についての実験をおこなった。

Table 1 に各被験者において，弱い力を加えた時と強
い力を加えた時の，最も早い変化量のピーク値の平均を
示す．
Table. 1 The Value of Change in Myoelectric
Waveform

2．実験方法
被験者は 19～22 歳の男女 6 名とし，「つかむ」と「抑
える」の動作を各 10 回ずつ行ってもらった．「つかむ」
「抑える」動作に限定した理由としては，これら二つの動
作が，「投げる」「ひねる」動作に比べて，力の強弱に関
して細かな力加減が必要な動作だと考えたからだ．
1 動作 7 秒間の測定で，最初の約 2 秒間と，最後の約
2 秒間をリラックスしてもらい，3 秒間力を入れるように，合
図を出した．その際，最初の 5 回は限界まで力を込めて
「強い力」，最後の 5 回は，力をあまり入れずに「弱い力」
で行ってもらった．これにより，力の変化により筋電波形
に，どのような変化が起こるのかを確認する．動作にお
いて力のかかる点に圧力センサを配置し，力が掛かり始
めた点の判別を行った．弱い力の場合に関してのみ，圧
力センサの閾値を超えるぎりぎりの値とした．
今回の解析においては圧力計を動作の始点検出に
使用し，動作が行われた点から見て，最初に最も変化量
が大きくなっている点を，動作を行った際に生じる筋電
波形の立ち上がり部分と考え，その値を検出した．

Subjects

A

B

C

D

E

F

Grab

Strongly

10.0

15.1

14.4

10.9

6.4

5.5

Faintly

2.7

2.5

1.8

1.0

1.3

0.4

Strongly

6.9

5.4

9.6

11.2

1.4

2.1

Faintly

1.7

1.2

3.9

1.8

1.1

3.8

Press

Table 1 から分かるように，被験者 F の「抑える」動作以
外のすべての場合において，強い力を加えた時の方が，
変化量が高くなることが確認できた．そのため，筋電波
形の変化は，強い力の方が，鋭く筋電波形が上昇するこ
とが分かった．そのため，変化量のピークを調べることに
より，どの動作においても力の強弱判定が可能だと考え
られる．
被験者 F の「つかむ」動作にて変化量のピークが弱い
力の方が大きかったことに関して，強い力の変化量が他
の被験者と比べて小さくなっていた，これは，圧力センサ
を用いて筋電波形の始点を決定する際に、動作の始点
ではなく，動作の途中から記録が開始されてしまってい
ることが原因だと考えられる．弱い力を調整するのが難し
く，力の強さが変化したものによって起こっていた．この
特徴は被験者 E の「抑える」動作にも同様に出ているた
め，具体的な圧力値による目標を設定する等の，対策を
する必要がある．この対策を行うことで，すべての被験者
において，力の強弱を筋電波形の変化量から推測する
ことができると考えられる．
また，Table 1 より各被験者の変化量は大きな個人差
が見られたため，一度強い力を入れてもらい，その値を
基に力の入れ具合を判断する等，個人差に対応する必
要があると分かった．
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Asthma is one of chronic respiratory diseases which whose symptoms suddenly appear or strengthen regardless whether
patients are in the doctor’s sight. In order to monitor the breathings without missing asthma attacks, continuous
measurement is important. Hence, this study proposes a method for the continuous breathing measurement in daily life
by using a wearable device. There are several studies on the continuous breathing activity monitoring by using
microphones and these show possibilities to extract qualitative characteristics which is related to asthma. Other studies
on breathing measurement by using accelerometers, or belts have achieved breathing detection without ambient acoustic
noises. Taking advantages of both signals, the simultaneous breathing sound and chest movement signals acquisition is
done by using the chest mounted device which has a microphone, a photoreflector, and a flexible cover. Since there are
wide variety of acoustic noises and activities, acquiring these two different signals in a complementary way makes it
easier to detect breathings in daily life. For monitoring asthma, we focused on the breathing phase detection. Asthma
symptoms appear in exhalation phases, hence a phase detection plays a first important role as an asthma symptoms
identifier. For this reason, a new algorithm is also developed for breathing phase measurement using both acquired signals.
The algorithm is based on the periodicity of chest movement signal. Breathing sounds are analyzed by using frequency
characteristics. The results of performance evaluation show that it is confirmed that the left interior of the second
intercostal space is appropriate for placing the device position and correlation between breathing sound amplitudes and
tidal volumes which implies a potential to acquire tidal volumes. In the phase measurement experiment, it was shown that
chest movement can be used for estimating breathing period. The developed portable system has a possibility of
measuring the breathing outside with the wearer’s location. Making the system portable enables to expand measurable
situations and to acquire time and location information which are useful to identify causes of asthma attacks.
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金属 Ga の相転移を利用した自動較正機能付き体温計の開発
西村和也 1, 野川雅道 2, 内藤 尚 3, 根本 鉄 4, 戸川達男 5, 田中志信 3
1

金沢大学大学院自然科学研究科, 2 小松大学医療保健学部, 3 金沢大学理工研究域
4

金沢大学医薬保健研究域, 5 早稲田大学人間総合研究センター

1．研究目的
本研究では経年変化による精度低下の問題 1)
を解決するため, 高純度 Ga の潜熱を利用した較正
機能付き温度センサの開発を目的とする.

2．温度較正原理
高純度金属ガリウム(Ga)を, サーミスタビーズ
表面に固定する. 体温計測開始時, センサ温度が上
昇し, 融点である 29.76℃に達した時点で相転移が
始まる. 相転移中の温度は潜熱により一定になるた
め, Fig.1 に示すような平坦部が現れるので, その
時の温度を 29.76℃とし基準点を自動補正する 2).

Fig.1 Expected temperature change of the Ga encapsulated
sensor at the initiation of measurement

Fig.3 Typical recording of sensor output of Ga
encapsulated thermistor at the initiation of
temperatureat the initiatimeasurement.

4．マイクロカプセル化（MC 化）
Ga の取り扱いにくい特性（粘性, 脆性）を解消す
るために MC 化実験を行った. 先行研究 3)では GaIn を MC 化していたため, 今回は Ga-In を使用し,
MC の特性を確認した. ビーカにカプセル被膜材を
入れ, 連続攪拌下で Ga-In を滴下. 温度制御ホット
プレート（小池精密機器製作所）を用いて 55℃で 4
時間攪拌状態を維持した. カプセル化終了後, 得ら
れたスラリーを液体窒素中で凍結し, 凍結乾燥した.
得られた乾燥カプセル粉末を Fig.4 に示す.得られた
カプセルは直径約 1.2mm であった.

3．Ga 担持サーミスタの試作と体温計測実験
3.1 実験方法
試作したセンサの写真と断面図を Fig.2 に示す.
液体 Ga にセンサを浸漬後, 冷却固化しその上から
ポリウレタンにより保護層を形成した. 29℃以下の
室温に保たれたセンサを, 肘関節内側または腋窩部
に挟み, その時の温度変化を温度データロガー(CT620BT, カスタム(株))により計測した.

Fig.4 Photograph of Ga-In microcapsules.

5．結言・今後の予定

・温度標準を内蔵したサーミスタの実現の可能性を
確認した.
・温度平坦部検出の精度向上が必要である.
Polyurethane ・既報の手順で Ga-In の MC 化を確認した.
layer
今後は温度平坦部をより明瞭に検出する構造の検
討, Ga の MC 化と温度平坦部出現の確認等を行う.
Ga layer
出力平坦部検出, 温度較正のアルゴリズム, 電子体
3.3mm
2.5mm
Thermistor
温計の設計・製作も行っていく予定である.
Fig.2 Photograph of a Ga coated temperature sensor (left)
and cross section of the sensor tip (right).
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We analyzed a relationship between sleep-waking pattern (life style) and subjective sleep quality (SSQ) in association
with dynamics of heart rate variability (HRV) and respiration rate variability (RRV). In this study, for 43 subjects (29
males, 14 females, 22±3 years old), we measured 3-axis acceleration and HRV with regard to physiological states
estimated from 3-axis acceleration, where sitting and standing states were subject to the analysis. In addition, we
extracted RRV from respiration curves measured by a vibration sensor attached to the bedding. The subjects’ life styles
were classified into 5 groups in terms of mean and standard deviation of wake and sleep onset times estimated by the
wrist acceleration sensor, and group-related analyses were done for HRV, RRV, SSQ, and cortisol concentration in saliva
just after awakening. Through the dynamics analyses, we found that for the subject group with relatively earlier sleep (3
males, 3 females, 21±2 years old), their respiration rhythm tended to be slow immediately after sleep onset and gradually
became faster toward awakening. In addition, their LF/HF of HRV power spectral density for irrepective of sitting or
standing states was at lower level around the noon in comparison with the later sleepers. On the other hand, for the
subject group with relatively later sleep (5 males, 1 females, 21±2 years old), their respiration rhythm tended to be kept
fast all through sleeping. In addition, their LF/HF was kept at higher level around the noon in comparison with the earlier
sleepers. Our future study will focus on how RRV and HRV dynamics associated with sleep stages and waking
differentiates SSQ.
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1A-33

1.

運転補助装置は身体障害者にとって，自動車の運転を可能にする便利な装置であるが，障害者を受け入れ
可能な教習所が少なく，障害者の免許取得は自分で特別仕様の車両を購入して教習所に通うという障害者本
人の大きな負担があるのが現状である[1,2]。このような負担を減らすためにより効率的な補助装置を使用し
た運転の技術習得が望ましいが，補助装置を使用した運転の習熟に関する評価はまだ限られている。本研究
では，通常の運転と補助装置を使用した運転の比較を行い，補助装置を使用した運転操作行動の解析につい
て報告する。
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1A-34
表面筋電図を用いた引戸の開閉動作の解析と評価
田中宏昌 1, 福岡俊明 2, 谷口則良 3, 松村健一郎 4, 大浦豊 5, 鈴木亮一 6
126

金沢工業大学,

345

三協立山株式会社三協アルミ社

1. はじめに
高齢化社会の進展に伴い，住宅のバリアフリー化がますます求められている．日本工業標準調査会や政府により，
それらの基準や指針も示されており，高齢者や障がい者に優しい住宅建材の設置が推奨されている1） 2）．また，高齢
者の使用を考慮した引戸の開閉力や操作部形状に関する研究もなされている3）．感性データに基づき，操作部形状
と開閉しやすさについての関係性は明らかにされているものの，開閉時の筋活動や身体特性（どのように引戸の開
閉を行うか）に関するデータの計測や評価はなされていない．
本研究では，健常者を対象に引戸の開閉動作における筋活動について表面筋電位を計測し，筋活動の様子や
身体特性を明らかにすることを目的とする．また，引手の違いによる開閉時の筋活動の様子を解析し，支援効果の有
無について定量的に評価する．

2. 実験方法
ハイスペックサッシ「ALGEO（アルジオ）」を対象に，開閉動作を行った際の表面筋電位を計測する．計測する箇
所は，前腕橈側の筋，前腕腹側の筋，上腕二頭筋，上腕三頭筋とする．実験の条件として，障子や引手に手を掛け
る位置と開閉 度については被験者の自由とし，障子の前に直立した状態で上肢のみを動かすようにする．被験者
は健常者10名（20代6名，30代2名，40代2名）とした．また，比較する引手はFig. 1に示す「(a)かまち」，「(b)大型引
手」，「(c)アシストハンドル」の3種である．

3. 実験結果および考察
開閉動作を行う際の筋活動の様子を観察すると，「(a)かまち」を用いた場合に筋活動部位のバラつきが生じること
が確認された．また，開ける動作において，前腕橈側の筋が活動した後に前腕腹側の筋が働く場合と，前腕橈側の
筋と上腕二頭筋が活動した後に前腕腹側の筋が働く場合の被験者に占める割合は，「(a)かまち」が40%，「(b)大型
引手」が67.5%，「(c)アシストハンドル」が100%であった．これは，ハンドル型の引手を把持することにより，開ける動作
の際に手首が固定されることに起因するものと考えられる．
次に，「(a)かまち」を用いた場合の最大筋電位を100％とし，「(b)大型引手」と「(c)アシストハンドル」の筋電位の比
を算出した．その代表的な結果（被験者20代男性）をFig. 2に示す．引戸を開ける動作において，「(a)かまち」と「(c)ア
シストハンドル」の筋電位の量を比較すると，「(c)アシストハンドル」を用いた場合，約9割の被験者に対して前腕腹側
の筋と上腕二頭筋の筋電位の量が減少することが確認できた．

4. おわりに
本研究では，引戸の開閉動作における筋活動の様子を表面筋電位を用いて計測し，開閉時の筋活動や身体特
性について解析及び評価をした．その結果，引手の違いにより，使用する筋肉部位が異なることや，アシストハンドル
を使用することで，引戸を開ける際の筋電位の量が減少することを確認した．
今後は，被験者の年齢層の幅を広げ高齢者の引戸の開閉動作の解析と評価を行うと共に，引手の寸法や形状を
見直し高齢者に優しい住宅建材の開発を目指す．
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fMRI を用いた文字から文への構造化プロセスに関わる脳領域の探索
渡邊諒太 1, 飯島淳彦 1, 2, 中原潔 3, 4, 白水洋史 5, 福多真史 5, 足立雄哉 6, 長谷川功 6
1

新潟大学大学院 自然科学研究科, 2 新潟大学 医学部保健学科， 3 高知工科大学 情報学群， 4 高知
工科大学 総合研究所 脳コミュニケーション研究センター， 5 国立病院機構西新潟中央病院 機能脳神
経外科， 6 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 神経生理学分野

日本語の文は個々の文字が連なることで構成される．文の理解においては，(1)単体では意味をなさない文字から，
文を構成する基本単位である文節を構造化し，(2)複数の文節を組み合わせて，句や文というより大きな言語単位を
構造化するボトムアップ処理が必要と考えられる．文を理解する過程における脳内処理を評価するため，平仮名の
みで構成された日本語の文を1文字ごとに呈示する独自の文字呈示方法を考案した．呈示される文字の切り替えに
おいては，実験対象者が自分のペースでボタンを押すことにより，次の文字が呈示される「Self-paced reading task」を
作成した．文を読み理解するのに必要な時間は人によって異なるため，本呈示法は脳内処理の時間的な個体差を
考慮して解析することを可能とした．本研究では，このタスクを用いることで，文字を文節へと構造化する処理(1stlevel structuring)と，文節を，句や文というより上位のレベルへと構造化する処理(2nd-level structuring)における，より
小さな言語単位の情報を累積し，より大きな言語単位へと結合する脳活動について，fMRI(functional Magnetic
Resonance Imaging)を用いて検証した．GLM解析の結果，1st-level structuringにおいては左角回などの領域で有意
に活動が見られた．また，2nd-level structuringにおいては下前頭回などの領域で有意に活動が見られた．
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ボタン押し運動時の運動野付近で発生する脳波波形と運動の準備の関連性
船瀬新王 1,2, 高木駿介 3, 福島裕介 1, 内匠逸 1
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名古屋工業大学大学院,

2

国立長寿医療研究センター,

3

オムロン株式会社

我々はこれまで運動の準備に関連した脳内機構と脳波の関連性について研究を行ってきている．特にボタン押し
運動時の脳波に着目をして研究を行ってきている．運動に関連する脳波として一般的に知られている脳波として運
動準備電位が存在する．しかしながらこの運動準備電位は自由運動時の運動に関して発生する電位であり，運動を
行うタイミングを指示した際にはどのような脳波が発生するかが明確にはなっていない．そこで，本研究においては
運動のタイミングを指示した際のボタン押し運動に関連した脳波について着目する．また，運動の準備に関連した脳
波の特徴量を明らかにするために，運動方向の提示タイミングから運動の実施までに十分な時間を置くことで運動の
準備に関連する脳波と運動の実行に関連する脳波の分離を試みる．
その結果，運動の方向を提示するタイミングにて脳波を加算した際に２つの特徴量を見出すことができた．第１に，
運動の方向を提示するタイミングの後に大きく電位が上昇する陽性の特徴量である．第２に，第１の特徴量の後に発
生する陰性の特徴量である．これらの特徴量は運動野付近に天賦されるC3,C4,Cz電極に観測された．本特徴量のう
ち第１の特徴量においては運動を行った際にも運動を行わなかった際にも見ることができた特徴量である．このピー
ク電位および潜時について検定を行った結果，有意差を見ることはできなかった．よって，運動の準備に関連する脳
波ではなく運動方向の指示するための刺激によって誘発された電位であると考える．第２の特徴量も運動を行う際に
おいても運動を行わない際にも観測された特徴量である．しかしながら，ピーク電位と潜時ついて検定を行ったところ，
ピーク電位において有意差が認められた．よって，この特徴量は運動を行う準備に何らかの関係性のある電位変動
であると考える．
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ヒトに対する迷路課題の難易度を定量的に示すパラメータの検討
横田 和幸 1, 船瀬 新王 1,2, 内匠 逸 1, 藤原 清悦 3
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名古屋工業大学大学院,
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3

聖マリアンナ医科大学

近年，ヒトの脳機能解明のため様々な実験が行われている．特に，認知機能に関する研究においてはヒトに対して
迷路課題を課している．しかし，認知対象である迷路の難易度というものは，それぞれの研究者の裁量で決定されて
いる．つまり，迷路課題において何が被験者の認知に影響するのか不明瞭なまま実験が行われている．難易度が定
量化されていない迷路を使用した迷路課題では，信憑性のある結果を算出可能か不明であると考えられる．そこで，
本研究では，ヒトに対する迷路課題における難易度を定量的に評価することを目的とする．
本稿では，迷路の難易度に影響し得る迷路パラメータを設定した迷路を用い，ヒトに対して迷路課題を実施する．
本課題では，同一の迷路に対して三回続けて迷わず迷路探索を終了することで別の迷路に切り替わる．すなわち，
迷路が切り替わるタイミングが早いほど，その迷路を早く覚えたことを示す．
解析にあたり，迷路の難易度を示し得る指標となるYパラメータを考案した．Yパラメータを算出するため，迷路探
索における2点の手順を数学的にモデル化した．一点目は，ヒトが迷路探索において経路を決定する手順，二点目
は，ヒトが迷路の経路を記憶する手順である．
解析の結果，迷路が切り替わるまでの回数とYパラメータの正の相関が見られた．従って，Yパラメータが迷路の難
易度を定量的に評価であるパラメータであると考えられる．
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視線および聴覚刺激による身体傾斜方向の関連について
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和也 1,福岡
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工学院大学大学院

工学研究科

電気・電子工学専攻

2

工学院大学

工学部

電気電子工学科

直立しているヒトの頸背部に振動刺激を与えた際に,視線の方向に身体傾斜が起こることがある.また,聴
覚刺激を与えた場合,音源方向に身体傾斜が起こることも確認されている.しかし,この身体傾斜方向は被験
者によって異なる.また,その理由については不明な点が多い.そこで我々は,視線の影響で生じた身体傾斜と
聴覚刺激によって誘発された身体傾斜が関連しているかを調べた.その結果から,これらの現象に脳のどの部
位が関係しているかを考察した.
被験者23名に対して2種類の実験を行った.まず頭部を左右どちらかに回転させた後,視線を頭部方向から移動さ
せた際の身体傾斜方向を計測した.さらに,左右どちらか一方の音源から聴覚刺激を行った際の身体傾斜方向を計
測した.この2つの実験の結果から得られた傾斜方向について相関係数を求め,有意性の検定を行った.その結果,
頭部方向右側と音源右側の相関係数は0.46 (p= 0.04),左側では-0.11 (p= 0.64)であった.この結果から,右側におい
ては有意性があるとわかった.このことは,左右差はあるものの,頸背部振動時の身体傾斜は,2つの感覚の情報が統
合される,より上位の領域の影響を受けていることを示唆している
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料理 4 品の画像を用いた好み評価時の視線移動経路に関する検討
矢島拓明 1, 田中元志 1, 新山喜嗣 2
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秋田大学大学院医学系研究科

1. はじめに
視線情報を用いて，ヒトの主観的な好みを定量的に検出することを目的としている．これまで，2 つの顔画像の選好
判断時の注視は，評価決定時に近づくにつれて，選択側の停留が多くなる結果が得られている1)．配置が異なる食品
画像を好み評価させたときの視線停留については，料理の種類，好みによらず，画像の左上部に視線が向きやすく，
また画像上部の停留時間が長くなる傾向が得られた 2)．これらの結果から，ヒトの好み評価時の視線には，実際に好
み評価をしている停留と，配置などの影響を受けている停留があると考えられる．そこで，好み評価に関わる観察時
間帯を，好み評価時の視線の動きから検討する．本研究では，4 品の料理で構成された評価画像 20 枚をランダムな
順で提示して 7 段階評価尺度で好み評価させたときの視線2)から抽出したスキャンパス（停留とその順序）間の類似度
を求め，観察初期の視線の動きに関して検討を加えた．

2. 実験方法
評価画像として，主菜，副菜，主食，汁物の4グループからなる料理10品を用意し，4品を組み合わせた画像20枚
をLCD（20型）上にランダムな順で提示した．休止画像（中央に固視点を設けた白画像）3 sと評価画像を交互に提示
した．評価画像の提示時間は，画像提示から評価ボタンを押すまでとした．被験者には，「好き～嫌い」の7段階で好
み評価させ，評価語に対応したボタンを押す課題を与えた．視線の測定には，著者らが試作した視線測定システム
を用いた3)．サンプリング周波数は30 Hzである．視角2°以内の視線の動きが150 ms以上継続した場合を停留と判定
し，その順序と継続時間を抽出した．被験者は正常な視力（矯正視力を含む）を持つ男性10名（20～24歳）とした．な
お，本実験は，秋田大学手形地区倫理審査委員会の承認を受け，全ての被験者から同意書を得たうえで行った．

3. 結果と検討

4. おわりに
料理4品を組み合わせた画像を提示して7段階の好み評価を
させたときの視線停留を測定し，スキャンパスに関して検討した．
今後は，視線の空間的な動きと主観評価の関連について検討
を行う予定である．最後に，被験者として協力頂いた方々に感
謝する．

Example of measured eye movement.

50

Extraction method of Scanpath
：
REGION
DISH

40
30
20
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Fig. 1

Similarity Ss [%]

視線の測定結果の例をFig.1に示す．領域A～Dには各料理
が位置し，Eを境界領域とした．視線はEから始まり，ADBBD・・・
と移動している．この動きから同一領域での連続停留を除いた
ADBD・・・を領域スキャンパスとする．同様に，配置された料理
のグループ（主菜，副菜，主食，汁物）毎に記号を当てはめ，抽
出したスキャンパスを料理スキャンパスとした。画像提示初期に
左上に移動しやすくZ型の視線移動をすることが知られているこ
とから，共通の動きをする区間を明らかにするためにスキャンパ
スの類似度4)を求めた．類似度𝑆𝑆 は次式で求められる．
𝑆𝑆 = 1 − 𝛽/𝐿
(1)
ただし，𝛽はレーベンシュタイン距離，𝐿はスキャンパス文字列の
長い方の数である．各被験者のスキャンパスを7文字目まで抽出
し，先頭を1ずつ削除しながら類似度を求めた．全被験者の平
均値と標準偏差をFig.2に示す．どちらのスキャンパスの抽出方
法の場合においても，初期の移動が取り除かれるにつれて，類
似度が減少する傾向が得られた．好み評価時の視線移動にお
いては，初期に似た動きが含まれている可能性が示唆された．

Fig. 2

Comparison of the similarity of scanpath
that each times initial information
was removed one by one.
(The REGION is extracted in the position on the
screen. The DISH is extracted in the food group.)

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

1A-40
眠気の葛藤状態を考慮したドライバの覚醒度評価方法の提案
村上誠人 1,
1

河中治樹 1,

小栗 宏次 1

愛知県立大学 情報科学部 情報科学科

客観的な眠気の評価方法として顔表情評定による眠気レベルがあり，ドライバの顔映像をもとに10秒毎に5段階で
眠気状態を評定する．この眠気レベル指標は複数人の評定値の一致率が高かったり，主観評価値との相関も高いこ
とが認められていることから広く用いられている．この眠気レベルは，眠気の葛藤時においては単にレベルが上昇す
るだけでなく，レベル2と3もしくは3と4の間で眠気の上昇に抗うような上下の振動が発生することがある．様々な先行
研究でも車線や速度維持などの結果からカフェイン摂取による眠気の低下および運転能力の向上が確認されている
が，再び眠気が上昇する際の評価はその発生時間しか考慮されておらず，カフェイン摂取後の眠気に抗う葛藤状態
の眠気については十分に評価がなされていない．
そこで，本研究では一定区間での眠気レベル変動回数と変動時間より眠気レベル間でどれだけ眠気上昇に抗っ
ているかを定量化し，眠気の覚醒度評価に関する新たな指標を提案する．本稿ではドライビングシミュレータを運転
中に眠気が上昇してきたところでカフェイン飲料（無糖缶コーヒー）を摂取し，その後のドライバの眠気レベルの変化
を提案指標に基づいて評価した．そして，ドライバの主観や眠気評定者の主観と比較することで，提案指標の有効
性を確認した．
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1A-41
シート・ステアリング電極を用いた非接触心電図計測システムの基礎検討
勝山七生 1, 越智幸治 1, 古池竜也 2, 原田敦 2, 山中雄介 2,
1

東京電機大学,

2

欅田正樹 2, 植野彰規 1

株式会社東海理化

ドライバの体調急変による交通事故の増加や自動運転の普及の観点から、ドライバ状態をモニタする必要があり
車載用の非接触心電図計測システムの構築が求められている。本研究では、シート電極に加えてステリング電極も
使用することを前提に、非接触心電図計測の基礎的検討を行った。まず、円環構造体上に導電性布を用いて複層
電極を構築したものを皮革で覆い、負極電極とした。続いて、座面の左臀部下に複層構造正極電極を設置した。右
臀部下には単層の導電性布にてグラウンド電極を設置した。成人男性被験者7名を対象に安静座位にてステアリン
グを把持してもらい、心電図R波の1分間の検出精度を解析した。持ち手を両手、右手のみ、左手のみとした場合に
ついて比較した結果、3名平均でそれぞれ、88.0±2.7 %、72.2±14.8 %、96.1±5.5 %であった。よって、今回試作し
た計測系では左手のみで把持した場合に検出精度が最も高くなることが判明した。また、皮革の厚みを1.0、1.2、1.4
mmとした場合を比較した結果、3名平均でそれぞれ、99.2±1.2 %、88.0±2.7 %、87.4±11.7 %、であった。したがっ
て、最も薄い1.0 mm厚の皮革で検出精度が最も良いが、一般的に使用されている1.2 mmと最も厚い1.4 mmでは大
きな差はないことが判明した。ただし、今回の結果は3名の解析結果であるため、引き続き残りの4名の解析を行い、
有意差検定を実施する必要がある。
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1A-42
Basic study on blood coagulation measurement in extra ‐ corporeal
circuits by a photoacoustic imaging using LED

著者 1

Takahiro Wabe

Teikyo University of Science，graduate school of science and

engineering division of advance science and technology
著者 2 Mutsuo Ishikawa

Toin University of Yokohama

著者 3 Ryo Suzuki

Teikyo University

著者 4 Kazuo Maruyama

Teikyo University

著者 5 Yasutaka Uchida

Teikyo University of Science

In the case of extracorporeal circulation of blood, the blood of the patient contact with foreign matter of various
artificial materials, it is well known that occurrence of blood coagulation is observed due to destruction of blood cells,
coagulation fibrinolysis system enhancement, complement activity. Thus, problems such as decrease of hematocrit
value and dialysis efficiency of the patient due to blood coagulation occur. However, it is said that it is difficult to
completely prevent blood coagulation in the blood circuit. At present, blood coagulation is measured by using a
pressure sensor in a blood circuit, but it is not quick responsive because it is detected by pressure rise caused by
coagulation.
In this study, we have investigated a method to detect blood clotting at an early stage using photoacoustic imaging,
which is thought to be more sensitive than conventional sensors, to blood clotting that occurs when using an
extracorporeal circulation device.
We have used LED with a wavelength of 850 nm as a photoacoustic light source.
This is because that compared with the conventional laser-based one, the using led-based system is inexpensive and
can be downsized. By using an ultrasonic probe of 7 MHz, an ultrasonic wave generated by thermal expansion is
converted into an image file as a luminance signal. Mouse blood was placed in a polypropylene micro-tube, fixed in a
water-filled water bath, and the US probe was placed at a position separated by xcm, and measurement was performed.
It was observed that many ripples were observed with time and the coagulation of blood progressed. It was also
observed that the waveform considered to correspond to coagulation of blood broadens with time, from the change in
the luminance signal waveform obtained by integrating the signal in the direction along the long axis of the probe
surface.
It was found from the above that there is a possibility that the state of blood clotting can be observed from outside the
circuit of the extracorporeal circulation device by using the photoacoustic method.
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1A-43
自己に関わる出来事の原因判断行動を検出するマカクザル実験パラダイム
田村滉樹 1, 足立雄哉 2, 阿部湧 1, 飯島淳彦 1,3, 長谷川功 2
1

新潟大学大学院 自然科学研究科,

3

新潟大学 医学部保健学科

2

新潟大学大学院 医歯学総合研究科 神経生理学分野

われわれは生活の中で出来事に出会うと意識的・無意識的にその原因を考えているが，中でも自己が関わ
る出来事の原因推論は自己概念形成の過程で重要である．本研究では，自己あるいはその他の存在への原因
帰属の脳内機構を侵襲的手法を用いて解明するため，ヒト以外の霊長類にも適用可能な非言語的行動実験系
の開発を行った．本研究のパラダイムでは，被験者自身や他者（エージェント）がモニター上の物体（オブ
ジェクト）をタッチしたときに生じる結果（成功，失敗）に対し，エージェントとオブジェクトのいずれが
その原因だったかを被験者が判断し非言語的な手段を介して報告する．結果はエージェントとオブジェクト
双方の隠された確率的状態に依存し，原因判断のために被験者は状態の確率分布（因果構造）を課題中の試
行錯誤により学習する必要がある．本パラダイムをヒト被験者に適用した実験では，被験者が因果構造を課
題中の経験により学習し，個々の事象に対して，原因である可能性が高く設定されている方を適切に原因と
判断する確率がチャンスレベルより有意に高くなること，さらに因果構造を変えた後に被験者が原因判断行
動を適切に切り替えることを行動データから確認できた．その上でサル 1 頭において同等の行動課題で実験
を行い同様の結果が得られたことから，本パラダイムにより，サルにおいても経験に基づいた適切な原因判
断行動，因果構造の変化に伴う行動の切り替えができることが示唆された．
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2A-01
狭窄柔軟管内流れの解析における境界条件と物性値の影響度評価
鈴木一真 1，波田野明日可 2，高本聡 3，泉聡志 4
1

東京大学大学院，2 東京大学大学院，3 東京大学大学院，4 東京大学大学院

重大な心疾患の原因として，心臓に酸素を供給する冠動脈に狭窄が生じることが知られている．血管狭窄部の血
流動態を非侵襲的に把握することを目的として，医用画像を用いた狭窄柔軟管内流れの解析が行われてきている．
しかしながら，解析において，材料物性，管形状，流入境界における流体圧力などの境界条件には不確かさが伴う
上，解析結果への不確かさの影響は不明である．そのため，画像を用いた解析における解析結果の信頼度評価手
法の開発が必要である．そこで本研究では，狭窄柔軟管内流れの解析における境界条件と物性値の不確かさの影
響度を定量的に評価することを目的とし，有限要素法によるALE一体型流体構造連成解析プログラムを用いて解析
を行った．まず，境界条件と物性値の変化が解析結果に及ぼす影響を評価して特徴量を選択することを狙いとし，
実験計画法に基づく分散分析を行った．その結果有意であると判定された入力パラメータを特徴量とした．次に，得
られた特徴量に対し，入力パラメータ空間内に広くサンプル点を取った解析を行い，解析結果の巨視的な挙動を論
じた．最後に，入力パラメータの変化が鋭敏な応答をもたらす領域における微視的な評価を行うため，一部の入力パ
ラメータを確率変数であると仮定した確率有限要素法による流体構造連成解析プログラムを開発して解析を行い，
解析結果の確率的挙動を論じた．
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2A-02
多層皮膚モデルを用いたモンテカルロ法による
光伝播解析の血糖測定への応用
飯田達人 1, 木暮一也 2, 野村保友 3
1

前橋工科大学,

2

桐生電子開発合同会社,

3

前橋工科大学

1. はじめに
血糖値 計測法 、侵襲型と無侵襲型に大きく分けられ前者 現在広く使用されているが、後者 実用化に至っ
たも
少ない。血糖 近赤外光を特異的に吸収し、可視光よりも生体透過性が高いことから、近赤外光を利用した
非侵襲 血糖値測定が期待されてきた。本研究で検討した血糖値測定方法 、1550 nm 近赤外光を皮膚に照射
し、真皮層に存在する間質液内 グルコースに光吸収された情報から血糖値を推定するも である。グルコース
単純拡散で移動することから定常的に 血液と間質液 グルコース濃度 等しいと考える。皮膚組織で 測定を考
えた際、グルコース濃度 情報が局在する真皮層から 光を選択的に検出することができれ 、S/N比 向上が期
待できる。しかし、真皮層に達する光 伝播経路について 情報が不足していることが検出系を構成する上で大き
な問題となる。そこで、多層皮膚モデルを用いたモンテカルロシミュレーションによる光伝播解析を行い、血糖測定に
応用することを検討した。

2. 方法
Fig.1 に示すような多層モンテカルロシミュレーション 1)
を用いて、表皮層、真皮層からなる 2 層モデルおよび、表
皮層、真皮層、骨層からなる 3 層モデルに対して、100 万個
光子を皮膚に入射させたとき、真皮層 深さに達し、皮
膚表面で検出された光子 軌跡が皮膚表面となす角度を
算出した。生体 光学特性を表現するため、全て 層に異
方性パラメータ g = 0.9、および文献 2-3) を参考に各層ごと
散乱係数、吸収係数、および屈折率を設定した。

3. 結果・討論
Fig.2 に 1550 nm における 2 層モデルおよび、3 層モデ
ル 検出された光子 角度分布を示す。検出された光子
数 、全て 角度区間において 3 層モデル 2 層モデル
と比較し 2 倍以上であることが確認された。これ 、3 層目
に骨層を置くことで、真皮層と骨層 間で境界面反射が生
じ、皮膚表面方向に光子が向かいやすくなったことに起因
すると推定される。また、検出された光子 角度分布 、2
層モデル、3 層モデルともに、90°区間が最大となり角度が
小さくなるにつれ減少する傾向が見られた。こ ことから、3
層目 骨層 有無 検出された光子 角度分布 傾向に
影響を与えないことが確認された。
3 層目 有無が光子 検出数に大きな影響を与えたこと
と、実際 皮膚構造と 整合性から、3 層モデル 使用が、
解析モデルとしてより適していると考えられる。
今後 課題として、シミュレーションによる解析結果と現
実と 整合性を確認するため、ファントム実験による検証が
必要となる。また、本研究で得られた解析結果を血糖値測
定に用いる検出器 配置に反映させることが望まれる。本
研究は、桐生電子開発合同会社との共同研究です。

Fig. 1

Image of Monte Carlo simulation

Fig. 2

Angular distribution of detected photons
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2A-03
Monte Carlo evaluation of in vivo neuroimaging using quantum dots
fluorescence in NIR-Ⅱ
Hiro Yamato1, Tatsuto Iida1, Takashi Jin2, Yasutomo Nomura1,2
1
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Department of Systems Life Engineering, Maebashi Institute of Technology,

Laboratory for Nano-Bio Probes, RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research,

Recent advances in neuroimaging in vivo encouraged the development of the noninvasive method with the near-infrared
(NIR) light. The low-resolution images through the skull of traditional NIR-I, 700-1000 nm, were improved by the use
of NIR-II, 1000-1400 nm because of reduced light scattering, weak autofluorescence, and low light absorption of intrinsic
molecule such as hemoglobin and water. Nevertheless there were few reports on the light behaviors of this wavelength
range within brain. Generally, the point spread function of the homogeneous media was analyzed by photon diffusion
equation. Here, using Monte Carlo model, we analyzed the NIR-II light behaviors within the inhomogeneous media
which simulate the complex system containing the brain and its surrounding structures. The system was modeled as a
multilayered medium with homogenous distribution of absorbers, scatterers and fluorophores within sublayers having
optical paremeters specific to skull, cerebrospinal fluid, and cortex according to the previous report. Photons were
vertically incident on the skull surface, and the number of photons detected in the cortex was counted. The ratio of the
number of photons detected in the cortex to the number of incident photons was calculated, which would be dependent
on the excitaion efficiency. The ratio for NIR-II (785 nm) was 35% and highest among three ranges. The ratio for
NIR-I (670 nm) and visible light (VIS, 488 nm) were 32% and 27%, respectively. Next, we examined the angle of the
trajectry of exiting photons against the skull surface. The angular distribution of number of photons detected on the
skull surface was calculated when fluorophores in the cortex were excited. Most number of photons were detected
perpendicularly independent of the wavelength range. The ratio of the number of photons to that of excited
fluorophores was 13% for NIR-II (1300 nm). The ratio for NIR-I (720 nm) and VIS (520 nm) were 8% and 4%,
respectively. The photon numbers obtained from this simulation were consistent with imaging data through intact
mouse skull in the previous report. As a next step, we plan to analyze the fluence rate in the same three layer-Monte
Carlo model.
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2A-04
SSD を用いた胃内視鏡像からの胃底腺ポリープ自動検出
志知 渚冬 1, 戸塚 新 1, 長谷川 純一 1, 柴田 知行 2
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中京大学工学部,

2

藤田保健衛生大学病院

近年，胃がん検診において内視鏡検査も検診項目に含まれており，内視鏡像から得られる画像 最も有効な診
断情報である．しかしながら，初期段階で 病変 特徴が表れにくいことや，内視鏡 操作，リアルタイムで 映像
観察 すべて一人 医師が行うことなどから，診断結果に医師 個人 差が出やすいという問題点がある．こ た
め 内 視 鏡 像 を 対 象 と し た コ ン ピ ュ ー タ 支 援 シ ス テ ム 開 発 が 求 め ら れ て い る ． そ こ で ， 本 研 究 で ， CNN
（Convolutional Neural Network） 中でも物体検出 分野で高い精度を挙げている SSD（Single Shot MultiBox
Detector）を用いて胃底腺ポリープ 自動検出を目的とする．まず，学習データを得るため Augmentationを行う手
法として画像 回転とエッジ強調を用いた．次に，ハイライト 誤検出を防ぐため，青成分をしきい値として二値化を
し平均化フィルタをかけるという手法でハイライト除去を行った．胃底腺ポリープとして撮影された胃内視鏡像71症例
に対し，Augmentationとハイライト除去を適用し学習させた．SSD 出力結果における胃底腺ポリープである確率が
0.9 場合を病変候補領域とし，候補領域を目視で確認し，病変領域と重なっていれ 検出成功とした．そ 結果，
検出率が94.7%となり，本手法 有用性が確認された．
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2A-05
心臓核医学における心外集積の除去を目的とした心臓領域検出
岡田 光騎 1，川上 敬 2，菊池 明泰 3，大江 亮介 4
1,2,3,4

北海道科学大

対象組織を心臓とする心臓核医学検査 うち，放射性医薬品として99m-Tc製剤を用いた検査で 心臓以外 臓
器(肝臓や胆 う，腸など)に集積しやすい傾向がある．心外集積からアーチファクトが発生し心臓を含む横断面に悪
影響を及ぼすため，診断 妨げになる．こ 問題に対して人手で画像を加工する必要があり，心外集積を除去する
等 前処理を行ってから診断用 画像を作成する．こ 作業に 大きな負担と時間がかかる．
本論で Deep Learningを用いて画像再構成前 段階で心外集積 除去が可能であれ ，画像診断におけるア
ーチファクト 低減につながると考える．具体的に Convolutional Neural Network(CNN)とRegions with CNN
features(R-CNN)を用いることで心外集積を除去した横断面を作成することを目的とした心臓部検出システムを構築
する．
構築した心臓部検出システム ，二つ システムを組み合わせたも である．心臓部を含む横断面を抽出するシ
ステムと心臓部を含む横断面から心臓領域を検出するシステムである．横断面 抽出システム ，横断面画像を無
臓器部，心臓部，そ 他 3クラスに分類し，心臓部を抽出する．心臓領域検出システム ，心臓部を含む横断面画
像中 物体候補を無臓器部，心臓部，肝臓部，そ 他 4クラスに分類し，心臓部 みを検出する．
横断面 抽出システムと心臓領域検出システムを組み合わせることで心臓部検出システムを構築した．しかし，シ
ステムが働かない個体も存在したため，改良 余地がある．
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2A-06
超音波照射による振動を利用した磁性ナノ粒子イメージングの基礎検討
漆畑 智士 1,
1

石原 康利 2

明治大学大学院 理工学研究科,

2

明治大学 理工学部

近年，磁性ナノ粒子イメージング (Magnetic Particle Imaging : MPI) が，がんを早期発見する新たな医用画像診
断技術として提案されている．MPIでは，がん細胞に蓄積する性質を持つ磁性ナノ粒子を用いる．磁性ナノ粒子を体
内に投与し，がん細胞に蓄積した磁性ナノ粒子に交番磁場を印加することにより，磁性ナノ粒子の磁化状態が変化
する．この変化を受信コイルを用いて誘導起電力として検出することで磁性ナノ粒子の分布を画像化する．磁性ナノ
粒子が検出された位置にがんが存在することになるため，得られた画像からがんの位置を推定できる．しかし，MPI
では画像ボケや偽像の抑制のために大規模な磁場生成装置が不可欠である．これに対して我々は，交番磁場を印
加する代わりに，磁性ナノ粒子の振動を用いた信号検出法を提案した．この手法により，交番磁場を印加するための
コイル系，電源系を用いずに磁性ナノ粒子の信号を検出し，磁性ナノ粒子分布の画像化が可能となる．しかし，加振
機による直接的な振動を用いた場合には，コイル又は人体を振動させることになり，臨床適応は困難であると考えら
れる．そこで本研究では，超音波を照射することにより対象内に存在する磁性ナノ粒子を間接的に振動させる新たな
MPIシステムの構築を検討している．今回は，基礎検討として人体を模擬した寒天ファントムに照射した超音波音圧
による磁性ナノ粒子の振動の可能性を検討する．
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2A-09
胸部 X 線画像に対する骨抑制技術の開発
―擬似胸部 X 線画像を用いた骨抑制精度評価―
松原尚輝 1, 寺本篤司 1, 齋藤邦明 1, 藤田広志 2
1

藤田保健衛生大学大学院 保健学研究科,

2

岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科

胸部Ｘ線画像は肺野の75％の領域において骨陰影が存在するため，異常陰影の見逃しが生じやすい．その課題
を解決する方法のひとつとして，骨成分を抑制し肺野の観察を行いやすくする骨抑制技術がある．骨抑制技術の有
用な方法としてデュアルエナジー撮影を用いた方法や人工知能を用いる方法があり，人工知能を用いる方法には
Artificial Neural Network（ANN）が主に用いられている．我々はANNよりも大規模で高い処理能力をもつとされ
ているDeep Learning技術に注目し，画像認識に優れた能力を示すDeep Convolutional Neural Network（DCNN）
を用いた胸部Ｘ線画像に対する骨抑制手法の開発を行った．本手法で用いるDCNNは畳み込み層６層とプーリング層
３層，全結合層２層から構成され，近傍演算を行う空間フィルタのように動作する．注目画素近傍31×31画素の画素
値を入力することで注目画素に対する骨抽出画素値を予測し，出力する．これを全画素に対して行うことで骨抽出画
像が得られる．最後に入力画像である胸部X線画像から骨抽出画像を差分することで骨抑制画像を取得する．本手
法の有効性を確認するための予備的な評価としてCT画像の投影処理により作成した擬似胸部X線画像を用いて
DCNNの学習および誤差を算出した．評価の結果，本手法により生成された骨抑制画像は理想画像に類似しており，
平均二乗誤差を算出した結果，骨陰影が85％以上低減されることが確認された．
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2A-10
肺結節の良悪性鑑別におけるＤＣＮＮ性能向上のための
ＧＡＮ応用手法の初期的検討
大西佑弥 1, 寺本篤司 1, 山田あゆみ 1, 辻本正和 2, 井上敬浩 3, 今泉和良 3,
外山宏 3, 齋藤邦明 1, 藤田広志 4
1

藤田保健衛生大学大学院保健学研究科, 2 藤田保健衛生大学病院放射線部,
3
藤田保健衛生大学医学部, 4 岐阜大学工学部電気電子・情報工学科

肺結節の良悪性を CT 画像のみで鑑別するには困難な場合が多い．そこで CT 画像で悪性が疑われると気管支鏡
生検が行われている．しかし，侵襲度が高く，本来行わずに済む良性の患者に対する不必要な生検が多いことが懸
念されている．これまでに我々は手動設計の特徴量をもとに鑑別してきたが，多数の偽陽性が課題となっていた．そ
こで本研究では，Deep convolutional neural network (DCNN) を用いることで良悪性の自動鑑別を行う．また，医学
研究で課題とされる症例数の少なさを改善するために，近年注目されている人工知能である Generative adversarial
networks (GAN) を用いて新たな肺結節画像を大量に生成することで，鑑別精度が向上されるのか検討を行った．
本手法では，気管支鏡生検にて病理診断の確定した症例の CT 画像を解析対象とした．放射線科医によっても鑑
別が難しいと判断された結節のみを使用している．初めに，肺結節を中心とする三次元領域を抽出し，axial 断面に
加え，それを基準としてスライス角度を変化させた肺結節の断面画像を作成する．さらに，画像の回転や反転を行う
ことでデータ数の増量を行う．DCNN の学習では，初めに GAN により生成した画像で pretraining を行う．その学習
済みモデルを用いて finetuning を行い，再学習することで良悪性を識別する．交差確認法にて評価した結果，GAN
で生成した 2 万枚の画像で学習した DCNN を Premodel として用いることで良性識別率 56％，悪性識別率 91％と
なり，収集画像のみで学習を行った場合に比べて良好な結果が得られた．
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2A-11
全層畳み込みネットワークを用いた胃がん自動検出手法の開発
榎本 和馬 1, 寺本 篤司 1， 柴田 知行 2, 藤田 広志 3
1

藤田保健衛生大学大学院,

2

藤田保健衛生大学 医学部,

3

岐阜大学 工学部 電気電子・情報工学科

胃がんによる死亡者数・罹患者数は高水準である．胃がん検査において，がんの検出感度が高い内視鏡検
査が重要な役割を果たしているが，内視鏡検査は検査件数に限界があり，経験や技術によって診断に差が
ある．さらに，早期疾患は病変部変化が少なく，しばしば見落としが存在する．すなわち，胃がん検出に
内視鏡は優れているが医師に負担があり，さらに見落としの懸念という課題がある．そこで，本研究では
Deep learning 技術の 1 つである全層畳み込みネットワーク（FCN）を用いた内視鏡検査支援システムの開
発を目的とし，初期的検討として胃がん検出率を評価した．手法として，内視鏡画像の原画像はそれぞれ
異なるサイズである．そこで，画像サイズを 256×256 にリサイズし，その内接円で crop する．その後，医
師によって指定された領域である Ground-truth を作成する．次に過学習を防ぐために，原画像を回転，反
転処理を加えることでデータ量を増加させる．その後，学習データを Deep learning の 1 つである FCN に
学習させる．検証として，収集した症例中ランダムに抽出した 35 症例(正常 17 症例，異常 18 症例)で評価
を行った．Ground-truth 上の胃がん領域と FCN の胃がん検出領域が重なる部分があるものは検出として評
価した．検出精度は 96%，陽性的中率は 80.6％であった．また，1 画像当たりの偽陽性数は 0.03 個と良好
な結果を示した．検証結果より，Deep learning 技術の 1 つである FCN を用いた内視鏡画像からの胃がん自
動検出手法は有効であることを確認した．
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X 線 CT におけるサイノグラム上でのポアソン性を考慮した逐次再構成
杉浦早紀 1, 戸田尚宏２
1

愛知県立大学大学院情報科学研究科 2 愛知県立大学情報科学部情報科学科

1. はじめに
近年, 医療検査における X 線 被曝が問題視されて
おり, これを低減化するため 研究が進められている. 一
般に, 照射線量を少なくすると, 再構成像上不規則な量
子雑音が大きくなる. こ ことから, FBP 法による再構成
像にバイラテラルフィルタによる平滑化を行うことにより, 精
度 高い再構成像が得られる可能性 あることが AbdelRazzak ら[1] により報告, 提案されている.
X 線到来に関する物理特性を利用すれ 少ない照射
量で精度 良い再構成像を得られる可能性がある. サイ
ノグラム X 線到来 ポアソン性を直接保持しているため,
揺らぎ 大きさが判明している. そこで本研究で , ゆら
ぎ 大きい部分で , 空間的平滑化 スパンを大きく, ゆ
らぎ 小さい部分で スパンを小さくすることで, 位置に応
じて局所的に必要かつ十分な平滑化を実施し, 画質向上
を行う方法 構築を目的とする.

評価基準に , フィルタリングを行いそれぞれ 方法
で再構成し, それによる減弱係数値と真 減弱係数値
二乗誤差を用いる. 二乗誤差 error
𝑥̂𝑖 を真 要素, xi
を推定値として式（3）で与えられる.
𝑀

error =

1
∑ (𝑥̂𝑖 − 𝑥𝑖 )2
𝑀

(3)

𝑀=1

M 再構成像 ピクセル数である.
以下 4 パターンにわけ, 比較を行ったところパターン 1
→パターン 4 順に精度がよくなっていくことが確認できた.
パターン 1 フィルタリング無し FBP 法
パターン 2 フィルタリングあり FBP 法
パターン 3 フィルタリング無し I-Divergence 法
パターン 4 フィルタリングあり I-Divergence 法

2. 物理特性を用いたフィルタリングの構成
先に述べた方針によりサイノグラム上で 平滑化を行う.
ここで 平滑化フィルタとして次式(1)(2) で与えられるバイ
ラテラルフィルタ[2] を用いる.
𝑔( 𝑖 , 𝑗 )
𝑊
∑𝑊
𝑚=−𝑊 ∑𝑛=−𝑊 𝑓(𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛) ∙ 𝑤( 𝑖, 𝑗 , 𝑚 , 𝑛 )
=
𝑊
(1)
∑𝑊
𝑚=−𝑤 ∑𝑛=−𝑊 𝑤( 𝑖, 𝑗 , 𝑚 , 𝑛)
)
𝑤(𝑖 , 𝑗 , 𝑚 , 𝑛
𝑚2 + 𝑛2
= 𝑒𝑥 𝑝 {−
}
2𝜎12
(2)
2
(𝑓(𝑖, 𝑗) − 𝑓(𝑖 + 𝑚, 𝑗 + 𝑛))
∙ 𝑒𝑥𝑝{−
}
2𝜎22

Fig.1 Reconstructed
image (FBP)

Table. 1 squared error
パターン 1
パターン 2
パターン 3
パターン 4

ここで i , j を画素座標, f ( i , j ) 元画像, g ( i , j ) 出
力画像, W カーネルサイズである. これを用いたアルゴ
リズムを以下に示す.
1. 従来 方法より, サイノグラムI ( r , θ )を取得する.
𝑘

2.

σ1 を

3.

式(2) を用い, フィルタをかけ, 𝐼 ′ (𝑟 , 𝜃)を求める.

4.

新たにσ1 を𝐼′( 𝑟 ,𝜃 ) により定める.

5.
6.
7.

3 に戻り, 処理を繰り返す.
3 ~ 5 を N 回繰り返す.
再構成を行う.

𝐼(𝑟,𝜃)

(k

定数) により定める.

𝑘

3. 数値実験
今回再構成法として, 従来 X 線 CT において主流で
あった FBP 法, 近年主流となってきた I-Divergence を用
いた逐次近似法[3] 二つを使用する,

Fig.2 Reconstructed
image (I-Divergences)

二乗誤差
0.3367
0.0359
0.0078
0.0066

4. 終わりに
物理特性を用いたフィルタリングによって, 精度 よい
再構成像を得られることが明らかとなった. 今後 , プログ
ラム 高速化を かり, 実用化を目指す.

参考文献
[1] Adbel-Razzak Al-H:mmawi et al., Technol,pp.385-398
(2013).
[2] C.Tomashi et al., Proc.ICCV,DOI:10.1109/ICCV.1998.710815
(1998).
[3] J.A.Fessler, I.A. Elbakri, P. Sukovic, and N.H.Clinthoren,
Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE)
Conference Series, vol.4684, pp.38-49, (2002)

2A-13
深層学習に基づいた画像中の異常検知と FDG-PET 画像への応用
前田健宏 1, 原 武史 1, 周 向栄 1, 村松千左子 1, 藤田広志 1
1

岐阜大学工学部電気電子・情報工学科

深層学習のネットワーク構造の一種である AutoEncoder は，画像特徴量の次元数を圧縮できる．この特徴と異常検
知の手法を利用し，体幹部 FDG-PET/CT 画像における異常部位の自動検出の開発を目的とする．PET 画像の断面
を，12×12 画素の大きさで 6 画素おきに等間隔で分割し，パッチ画像を作成する．このパッチ画像を AutoEncoder の
入力とする．画像特徴の取得のために，正常画像のみを用いて学習を行い，モデルを確定する．その後，異常を含
む症例から作成したパッチ画像をモデルへ入力し，画像特徴を求める．抽出されたパッチ画像群の特徴量に対して
k-means 法で 2 つのクラスタに分割する．異常群に含まれるパッチ画像の集積から異常候補領域を求める．最後に候
補領域から偽陽性の削除を行い，異常部位を提示する．腫瘍領域(98 領域)を含む FDG-PET/CT 画像 31 症例を用
いて検出精度を求めた結果，真陽性率 94％(92/98)，偽陽性数が 1 症例あたり 263 領域であった．以上から，
AutoEncoder による画像特徴の圧縮と異常検知を組み合わせた手法は，FDG-PET/CT 画像における異常領域の検
知に利用できる可能性が示された．
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2A-14
深層学習を用いた膝 MR 画像における軟骨抽出
青木涼真 1, 原 武史 1,
1

藤田広志 1, 野崎太希 2

岐阜大学工学部電気電子・情報工学科,

2

聖路加国際病院放射線科

膝関節軟骨に関わる診断は，MRIを用いて撮像した画像が膝軟骨領域の評価に有益であると知られている．特
に，膝軟骨の状態を定量的に評価する指標の重要性が着目されている．本研究の目的は，深層学習を利用した領
域分割技術であるFully-Convolutional Neural Network(FCN)を用いた軟骨領域の自動抽出法の開発である．医師
2名が，正常なMRI画像20症例(470枚)を観察し，軟骨領域の正解領域を描画した．この描画をそれぞれ2回繰り返
し，計4種類の教師データを得た．得られた教師データは，学習用18症例(425枚)とテスト用2症例(45枚)に分割した．
そして，FCN-32s，FCN-16s，FCN-8sの3つのモデルで各42500回の学習を行った．学習結果から得られたデータに
対して，再現率，適合率，Jaccard係数による一致率を，評価の指標とした．それら値について，対応ありのt検定に
より比較を行った．比較対象は同一医師間の回数差，異なる医師間の差とした．深層学習で得た領域と正解領域と
の比較を行った結果，医師Aの1回目，2回目，医師Bの1回目，2回目のそれぞれとFCNの再現率は32.7%，33.6%，
30.2%，30.0%であった．適合率は21.3%，21.2%，18.8%，19.2%であった．一致率は15.0%，15.3%，13.1%，13.2%
であった．各検定においてp値が0.05以下を有意差ありとするとき，同一医師の2回の間においては，評価値に有意
差は存在しなかった．異なる医師間では，1回目の教師データに対しては，再現率(p=0.002)，適合率(p=0.001)，一
致率(p=0.000)のいずれにおいても有意差が存在した．2回目の教師データに対しては，再現率(p=0.000)，一致率
(p=0.000)に対して有意差が存在した．以上のことからFCNを用いた医師間の軟骨領域抽出精度の比較が行える事
が示唆された．
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2A-15
PET/CT 装置で撮影された CT 画像に基づく骨塩量の計測法
山田凌大 1, 原 武史 1, 石原匡彦 2, 周 向栄 1, 片渕哲朗 3, 藤田広志 1
1

2

岐阜大学工学部電気電子・情報工学科

岐阜大学医学部附属病院放射線科,

3

岐阜医療科学大学保健科学部

核医学画像の定量的解析の中で，骨に集積する放射性薬剤のSUVの計算では，全身の骨塩量の測定が重要で
ある．本研究は，PET/CTやSPECT/CT装置で収集されるCT画像を利用した，全身の骨塩量の計測法の開発を目的
とした．PET/CT検査で撮影されたCT画像135症例について，ボクセルを等方化する．人体領域を抽出し，頭部を削
除する．閾値処理により骨を抽出し，胴部，腕部，脚部に領域分割し，腕部，脚部を削除する．クロージング，最大連
結成分以外の除去など後処理を行い，胴部の骨領域を得る．骨領域のMIP画像を作成し，骨面積を定める．この面
積に骨密度を乗じた値を胴部骨塩量の計測値とする．日本人健常者2411人に対し行われた体組成計算における
DXAの測定データには，全身の骨塩量が重回帰分析により，年齢，身長，体重を考慮した回帰式が定められている．
この回帰式を用いて算出される症例の全身の骨塩量と，画像に基づいて計測した胴部骨塩量の相関係数を求めた．
CT画像に基づいて計測した胴部骨塩量と，回帰式から算出される全身の骨塩量の相関係数は0.87であった．身長
が高い程，計測した胴部骨塩量は高くなる傾向が見られた．また，BMIが高い程，回帰式から算出される全身の骨
塩量に比べ，計測した胴部骨塩量が低くなる傾向が見られた．以上より，CT画像の解析に基づいた骨塩量の計測
が可能であることが示唆された．
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2A-16
嚥下評価のための食道部超音波動画像処理法の基礎検討
鈴木裕 1, 丸山駿 1, 阪田治 2, 谷本守正 1, 初鹿恭介 1, 増山敬祐 1, 森澤正之 1
1

山梨大学,

2

東京理科大学

日本における死因の第３位は肺炎であり，その半数以上は誤嚥性肺炎であると言われている．この原因となる誤
嚥を防ぐためには，個人の嚥下能力に適する粘性の食品を提供することが肝要であるが，その定量的な指標は未だ
確立されていない．そこで我々はその指標の要素として，生体内食品流動特性から嚥下能力を非侵襲かつ定量的
に得る方法について着手した．食道部の超音波動画像（B モード）をもとに食道や食塊の動きを推定する方法につ
いて検討している．食道壁および食塊はその近傍の生体組織と比較し高輝度で検出されることから，オプティカルフ
ローを援用して嚥下を評価する手法について検討した．
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2A-17
深層学習を用いた胸部 X 線画像からの解剖学的構造の領域検出
近藤 堅司 1,2, 小澤 順 1, 清野 正樹 2,3, 藤本 真一 3,
田中 雅人 3, 安達 登志樹 3, 伊藤 春海 3, 木村 浩彦 3
1

産業技術総合研究所,

2

パナソニック株式会社,

3

福井大学

胸部Ｘ線撮影は胸部診断の第一選択検査であるが、胸部Ｘ線画像では奥行き方向に複数の解剖学的構造（以下、
単に構造と呼ぶ）や病変が重なって描写されるため、読影スキルを要する。胸部Ｘ線診断支援技術としては、事前に
機械学習させた病変を検出する手法が主流であるが、対象外病変や明確に写っていない病変の検出は難しい。
この課題に対し、我々は、正常構造が疾患により変化する状態を異常として検出する手法が有効であると考える。
その手法の実現には、胸部X線画像から構造を正確に抽出する必要がある。本研究では、領域検出手法であるUNetやSSDを用いて胸部X線画像から構造検出を行い、性能を評価する。
実験データとして正常胸部X線画像697症例を、対象構造として第一胸椎、気管、下行大動脈陰影、左心陰影な
ど、計9個を用いた。全697症例のうち、9割の627症例を訓練に、残り1割の70症例を評価に用いた。正解データは、
臨床放射線技師が手作業で作成した。
U-Netによる領域抽出精度として、各構造に関するDice係数0.57～0.91、全構造の平均Dice係数0.77、SSDによる
矩形検出精度として、各構造に関するIoU0.49～0.79、全構造の平均IoU0.63を得た。この精度は、次処理である構
造異常検知が可能となるレベルと考えている。今後は構造単位の異常検知や、画像全体に対する異常所見推定に
取り組む。
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2A-18
ビームストッパによる X 線画像の散乱線低減効果について
川上莉奈 1,
1

愛知県立大学大学院,

戸田尚宏 2
2

愛知県立大学情報科学部
3. 数値実験

1. はじめに
X 線を用いた医療画像診断において, 散乱線 診
断情報を汚すも とされ, そ 除去 ためにグリッドが
一般的に用いられてきた．しかし, ポータブル撮影時
で ,適切にグリッドを装着することが困難なため, 用い
られないことが多く, 診断上問題となる場合が多かった.
ビームストッパ法 1)と , X 線管と, 患者 間に鉛等で
作成されたブロックを配置し, 患者 一部に直接線が
照射されない領域を作り出す. 検出器 こ 部分で直
接線 検出しないが, 患者 他 部位で直接線が当
たっている領域で発生した散乱線を検出している. 通
常 方法で 検出器に到達するX 線 うち, 直接線
と散乱線を区別すること できないが, フラットパネル
ディテクタとコンピュータ 利用を前提とすれ , ビー
ムストッパ 配置を変化させて複数回 X 線照射を実
行すれ , 散乱線 み 画像を得ることができる. そう
した上で, 直接線と散乱線 両方による画像から散乱
線 み 画像 差分を取ることで散乱線 影響を除
去することができる.
こ 方法に関して , そ 精度に関して未だ不明な
点があるため, 検討が必要である. 本研究で こ 方
法 精度をEGS5 を用いたモンテカルロシミュレーショ
ンによって数値的に検証する.

ビームストッパによる効果を, モンテカルロシュミレー
ションによる数値実験によって検証する. ここで , 長
径1.84cm, 短径1.37cm 楕円体中に骨, 水など 構
造物を持ったファントムを構成し, これに対して, エネ
ルギー100KeV 平行ビームを照射する．検出器数
128 × 128, ビームストッパ格子数 32 × 32 でシミ
ュレーションを行った. Fig.1 , 光子数(Photon number)
5.0 × 107 におけるγ(𝑥, 𝑦), Fig.2 同光子数におけ
る𝛾̂(𝑥, 𝑦) である．
散乱線除去 効果 ,除去する前 α(𝑥, 𝑦)と,真
直接線 み 画像γ(𝑥, 𝑦)と 誤差に対して,提案手法
により推定される𝛾̂(𝑥, 𝑦) 誤差 比較によって評価で
きる．ここで,誤差 以下 2乗誤差率を用いる．
√∑𝑥𝑦(𝛾(𝑥, 𝑦) − 𝐸𝑠𝑡(𝑥, 𝑦))2
Error =
√∑𝑥𝑦 𝛾 2 (𝑥, 𝑦)
と表される．ただし, Est(𝑥, 𝑦)
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𝛾̂(𝑥, 𝑦)

Table 1 compared Error
Error
Estimatal Image

2. ビームストッパによる散乱線除去法
対象物投影領域をΩ ⊂ ℝ2 とする.1 回目 照射で直
接線と散乱線 両方が到達する(ビームストッパで遮蔽
されいない) 領域をD ⊂ Ω とすると, 散乱線 みが到
̅ = Ω⁄𝐷 となる. ここで ,2 回目 照射
達する領域 𝐷
̅と
で直接線と散乱線 両方が到達する領域が正確に𝐷
なると仮定する.
1 回目 照射で得られる投影画像を𝑃1 (𝑥, 𝑦),とし, 2
回目 照射で得られる画像を𝑃2 (𝑥, 𝑦)とする.直接線と
散乱線両方が到達する画像α(𝑥, 𝑦)
,𝑃1 , 𝑃2 を用い
て次 ように表現できる.
α(𝑥. 𝑦) = 𝜓𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑃1 (𝑥, 𝑦) + 𝜓𝐷̅ (𝑥, 𝑦)𝑃2 (𝑥, 𝑦)
ここで,
1 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷
𝜓𝐷 (𝑥, 𝑦) = {
̅
0 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷
(𝑥,
𝜓𝐷̅ = 1 – 𝜓𝐷 𝑦)
である．また, 散乱線 み 画像β(𝑥, 𝑦) ,
β(𝑥, 𝑦) = 𝜓𝐷̅ (𝑥, 𝑦)𝑃1 (𝑥, 𝑦) + 𝜓𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑃2 (𝑥, 𝑦)
と表すことができる．従って,直接線 みで構成されて
いる画像γ 推定値𝛾̂ ,
𝛾̂(𝑥, 𝑦) = 𝛼(𝑥, 𝑦) − 𝛽(𝑥, 𝑦)
で与えられる．本研究で , 𝜓𝐷 (𝑥, 𝑦)としてチェッカー
状 関数を用いる．

α(𝑥, 𝑦)また

いずれかである．

α(𝑥, 𝑦)

Photon number
1.0 × 107
0.290104

Photon number
5.0 × 107
0.287687

𝛾̂(𝑥, 𝑦)

0.042009

0.018893

Fig. 1 Figure γ

Fig. 2 Figure 𝛾̂

2乗誤差率 , Table 1に示した様に, 散乱線を提案手
法によって除去することで著しく減少し,また,光子数
(Photon number)を増加させると減少することが分かる．

4. 終わりに
ビームストッパによる散乱線除去効果が認められた．今
後 実用化へ 道を探る．

参考文献
1)

Lei Zhu, Yaoqin Xie, and Lei Xing 『Scatter correction for
cone-beam CT in radiation therapy』, 2009
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2A-19
深層学習を用いた CT 画像における乳腺濃度の自動分類の性能評価
山岸誠也，周 向栄，原 武史，藤田広志
岐阜大学工学部電気電子情報工学科

本研究の目的は，様々な目的で撮影された胸部 CT 画像において，撮像領域に存在する乳房領域から，その乳
腺濃度を自動的に分類する手法の開発である．そのために，深層学習の一種である畳み込みニューラルネッ
トワーク（CNN）を用いて，乳房領域（2 次元 CT 画像の断面）を「脂肪性乳腺」
「散在性乳腺」と「不均一高
濃度乳腺」
「高濃度乳腺」の 2 分類を試みた．正解の分類には，専門医から得た乳房濃度の分類結果を用いた．
乳房領域を含む CT 画像を CNN に入力し，2 分類の確率を計算する．CNN は学習によりパラメータを更新する
ことで画像の特徴量を自動で獲得していく.そして，未知の CT 画像に適用して，分類性能を評価した．精密
検査のために撮影された胸部単純 CT 画像 810 症例を実験に用いた．脂肪性乳腺および散在性乳腺と分類され
た症例数は 349 症例,不均一高濃度乳腺および高濃度乳腺分類された症例は 461 症例である．また，学習モデ
ルを 160 例に適用して分類性能を得た．その結果，深層学習による分類性能は，89%であった．CT 画像の CT
値から乳腺領域の面積を求め乳房領域における乳腺領域の割合を算出した.160 症例に対して割合を求めた
後,k-mean 法を適用して 2 分類を行った.k-mean 法に基づいた分類精度は 79%であったことから，深層学習に
よる分類精度は高値であった．
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2A-20
個人情報保護法制に準拠した診療情報取出環境の構築
藤田 健一郎 1, 谷口 陽平 1, 小谷 将司 1, 八上 全弘 1, 西尾 瑞穂 1, 岡本 和也 1,
竹村 匡正 2, 磯田 裕義 1, 黒田 知宏 1
1

京都大学医学部附属病院，2 兵庫県立大学大学院応用情報科学研究科

1. はじめに
我が国で ，情報システムが診療情報を取り扱うに際して 「個人情報 保護に関する法律」 1)を中心とする個人
情報保護に関する各種法令，ガイダンス，指針等（以下「個情法等」という）と整合性が取れている必要があるが，個
情法等に準拠した医療情報システムがど ようなも である か，個情法等自体が明示している訳で ない．
また，診療情報を利用する全て ニーズが医療情報システ
ム内で満たされれ 保存されている診療情報を取り出す必要
ないが，研究，公衆衛生，地域連携，画像解析等 ために
データを取り出す必要が存在すること 否定できない．
本研究で ，個情法等に準拠した，医療情報システム全体
診療情報 取り出しを管理する環境（以下「提案環境」とい
う）を構築し，そ 有効性について検討する．

2. システム概要
個情法等を検討した結果，医療情報システム ，診療情報
取り出しに関して，以下 6つ 要件を満たすことを求めら
れていると考えられる．すなわち，1.診療情報 管理区域内で
保存，2.システム利用者 認証，3.取出 制限，4.取出 管
理，5.取出時 データ 種別や利用目的 管理，6.連結可能
Fig. 1 提案環境の構成
匿名化対応表 一元管理，である．
これら6つ 要件を満たすも として，1）SBC（Server-Based
Table.1 提案環境に求められる要件の充足状況
Computing）環境，2)ファイル転送システム，3) 画像匿名化シ
ステム 3つ システムから構成される提案環境を検討する．構
SBC ファイル転送 画像匿名化
成をFig.1に示す．
環境
システム
システム
管理区域内
○
3. 評価
で 保存
提案環境を，1医療機関（特定機能病院，1,000床以上）にお
個人認証
○
いて構築・運用し，評価を行った．3つ システム いずれにお
○
いても，構築・運用に伴う問題 生じていない．提案環境にお 取出制限
ける要件 充足状況についてTable.1に示す．
取出管理
○
○※
ファイル転送システムについて，導入後１ヶ月間 データ取
出申請 ，個人識別可能なも が34.2%，識別不可能なも が 種別や利用
○
○※
目的 管理
65.8%であった．
匿名化対応
○※
表 管理
4. 考察
提案環境 ，医療機関における診療情報取り出しについ ※画像データのみ
て，画像以外 データにおける連結可能匿名化対応表 管理
を除き，個情法等に準拠することができた．
提案環境において，ユーザが各情報システムで 提供されていない様々なデータ処理を行い，個人識別できな
い情報に加工してから取り出す運用が浸透し，個人情報 管理水準が向上していると考えられる．また，多数 医療
情報システムを有する医療機関において，個情法等に準拠して診療情報 取出を行う手段として，提案環境 個別
医療情報システムに機能を追加する方法に比して効率的であると考えられる．

謝辞
本研究 一部 ，国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED) 【医療機器開発推進研究事業】及び総
合科学技術・イノベーション会議， 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT) 一環として実施されたも です．
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2A-21
ミドルウェアを用いた複数センサの選択的統合が可能な
3 次元座標系統合システムの開発および評価
田代匠 1, 岩本憲泰 2, 堀瀬友貴 3, 河合俊和 4, 西川敦 2, 正宗賢 3
1

2

信州大学 総合理工学研究科 生命医工学専攻 生体医工学分野

信州大学 繊維学部 機械ロボット学科 バイオエンジニアリングコース
3

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 先端工学外科学分野
4

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン工学部 ロボット工学科

近年，複数のセンサを用いた医療機器・医療スタッフの動作解析や手術支援ロボットの自律化といった，手術室内
においてセンサ情報を活用する研究が注目されている．複数のセンサで取得した情報を活用するには，得られた情
報の管理と必要に応じてセンサを統合するシステムが必要となる．現状，研究機関により異なるセンサの組み合わせ
による評価が行われているが，これらの中から適するセンサの組み合わせを見つけるには同一のシステムで組み合
わせを変え評価を行う必要があり，センサの組み合わせを自由に切り替え統合し評価が行えるシステムの構築が必
要となる．
本研究では，手術室内で用いられる複数の3次元計測センサから得た情報を一括管理し，必要に応じてセンサの
組み合わせを選んで統合するシステムを構築することを目的とする．今回は，一例として腹腔鏡手術支援ロボット
ZEUS(Computer Motion Inc.) の自己位置・姿勢推定を行うことで，本システムの評価を行った．
現在までに，複数のセンサの接続および切り替えを容易にするために産業用ミドルウェアORiNを活用し，複数台
の光学式3次元計測センサPolaris(Northern Digital Inc.)からの情報をKalman Filterにより統合することで，位置・姿勢
の推定と基準座標系の切り替えが可能となっている． また，本システムを用いて2台のPolarisによる観測値からORiN
に接続されたZEUSアームの位置および姿勢推定が可能となっており，本システムの有効性を示唆した．
なお，本研究はJSPS科研費 JP16H01859 の助成を受けた．
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2A-22
平衡点仮説に基づく機能的電気刺激による
ヒト手指の神経筋系のモデリングと力制御実験
永井美和 1, 厚海慶太 2,3, 谷口和弘 4, 松居和寛 5, 西川敦 ６
1

信州大学大学院総合理工学研究科生命医工学専攻生体医工学分野, 2 信州大学大学院総合工学系研
究科生命機能・ファイバー工学専攻, 3 広島市立大学大学院情報科学研究科システム工学専攻, 4 広島
市立大学大学院情報科学研究科医用情報科学専攻, 5 大阪大学大学院基礎工学研究科機能創成専攻,
6
信州大学繊維学部機械・ロボット学科

表面電極を用いた機能的電気刺激(Functional Electrical Stimulation)は，装着が容易で使用者の身体的負担が
少ない反面，対象とする筋へ局所的・選択的な刺激が困難という弱点があり，冗長な自由度を有するヒト手指を対象
とした実用的かつ簡便な制御手法は未だ確立していない．他方，関節の随意運動において中枢神経は，各関節を
逆運動学的な解に基づき個々の筋を個別に制御しているのではなく，拮抗的に駆動する筋群をまとめて，各関節の
剛性と角度をパラメータとして制御しているとする平衡点仮説が知られている．このことは，多数の筋が複雑かつ協調
的に連動しながら実現している手指の状態を，それぞれの筋に対する個別の運動指令なしに，筋活性度と筋拮抗比
という僅かなパラメータのみで人工的に制御できる可能性を示唆している．我々は，手指の中手指節(MP)関節を対
象として，前腕に貼付した表面電極からの印加FESと指先発生力の関係を用いて神経筋系のモデリングを行い，そ
の周波数応答から，定常特性が「２次遅れ＋むだ時間」という単純な伝達関数で良好に近似できることを示すととも
に，得られたモデルの妥当性を実験的に検証した．
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2A-23
高レートパルス状電気刺激による循環型ニューロンモデルでの
閾値未満シナプス電流刺激の伝達強化
森 亮介 1, 簑 弘幸 1
1

関東学院大学 工学研究科 電気工学専攻

ニューロンのような閾値を持つ非線形系システムにおいて，適切な大きさの不規則雑音の印加が閾値未満の微弱
な刺激を検出させる現象として，確率共振が知られている．近年，著者らにより，適切なレートのパルス状電気刺激
の印加でも，類似な共振現象の観測が報告されている．本研究の目的は，閾値未満のシナプスで輪状に４個結合し
た循環構造のニューロンモデルにおいて，適切なレートのパルス状電気刺激が閾値未満刺激の伝達を強化し，規
則的なスパイク循環を惹起させるかどうかを調査することである．計算機シミュレーションの結果，低いパルスレートで
スパイクは発火せず，パルスレートの上昇とともに規則的なスパイク循環が観測されるようになった．また，更にレート
を上昇させると，不必要なスパイクが発生したため，規則的なスパイク循環は観測できなくなった．これらの結果より，
循環型ニューロンモデルにおいて，パルスレート依存性の共振現象が発現するとの結論に達した．
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2A-24
三次元計測とプロジェクションマッピングを用いた乳房再建術中支援システム
柳沼 ひかる 1, 中野 祐樹 1, 鈴木 孝司 2, 千葉 慎二 3，鷲尾 利克 4，矢野 智之 5，荒船 龍彦 1
1

東京電機大学大学院理工学研究科,
3

日本マイクロソフト株式会社，

4

2

東京女子医科大学先端生命医科学研究所,

産業技術総合研究所，

5

がん研有明病院

乳がんの治療法において，乳腺切除術の後，患者のQOL向上のために乳房再建術を行うのが一般的である．
しかし再建乳房形状の整容性評価は，医師による4段階の主観的評価が未だ主流であり，客観的指標が存在して
いない．
そこで本研究は，乳房形状の定量的な指標の確立とそれを用いた再建術中支援システム開発を目的とする．
まず，Kinect V2を用いて三次元乳房形状を計測し，20×20の400グリッドに分割して乳腺切除術前と乳房再建術
中における局所の体積差を定量的に導出するソフトウェアを開発した．
次に，局所の形状差情報をより直感的に執刀医に提示するシステムとするため，プロジェクションマッピングを用い
て患者体表面に形状差情報を投影するシステムを開発した．
プロジェクションマッピングは，3軸式カメラジンバル(Crane-M,Zhiyun)，ハンディプロジェクタ(ZenBeam E1, ASUS)
を用い，投影するプロジェクションマッピングデータのレジストレーションは，開発したソフトウェアによ
り行った．
患者を模擬したマネキンをファントムとし，開発したシステムの評価実験を行った．
まず，Kinect V2を用いて乳房形状を計測し，開発したソフトウェアを用いて局所の形状差を2次元マップへと導出
した．
次に，2次元マップを反映した3次元データを開発したソフトウェアを用いてレジストレーションを行い，プロジェクシ
ョンマッピングとして投影した．
そして，レジストレーションに要した時間，位置精度誤差の評価を行った．
本システムを用いることで，乳房形状評価の定量的指標に有用であることが示唆された．
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2A-25
動物生体肺を対象とした統計的脱気変形モデル構築の試み
中尾 恵 1, 小林 晃太郎 1, 徳野 純子 2, 陳 豊史 2, 伊達 洋至 2, 松田 哲也 1
1
京都大学大学院 情報学研究科, 2 京都大学医学部附属病院 呼吸器外科
1. はじめに
イメージング技術の進歩によって，早期の微小肺結節が発見される機会は増加傾向にあり，胸腔鏡下手術が広く
実施されている．術前において肺は含気状態であり，手術時には脱気によって肺は大きく変形するため，結節位置
は変化する．複数の微小結節の位置を同定するために色素を用いた術前マーキングや術中CTとのレジストレーショ
ン1) が試みられているが，追加計測を要する等 医師，患者双方の負担増となっている．臓器の変形推定について
は，肺の呼吸変形や肝臓等の腹部臓器の変形が主に着目されてきたが、脱気変形の定式化やモデル開発例は知
られていない．本研究では，術中における微小肺結節の位置同定を目指して，動物生体肺を対象とした統計的脱気
変形モデルを提案する．肺は非常に柔らかい臓器であり，臓器内外の圧力差に起因する変形に加えて肺葉間の相
互作用や重力の影響による局所的な変形も無視できない．動物生体肺のCTデータの形状位置合わせによって構築
される統計変位モデルと，カーネル法に基づく変形推定2) によって含気時の形状から脱気時の形状を推定する実
験を行ったので報告する．

2. カーネル法に基づく脱気変形推定
京都大学 動物実験施設においてビーグル犬 計11体の生体肺（左肺）に挿管し，気管支内圧を14cmH2O と
2cmH2OとしてCT計測を行った．肺の上葉，下葉のサーフェスモデルを生成し，ほとんど変位が生じない肺門部を原
点として平行移動を行った後，形状間位置合わせ3) に基づいて同頂点，同位相のメッシュモデルを構築した．含気
時（14cmH2O）と虚脱時（2cmH2O）の頂点間変位をトレーニングデータとし，含気時の形状モデルにおける頂点間差
分を特徴ベクトルとして，グラム行列を構築した．カーネル関数にはガウス関数を用いた．

3. 実験と結果
提案方法を用いて脱気変形の推定精度を確認する実験を行った．カーネル法におけるガウス関数と正則化項の
パラメータについては，複数の組を試行し，良い推定精度が得られるパラメータとして，それぞれσ=0.5, λ=0.1 を
用いた．含気状態の形状を±2.5, ±5.0, ±7.5mm 膨張，収縮させたアップサンプリングを行い，全データのうち
80%をトレーニングデータ，20%をテストデータとして変位を
算出した．テストデータ16例について，形状間の最大のずれ
を示す誤差指標であるハウスドルフ距離を求めた所，上葉で
3.1±0.9mm, 下葉で3.9±1.9mm であった．Fig 1 は推定さ
れた虚脱肺の形状を半透明の含気時の形状の内部に重ね
て表示している．カラーマップは推定結果と真値間の局所の
形状間誤差である．Fig. 1(b) はハウスドルフ距離が最大とな
った場合であり，外力の影響によって局所的な変形が大きな
箇所において，誤差が大きくなる傾向が見られた．

4. おわりに
本稿では，動物生体肺のCTデータから統計的脱気変形
モデルを構築し，変形推定の精度を確認した．現時点では
表面変位についてのモデルに留まっているため，内部構造
を含めたモデルへと拡張を行う予定である．

Fig. 1 Estimation results of deaeration deformation
with local shape error, (a) best case, (b) worst case
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同定法」の支援による．
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2A-26
空気巻き込みによるバブル型パルスジェットメスアプリケータの開発
荘 敬介 1, 神澤 祐輔 2，鷲尾 利克 3,矢野 智之 4，荒船 龍彦 5
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東京電機大学大学院 理工学研究科,

2

東京電機大学大学院 理工学研究科,

産業技術総合研究所 セラノスティックデバイス研究グループ，4 がん研有明病院
5

東京電機大学大学院 理工学研究科

形成外科領域において，頭蓋底の顔面再建や乳房再建術での皮弁法で「生体組織破砕」と「血管，神経の温存」
の両立というニーズがある．本研究室では脳下垂体腫瘍の破砕と，細血管や神経の温存を両立させる治療デバイス
としてレーザパルスジェットメス（Laser Induced Liquid Jet：LILJ）の開発を行ってきた．現行のLILJは脳下垂体腫瘍腺
腫を対象に臨床応用研究で一定の成果を挙げているが，新たに形成外科領域における脂肪組織の選択的な破砕
と細血管や神経温存に関する医療ニーズ解決に向けた改良を進めている．脳組織に比べ脂肪組織は硬く，繊維質
であるため，今のLILJでは脂肪組織を自在に破砕する事は難しい．そこで，本研究は破砕力向上の方法としてバブ
ルジェットの効果に着目し，ジェットに微小なバブルを効率よく混入させたバブルジェット型LILJを新たに開発するこ
とを目的とした．ジェットに空気を巻き込ませるために金属細管の先端からそれぞれ3，6，12mmの位置にφ0.3mmの
小孔を1か所あけた3種類のアプリケータを製作した．生体組織を模擬したゼラチンファントムおよびブタの摘出脳組
織，脂肪組織にジェットを射出し，破砕効果・深さなどを計測し従来の未加工のものと比較した．その結果，小孔の位
置によりジェットやその破砕効果に差が生じ，条件によっては従来よりも破砕能力が向上し既存のLILJの特徴血管，
膜構造組織の温存と軟組織破砕という組織選択性も保持していることを明らかにしたので報告する．
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2A-27
脳腫瘍切除手術における光線力学的診断支援システムの改善
竹内文也 1，田村有希恵 2，安栄良悟 2，鎌田恭輔 2
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旭川医科大学教育研究推進センター,
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脳腫瘍切除手術を受ける患者に、5-アミノレブリン酸を投与すると、手術中に腫瘍に含まれるプロトポリフィリンIX
（PPIX）からの蛍光（励起波長410nm、蛍光波長630nm）を観測できることが知られており、光線力学的診断として腫
瘍の取り残しの判定などに使われている。このようなPPIX蛍光画像では、蛍光は見えても背景にある脳構造は不鮮
明になることがあり、脳構造上での蛍光部位の特定を困難にする。これまで著者らは術中顕微鏡に分光器を搭載し、
術中の診断を支援するシステムを構築してきた。ここでは、脳構造画像の鮮明化に関する手法を提案し、評価を行っ
た結果を述べる。
提案方法は、蛍光画像の取得に顕微鏡カメラを用い、脳構造画像の取得に赤外線カメラを用いる。さらに、1台の
PCに2組のビデオキャプチャユニットを搭載し、2台のカメラからの動画を同時にキャプチャすることで、脳構造画像に
蛍光画像を重畳させる。赤外光はPPIX蛍光への干渉がなく、蛍光画像とは独立に画像撮影可能であった。術中に
おいても、ほぼ実時間で合成画像を表示できることを確認した。最近では、蛍光画像と通常画像との重ね合わせなど
が試みられているが、システム更新などが必要となる。提案手法は、従来からの術中顕微鏡システムにわずかな改良
で実現可能である。
本研究の一部はJSPS科研費 JP 15K01323の助成を受けたものです。
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2A-28
The effect of interphase gaps to biphasic pulse electrical stimulation
in retinal prostheses
Yukari Nakano1, Yasuo Terasawa1,2, Hiroyuki Kanda3, Hajime Sawai4
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2. Methods
Retinal-degenerated rats (Royal College of Surgeons
[RCS], n = 10) anesthetized with urethane (1.75 g/kg)
were used for acute electrophysiological experiments.
RCS rats are animal models of the RP. A monophasic
pulse (anodal/ cathodal) and a biphasic pulse
(anodic-first [AF]/ cathodic-first [CF]) were applied to
the rats’ left eyes through a stimulating electrode placed
on the fenestrated sclera. IPGs ranging from 0 to 2.0 ms
were set for biphasic pulses (Fig.1). Evoked potentials
(EPs) were recorded from the surface layer of right
superior colliculus. This study protocol was approved
by the Institutional Animal Care Committee of Nidek
Co., Ltd.
Monophasic

Anodal
I

Cathodal

Biphasic

AF

CF

1500

** **

**

*

1000

500

**

**

**

**
1000 **
500

0

0

0.0

0.5

1.0

1.5

IPG [ms]

2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

IPG [ms]

Fig. 2 Comparison of average amplitude of EPs
between biphasic pulses with IPGs and monophasic
pulses. The black cross bars (-) represent the mean
values, and the circles represent (o) individual values.
The lines connecting the symbols (o) indicate that the
data are from the same individual. A paired t-test was
performed to compare the effect of each different IPG
duration with no IPG. * p < 0.05, ** p < 0.01.

4. Discussion
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stimulations. In CF electrical stimulation, the mean EP’s
amplitudes on adding IPG are significantly larger than
the no IPG one (p < 0.05, paired t-test). When IPG = 2.0,
EP amplitude approaching the value of monophasic
anodal and AF electrical stimulation. The effect of IPGs
on EP enhancement was less apparent for AF electrical
stimulation (Fig. 2).
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Retinal prostheses electrically stimulate the retina
with photoreceptor cell degeneration sachs retinitis
pigmentosa (RP) to evoke a pseudo light sensation
(phosphenes). This is generally achieved using biphasic
current pulses. This study aimed to investigate effective
parameters of electrical stimulation in retinal prostheses
by examining the effect of an interphase gap (IPG) on a
biphasic pulse.
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Fig. 1 Waveforms of electrical stimulation. I:100 A,
D:0.5 ms, IPG:0–2.0 ms.

5. Conclusion

3. Results
Responses were observed with monophasic anodal,
AF and CF electrical stimulations, whereas no response
was confirmed by monophasic cathodal electrical
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Responses were confirmed with monophasic, anodal
electrical stimulation but not using monophasic,
cathodal electrical stimulation. The anodal phase of
stimulation greatly contributed to the response, whereas
the cathodal phase is considered to interfere with the
response. In the CF electrical stimulation, the effect of
the cathodal phase decreased by increasing the IPG
duration, suggesting an increase in the EP amplitudes.
The present study shows that retinal response to CF
electrical stimulation can be enhanced by adding IPGs
in retinal-degenerated rats.
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2A-29
人工肺ガス側入口圧を用いた血漿リーク評価方法の検討
中村有希 1,２, 市道優生３, 山本和彦３, 鎌田亜紀３, 井口新一３, 海本浩一２
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人工肺の長時間使用における問題点は，人工肺膜からの血漿リークにより酸素加能が低下することである．今日
の臨床現場で血漿リークの度合いは，人工肺のガス側出口から排出される水分の粘性や色により判断されており，
定量的な評価法が確立されていないのが現状である．そこで今回，血漿リークの間接的な定量評価を検討するため
に人工肺ガス側入口圧力に注目した．方法として，膜構造の異なる2種類の人工肺（非対称構造膜：BIOCUBE6000，
複合膜：ExelungNHP）を用いて純水を3 L/minで循環させ人工肺ガス側入口圧力を経時的に測定した．次に，血漿
リークを模擬するために，人工肺膜表面の表面張力の低下を促す界面活性剤のドデシル硫酸ナトリウム（SDS）を用
いて，3種類の濃度の異なるSDS水溶液を作成し（1%，0.1%，0.01%），同様にBIOCUBE6000に循環させ人工肺ガ
ス側入口圧力を経時的に測定した． 結果，純水では，循環開始時から2時間後の人工肺ガス側入口圧は ，
BIOCUBE6000では0.65±0.11 mmHg（n=3 , mean±S.D.），ExcelungNHPでは，0.77±0.38 mmHgと共にわずかに
上昇した．一方，SDS濃度水溶液では，循環開始時から2時間後の人工肺ガス側入口圧は1% 水溶液で16.8±1.99
mmHg（n=3, mean±S.D.），0.1％水溶液では9.68±5.40 mmHgと顕著に上昇した．また，0.01％水溶液では0.93±
0.24 mmHgとわずかな上昇がみられた．人工肺膜の長時間使用により疎水性が低下し，血漿成分がガス側流路に
漏出する血漿リークという現象を界面活性剤SDSを用いて再現したところ，人工肺ガス側入口圧力は純水におけるわ
ずかな上昇に比しSDS溶液濃度が上昇するにつれ顕著な上昇がみられたことから，人工肺ガス側入口圧力をモニタ
ーすることにより血漿リークの度合いを間接的に定量評価できる可能性が示唆された．
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2A-30
Fontan 循環逆流抑制能動クリップ評価用
拍動流シミュレーションモデルの開発
軽部雅人 1, 白石泰之 2, 山田昭博 2, 井上雄介 2, 山家智之 2,
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先天性心疾患の重症心不全患者で外科的な血行路再建手段として行われる Fontan 循環の逆流抑制能動ク
リップを開発している。Fontan 循環は下大静脈からの血流を左肺動脈へ人工血管で接続し血行路を再建す
る方法であるが、下大静脈の血流と肺動脈へ直接吻合し右心室を経由しないで静脈血を肺循環に送出する血
行路が作られる。血行路においては、一般に ePTFE などの人工血管を用いたバイパス流路となるが、心室機
能による血液拍出ポンプ機能を経なくても肺循環および全身循環が生理学的に成り立つ。一方、肺循環系で
は呼吸に伴う呼気吸気の相変化によって胸腔内および肺動脈血管系の圧力流量が変化し、呼吸時の肺の圧力
変化によって下大静脈への逆流が生じる。開発中の能動クリップは、呼吸相に応じて変化する肺循環の血圧
血流時の人工血管バイパスを介した下大静脈への逆流を抑制することを目的とした体内埋込デバイスである。
本研究では Fontan 循環による肺循環系の呼吸時圧流量変動を機械式リニアアクチュエータを用いて血行力
学的に再現した模擬循環モデルと、動物にて再現したモデルを構築した。逆流生成と圧流量変化を両モデル
にて測定し数値モデル化を試み、模擬循環モデルの評価を行った。結果として、模擬循環モデルは呼吸によ
る人工血管下流側の圧容積変化に伴う人工血管内逆流を再現し、動物での再現モデルと同等の構成要素が得
られ、模擬循環モデルでの検証の可能性が示唆された。

生体医工学シンポジウム 2018

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

2A-31
金属粉末積層造形技術によるカスタムメイド人工股関節カップ製作の試み
寺田隆哉 1, 井口普敬 2, 高関二三男 3, 松下聖一 4, 高松一史 5, 竹内敏夫 6
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【はじめに】我が国では，高齢化社会の進展やできる限り自己組織を残したいという文化的背景から，著し
い臼蓋形成不全や大量の骨欠損がある状態で人工股関節置換術を行うケースが多い．この手術では，臼蓋カ
ップの位置，角度を術前に計画し，正確に設置することが重要であるが，手術時間，手技は医師の技量に依
存し，患者の身体的負担の差になって表れる．我々は患者個人の骨盤形状に合わせて欠損部補強部材の構造
までを一体設計するカスタムメイド人工股関節カップの開発を試みた．【造形技術】現在インプラント製品
で用いられるチタン材料は難加工性材料で，切削加工ではカスタムメイド化が困難であった．積層造形技術
の進展により，チタン材料でも複雑な形状が造形可能となったが，現在使用されている人工股関節製品は，
切削加工で製造されたものしかないため，積層造形においても同等の機械的強度が得られるか調査した．
【実
験と結果】Ti-6Al-4V について圧延材と積層造形材の引張試験を行った．両材の丸棒を JISZ2201 に定められ
た 14A 号棒状試験片形状にそれぞれ 4 ピース加工した．積層造形は EOS 社 M280 を用いた．引張試験の結
果，圧延材の最大強度は 997.4±4.42MPa，積層造形材では 1260.9±22.0MPa であった．積層造形材では約 26%
の最大強度の増強が見られた．【結論】積層造形による機械的強度の基礎データが得られた．カスタムメイ
ド人工股関節カップへの利用の妥当性が示唆された．
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Finite element analysis of pelvis for treatment of sacroiliac joint
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The sacroiliac joint dysfunction causes improper movements that may result in significant lower back and legs pain.
Sacroiliac joint fixations such as screws and cages can be inserted within the pelvis in order to stabilize it and reduce the
relative movements between the bones and thus decrease the sacroiliac joint strains.
This work relates to the improvement of the sacroiliac joint fixation by studying the influence of fixations considered
in our previous study under new loadings first, and then by the insertion of a cage filled with bone in models with screws
using finite element analyses with Ansys. For this study, the different models of fixation that are considered are placed
on the left side of the pelvis.
The results show that the screw arrangements that worked the best in our previous study don’t always obtain the
same efficiency for some specific and more complex loadings such as spreading one leg forward and the other backward,
showcasing a real problem for the sacroiliac joint dysfunction treatment. Moreover, the insertion of a cage can globally
decrease the ligaments’ loadings and the stress distribution in the sacroiliac joint, resulting in an improved stabilization
of the joint. The direction of the cage can also play a significant role and better results are obtained when the cage’s
longitudinal axis gets closer to the perpendicular of the sacroiliac joint’s normal axis. Finally, the bone included in the
cage doesn’t appear to have an important influence on the pelvis and the joint contrary to what medical observations show.
The bone may not have a spontaneous effect on results but is supposed to show its efficiency later in time after the bone’s
functional adaptation with resorption and apposition occurs.
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ドラッグデリバリーシステム型インドシアニングリーンを用いた光温熱療法
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[緒言]我々は、ドラッグデリバリーシステム型インドシアニングリーン内包性ナノ粒子（ICGm）が、腫瘍新生
血管の EPR(enhanced permeability and reaction)効果により腫瘍選択的集積性を持ち、近赤外線(NIR)照射による
光温熱療法に応用できることを報告してきた。近赤外領域に吸収波長を持つ ICG が光を吸収し、分子振動に
より発生する熱が、抗腫瘍効果に関与している可能性が高い。そこで、マウス皮下腫瘍モデルを用いて ICGm
＋NIR 照射による光温熱効果の誘因を検討した。[対象と方法]マウスの背部皮内に大腸癌細胞株を移植し、
皮下腫瘍モデルを作成した。ICGm を経静脈投与し、48 時間後に NIR を照射した。ICGm 濃度および照射強
度は段階的に設定し、照射中の腫瘍表面温度を測定した。次いで、一定照射強度の下、照射時間を変更し、
腫瘍体積を 3 週間計測した。[結果]NIR 照射により腫瘍温度は急上昇して２分以内に最高温(Tmax)に達し、
以後漸減した。Tmax は、ICGm 濃度及び照射強度と正の相関を示した。また、照射強度を固定すると、照射
時間 333 秒以下の全例で腫瘍が消えた一方で、666 秒以上で腫瘍が残存した例があった。更に腫瘍の消失と
Tmax との関連を検討すると、
Tmax>43 度の全例で腫瘍が消失し、
Tmax＜43 度の全例で腫瘍が残存していた。
[考察]本モデルにおいて抗腫瘍効果は、照射時間ではなく、Tmax に依存することがわかった。ICGm を用い
た NIR 照射の効率化のため、腫瘍温度をモニタリングしつつ NIR の照射強度を制御しうるシステムの構築が
必要であると考えられる。
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食事介助を支援する摂食行動計測センサシートの開発
渡邊峻治 1, 鈴木健嗣 2
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1. はじめに
近年，高齢者人口が急激に増加している．これに伴い，病院や介護施設で高齢者の健康を考慮する必要性も増
加している．高齢者の健康に関して栄養状態や摂食機能を共有することにより健康状態を改善することができると報
告されている1)．高齢者における摂食行為の留意点として食事を食べるペース，食事の摂取量を把握することがあげ
られる．食事を介助する際にはペーシングが特に大切にされており，患者の能力以上でのペースでの食事は誤嚥に
つながる可能性があるとされている．こうした問題を考慮すると高齢者の日々の食事のペース，食事摂取量を把握し
適切な摂食行為を指示することが望ましい．しかしながら病院や介護施設での食事管理の方法として食事のペース
は看護師や介助者の感覚的判断にゆだねられており，食事摂取量は主に目視法によって推定されている 2-3)．計測
方法が定量化されていないことにより食事管理を行う人ごとにペースと食事摂取量が異なることが考えられ，日々の
食事におけるペースと食事摂取量の定量化が必要であると考えられる．本研究では病院や介護施設の高齢者に適
した摂食行動を提供することを目的とし，摂食行動を定量化するための食事のペース・摂取量を計測することのでき
るデバイスの開発を行う．

2. 提案手法
食器ごとのペース・食事摂取量・一口量を計測できるように圧力センサ（Interlink
Electronics FSR402）を各食器の下にくるように配置する．また，データの取得をし
やすくするために，圧力センサとアクリル板の間に耐震用マットを敷く．食事の妨げ
にならない形状にするために開発するデバイスをトレイ形状に設計する． Fig.1 に
開発を行った摂食計測センサーシートを示す．

Fig. 1 Proposed device

3. 評価実験
本実験の目的は，開発したセンサシートを用いて食事におけるペース・食事
摂取量の計測可能性の検証を行うものである．協力者は開発したセンサシート
上に食器を置き食事を行う．協力者の食事が終わるまでセンサーシートとビデ
オカメラによってデータの計測を行う．開発したセンサシートを用いて計測した
データはノートパソコンに保存し，摂食行動を解析する．本実験中被験者は主
食，汁物，飲料を摂取する．

Fig. 2 Data analysis result

4. 結果・考察

基礎評価実験によって得られたデータ（飲料・主食・汁物）をデータ処理した結果をFig.2に示す．この結果からセ
ンサシートによって食器ごとにデータを計測していることを確認できた．またこのデバイスを用いることで食事のペー
ス・食事摂取量を定量化することを確認した．

5. まとめ・今後の展望
本稿では病院や介護施設での利用を考えた摂食行動を計測する機器を提案し，センサシートの開発を行った．
開発したセンサシートを用いて食事の計測を行った．そして食事の妨げないこと，食器ごとの食事摂取量の計測，食
事のペース・食事摂取量の定量化を行えることを確認した．今後はセンサシートの精度を向上させ，協力者の数を増
やし摂食行動に個々の特性があるかどうかを検証していく．また，開発したデバイスによって得られた定量化したデ
ータをフィードバックする方法を検討する．本研究の対象は病院や介護施設での利用を考えているので，病院・介護
施設での検証実験を行い，入院患者ごとの摂食行動の定量化を行っていく．
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2A-35
熱流補償型深部体温計のウェアラブル化に関する研究
陸 晗子 1,武藤将平 1, 野川雅道 2, 内藤 尚 3, 根本
1

金沢大学大学院自然科学研究科, 2 小松大学医療保健学部, 3 金沢大学理工研究域
4

1．緒言

鉄 4, 戸川達男 5, 田中志信 3

金沢大学医薬保健研究域, 5 早稲田大学人間総合研究センター
4．試作装置を使用した実験

近年，独居高齢者の熱中症予防や暑熱環境作業者
の健康管理など，深部体温を無拘束計測する必要が
高まっている.この目的のために鼓膜温の連続測定
装置が市販されているが測定精度に問題がある 1)．
そこで本研究では高い測定精度で知られている熱流
補償法 2)に着目し，ウェアラブルの深部体温計開発
を目的とした.

2．熱流補償法による深部体温計測の原理 2)
特定の体表面を断熱材で覆い，外気温の影響を無
くすことで体表からの熱放散を防ぐ.しかし，完全
な断熱は困難なため，ヒータ加熱により皮膚表面温
度と深部体温が等しくなるように熱を与え，体表面
からの熱の放散を見かけ上 0 にすることにより熱平
衡状態を作り出す（熱流補償法）.これにより完全
断熱が実現され，体表温度と深部温度が等温になり
体表面から深部体温が無侵襲的に測定可能となる.

Fig.１を参考に二次電池（1.2V，750mAh）2 本で
稼働する試作装置を作製した.この試作装置と市販
の深部体温計（CTM-205, テルモ）との同時計測によ
り計測精度，消費電力を比較する実験を行った.成人

男性一名を被検者としてベッド上で仰向け状態
でプローブは腹部にテープで固定して実験を行
った（室温：25±1℃）.断熱材半径は Fig. 2 の結
果から 32.5ｍｍとした.
Fig.3 は計測精度を比較した結果で，約 10 分で
計測温度は一致し，試作装置により深部体温が計
測可能であることが判る．一方 Table 1 は 5 分毎
の消費電力の積算値をそれぞれ示したもので，試
作装置の 30 分間の積算値は市販装置の 10 分の１
以下に低減されていることが判る．

3．シミュレーションによる消費電力推定
熱流補償型の深部体温計をウェアラブル化するに
際して，最大の課題はヒータ消費電力の低減化であ
る．そこでその方策として Fig. 1 に示しようにプ
ローブのアルミシェルを断熱材で覆うと共に，プロ
ーブ周囲の皮膚表面を断熱することでどの程度消費
電力が低減されるかシミュレーション解析した．
Fig. 2 は断熱材幅を半径 10ｍｍごと増加させたと
きのプローブ下中央の体表面温とヒータ消費電力を
推定した結果で，断熱材幅を増加させると体表面温
は深部体温と同温になること.また断熱材幅を増加
させるほど消費電力は小さくなることが判る.

Fig.1 Structual outline of the heat insulator
F:熱流[W]， K:組織熱伝導率[0.4 W/m･K]，L:実効熱伝導距離[10-50mm]，
∆T: プローブ中心・周辺皮膚温度差[6K]，H:皮下組織厚さ[5mm]，
R:プローブ半径[12.5mm]

Fig.3 Typical result of simultaneous measurement of body
core temperature using a comercially available and a
newly designed probes.
Table 1 Comparison of power consumption of the two
probes.
Time [min]
Power
CTM-205
cons.
Prototype
[W]

10

15

20

25

30

36.4

31.7

35.4

27.7

18.5

18.7

0.17

-5

7.5×10

-5

9.2×10

-5

0.9×10

Total
205.6
-4

7.4×10

18.9

5．結言・今後の予定
以上の結果より，アルミシェル及び周辺皮膚表面
の断熱が消費電力の低減に極めて有効であるこ
とが確認された．今後はウェアラブル深部体温計
の実現に向けたプローブ形状の改良等を行っていく
予定である.

6．参考文献
1)

Fig.2 Simulation results of the insulator model

5
55.8

Moran, John L., et al. "Tympanic temperature
measurements: are they reliable in the critically ill? A
clinical study of measures of agreement." Critical care
medicine 35.1 (2007): 155-164.
2) T. Togawa, T.Nemoto., “Improved probe for a deep
body thermometer.” Med.& Biol. Eng. & Comput., 26,
pp.456-459 (1988)
2) T. Kobayashi, T.Nemoto, A.Kamiya, T. Togaya.
Improvement of Deep Body Thermometer for Man,
Annals Biomed. Eng., 3, pp. 181-188 (1975)

2A-36
循環調節システムへの外乱が立位バランス制御則に及ぼす影響
成瀬亮, 木村哲也
神戸大学大学院人間発達環境学研究科

本研究は，寒冷昇圧負荷により循環調節システムへ実験的に外乱を入力した際の，立位バランス調節システムの
応答時系列を分析し，循環・立位バランス両調節システムの関連性の検討を行うことを目的とした．男女7名の被験
者は，フォースプレート上で310秒間の開眼静的立位課題を2条件行い，課題開始120秒後から左手首までを水に浸
した．2条件は水温10℃と40℃とし，ランダム順で各1試行行い，条件間は20分間座位休息を設けた．課題中，足圧
中心位置（COP），腰部前後位置（COM），下腿筋群の表面筋電図（EMG），心電図，毎拍血圧，呼吸リズムを測定し，
立位制御システムのパラメータとなるCOP動揺，COM動揺，EMGの各評価値を条件間で比較した．両課題の310秒
間のデータについて，浸水により身体動揺が生じた120～130秒，寒冷昇圧負荷により血圧が非定常であった130～
190秒を除いた120秒×2sectionsに時間区間を分割し，解析を行った．その結果，循環調節システムの出力値である
収縮期血圧（SBP）において，有意な交互作用（条件×時間）が確認されるとともに（P=0.02），立位バランス制御シス
テムの出力値であるCOM標準偏差に有意な交互作用（条件×時間）が認められた（P=0.04）．この結果は，静的立
位時において，立位バランス制御システムが循環調節システムの出力値の変化に応答する仮説を支持するものであ
る．さらに，このメカニズムを明らかにするため，COP，COM，EMGを含めたの各パラメータの解析を加えた．

生体医工学シンポジウム 2018

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

2A-38
弾性負荷が持続的な関節トルク制御に与える影響
藤井まりあ, 木村哲也
神戸大学大学院人間発達環境学研究科
短時間 弾性負荷に対する関節トルク制御 ，非弾性負荷に比べ，4-6Hz周波数帯域における筋 機械的活動
が減少する（藤井ら, 2017）. こ 4-6Hz 振戦 ，長時間 持続的筋収縮で顕著に認められる（Gottlieb et al.,1983）.
そこで，弾性負荷 持続的な関節トルク制御時 筋疲労軽減に対して効果的であると仮説を立て，検証を行った.
一般成人8名 被験者に対し，おもりによる非弾性的な負荷と，
による弾性的な負荷に対する持続的な足関節
角度調節課題を行った. 足関節90°時に背屈方向 負荷が最大随意収縮力（MVC） 20％に一致するように，おも
り 質量と
初期長を設定した. 被験者に ，足関節底屈トルクを発揮することで足関節角度をできるだけ90°
に維持し続けるよう指示した. 測定 最大630秒間実施した. 各条件（非弾性負荷条件/弾性負荷条件） ，被験者
ごとにランダム順序で行い，7-10日 間隔を空けて，それぞれ別日に実施した. 課題中 下腿筋群 活動を筋電
図・筋音図により測定した. また，足関節角度変動を高精度レーザー変位計により，発揮張力をロードセルにより測
定した. 条件と時間 2要因に関する2元配置分散分析を各パラメータに対して行い，弾性負荷が持続的な関節トル
ク制御に与える影響を調べた. そ 結果，力 微分・二階微分 標準偏差について交互作用が認められ（P<0.05），
弾性負荷 持続的な関節トルク制御におけるトルク出力変動に影響を与えることが示唆された.
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2A-39
軽微な追加荷重が異なる立位姿勢バランスに与える効果
八重樫将之, 木村哲也
神戸大学大学院人間発達環境学研究科
本研究は, 軽微な追加荷重が立位バランス制御に与える効果について, 探索的に検討した. 実験1では, 軽微な
追加荷重が静的立位バランス安定性に与える効果について検証した. 被験者は開脚での静的立位姿勢でリストウエ
イトを両手首に装着し, 質量は左右計0kg, 1kg, 2kg, 3kgとし, ランダム順に各8試行（1試行30秒）行った. 結果, 1～
3kgの荷重条件で, 0kgと比較して腰部加速度で示されるバランス安定性は向上した. しかし, 荷重負荷に伴い，内側
腓腹筋筋活動の増加すなわち身体負担増加が発生した. また, 一部の被験者において荷重負荷の体部への接触
が認められ, 身体動揺フィードバック情報の追加という力学的要因以外のバランス安定化要因が考えられた. そこで,
さらに異なる姿勢条件における検討を加えるため, 被験者は閉脚での立位条件とし, 荷重も改良することにより荷重
の体部への接触を無くした（実験2）. その結果, 実験1で見られた追加荷重によるバランスの安定化は消失した. 以
上のことから, 荷重の身体への接触がバランス安定性に与える影響は大きい可能性があるとともに,荷重の最適な位
置・質量に関しても被験者の身体特性や立位時の姿勢により変化することが考えられる．従って，今後はシミュレー
ションにより得られる各最適値の推定・実証，並びに神経生理学手法を用いたメカニズム検討が，軽微な追加荷重に
よるバランス安定化への実践応用に対して必要である.
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2A-40
手関節可動域訓練のためのバイオフィードバックシステムの開発
白石麗奈 1, 橋本泰成 1
1

北見工業大学大学院電気電子工学専攻

1. はじめに
近年、リハビリテーション 現場においても情報処理技術を用いた装置や安価なデバイスが普及し始めている1)．
研究用 機器で 、精度 高いが高価であるため、こうした安価で汎用化された測定機器を用いることでリハビリテ
ーション医学をサポートできると筆者ら 考えている．特に、筋肉 活動を電気的に記録する筋電図 、ある程度専
門的な知識が必要だったが、こうしたデバイス 中に 簡単にだれでも測定できるも が現れ始めている．
一方で、手関節 関節可動域(ROM:Range of Motion) リハビリテーション 効果を調べる上で重要な要素であ
る．従来 角度計を用いる計測方法で 一度に一つ 可動軸しか測ることができない．ROMを多軸的に同時計測
するに 時間や労力が必要であり、患者 負担を考えると従来法 現実的で ない．そこで筆者ら 、手指 位置
を非接触で計測できるデバイスを使い、簡便かつ多軸的なROM計測が可能なシステムを開発する．同時に前腕
筋活動測定も機能に加えた．そしてデバイスを利用することで従来機器よりも安価なシステムとすることを目的とした．

2. 方法
本研究で提案するシステム 概観を図1に示す．手関節ROM
計測に Leap Motion™ (Leap Motion, USA, 以下モーションセン
サ)を、筋電図 計測に Myo™ (Thalmic labs, Canada, 以下無線
筋電計)を用いた．開発環境 Processing(Processing Foundation,
USA, Ver. 3.3.5)である．無線筋電計 バンド型で、前腕 周囲8点
にセンサが円環状に配置され、伸筋群・屈筋群を同時計測できる．
本システムで 無線筋電計から 値を0～100に数値化し、手関
節ROMと同時にほぼリアルタイムに提示する．体幹側に運動を行っ
たとき負 値を、外側に運動した際 正 値を表示する．本稿で
手関節ROMを評価するため、健常者5名で計測を行った．運動課
題 手関節 伸展、屈曲、橈屈、尺屈運動とし、2回ずつ計測し平
均した．運動時 筋電も同時に計測した．

3. 結果
ある被験者 左手関節における屈曲運動を行ったとき 筋電パタ
ーンと最大角度 結果を図2に示す．左側に筋電 パターンを表示
した．[1]～[8] センサ番号である．右側に手関節ROM 値を表示
した．扇形 左半分に伸展運動、右半分に屈曲運動 角度を提示
した．最大角度 85.8°であり、そ 際 筋電パターン 棒グラフ
ようになった．[1]および[6]～[8] 値が大きいことから、屈筋群が活
動していることがわかる．

4. 考察
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Fig. 1 Overview of Our System
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Fig. 2 EMG Pattern and ROM

本研究で提案するシステムにおいて、角度計を用いずに手関節ROMを計測した．日本整形外科学会によると屈
曲運動 参考可動域 0～90°である3)．最大ROMが85.8°であることから、妥当な値と考えられる．筋電 レベル
において 屈筋群に配置されたセンサ 値が大きいことから、明確に屈筋群が活動していることを把握できる．
しかし、本システムで 計測結果が従来 角度計を用いた方法と差異がないか 検討すべき課題といえる．また
筋活動をリアルタイムで被験者にフィードバックできれ 筋緊張や痙縮 改善に役立つと考えられるため、さらなるシ
ステム 改善やデータ 解析が必要となる．

謝辞
本研究 JSPS科研費18K17707,15K12551,25750197 助成を受けたも です．

参考文献
1)
2)

Maryam.Khadami, Hossein.Mousavi.Hondari, et al.: “Free-Hand Interaction with Leap Motion Controller for Strike
Rehabilitation,” CHI ’14 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2014
日本整形外科学会身体障害委員会、日本リハビリテーション医学会評価基準委員会：「関節可動域表示ならびに測定法」、
リハビリテーション医学、Vol.11, No.2, pp.127-132, 1974

生体医工学シンポジウム 2018

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

2P-01
A Mathematical Model of Skeletal Muscle with Differentiating Dynamics in
Ascending and Descending Limb of Force-Length Relation
Kenzo Akazawa
Social Welfare Organization Kibounoie Takarazuka
The present model was proposed to account for dynamic behaviors of the skeletal muscle in the ascending and descending
limb of the force-length relation. A Hill-type model consisting of contractile element CE and series elastic element SEE
was utilized. The model was used only in the ascending limb and during shortening in the descending limb. This mode of
contraction was referred to as filament sliding mode (SL mode). CE obeyed force-load-velocity (F-P-v) relation, which
was mathematically represented by force generator FG and Velocity dependent element VE. The contractile force F of
FG depended on the filament overlap (muscle length) and the intensity of electrical stimulus. Viscous-like coefficient of
VE increased with an increase of F. On the other hand, stretch-evoked force enhancement was measured during ramphold stretch in the descending limb; i.e., the steady state force observed after the stretch was much greater than isometric
force generated at the stretched length. Instead of SL mode, mechanical hook mode was introduced to explain this
behavior; HK mode commenced at the beginning of stretching. Parallel elastic element PEE was added; i.e., CE consisted
of FG, VE and PEE. Elastic coefficient of PEE increased with an increase of F. It was assumed that the contractile force
F generated at the beginning of HK mode was maintained and did not vary with the muscle length during HK mode.
Simple computer simulation was made. Parameter of each element was decided, based on previously reported results
which were obtained from isolated frog semitendinosus muscle. With respect to transient force responses to ramp-hold
shortening and stretching in the ascending and descending limb, behaviors of the proposed model were similar to those
of frog muscles to a certain extent. Possibility of stable and unstable control of the muscle length was analyzed with the
simplified model. It was suggested that recruitments of motor unit, firing rates and timing of the muscle stretch were
important in controlling the length of muscle in addition to the role of antagonist muscle. Further studies are needed for
understanding mechanisms of the voluntary position control in human joint movement.
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2P-02
表皮代謝の数値シミュレーション
菖蒲田康平 1, 永山勝也 1
1

九州工業大学院

こ健常者の角質細胞はブロック塀のように積み重なり、保水や外部からの刺激を防ぐ役割を果たす。表皮からは絶
えず古い細胞が脱落し、それを補うように新しい細胞が補給される。その結果、角質自体は常に新しくなりながら一
定の厚みを保っている。角質細胞同士を接合する細胞間脂質は酵素と水分により分解される。したがって乾燥状態
では、角質同士が強く結びつき厚みを増すことで表皮からの水分の揮散（経表皮蒸散量TEWL）は低減する。つまり、
表皮代謝は水分量が大きく関わりつつ、適した厚みに収束する機構である。また、加齢や疾患などの影響により表皮
内の活動が正常に行われない場合に環境との均衡に乱れを生じる。このような肌荒れにより角質の配置が乱れると、
保水能力が低下しより多くの水分を揮散することになる。このことから、TEWLは皮膚状態を評価する重要な指標の
一つとしても扱われている。
本研究は、数値計算により観測の困難な皮膚内部の解析を行うモデルである。今回は表皮代謝に注目し、TEWL
を収束計算が可能な値とした。内部の水分量を考慮するために拡散係数を振った解析を行い、諸条件下での表皮
代謝の変化を報告する。
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Keisuke Hirata 1, Hiroki Hanawa 1 2, Taku Miyazawa 3, Takanori Kokubun 4, Keisuke Kubota 1, Moeka
Sonoo 1,6, Naohiko Kanemura 1 4
1

Graduate Course of Health and Social Services, Graduate School of Saitama Prefectural University, 2
Research Fellowship for Young Scientists, Japan Society for the Promotion of Science, 3 Ageo Futatsumiya
Clinic, 4 Department of Health and Social Services, Saitama Prefectural University, 5 Behavior Control
Unit, CBS-Toyota Collaboration Center., RIKEN Brain Research Institute
[Introduction] During walking, arm and leg swings in healthy people are closely temporally coupled in interlimb
coordination. A split-belt treadmill has two belts that are driven at different velocities and is used to demonstrate the
adaptability of human bipedal locomotion. A previous study showed that the anti-phase swing of the homolateral arm
and leg and in-phase swing of the contralateral arm and leg during split-belt walking are higher. However, the influence
of limiting one joint of an arm on the temporal coupling is not clear. The purpose of this study was to clarify the influence
of limiting one arm and the compensation of the unlimited arm.
[Methods] Ten healthy young adults walked from a tied-belt period (with both belt velocities 0.9 m/s, 2 min) to a splitbelt period (with belt velocities 0.9 m/s and 1.8 m/s, 5 min) on a double-belt treadmill equipped with force sensors (1000
Hz, AM6500, Bertec, US). The experimental conditions are as follows: SR (slow side restrained), FR (fast side
restrained), and NR (non-restraint). The non-flexible bandage-type restraint limited the elbow extension to 20°.
Correlations between trajectories of the arm and leg swings were analyzed using Vicon motion capture system (100 Hz,
17-cameras, Oxford, UK).Repeated-measures ANOVA was used to compare conditions for the correlation coefficients.
Post hoc analyses were performed using Bonferroni’s honest significant difference test when ANOVA yielded
significant results.
[Result] Correlation coefficient of FR between the slow side arm and fast side leg swings in split-belt period was
significantly lower than those of NR and SR (P<0.05, NR=-0.92, SR=-0.93, FR=-0.83). Similarly, correlation coefficient
of FR between the fast side arm and slow side leg swings in split-belt period was significantly lower than those of other
conditions (P<0.05, NR=0.85, SR=0.86, FR=0.74).
[Discussion] In the FR, the fast arm (restrained) had a low in-phase swing with the slow leg and a low anti-phase swing
with the fast leg. During split-belt walking, restraining fast side elbow resulted in lower interlimb coordination than nonrestraint or restraining slow side elbow. This result demonstrates the influence of coordination to meet restraints during
walking only in able-bodied people. However, the hemiparetic side elbow contracture in a post-stroke survivor has a
physical influence on walking control at least.
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2P-05
Loss of mechanical energy efficiency in the sit-to-stand motion of acute
stroke patients
Hiroki Hanawa123, Keisuke Hirata1, Taku Miyazawa4, Keisuke Kubota1, Moeka Sonoo1, Takanori
Kokubun5, Naohiko Kanemura5
1

Graduate School of Saitama Prefectural University, Graduate Course of Health and Social Services,
2

Japan Society for the Promotion of Science, Research Fellowship for Young Scientists,
3

Higashi Saitama General Hospital, Department of Rehabilitation,
4

5

Ageo futatsumiya clinic,

Saitama Prefectural University, Department of Health and Social Services,

【INTRODUCTION】
The small inertial sensor is a motion measuring device which is not limited to the measurement space. The
optical motion capture system requires a large space for measuring. Therefore, this is not suitable for measurement in a
small clinic. In this study, we measured the motion of acute stroke patients with inertial sensors. The purpose of this
study is to contribute to the basic knowledge of rehabilitation by examining how energy efficiency during motion is
changed by movement disorder.
【METHODS】
Three acute stroke patients, and three healthy adults performed the sit-to-stand motion. We calculated the
three-dimensional angle in a global coordinate system of the inertial sensor attached to the subject's body. Healthy adults
were measured with inertial sensors and optical motion capture systems simultaneously, and only sagittal plane angles
similar in the two devices were used for the analysis. Subsequently, we created link segment models (pin-joint) and
calculated the mechanical work until seat-off.
【RESULTS】
External minus work (that against body’s center of mass; CoM moving) done by the thorax of healthy adults
was -8.00 J, which was smaller than that of stroke patients -13.08 J. The pelvis was 2.39 J in healthy adults, whereas
stroke patients were -0.54 J, which approximated zero. It is also characteristic that the thigh of stroke patients depends
on the sound side (sound side: 0.53 J, paretic side: -0.69 J) whereas healthy adults are average 1.17 J.
【DISCUSSION】
In both groups, the thorax done the work opposite to the movement of the CoM. In healthy adults, this thorax
work might be partly contributed to the positive work of the pelvis through contraction of the lumbar extensor muscle.
This energy transfer efficiency was suggested to be impaired in stroke patients.

生体医工学シンポジウム 2018

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

2P-06
Analysis of heterogeneous deformation
in the wall of rabbit thoracic aorta at microscopic level
Yong FAN, Junfeng WANG, Eijiro MAEDA, Kohei MURASE, Takeo MATSUMOTO
Biomechanics Laboratory, Department of Mechanical Systems Engineering,
Graduate School of Engineering, Nagoya University

The aortic media is composed mainly of smooth muscle cells (SMCs), elastin and collagen fibers. It has been
suggested that these components show complex deformation when subjected to physiological deformation. To study
this in detail, we stretched thin-sliced specimens of thoracic aortas under a microscope.
Tubular specimens harvested from male Japanese white rabbits were cut into 200-µm-thick ring-like segments.
The SMC nuclei were then stained with Hoechst33342. Tensile test was performed under a confocal microscope with
a laboratory-made tensile tester, i.e., a cyclic stretch apparatus for cells (STB-150W-NK, Strex, Japan) converted for
thin-sliced tissue specimens. Each slice was cut into a rectangular specimen of about 7 mm in the circumferential
direction and was mounted on the tester. After its no-load state was determined carefully, the specimen was stretched
stepwise by ~4% in the circumferential direction and its fluorescent image was obtained simultaneously. This stretch
step was repeated for about 10 times.
We processed the images with a software ImageJ (NIH) and calculated macroscopic and microscopic stretch ratios
of the specimen. The microscopic stretch ratio was evaluated from two viewpoints: 1) change in the inter-nuclear
distance during tensile test, and 2) change in nuclear length during tensile test. The local tissue strain obtained from
inter-nuclear distance ranges 0.2~1.5 times of the macroscopic tissue strain, indicating that the specimen deformation
was heterogeneous at microscopic level. The shear deformation between elastic lamina was remarkable at some
positions and the shear strain was as large as 0.03. Local Green strains calculated from nuclear displacement showed
similar tendency.
Strain calculated from the length of the nuclei was almost 50% of the macroscopic strain,
suggesting that the nuclei of the SMCs are much stiffer than their cytosolic components. Some nuclei rotated
noticeably in response to stretch and the rotation angle was as large as 11° in some cases during the whole tensile
process.
This study showed that deformation of artery is highly heterogeneous and complex at a microscopic level. Such
heterogeneity might have a profound effect on the vascular biology. As a next step, we are planning to observe
three-dimensional deformation to study the cause of heterogeneity.
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2P-07
マイクロローラーポンプによって駆動される灌流型細胞培養デバイス
植田留名 1, 千原なみえ 1, 森中杏菜１, 坂本佳奈子１, 加藤暢宏 2
1

近畿大学大学院生物理工学研究科,

1. 背景および目的
細胞培養法のひとつである、灌流培養はポンプなど
を用いて培地を灌流させながら細胞を培養する方法で
ある。培地の流れによって発生するずり応力により細胞
が刺激されることが知られており、血管内皮細胞などの
培養に適している 1）。灌流培養の装置はいくつか開発
されているが、構 が複雑なものや、培養中に条件を
変更できないものが多い。本研究では、マイクロローラ
ーポンプを用いて培地を自動交換しながら、その場観
察することができる灌流型細胞培養デバイスを開発す
る。

5mm

Fig.1 Schematic of the
microfluidic device for
perfusion culture

2-2.流速測定
作製した流路内にマイクロローラーポンプ(RP-TX, ア
クアテック)を用いて、蛍光ビーズ（FH-2052-2, コスモ・
バイオ株式会社）懸濁液を送液する。流路内に十分な
蛍光ビーズが存在することを確認し、ポンプの駆動周
波数を50 Hz、100 Hz、150 Hzに設定する。送液しなが
ら 蛍光顕 微鏡 で 動画 を撮 影する 。 撮 影し た 動画 を
ImageJ2）を用いて1コマずつ静止画として保存する。保
存した画像を再構成し、蛍光ビーズの軌跡の角度から、
最高流 を算出する。

させると流 が変化することから、マイクロローラーポン
プを駆動源に用いることで、微小流路内の流 の制御
が可能であるということが分かった。

3-2.流量測定
駆動周波数22.5 Hzで送液した水の重量は213 mgで
あった。流量に換算すると213 μl/dayであった。駆動周
波数45 Hzの流量は420 μl/day、駆動周波数67.5 Hzの
流量は585 μl/dayであった。これらの結果をグラフにま
とめたものがFig.2である。流量は駆動周波数にほぼ比
例していることが分かる。

流 測定で得られた結果から流量を算出すると、駆
動周波数50 Hzのとき23 μl/day、駆動周波数100 Hzの
とき47 μl/day、駆動周波数150 Hzのとき76 μl/dayであっ
た。流量を測定した結果より1桁小さい値が得られた原
因として考えられることは以下の2点である。1つめは、
流 を測定する際に用いた蛍光ビーズの直径が
0.7~1.2
μmであったため、蛍光ビーズの動きに
流れが妨害され、流 が遅くなった可能性がある。2つ
めは、流量を測
定する際、マイク
ロローラーポンプ
単体で得られる
最少流量を測定
するために、流路
を通さずに実験
をおこなったた
Fig.2 The relationship between
め、流路抵抗の
flow rate and driving frequency
影響を受けず流
of micro pump
量が大きくなった
可能性がある。

5. まとめ

2-3.流量測定
送液側、廃液側リザーバとしてそれぞれ15 mlの遠沈
管を用いる。マイクロローラーポンプの駆動周波数を
22.5 Hz, 45 Hz, 67.5 Hzに設定し、24時間、送液側リザ
ーバからマイクロローラーポンプにより純水を吸引し、
廃液側リザーバに送液する。２４時間後、廃液側リザー
バから純水を抜き取り重量を計量する。

灌流型細胞培養デバイスに用いるマイクロローラーポ
ンプの性能を評価した。マイクロローラーポンプの駆動
周波数によって流 を変化させ、ずり応力を容易に調
整することが可能であると示唆された。マイクロローラ
ーポンプの流量測定の結果から、流量は駆動周波数
に比例することが分かった。

参考文献

3. 結果
3-1.流速測定

1)

駆動周波数50 Hzのとき、蛍光ビーズの軌跡がなす角
度を用いて流 を算出したところ約12 µm/sであった。
駆動周波数100 Hzのとき約24 µm/sであり、駆動周波
数150 Hzのとき約39 µm/sであった。駆動周波数を変化
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4. 考察

2. 方法
2-1.デバイスの設計・試作
三次元CAD(Creo, ptc社)で
流路パターンを設計し、ソフ
トリソグラフィにより、微小流
路デバイスを作製した。異な
る3つの条件下での培養を同
時に観察するために、1つの
デバイス上に独立した3本の
流路を設けている (Fig.1)。

2

2)

Jonathan W. Song et. al, “Computer-Controlled Microcirculatory Support System for Endothelial Cell Culture
and Shearing”, Analytical Chemistry, Vol.77, No.13,
July 1, 3993-3999, 2005
Rasband , W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of
Health, Bethesda, Maryland, USA,
https://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2016
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2P-08
円環状フルカラーLED を用いた生物組織細胞の構造観察
増成 太郎 1, 日坂 真樹 2
1

大阪電気通信大学大学院 医療福祉工学研究科,

2

大阪電気通信大学 医療福祉工学科

光学顕微鏡は生体組織細胞の観察や病理検査における組織診断などに用いられている．我々は，生体組織の
振幅･位相コントラスト像の分離観察や生体組織における多重散乱の低減，球面収差の除去などの利点を有する，
傾斜照明と円環絞りとを利用した新しい光学顕微鏡は開発を進めてきた．この顕微鏡では，360°方位の傾斜照明
画像をコンピューターに取り込み，フーリエ空間で重ね合わせおよびフィルター処理することで組織細胞を画像化す
る．特に本研究では，分光情報の取得や位相構 の定量化の検討，および画像再生の高 化を目指して，円環状
フルカラーLEDを用いた画像撮影について実験的に検討した．
傾斜照明光源として，直径10cmの円環状基板にRGBフルカラーLEDを中心角度9°で40個配置した円環状光源
を製作した．フルカラーLEDには赤(R)，緑(G)，青(B)の3種のLEDが内蔵されており，合計120個のLEDをマイコンボ
ードおよびシフトレジスタICで点灯制御した．この円環状LED光源で撮影したマツの風媒花粉を再構成処理すると赤，
緑，青の各色に対する吸収コントラスト画像および位相コントラスト画像を得た．波長に依存した分光画像と位相コン
トラスト画像を短時間で得ることができたが，フルカラーLED光源の傾斜角度や発光強度の不均一性，およびフルカ
ラーLEDに内蔵された各LEDの配置位置の違いが再生画像に影響した．
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2P-09
低温オンチップインキュベーションシステムの開発
関口知央 1), 武井延之 2), 二井信行 1)
1)
芝浦工業大学, 2) 新潟大学
1. 緒言

2. 実験
低温におけるCO2雰囲気維持の検証および細胞培養に用いたオン
チップインキュベーション(OCI)デバイスをFig.1に示す．アクリル製のチ
ャンバの内部に，ガス透過性の高いシリコーン(PDMS)製の筒状のリザ
ーバが配置されている．この筒状リザーバ内部に炭酸・重炭酸緩衝液
を封入することで，チャンバ内部を一定のCO2濃度に保ち，細胞培養
を可能とする[2]．今回，低温においてデバイス内のCO2濃度を維持す
るため，細胞培養を筒リザーバ底部に接合したポリスチレン板上で行
い，その外側のより大きい容積の領域に炭酸・重炭酸緩衝液
（NaHCO30.96M，Na2CO30.1mM 5mL）を封入した．筒リザーバのCO2
濃度は，筒リザーバ内に10mM NaHCO3溶液を1mL入れ，デバイス全
体をクールインキュベータに静置し2 h毎に測定したpH値から，重炭酸
緩衝系の平衡関係式を用いて算出した．
筒リザーバ底面にラットの未分化神経幹細胞を播種し，通常のCO2
インキュベータで6日間培養の後，インキュベータ外でデバイス底面を
37℃，25℃に加温した状態で24時間培養した．その後，生細胞を
Fluorescein diacetate (FDA)で染色した．

10

pCO2[%]

細胞が低温状態においても生存しつづける現象は，小動物の一部
にみられる「冬眠」で顕著である．冬眠においては，動物は4℃にまで
体温を低下しながら，個体も，それを構成する細胞も死滅しないが，そ
れが冬眠動物の細胞単体が自律的に低温耐性をもつゆえかは明らか
ではない．細胞の自律的な低温耐性を理解し応用するためには，冬眠
動物の細胞の培養技術の確立に加え，細胞を低温で培養する技術の
確立が求められる．前者については，冬眠動物（シマリス）の神経細胞
の培養・凍結保存がなされている[1]．後者については，一般的なCO2
インキュベータが10℃以下の低温に対応していない問題がある．
我々は，冬眠動物の細胞の低温耐性を検証することを目指し，大気
中で細胞を培養できるシステムであるオンチップインキュベーション
(On-chip Incubation: OCI)[2]を４℃までの低温に適用した．具体的に
は， 本デバイスを用いて動物の冬眠時の温度である4℃においてCO2
濃度5%を維持する条件を確立し，低温にて細胞培養を試みた．

4℃
8Fig. 1 On-Chip incubation device
15℃→4℃
6
4
2
0
0

2

time[h] 4

Fig. 2 CO2 concentration in on-chip
incubation device at low temperature.

A

3. 結果・考察
Fig.2に，OCIデバイスを低温下においたときの内部のCO2濃度の時
間変化を示す。当初より4℃雰囲気に静置したデバイス内部では，CO2
濃度の上昇は約3%までであった．一方，当初15℃に設定したサーモ
プレートに静置すると，2 h後にCO2濃度は5%に達し，4℃雰囲気に移し
た後も5%を超えるCO2濃度が得られた．
Fig.3に，37℃，25℃にて培養したラット神経幹細胞のFDA染色像を
示す．25℃で培養された細胞は，FDAの蛍光は37℃培養された細胞
のものより低いが，染色された細胞の密度は37℃培養時とほぼ変わら
ない．低温は，代謝は低下させるが死滅はさせないと考えられる．

B

参考文献
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2007.
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Fig. 3 Rat neurons cultured in the on-chip
incubation device at A)37℃ , B)25℃.
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2P-10
シート型電極マトリックスのインピーダンス変化を用いた排尿量推定システム
橘 克典 1, 新川 拓也 2
1，2

大阪電気通信大学 医療福祉工学部 医療福祉工学科

1. はじめに
わが国は超高齢社会であり，寝たきり高齢者の排尿
介護では褥瘡を予防するため排尿直後に紙オムツの
交換を行う．さらに，排尿の有無を確認するため頻回に
紙オムツ内を視認する 1)．このように寝たきり高齢者の
排尿介護は，その介護負担が大きな社会問題となって
いる．この対策として排尿検知を行う支援システムが積
極的に活用されている2)．それらのセンサ類は紙オムツ
に内蔵する形態を有することから，センサ部が汚染され
洗浄や交換の必要がある．本研究では多数個の正方
形銅板電極を格子状に配置したシート型電極マトリック
スを開発し，電極上に置かれた紙オムツの外部から模
擬尿量の推定が可能か実験をしたので報告する．

2. トルソを用いた排尿量評価の試み
シート型電極マトリックスの概略図と排尿量推定シス
テム回路を図1に示す．電極は厚さ0.1 mmの銅板を正
方形に成形し，それらを格子状に配置しており，隣り合
う電極同士の極性が逆になるように配線した．電極全
体はPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムで内包し
た．試料を電極上に置き，回路全体にファンクションジ
ェネレータ(岩通計測株式会社：SG-4105)で交流電圧6
V(70 kHz)を印加すると電極部はコンデンサで近似で
き，試料に水が滴下されると比誘電率が増加するため
静電容量が増加する．電極と直列接続した抵抗をRと
すると回路全体のインピーダンスは，R + 1 / jωCで表さ
̇ は，
れ，電源電圧を𝐸̇ とすると出力電圧𝑉out
𝑅
̇
𝑉𝑜𝑢𝑡
=
𝐸̇
𝑅+1/𝑗𝜔𝐶

関係に強い相関を認めた．これは，模擬尿量の増加に
伴って拡散域が重力にしたがって臀部天井側から電
極の直上へ到達し，さらに拡散域が電極上で広がった
からだと考えられる．700 ml以上では，𝑉𝑜𝑢𝑡 の変化は少
なかった．これは，模擬尿の拡散域は電極上の全体に
及んでおり，それ以上に顕著な広がりは認めず紙オム
ツの吸水限界に達して飽和状態となったからだと考え
られる．

4. まとめ
開発したシステムで立体形状を有した人体の臀部
においても模擬尿量に応じて変化する電気信号を紙
オムツの外部から捉えることに成功した．

参考文献
1) 藤井恵子・前川厚子・古川由利子：「エビデンスに基づく
痴呆性高齢者尿失禁マネジメント」、日本創傷・オストミ
ー・失禁ケア研究会誌、Vol.8, No.2, pp.19-28, 2004
2) 山本慎太郎・金主賢・中島一樹：「オス犬用尿吸収量評価
のためのオムツカバー型センサの開発」、電子情報通信
学会技術研究報告、Vol.117, No.94, pp.27-30, 2017

̇ の大きさ𝑉𝑜𝑢𝑡 を計測することで滴下量の推
となる。𝑉𝑜𝑢𝑡
定が可能であると考える．
人体の臀部のような立体形状でも特別なセンサ類を
紙オムツに内蔵しないで，外部から排泄の検知が可能
かどうかを調べるため，プラスチック製トルソに成人用
紙オムツ（ユニ・チャーム社製 ライフリー：ヒップサイズ
67～106 cm，尿吸収量の目安600 ml）を装着し仰臥位
にて実験を行った．点滴ボトルに模擬尿(水道水)を溜
め，ポリ塩化ビニル製チューブを介し，紙オムツ内の臀
部天井側へ5～6 ml/sで送液を行った．1 回の模擬尿
量を100 mlとし総量1000 mlの排尿を模擬した．排尿ご
とに紙オムツ内における模擬尿の拡散域を視認した．
実験回数は3 回である．

3. 結果・考察
模擬尿量が0～100 mlでは，𝑉𝑜𝑢𝑡 の変化は少なかっ
た．これは，臀部天井側の放出部に模擬尿の拡散域
が限局し，シート型電極マトリックスとの間に距離がある
ことに起因すると考えられる．模擬尿量が100～700 ml
では，R2が0.99の回帰直線が得られ模擬尿量と𝑉𝑜𝑢𝑡 の
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2P-11
介護職員の介護技術困難感に関する価値序列の研究
－看工連携による介護ロボット開発のための基礎調査－
中林美奈子 1, 中村真人 2, 中島一樹 2
1

富山大学地域看護学講座,

2

富山大学工学部

【目的】介護ロボット開発のターゲットを決定するための基礎資料を得ることを目的に介護職員の介護技術困難感に
関する価値序列を明らかにした。
【方法】１）X 県厚生部が公開している介護老人福祉施設等一覧に掲載され
た施設の長に調査協力を依頼し、受諾が得られた 108 施設 1701 人を調査対象とした。２）自記式質問紙調
査により対象の属性と価値序列を調べた。価値序列調査では 8 つの介護技術（①コミュニケーション、②更
衣、③食事・誤嚥予防、④排泄、⑤入浴、⑥身体保清、⑦起居・移乗・移動、⑧口腔ケア）について 2 つず
つ 28 組の組み合わせを設定し、どちらの技術が「困難に感じるか」を聞いた。３）分析方法：分析対象者は
1507 人であり、価値序列は Thurstone の一対比較法を用いて施設の種類別に各介護技術の「困難である」
を基準とした尺度値を算出した。
【結果】食事・嚥下予防の技術困難感の高さは、特養で 1 位、老健で 2 位、
介護病床 3 位、小規模多機能 1 位、認知症デイ 1 位、グループホーム 4 位であった。入浴は、特養で 2 位、
老健 1 位、介護病床 1 位、小規模多機能 3 位、認知症デイ 4 位、グループホーム 1 位であった。【結論】介
護職員に受け入れられる介護ロボットを開発するためには食事・嚥下予防や入浴の技術困難感を軽減する視
点が重要である。被介護者に一番身近な医療・介護従事者が企画の段階から起案者として開発に加わり、工
学や企業側と共に現場で活用される介護ロボットの開発を目指していくことが必要である。
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2P-12
日本整形外科学会腰痛評価質問票(JOABPEQ)における各質問項目と
身体所見との相関関係の評価ならびに推定式モデルの構築
石谷勇人 1,2, 金谷重彦 1, 田村俊世 3，黒川純 2
1

奈良先端科学技術大学院大学, 2 船橋整形外科西船クリニック, 3 早稲田大学

【目的】
日本整形外科学会腰痛評価質問票(JOABPEQ)は，25 項目の質問の回答から各重症度スコアが算出できる．
本研究は，計算式に定められている質問項目だけでなく全 25 項目の質問と各重症度スコアおよび身体所見と
の関連性を評価し，推定式モデルの構築の可能性を検討した．
【方法】
対象は腰部疾患患者とし，JOABEPQ を使用して疼痛関連障害，腰椎機能障害，歩行機能障害，社会生活障
害，心理的障害の各重症度スコアを算出した．身体所見は，痛みや痺れの程度と関節可動域(ROM)とし，VAS
にて腰痛や下肢痛の程度，下肢の痺れの程度を測定し，ROM は，股関節屈曲，外旋，内旋および下肢伸展挙上
角度を測定した．統計的解析は，スピアマンの相関係数，クラスター分析，PLS 回帰分析を用いた．
【結果】
JOABPEQ の 5 つの重症度スコアは，PLS 回帰モデルにより JOABPEQ の質問 25 項目の回答から説明でき，良
好な推定式モデルの構築を認めた．身体所見の痛みや痺れの程度は，JOABPEQ の質問項目との推定式モデル
の構築は認めなかったが，負の相関関係を認めた．ROM は，JOABPEQ の質問項目との推定式モデルの構築およ
び相関関係を認めなかった．
【考察】
JOABPEQ の各重症度スコアは，計算式に定められている質問項目だけでなく，その他の質問項目も重症度
スコアに影響を及ぼしていることが示された．また痛みや痺れの軽減が各重症度スコアの改善につながるこ
とが示された．しかし，ROM が推定式モデルの構築および相関関係を認めなかったことから，腰部疾患患者の
ADL につながる理学療法評価において，ROM 以外の定量的評価が必要と考える．
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2P-13
形状最適化電動義手及び AR 訓練システムの開発
岩﨑雄太郎 1, 関弘和 1
1

千葉工業大学

1. 背景
上肢切断者 日常生活を支援するため 電動義手 、見た目を重視した装飾用義手と比べ日常動作や仕事を
行う際に有用性が認められている1)。しかし、市販されている筋電義手 高価格なも が多く、普及 障壁となってい
る。一方、近年で 高価な筋電センサを使わずにフォトリフレクタと呼 れる低価格な距離センサを用いて筋肉 隆
起量を読み取り制御する電動義手2)や3Dプリンタを用いることにより低価格で製作できるオープンソース義手3)も登場
した。だが、低価格な電動義手 オーダーメイドで ないため使用者に最適化された形状をしていると 言えない。
そこで、本研究で 3Dスキャナ及び3Dプリンタにより使用者 手 形状を用いて握る、開く及び回内動作を行うこ
とができる電動義手 開発を行った。また、使用者が早期に義手 使い方に慣れるため ARによる電動義手訓練
システムも開発した。

2. 形状最適化電動義手
本義手 低価格でありながら使用者に最適化された形状を実現することを目的と
して開発した。外観形状に高精度な据え置き3Dスキャナを用いて計測した石膏手
形を用いたことで使用者にとって違和感 少ない義手 形状を実現した。切断者
使用を想定する場合に 切断側と反対側 手を反転させたデータを用いる。そ
して、低価格マイコンArduino及びフォトリフレクタによる動作制御を行ったことで一
台当たり一万円程度に製作コストを抑えた。
制御面で 二つ 圧力センサ 値を読み取り、ブザー音による音声フィードバッ
ク及びサーボモータ 制御を行ったことで、握りすぎによる本体破損を防いだ。
SHAP試験及びオープンソース義手を用いた検証4)により日常動作においてドアを
開ける際等に用いる回内動作 、義手使用時に腕を捻る動作を行うため使用者に
とって負担になることが判明した。そこで、二つ フォトリフレクタにより二箇所 筋肉
隆起量を読み取ることで握る、開く動作だけでなく、回内動作も実装した。

3. AR による電動義手訓練システム
本システム 義手を作成する間に上肢切断者が義手 使い方に慣れることを目
的として作成した。アプリケーション 開発に Unityと呼 れるゲーム開発用ソフト
ウェアを用いた。また、使用機材に iPhone及びFirstVR5)と呼 れるフォトリフレクタ
及びジャイロセンサを内蔵したBluetoothコントローラを用いた。スマートフォンを機材
として用いたことにより高価なVRシステム等を導入することなく低価格なコントローラ
みを購入するだけで訓練を自宅でも行うことを可能にした。
iPhoneを通して現実空間を見ることでSHAP試験に用いた物品や、義手本体を仮
想的に表示させた。また、筋肉 隆起量によって仮想義手 把持力をコントロール
し、ジャイロセンサによって角度 値を読み取り制御したことで実際に物品を握って
いるか ような動作を仮想上で再現した。

Fig. 1 Making Process

Fig. 2 Created Prosthetic
Hand

Fig. 3 AR Training System

4. 結言
本研究で 形状最適化電動義手及びAR訓練システム 開発を行った。今後 提案システムによる訓練を行った
後にSHAP試験 結果がど ように変化する か被験者を用いて検証していく。また、電動義手本体形状 更なる
最適化や、使用センサ 形状改良を行う。そして、訓練システムへ アニメーションやUI、音声 追加によるリアリテ
ィ 向上を図っていく。

参考文献
1)
2)
3)
4)
5)

Craig, Murray, “Amputation, Prosthesis Use, and Phantom Limb Pain”, Springer, pp.9-12, 2010.
吉川雅博ほか：「機能性とデザイン性を考慮した軽量・低コスト 対向 3 指義手」、日本ロボット学会誌, Vol.32, No.5, pp.456463, 2014.
HACK berry, http://exiii-hackberry.com/
岩﨑雄太郎ほか：「筋隆起式電動義手 把持動作制御法と SHAP 試験による検証」、ロボティクス・メカトロニクス講演会 2017
講演論文集, No.17-2, 2A2-G05, 2017.
FirstVR, https://first-vr.com/
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2P-14
バリアフリー調査のための車椅子ログシステムの開発・・・傾斜角の計測
伊藤翼太 1，山内康司 1
1

東洋大学大学院理工学研究科

1. はじめに
平成18年12月20日に「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」 １）が制定さ
れた．その方針の一つとして，住民・市町村が作成する基本構想に基づき，駅を中心とした地区，高齢者や障害者
の利用が集中する重点整備地域において生活関連経路のバリアフリー化を推進することが挙げられた２）．しかしなが
ら現存する環境におけるバリアフリー化のためには，移動の障害となる箇所を明確化する必要がある．

2. 目的
加速度センサ，角速度センサ，距離センサを用いて，車椅子の車体振動，路面状況の変化，通路幅を計測し，車
椅子使用者にとって障害となる場所および原因の特定を行うシステムの開発を行う．これまでに距離センサを用いた
通路幅の自動計測について報告した3）．本報では，スロープ等の傾斜角の計測について報告する．

3. ログシステムの構成
本研究におけるシステム構成は既報のとおりである．車椅子にマイコンGenuino101を搭載する．Genuino101には，
加速度センサ，角速度センサが内蔵されており，これにより，加速度，傾斜角を計測する．そこに，赤外線距離セン
サを2つ接続することで通路幅を計測している． 傾斜角算出のためMadgwickフィルタを用いている．

4. 傾斜角の評価実験
作成したシステムの傾斜角の計測について検証を行うため，実際に車
椅子にセンサを取り付けて走行させた．走行させた傾斜路は段差解消用
具ケアスロープにて設置した(Fig.1)．また，傾斜路の走行中に一時停止し
て計測した．

5. 結果と考察
実験によって得られた結果をFig.2に示す．作成した傾斜路の実際の傾
斜角は上り時が13.6°，下り時が6.8°であった．よって実験により得られた
値は0.5～1°程度の誤差があったと考えられる．走行途中で一時停止を
すると傾斜角値が安定し，動作開始・終了時に角度値が安定しないことか
ら加速度が傾斜角に影響を与えていると考えられる．

6. 展望
本 研 究 に 使 用 し た Genuino101 に は Bluetooth Low
Energy(BLE)が内蔵されている．BLEを用いて，取得した
センサの値をAndroid端末に送信し，Android端末側でそ
れを表示，保存するアプリケーションを開発することで，
データログを取ることを可能とする予定である．また，
Android端末に搭載されたGPSにより位置情報を取得す
る予定である．

Fig. 1 Ramp used for the experiment

参考文献
1)
2)
3)

高齢者，障害者等の移動等の円滑化に関する法律
バリアフリー法の施行状況と今後の課題 国土交通省
伊藤ら，バリアフリー調査のための車椅子ログシステムの
開発 第 27 回ライフサポート学会フロンティア講演会

Fig. 2 Change in inclination angle
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2P-15
咀嚼による認知症予防デバイス 形状検証
田村俊光１， 磯部魁２， 近藤寿志３， 永井翠１
１

東京工業高等専門学校電子工学科，２東京工業高等専門学校専攻科電気電子工学専攻
３

株式会社ウェアラブル・メディア・ラボ

平成 25 年における 65 歳以上 高齢者数 25.0％となり，4 人に 1 人が高齢者である（１．こ 割合 尚も上昇を続
け，平成 47 年に 33.4％になり，3 人に 1 人が高齢者になると見込まれている（１．高齢者へ 福祉機器 需要が高
まる かりである．我々 咀嚼が脳に与える刺激を利用して認知症予防デバイス 開発を行なった．光距離センサを
用いたイヤホンセンサによって，咀嚼回数をカウントし，咀嚼 意識付けを目的としている．
耳 形状 人によって異なる為，本研究で イヤホンセンサ 形状を 2 種類用意し，それぞれ 有用性について
検証した．尚，形状 カナル型・耳介支持型とし，耳介支持型に関して ，更に，光距離センサ 向きを外耳道に対
して 4 方向用意した．
口腔内に何も含まない状態で 100 回咀嚼した場合，ガムを含んだ状態で 300 回咀嚼した場合について波形を測定
し，前半 10 回と後半 10 回 波形 振幅を比較した．振幅が変動してれ ，それ イヤホンセンサ 位置がずれて
いることを意味する．測定したデータを解析したところ，すべて 形状で振幅 変化 概 観測されなかった．稀に変
化する場合もあるが，振幅 増分も微小であり，実使用に ど 形状でも問題無い結果となった．

参考文献
1) 総務省統計局「Ⅰ 高齢者 人口」
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マイクロバブル浴におけるストレスコーピング物質の産生
成田洸杜 1, 長谷川裕晃 1, 増田豊 2
1

宇都宮大学大学院工学研究科機械知能工学専攻,

2

秋田大学医学部付属病院心療センター

マイクロバブル(MB)は直径が100μm以下の微細な気泡であり，通常の気泡とは化学的，物理的特性が異なる．
MBは，生物・植物の成長を促進させ，人体にリラックス効果を及ぼすとされ，その学術的な側面は未解明である．
我々の先行研究で，実験動物を使ったMB浴で，MBなしに比べ気力回復効果（抗うつ効果）の増大が確認できた．
そして，その際マウスは逃避行動と無動という二つの行動を示した．これら相反するかに見える行動はいずれもストレ
スコーピング行動である．そこで本研究では，MBを発生させた足場のない円筒容器中でマウスを水泳させることで
強制遊泳ストレスを与え，ストレスコーピング物質の産生を詳しく調査した．MBはスリット式発生装置（STM）と加圧溶
解式発生装置（PDM）により発生させた．STMで発生させたMBはPDMにより発生させたMBよりも表面電位が
負に大きく，PDMにより発生したMBは気泡径のばらつきが少なくSTMよりも気泡径が小さいという特徴が
ある．本研究では，ストレスコーピング物質の産生をバイオアッセイ試験により評価した．ストレスコーピング行動であ
る逃避行動と無動は，ストレスコーピング物質である気力回復脂質と体力保全脂質の産生に対応しており，ストレスコ
ーピング物質の産生は，STMによるMB浴とPDMによるMB浴で異なった．そのため，MB浴によるストレスコーピング
物質の産生はMBの発生方法に影響を受けることが確認された．

生体医工学シンポジウム 2018
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Walking is an important factor in good health, and people derive many benefits from travelling by foot. However,
walking entails risks such as traffic accidents and falls. Moreover, Some people which doesn't have much time to
excersize, may doing walking and jogging at night. At that time, dark road also bring us a similar risks. If people
recognize specific risks before walking, then they may avoid such accidents. The previous system collects and stores
passive risks from the properties of the landscape and active risks identified by people.This report proposes a streetlight
data collecting system, which collects a brightness information of roads. When people know and avoid these risks, they
will be able to walk safely.
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マイクロニードルにおける薬剤の配置制御
森中杏菜 1, 坂本佳奈子 1, 植田留名 1, 千原なみえ 1, 加藤暢宏２
1

近畿大学大学院生物理工学研究科,

1. 研究背景と目的
全体が薬剤によって構成される自己溶解型マイクロ
ニードル(MN)パッチ １） では、先端部のみが皮膚内に
取り込まれる。このため、薬剤の正確な投与量が担保
できない。また、溶け残った部分の薬剤は廃棄される。
このため、先端部のみに集中的に薬剤を配置すること
が求められている ２） 。そこで本研究では自己溶解型
MNの先端部のみに薬剤を配置する方法を確立するこ
とを目的としてディスペンサとロボットによる薬剤の注入
位置と分注量の制御を行った。

2. 方法
2-1. 卓上型塗布ロボットによる注入位置の制御
MNの雌型上の任意の位置に正確に薬剤を分注す
るために、卓上型塗布ロボット(SHOTmini 200Sx,武蔵
エンジニアリング)およびシリンジディスペンサ(SuperΣ
x-V7,武蔵エンジニアリング)を用いる。MNの雌型はポ
リジメチルシロキサン(PDMS)製でソフトリソグラフィによ
り原型の形状が転写されている。薬剤をニードル先端
に配置するためには、MNの雌型の位置とシリンジニー
ドル先端の位置を一致させる必要がある。このために、
塗布ロボットのディスペンサヘッドに雌型観察用のカメ
ラ(USB uEye 1480 LE-M-GL, iDS)を積載し、同時に、
XYステージ上には回転ステージ(MM-60θ,中央精
機)を積載し、双方の座標系を一致させて分注を行っ
た。薬剤は血管造影剤(イオパーク 350 富士製薬工
業)を使用した。
2-2. 薬剤の分注量の制御
MNの雌型に薬剤を充填するためには分注される
薬剤の体積を雌型1つの体積より小さくする必要がある。
薬剤の分注量を制御するパラメータとして吐出時間、
吐出圧、雌型とディスペンサニードルの距離、ディスペ
ンサニードルのゲージ数、薬剤の粘性などが考えられ
る。本研究では薬剤として血管造影剤を用いて、吐出
時間を1秒、0.5秒、0.1秒、0.05秒、0.01秒と変化させ、
その他のパラメータを一定とし、吐出される液滴の大き
さを測定した。

3. 結果および考察
3-1.注入位置の制御
卓上型塗布ロボット
5mm
に積載したカメラで雌
型を撮影し、XYステ
Fig. 1 Dispensed droplets of
ージにより原点位置
contrast agent aligned on
を一致させる。その
every single female mold of
後、画像の任意のライ
MN
ン上の輝度分布が周
期的に変化するように、回転ステージにより雌型を回転
する。これにより、雌型とロボットの座標系を一致させた
のち、ディスペンサにより造影剤を分注した。(Fig. 1)
生体医工学シンポジウム 2018

2

近畿大学生物理工学部医用工学科
カメラ上では輝度分布より、双方の座標系は一致し
ていたと考えられるが、実際に分注した造影剤は雌型
からわずかにずれていた(Fig.2)。
Female mold
Droplet of contrast agent
1mm
Fig.2 Misalignment between droplet of contrast agent
and female mold
これは、分注時に造影剤がニードル側面に周りこん
だことで、分注位置がずれたためと考えられる。今後側
面への周りこみを防ぐことで雌型上に分注ができると考
える。
3-2. 薬剤の分注量の制御
吐出時間を変化させて血管造影剤をPDMSシート上
に吐出した。吐出時間と液滴の体積の平均値の関係
を示す(n=5)(Fig. 3)。
Fig. 3より吐出時間と液滴の体積には正の相関が見ら
れる。吐出時間0.01sと0.05sでは相違が見られなかっ
たため、吐出時間0.05秒以下では精密な制御は困難
と考えられる。また、分注量の目標値となるマイクロニ
ードル1つあたりの体積は2.6pLであり、制御可能な吐
出時間での最小の液滴の体積は17.8nLであることから、
吐出時間以外
の雌型とディス
ペンサニードル
の距離・ディス
ペンサニードル
のゲージ数・薬
剤の粘性など
のパラメータを
調 整 す る 必 要 Fig. 3 Relation between volume of
があるこ とが分
droplets and dispense time
かった。

4. まとめ
卓上型塗布ロボットにカメラと回転ステージを積載し、
雌型の座標系を正確に観察、調整をおこなうことで注
入位置の制御が可能になった。ディスペンサによる吐
出時間を変化させて吐出量の制御を行った。マイクロ
ニードル型への分注を実現するには吐出量を1/7000
にする必要があることがわかった。今後は吐出量を制
御する各種パラメータを変更し、より微小な液滴を作製
する必要がある。

参考文献
1)
2)

Jung-Hwan Park, Mark G.Allen, et al.: “Polymer
Microneedles for Controlled-Release Drug Delivery,”
Pharmaceutical Research, vol.23,No.5,pp1008-1019,2006
中川晋作ほか:｢マイクロニードルの製造と応用展開｣、シ
ーエムシ―出版、p.97,2016

講演予稿・抄録集（2018 年 9 月 14-15 日）

2P-20
飲み忘れ注意機能を有する IoT 薬箱の開発
村井 貴威 1, 山内 康司 1
1

東洋大学大学院理工学研究科

1. はじめに
複数の病気を抱える高齢者が薬を飲みきれずに，「残薬」が自宅で大量に見つかることが問題になっている．原因
は薬の飲み忘れが大きくかかわっており，全体の約70％を占めている1)．他にも，どの薬を飲んでもいいかわからなく
なる．自己判断で飲むのをやめるといった要因が挙げられる．これらの原因の背景には，医者が処方する薬の量が
多いこと．また，薬の管理が患者任せになっていることが挙げられる．

2. 目的
残薬問題の原因から，それらを改善するために必要な対策
が3つある．1つ目は薬を飲んだか飲んでいないかを記録する
こと．2つ目は薬を飲んだ情報を薬剤師等の第三者に共有す
ること．3つ目は，飲み忘れや飲み間違い等を注意することで
ある．
本研究は，薬の服薬履歴を記録し，グラフにして保存する
機能，服薬したかをインターネット上で閲覧することができる機
能，服薬時刻をアラームや通知で知らせる機能を持った薬箱
を開発することである（Fig. 1）．

3. システム構成
薬箱の残量を計測するために距離センサと小箱を使用す
る．小箱は朝，昼，夕，就寝前に分かれており，それぞれトレ
イが7枚ずつ入っている．薬を取り出す際にトレイごと取り出す
ことによって，小箱の蓋の高さが低くなる．薬箱の蓋の裏に設
置している距離センサが小箱の蓋までの距離を計測すること
によって残薬量を知ることができる．蓋の開閉の状況はタクト
スイッチで感知し，蓋を閉じることでその時の距離センサで取
得した残薬量がWifiを通し，インターネット上に送られ，Webサ
ービスであるIFTTTで処理し2)，Googleスプレッドシートに記録
される．
現在時刻が液晶モニターに表示され，その下にある3つの
ボタンで服薬時刻を設定することができる．設定された時刻に
なることで液晶モニターには「おくすりのじかんです!」と表示さ
れ，スピーカーからは「お薬の時間になりました」と音声がな
る．また，音声が鳴ったという情報はインターネット上へ送信さ
れ，IFTTTで処理し，スマートフォンに服薬時刻になったことを
伝える通知が送られる．もし，設定した服薬時刻になったにも
関わらず，薬を取り出さなかった場合は，5分後再び，液晶モ
ニターには「おくすりのじかんです!」と表示され，スピーカーか
らは「お薬が飲まれていません お薬を飲んでください」と鳴る
（Fig. 2）．

Fig. 1 Diagram of proposed IoT medicine chest
system

Fig. 2 System configuration diagram

4. 動作検証と結果
服薬時刻を設定し，薬を取り出すまで，音声とIFTTT がどのように処理されるか検証を行った．また，薬を取り出さ
なかった場合の検証も行った．
服薬時刻になった際に，「お薬の時間になりました」と音声を鳴らすことに成功した．また，お薬を飲み忘れた際に，
再び音声を鳴らすことができた．Googleスプレッドシート上に残薬量が記録されることも確認することができた．

参考文献
1)
2)

毎日新聞 2016 年 3 月 17 日 東京夕刊 記事 (https://mainichijp/articles/20160317/dde/012/ 100/079000c)
IFTTT (https://ifttt.com)
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Utilization of the Frontoparietal Cortical Network Determines Individual
Differences In Working Memory Capacity
Hong-Seng Gan1,2, Tatsuya Suzuki3, Koichi Yokosawa 4, Yumie Ono 1
1

Department of Electronics and Bioinformatics, School of Science and Technology, Meiji University, 1-1-1
Higashi-mita, Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8571, Japan
2

3

Medical Engineering Technology Section, British Malaysian Institute, Universiti Kuala Lumpur, 53100
Gombak, Selangor, Malaysia.

Organization for the Strategic Coordination of Research and Intellectual Properties, Meiji University, 1-1-1
Higashi-mita, Tama-ku, Kawasaki, Kanagawa, 213-8571, Japan.
4

Faculty of Health Sciences, Hokkaido University, Sapporo, 060-0812, Japan.

Individual capacity of recall memory varies greatly, even in healthy young adults. Nevertheless, the difference in
brain circuitry underlying varied memory capacity has yet to be fully investigated. We acquired
electroencephalographic measurements of 43 healthy young adults who performed a demanding working memory task
and studied the changes in regional cortical activity in relation to different memory performances. The memory task
involved the sequential presentation of seven arrow pictures to encode and the participants were required to report the
direction of one of the arrows in the sequence within the retrieval period. We divided the participants into three groups
of high-, intermediate-, and low-performance based on the weighted hierarchical grouping method. Regional brain
activities were source-localized using the multiple sparse priors method in the high- and low-performance groups and
group differences were determined by non-parametric permutation tests. Our findings showed that participants with
higher memory performance exhibited wider distribution of cortical activity including in the prefrontal and
parieto-posterior cortices whereas lower performance participants only exhibited stable activations across occipital
regions. Furthermore, we suggest the potential role of the angular gyrus as an interplay between the prefrontal and
posterior regions for the management of stimulus flow and signal control. Based on these observations, we propose
that a multifactorial combination of information processing involving top-down control, persistent selective attention,
and well-controlled communication across the visual processing cortices plays key roles in the efficacious utilization of
the working memory network．
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末期腎不全透析患者の心拍変動による睡眠の質の評価
山本健人 1, 湯田 恵美 1, 宗宮信賢 2, 早野順一郎 1
1

名古屋市立大学大学院医学研究科,

2

医療法人佳信会クリニックつしま

1. はじめに
良質の睡眠は健康の維持および疾病予防のための必須の要素であり，睡眠障害は慢性疾患の病態や生命予後
の悪化リスクとなる．睡眠の質の評価のための標準的な方法は睡眠ポリグラフであるが，睡眠障害を持つ患者の多さ
を考えると，より簡便な評価法の開発が必要である．最近，我々は夜間の心電図から睡眠の質を評価する方法を開
発した1)．そこで，この方法による睡眠の質の評価法の臨床医学的有用性を調べるために，末期腎不全血液透析患
者のホルター心電図から得られた睡眠指標と，その後の追跡期間中の死亡率との関連を分析した．

2. 心電図による睡眠の質の評価
心電図による睡眠の質の評価法として，心拍変動の高周波数(HF，
0.15-0.45 Hz)成分のパワー集中度(Hsi)を利用した指標を開発した1)．Hsi
はnon-REM睡眠に伴う呼吸の規則性の増大を利用した指標で，呼吸数
の規則性を，5分間の心拍変動のおけるHF成分のパワーの狭い周波数
帯への集中度によって定量化する．これまでの睡眠ポリグラフによる研究
でnon-REM睡眠区間の判定基準はHsi >60%であることから，就床時間
中にHsi>60%を示した合計時間(Hsi60)と，それが就床時間に占める割合
(%Hsi60)をそれぞれnon-REM睡眠期間およびnon-REM睡眠比率の推定
値として用いた．

3. 対象および方法
2009年11月から2014年3月までの間に24時間心電図検査を受けた慢
性血液透析患者108例(74±11歳，女性45名)を対象に、2017年7月まで
生命予後を追跡した。追跡期間中の死亡リスクに対する、ベースラインの
Hsi指標、心胸比、アルブミン値の生命予後予測力を比例ハザードモデ
ルによって解析した。

4. 結果
追跡期間中に17例（15.5%）が死亡した．生存例に比べて死亡例は高
Fig. 1 Hsi の測定法
齢であったが，性別，心胸比，血漿総蛋白濃度には有意差はなかった．
一方，死亡例ではHsi60の時間が短く，就床時間
に占める割合も少なかった（Table 1）．比例ハザー
Table 1 生存例と死亡例の特徴
ドモデルによる解析では，年齢は10歳の増加あた
生存例 (93 例)
死亡例(17 例)
り死亡リスクが1.50（95%信頼範囲，1.04-2.17）倍に
増加し，Hsi60は90分の減少あたり1.55(1.04-2.32)
年齢，歳
73 ± 11
79 ± 8
倍，%Hsi60は20%の減少あたり1.60(1.04-2.48)倍
男性，n (%)
57 (61)
8 (47)
に増加した．

5. 結論
就床中の心電図による睡眠指標 Hsi から推定し
た non-REM 睡眠時間およびその比率の減少は，
末期腎不全血液透析患者の死亡リスクと関連した．
この結果は心電図による睡眠の質の評価法の臨
床的な有用性を示すものと考える．

心胸比，％

P
0.04
0.2

51 ± 5

53 ± 4

0.2

血清総蛋白, g/dL

6.5 ± 0.7

6.6 ± 0.5

0.6

Hsi60, 分

265 ± 86

215 ± 115

0.03

%Hsi60，％

64 ± 21

52 ± 28

0.03
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体表面心電図における不整脈検出アルゴリズムに関する研究
網敷和樹 1, 阿部誠 2
1

信州大学総合理工学研究科,

2

信州大学工学部

1. はじめに
体表面心電図を自動解析し，治療に役立てようとす
る研究は，1960 年頃より行われてきた．現在では，フク
ダ電子の解析付心電計 FCP-8800 1)のように，不整脈の
検出機能が備わっている心電計も医療従事者向けに
発売されており，検診用として，実用に耐えうるまで診
断精度を向上させている 2)．だが，機器の解析精度，波
形とアーティファクトの識別困難さ，解析処理，複雑波
形とリズムの診断，心電図診断基準そのものの未解決と
いった問題などが原因となり，正確な診断はいまだに達
成できていない 3)．
しかし，不整脈が疾患の影響として現れることは一般
的に知られており，不整脈の特定が，疾患の特定につ
ながらなかった場合でも，何らかの疾患が隠れているこ
とが多い．
したがって本研究では，予防医療としての心電図に
注目し，簡易に心電図を測定，予防医療や家庭での健
康状態を量るための一つのバロメータとして，1 チャンネ
ルの体表面心電図のみを用いた，不整脈を検出するア
ルゴリズムの開発を行った．

2. 方法
本研究では，心電図波形に対して不整脈か正常洞
調律SR(Sinus Rhythm) かの 2 値分 類を 行う た め に ，
SVM(Support Vector Machine)を用いた．さらに，検出
精度をより向上させるため，SVMに加え多数決関数を
利用した．検出する不整脈について，期外収縮の段脈，
連発は不整脈に含めているが，散発する期外収縮の
場合は身体への影響が少ないためSRとした．
被験者はMIT-BIH Arrhythmia Database4)よりデータ
を得た，不整脈を持つ24歳から75歳までの男女5名
（男性2名，女性3名）であり，解析対象の心電図は，
ML誘導法で測定された，30分間の四肢誘導による第
Ⅱ誘導の波形である．被験者5名は，以降P1~P5と呼
称する．
SVMに与える特徴量は，RRI(R-R Interval)，隣り合
う RRW(R-R 間 の 波 形 ) の 相 関 係 数 で あ る
aRRW(adjacent RRW)，基準となるRRWとの相関係数
であるbRRW(bace RRW)の3種類であり，検出目標は
検出率95%以上とした．

3. 結果

は，それぞれの心電図波形を確認したところ，段脈や
連発によるものであった．P4，P5ではSRが3~5回程度
出現した後に期外収縮が続いたことが原因となり，多
数決関数による判別結果で誤判別が発生していた．
一方，P1，P2，P3は，期外収縮が起こってはいるもの
の，散発性であり，その回数はP4，P5より少ないため，
多数決関数による検出結果では100%に近い検出結
果を得ることができたと考えられる．

4. まとめ
多数決関数を使用しない，SVMのみを使用した不
整脈の判別結果では，2段脈，3段脈などで誤判別が
発生しており，P4，P5の検出率が95%を超えないという
結果になった．一方，多数決関数を使用すると，全て
の被験者で検出率の向上を確認できた．しかし，多数
決関数に与えるデータ数によっては，悪影響を及ぼす
場合があるため，他の手法を導入することでより検出率
を向上させる必要があると考えられる．

参考文献
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2)

3)

結果をFig.1に示す．ここで，横軸の±0，±1，±2，
±3，は多数決関数に与えるデータの拍数の範囲を示
している．
被験者P1，P2，P3に関しては，多数決関数に与えるデ
ータ数を増やすことにより，検出率を100%に近づける
ことが可能であった．しかし被験者P4，P5では，多数決
関数に与えるデータ数を増やし過ぎると検出率が低下
した．被験者によって多数決関数の効果が異なる原因
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Fig.1 Detection rate of arrhythmia
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2P-24
光電容積脈波に基づく指標を用いた自律神経機能推定法の検証
尾澤拓朗 1, 阿部誠 2，杉田典大 3，吉澤誠 4
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信州大学大学院総合理工学研究科, 2 信州大学工学部，3 東北大学大学院工学研究科，
4
東北大学サイバーサイエンスセンター

1. はじめに
現在，日本はストレス社会と言われている．厚生労
働省によって，平成28年度に行われた生活基礎調査
によると，国民の約5割がストレスを感じながら生活をし
ている．ストレスは交感神経の働きを促進させるため，
ストレス状態が長く続くと，自律神経のバランスが崩れ，
精神疾患や循環器系の病気の原因となる．以上のよう
な，ストレスが原因で起こる疾患を予防するために，スト
レス状態を自覚し，解消することでストレスを溜めない
ことが重要である．そこで，本研究では簡便なシステム
によるストレス状態の推定を目標とした．
本研究では，簡便なストレス評価を行うため，光電容
積脈波(Photoplethysmogram: PPG)に基づく自律神経
関連指標に着目した．自律神経指標を用いたストレス
評価の研究は行われているが，1つの指標を用いて評
価を行っていることが多く，複数の指標による評価は行
われていない．そこで，本研究では，ストレス負荷課題
として，鏡映描写課題を行ったデータから，安静とスト
レス状態の判別を行うためのモデルを，ニューラルネッ
トワークを用いて作成し，複数の指標を用いる本手法
の有用性について検証を行った．

Fig. 1: Percentage of accuracy using one index

2. 手法

Fig. 2: Percentage of accuracy using five index

本研究では，ストレス負荷課題である鏡映描写課題
を実施した際のデータを収集した．実験プロトコルは，
まず現在の心理状況に関するアンケートを行った．続
いて，課題についての説明と練習を行ってもらい，その
後5分間の安静，3分間の鏡映描写課題，3分間の安
静といった流れで実験を行った．そして，最後に課題
についてのアンケートに答えてもらった．実験中は，反
射型PPGセンサを左手人差し指に装着して計測を行っ
た．被験者は健常男性9名(22.56±0.68)である．
以上の実験データを用いて，安静とストレス状態の
分類を行うニューラルネットワークを用いたモデルの作
成を行った．モデルに学習させる入力として，PPGから
得られるμPA1) ，LFPA/HFPA ，LF/HF2) ，CV RR3) といった
自律神経関連指標4つと心拍数(Heart Rate: HR)の計5
つを用いた．また，中間層のニューロン数は10個，モ
デルを作る際に用いるデータの割合は，学習データ
50%，検証データ25%，テストデータ25%とした．データ
の割り当ては，モデル作成ごとにランダムに割り当てら
れるため，モデルの性能を評価するために20回作成を
行い，その正答率の平均値を用いた．そして，5つの指
標を入力として用いたモデルと，1つの指標を入力とし
て用いたモデルとで正答率の比較を行った．

3. 結果
1つの指標を入力とし，20回モデルを作成した際の
正答率の平均をFig. 1に，5つの指標を入力として用い
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た場合の正答率をFig. 2に示す．複数の指標を用いた
場合ではすべての被験者で，安静とストレス状態を
100%の正答率で判別することが可能であった．
以上の結果から，ストレス状態を判別する際に，複
数の指標を用いることの有用性が示唆された．

4. まとめ
ニューラルネットワークによる自律神経機能推定モ
デルを構築する際，5つの指標を入力として用いること
で，1つの指標を用いる場合よりも正答率が向上するこ
とが明らかになった．今後は，他のストレス負荷実験に
おいても提案手法によるモデルが有用であるかどうか
検証を行う必要がある．
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2)
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狩野佑介：光電容積脈波を用いた圧受容器反射機能の
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Bigger JT, Fleiss JL et al.: Frequency domain measures of
heart period variability and mortality after myocardial
infarction. Circulation. 85: 164-171, 1992.
Shimazaki M et al.: The coefficient of variation of RR
intervals (CVRR) on electrocardiogram in patients with
essential hypertension with reference to aging,
hemodynamics and sympatho-adrenomedullary function.
Nihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics.
28(5): 640-645, 1991.
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2P-25
ウェアラブルセンサを用いた歩行特徴量による高齢者の
下肢筋力推定
樋山貴洋 1, 佐藤佳州 1, 小林吉之 2, 小澤順 2
1 パナソニック株式会社, 2 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
高齢化に伴う運動機能の低下は運動の量と質が低下し、虚弱化が進行するとともに、日常生活動作能力も低下し
ていくため、運動機能低下の予防対策は重要である。運動機能の指標には下肢筋力が知られているが、下肢筋力
を定量的に計測するためには大規模な装置を使用する必要がある。そのため、簡易でかつ日常生活動作から運動
機能の指標となる下肢筋力を計測することが望まれている。特に、今後、長く在宅での生活を続ける高齢者が増加
することから, 在宅生活において高齢者の健康状態を見守ることへの需要が高まることが予想される。
従来より、下肢筋力と歩行速度には相関関係があることが報告されていることから、10m歩行やTimed up and go
test等の動作時間を計測することによって簡易に下肢筋力を推定する手法が用いられてきた。しかし、これらのテスト
は、「できるだけ速く」という指示のもとでの動作であり、日常的な動作とは言い難い。また、動作時間の計測にはスト
ップウォッチが使用されているため、観察者のスキルが必要であり、再現性や客観性に乏しい。そこで本研究では、
日常動作の中で行われる歩行動作に着目し、計測者に装着された6軸センサの信号から下肢筋力を推定するため
の特徴的な信号を抽出する。さらに、年齢等の指標で分類することで、より高精度な下肢筋力推定のための特徴量
について考察する。（574/600字）
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2P-26
眼位・瞳孔径変動を考慮した内因性光信号イメージングに基づく
覚醒時マウス脳視野地図の推定
外川龍之介 1, 奥畑大悟 1, 吉田侑冬 1,2, 中尾光之 1 片山統裕 1
1

東北大学 大学院情報科学研究科,

2

日本学術振興会 特別研究員 DC

視覚再建技術の成績を評価するためには、視野の範囲や空間解像度を定量化する必要があるが、動物を対象と
した実験研究では容易ではない。そこで我々は、内因性光信号イメージング（IOSI）法を用いて作成した大脳皮質一
次視覚野の視野地図を用いて評価する方法を提案してきた。IOSI法を用いる理由は、侵襲性が低く、遺伝子導入や
蛍光プローブによる染色が不要で、同一個体で長期にわたって長期にわたって記録が可能であるためである。
マウスにIOSI法を適用して視野地図を作成する際、ほとんどの場合、麻酔が用いられるが、麻酔深度に依存した
視覚応答の低下や、麻酔を繰り返し適用することの動物への負担等の問題があった、覚醒状態で計測を行うことも
可能であるが、眼球運動や瞳孔径の変動が生じるため視野地図の推定精度が低下するという問題があった。
本研究では、覚醒マウスにおいて、眼位および瞳孔径の変動がIOSI信号に及ぼす影響を解析した。その結果、こ
れらの信号が大きく変動した際に内因性光信号の基線レベルが大きく変動し、視覚応答が乱されることが明らかにな
った。その結果に基づき、視覚応答の信号体雑音比を改善するアルゴリズムを開発した。本アルゴリズムを実データ
に適用することにより視野地図の推定結果を評価する。これらの結果を踏まえ、本手法を視覚再建マウスの視覚能
力評価に用いる際の問題と課題について検討する。
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2P-28
仮想電極分極現象を用いた Phase Singularity 制御
谷田部純弥 1，富井直輝 2，山﨑正俊 3，佐久間一郎 3，柴田仁太郎 4，本荘晴朗 5，本間章彦 1，荒船龍彦
1

東京電機大学大学院理工学研究科，東京大学医学部疾患生命工学センター，東京大学医療福祉工学
開発評価センター，新宿三井ビルクリニック，名古屋大学環境医学研究所
不整脈の成因である旋回性の異常興奮波スパイラルリエントリを通電刺激により制御し除細動へ導く手法“Spiral
Shift”がコンピュータシミュレーション研究によって提唱されている．しかしこれを実際の心臓組織上で計測した報告
は少なく，またどのような条件でSpiral Shiftを成功させるのかは明らかではなかった．本研究では光学計測と微小多
点電極アレイ，ウサギ摘出心灌流標本を用い，心臓標本上に誘発したスパイラルリエントリに対して場所，タイミング
を様々に変えて網羅的に単相性点通電刺激を印加し，誘発されたSpiral Shift現象の計測と解析を行った．解析に
おいては，心筋への通電刺激から生じる仮想電極分極現象（VEP）とスパイラルリエントリ旋回中心（PS）に着目し，
（１）心筋線維走向を基準とした刺激点に対するPSの方向（２）刺激点とPSの距離（３）PSの移動距離（４）刺激印加タ
イミング，の4つの指標を元にPosition-Interval解析を行い，VEPから生じる最大4つの旋回性興奮波がSpiral Shiftに
繋がるメカニズムを明らかにした．本メカニズムを用いた通電刺激プロトコルによって，AEDやICDに比べはるかに低
い通電エネルギーで，より確実性の高い除細動が可能であることが示唆された．
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夕方の激しいスポーツにおける夜間睡眠中の自律神経活動評価
- 20 代男性と 30 代男性の比較-

吉田豊 1, 湯田恵美 2, 横山清子 1, 早野順一郎 2
1

名古屋市立大学大学院 芸術工学研究科,

2

名古屋市立大学大学院 医学研究科

1．はじめに
身体活動量が多い人は少ない人に比べて高血圧，虚血性心疾患，糖尿病などの罹患率や死亡率が低いことが
認められている(1)．これに伴い，近年，健康増進のために余暇を利用して中高年層のスポーツが盛んに行われるよう
になった． 夕方の激しいスポーツは夜間睡眠中の副交感神経活動を抑制させる報告があるが，抑制された副交感
神経活動が睡眠中に促進して心身が回復するか否かは定かでない．本研究では，夕方の激しいスポーツをした後
の夜間睡眠中の自律神経活動を，ウェアラブル脈波センサを用いて20代健常男性と30代健常男性で比較した．

2．対象と方法
対象は20代健常男性7名(23±2歳)，30代健常男性8名
(35±3歳，新栄フットサルアリーナ)ですべての被験者
に対し本研究の主旨および目的に関する説明を行い，了
承を得た．20代グループは夕方ハンドボールを行い，30代
グループは夕方フットサルを行った．ハンドボールは火曜
日に行い非運動日を金曜日とし，フットサルは日曜日に行
い非運動日を水曜日とした．ハンドボールの時間は休憩も
含め約150分，フットサルは休憩も含め約90分である．試合
開始前に活動量計 (Lifecorder GS，株スズケン)を腰に装
着し，試合中の身体活動のエネルギー消費量(EE:energy
expenditure) [kcal]を測定した．運動日と非運動日の夜間
睡眠中の脈波を3軸加速度センサ内蔵・ウェアラブル光電
脈波センサ（APM，株スズケン，プロトタイプ）を用いて測定
した．
脈波信号から脈拍間隔時系列を2Hzで算出した(2)．就寝
してから30分ごとに平均脈波間隔(MPI)と心拍変動の高周
波数成分のパワー(HFP，0.15-0.45 Hz)に対応する指標を
算出した．統計解析は，運動日と非運動日(condition)，睡
眠時相(phase)で心拍変動指標の有意差を調べるために，
混合モデルによる反復測定の2元配置分散分析を行った．

Fig.1 Change of HFP during sleep.
Upper:30s，Lower:20s
■:exercise , ●:control, mean±S.E.

3．結果・考察
20 代 の MPI は condition(P<0.0001) と phase(P<0.01) で 有 意 差 が 認 め ら れ た ． ま た ， HFP は condition(P<0.05) と
phase(P<0.05)で有意差が認められた．30代のMPIはcondition(P<0.0001)とphase(P<0.05)で有意差が認められ，HFP
はcondition(P<0.0001)とphase(P<0.05)で有意差が認められた．運動中のEEの平均値と標準偏差は， 20代で444±
151[kcal]，30代で247±88[kcal]となった．
20代，30代共に，非運動日に対して運動日における睡眠中の副交感神経活動は抑制され脈拍が増加した．20代
の副交感神経活動は睡眠後半から増加して心身の回復に向かった．30代の副交感神経活動は非運動日のレベル
まで到達せず，心身の休息と回復が行われていないと考えられる．

謝辞
本研究は新栄フットサルアリーナの協力を受けた．ここに謝意を表する．
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2P-30
生体電気信号における周波数変動する交流雑音の適応フィルタリング
福田 有哉 1, 戸田 尚宏 2
1

愛知県立大学大学院,

1. はじめに
生体電気信号を測定する場合，そ 電位が微弱で
あることから交流雑音が障害となるため適応フィルタを
用いることで交流雑音 みを除去する方法が導入され
実用化されている1)．こうした適応フィルタによる交流雑
音 除去法 ，交流雑音 特性変化が比較的ゆるや
かな環境において 十分な効果を発揮するが，雑音
特性 大きい状況において 追従 遅れが生じ，性
能が劣化する場合があり改善 必要があった．
松原 2) 医療機関など，通常 生体電気信号 計
測環境において 交流雑音源から皮膚電極へ 容量
性 結合であり，伝達関数が一次高域通過特性で近
似できる場合が多い点に着目し，そ 時定数が比較
的大きい場合に交流雑音 周波数変動に対して𝜋⁄2
位相遅延器を用いたフィルタを構築することでそ 影
響を受け難い方式を提案している．本研究で 松原
方法で 未対応であった時定数が小さい場合につい
て新しい方法を構築する．
時定数が小さい場合，そ 伝達特性 周波数 増
大に対して振幅が線形的に増大する微分特性に近く
なる．これを利用し参照信号に推定された瞬時周波数
をかけたも を用いれ フィルタ係数 変動がなくな
り，推定が容易になることを本研究で 理論的に導く．
また，数値実験を行い従来法と比較して所望信号と雑
音除去後 残差信号 誤差が小さくなることを示す．

2

愛知県立大学情報科学部
3. 数値シミュレーションによる検証
サンプリング周波数を𝑓𝑠 = 1500[Hz]とし，60[Hz]と
そ 高調波9個(120[Hz]~600[Hz])が混入する場合を
想定し数値シミュレーションにより検証する．ここで 周
波数変動が正弦波状に生じると仮定し，アルゴリズムと
して適応的にWiener-Hopf方程式を求解する方法 1) を
用いる．Fig.2 従来法によるフィルタ係数ℎ0 変動
(緑)であり，真(赤)へ 追従に遅れを生じている．一方
提案法 フィルタ係数で 周波数変動に応じた変化
がないため，真 フィルタ係数から 偏差が少ない．
また，従来法と提案法 所望信号𝑠(𝑘)と残差信号
𝑒(𝑘) 誤差 総和ERRを高調波 個数ごとに確認す
るとFig.4となり，提案法を用いた場合，従来法と比較し
て誤差が小さいことが確認でき，周波数変動に強く精
度 高い雑音除去が行われていると考えられる．

Fig. 2 Filter coefficient (The conventional method)

2. 周波数変動する交流雑音除去
交流雑音 発生源から得た参照信号を𝑢(𝑘)とする．
こ 𝑢(𝑘)から生成される一次独立な入力信号 集合
を𝑢0 (𝑘), 𝑢1 (𝑘), …と考える．単一 周波数をもつ交流
雑音を除去する場合，適応フィルタ 参照信号 時定
数が小さい場合で 微分特性を持つため，参照信号
瞬 時 周 波 数 を 乗 じ た 𝑢0 (𝑘) = 𝑓0 cos(2𝜋 𝑓0 ⁄𝑓𝑠 ) ，
𝑢1 (𝑘) = 𝑓0 cos(2𝜋 𝑓0 ⁄𝑓𝑠 ∙ 𝑘)を用いる．

Fig.3 Filter coefficient (The proposed method)

Fig. 4 Comparison of ERR

4. おわりに

Fig. 1 The proposed method
適応フィルタ 出力𝑦(𝑘)と参照信号𝑢(𝑘)が未知シス
テムにより変化された交流雑音𝑛𝑎𝑐 (𝑘)を比較すると真
フィルタ係数を求めることができ提案法が
ℎ0∗ = −2𝜋𝑅𝐶𝐴 sin(𝛼)，ℎ1∗ = −2𝜋𝑅𝐶𝐴 cos(𝛼)
とそれぞれを求めることができる．これより提案法で求
めた真 フィルタ係数に 周波数𝑓0 が含まれていない
ことからフィルタ係数が変動しないことがわかる．
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数値実験より周波数変動が生じる場合において参
照信号に瞬時周波数を乗ずることでフィルタ係数 一
定となり精度 高い雑音除去を行うことができる．今後
ERG等 生体電気信号計測装置へ 実装を検討
する．

参考文献
1)
2)

戸田尚宏，信学論 D，Vol.J94-D，No.10，pp.1685-1695，
2011．
Yusuke Matsubara，Naohiro Toda，IEICE Transactions
on Information and Systems，vol.E100-D，no.2，pp.359366，2017．
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2P-31
画像呈示時の脳波の相互相関関数を用いた感性判別に関する検討
神 若葉 1, 堀 潤一 1
1

新潟大学大学院自然科学研究科

1. はじめに
近年，脳活動を評価しマーケティング分野に応用す
るニューロマーケティングが注目されている．脳活動を
評価する方法として，脳波の利用が挙げられる．本研
究では，脳波を用いて学習を必要とせず客観的に感
性情報を判別する方法について検討した．具体的に
は，視覚刺激として画像を呈示したとき，計測した電極
間の脳波の相互相関関数を算出する．これまで，快適
度が不快の画像を呈示した場合，前頭部電極と後頭
部側電極の電極対で相関が高い傾向が確認された．
この結果を踏まえて，相互相関関数を算出することで
伝播方向の情報も用いて，快適度(快-不快)と覚醒度
(興奮-鎮静)で分類した感性情報の判別を可能とする
指標が得られるか検討した．

2. 方法
呈示画像には，IAPS1)の画像を用いた． IAPSの指
標を基に，画像を「快/興奮」「不快/興奮」「快/鎮静」「不
快/鎮静」の4種類に分類し，各分類20枚，計80枚を呈
示画像として選定した．画像呈示区間は6[s]間とした．
本研究では，多チャンネルデジタル脳波計(日本光
電 EEG-1100)を用いて，基準電極を両耳朶とし，国際
10-20法に準拠した19電極で脳波を測定した．
計測した脳波信号を，画像呈示開始時点を基準とし
て波形を切り出し，切り出した波形に対して各周波数
帯の通過帯域でフィルタリングを行った後， 100ポイン
ト毎に移動平均処理を行い，2電極間の相互相関関数
を算出した．なお，本研究ではα波(8～13[Hz])，low
α波(8～10[Hz])，high α波(10～13[Hz])，β波(13～
30[Hz]) ， low β 波 (13 ～ 20[Hz]) ， high β 波 (20 ～
30[Hz])帯域を対象とした．情動処理には前頭部が関
与している2)という報告から，前頭部電極と他18電極の
脳波信号の相互相関関数を算出した．画像1枚分の相
互相関関数を求めた後，感性の4分類毎に正の相関
係数の最大値及び最大値をとる時の時間遅れの平均
値を求めることで，感性情報処理時の脳部位間におけ
る脳活動の関連性の傾向を確認した．

4. 結果・まとめ
被験者Aにおける，同じ快適度の分類で計測脳波の
low α波帯域相関係数の最大値が0.5以上かつ伝播
方向が同一であることが共通している電極対をFig.1に
示す．最大値をとる時の時間遅れ値より求めた伝播方
向を色で示す．さらに，相関係数の最大値と最大値を
とる時の時間遅れの関係を示したプロット図をFig.2に
示す．前頭部電極と後頭部側電極との電極対で，正の
相関が高い電極対において，快適度が快のとき，前頭
部側から後頭部側にかけて脳波信号が伝播し，不快
のときは後頭部側から前頭部側に伝播していることが
見られた．よって，快適度の違いによって伝播が異なる
ことが確認され，快適度の判別指標となり得る可能性
が示唆された．今後は，覚醒度を判別する解析方法を
検討する．

参考文献
1)

2)

Lang, P.J., Bradley, M.M., & Cuthbert, B.N., International
affective picture system (IAPS): Affective ratings of
pictures and instruction manual, Technical Report A-8,
University of Florida, Gainesville, FL., 2008.
Davidson R.J., What does the prefrontal cortex “do” in
affect: perspectives on frontal EEG asymmetry research,
Biological Psychology, vol.67, pp.219-233, 2004.
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Fig. 1 High correlation electrode pairs

3. 実験
被験者は22～25歳の健常成人男性5名とした．実験
は新潟大学倫理審査委員会規定に従い，全被験者に
実験の目的と手順を説明し，同意を得た．
1枚の画像呈示時間は6[s]とし，画像と画像の間に
10[s]間のブランク区間を設けた．10枚呈示で1試行とし，
計8試行行った．画像は同じ分類の画像が3枚以上連
続で呈示されないように制限を設け，ランダムに呈示し
た．全試行終了後，画像を再度呈示し，アンケート評
価を実施した．アンケート評価に基づき画像を分類し，
解析を行った．
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Fig. 2 relationship between
correlation coefficient and time-lag
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2P-33
Analysis of the relation between the amplitude modulation of the low
frequency heart rate variability and blood pressure variability
Yui Sugimoto 1,
1

Ken Kiyono 2,

Kwansei Gakuin University,

Kohzoh Yoshino 1
2

Osaka University

It has been reported that the increased intermittent non-Gaussian fluctuations involved with the instantaneous amplitude
of the low frequency heart rate variability (LF-HRV) is related to the high mortality risk in chronic heart failure patients.
However, little is known about the physiological interpretation of the amplitude modulation of the LF-HRV. The purpose
of this study is to clarify the relation between the LF-HRV and the low frequency blood pressure variability (LF-BPV).
Eight normal male subjects performed arithmetic task and watching movie task with sitting position each for 40 minutes
while measuring electrocardiogram and the continuous blood pressure waveform. From these signals, we calculated the
instantaneous amplitude of the LF-band RR interval (RRILFamp) signal and that of the LF-band SBP signal
(SBPLFamp). Every subject showed significant correlation coefficient between the RRILFamp and the SBPLFamp
(average >0.6). Mean coherence in 0.01-0.05Hz band between the RRILFamp and the SBPLFamp was also significant
and was relatively high (average >0.4). These results indicates the relatively strong correlation between the amplitude
modulation of the LF-HRV and LF-BPV. The sign of the peak time lag of the cross correlation function between the
RRILFamp and the SBPLFamp implies that the LF-HRV precedes the LF-BPV.
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2P-34
３電極脳電位の３重相関値と平均周波数を用いた血管性認知障害の評価
渡邉ゆり 1,小林洋平 2,田中美枝子 2,柴田孝 3,朝田隆 4,八木透 1
1

東京工業大学,2(株）脳機能研究所,3 富山大学附属病院, 4 東京医科歯科大学

近年，我が国では高齢者の増加に比例して，認知症患者の数が増加することが予想されている。認知症患者の
数は現在約460万人であるが，厚生労働省の推計によると、2025年には約700万人に増加するとされている。認知症
を初期段階で検出できれば，進行を遅らすことは可能である。認知症には，複数の種類があるが，血管性認知障害
（VCI：Vascular cognitive impairment）は，アルツハイマー型認知症（AD：Alzheimer disease）に次いで認知症の20～
30％を占める。脳梗塞や脳出血・くも膜下出血などの脳の血管の病気によって引き起こされるものである。我々は，
個人が購入できる安価な脳波計を使い，簡便な方法で手軽に脳波を測定して自宅等で認知症の推定ができるシス
テムの構築を目指している。これにより，測定の結果によって，医療機関で受診を促して認知症を機に発見すること
が可能になると考える。このようなシステムを実現するためには，簡便性の観点から少数電極での計測が必要であり，
被験者の負担を減らすために短い測定時間が求められる。AD患者に見られる徐波化を定量化するために３電極
（P3,P4,Oz）から平均周波数を算出し特徴量とした。また，我々は，AD患者は健常者に比べて，安静閉眼時の後頭
部３電極（P3,P4,Oz）における3重相関値のゆらぎが，空間的にも時間的にも乱れることを確認しており，この特徴は，
頸動脈狭窄症由来のVCIの患者の脳波にも見られることが分かった。そこで，３電極相関値と平均周波数を組み合
わせて，頸動脈狭窄症由来のVCI患者を分類できることを報告する。
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2P-35
便座心電図による個人識別法について
中川 新太 1, 金 主賢 1, 中島 一樹 1
1

富山大学大学院理工学教育部

トイレにセンサを設置し，日常的に生理情報を計測するシステムが研究・開発されている．病院や介護施設，家庭
のトイレでは複数人が利用するため個人識別が必要である．既存の個人識別法として顔認証や指紋認証，静脈認
証などがある．しかし，倫理的問題やトイレでは不必要な動作が含まれるため，トイレでの利用は望ましくない．そこで，
トイレを利用する際の自然な動作を用いた個人識別法が望まれる．本研究では便座への着座に着目し，両大腿部か
ら計測される心電図を用いた個人識別を行った．5名の被験者から50データの心電図を計測した．また，胸部での心
電図を同時計測した．計測した心電図からはR波，S波，T波が明瞭に得られた．両心電図から抽出したR波，S波，T
波が第一番目のピーク時刻から各ピークに達するまでの時刻での相関関係は高い相関を示した．計測した心電図
から振幅や時間間隔からなる11種類の特徴量を抽出した．そして，マハラノビス距離を用いた判別分析を行い識別
率を算出した．その結果，平均識別率は82%となった．また，個人識別の精度評価の指標であるEERを算出した．そ
の結果，EERの平均は15.8%であった．本研究の一部は総務省SCOPE（162305003）の受託で実施されている．
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2P-36
ニューラルネットワークを用いた視覚探索時の視線軌跡解析
須藤 敬三郎 1, 加藤 和夫 2, 門倉 博之 2, 黒木 友裕 3, 石川 敦雄 3
1

東北学院大学大学院 工学研究科,

2

東北学院大学 工学部,

3

株式会社竹中工務店

ディスプレイなどの視覚呈示装置や画像コンテンツに対する新しい設計・作成方法を検討する目的で，空間周波
数特性を持った視覚画像が観察者に与える潜在的役割を明確にすることを試みた．これまでの研究では，視覚探索
課題時の視線軌跡データに機械学習の一つであるサポート・ベクター・マシーン(SVM)を適用した結果，潜在的探
索の存在が示唆された．
本研究では，SVMとは異なり特徴量を必要としない畳み込みニューラルネットワーク(CNN)を用いた．実験では，
空間周波数パラメータβ = 0の特性（ホワイトノイズ）を持ち，5×5の領域で分割された背景画像の1か所に，背景とは
異なるβ値を持つ縦線，または横線状のターゲット画像を埋め込んだ．ターゲット画像の位置に対する被験者の主
観的な口頭回答に基づき検出時間と正答率，またターゲット画像探索中の視線軌跡を測定した．実験は，縦線，横
線ターゲットに対し，それぞれβ値を変化させ，4回実施した．
β = 0.7 - 1.0では概ね主観的に探索可能であり，β = 0.0 - 0.3ではほぼ探索できない結果が得られた．また，β
= 0.4 - 0.6付近には，探索の可否を決める閾値があることが示唆された．そこで，CNNではβ = 0.7 - 1.0の視線軌跡
データに探索可能，またβ = 0.0 - 0.3のデータに探索不可といったラベルを付加し，視線軌跡の生データを学習デ
ータとしてそれぞれ学習させた．次に，β = 0.4 - 0.6の範囲の視線軌跡データをテストデータとして，探索の可否を
判別したところ，主観評価と異なる結果が見られた．
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2P-37
ゴルフパッティングを用いた短期間心拍変動解析
卜 楠
熊本高等専門学校（熊本キャンパス）
1. はじめに
ストレス社会の現代日本は，日常生活において心拍モニタリングに基づき自律神経機能とストレス状態の把握は
健康的に暮らし社会の活力を保持するために重要な課題である．これまで一定時間のストレス負荷による心拍変動
を解析する技術が数多く提案され，解析に使用される心拍データは一般的に3分間以上が必要とされる1,2)．使用す
るデータ量の制限により，一過性あるいは短期間ストレス変化などを捉えることが困難である3)．
Laborde らは30拍の短期間心拍変動データを利用してこれまで提案された115種類の評価指標を計算しストレス
解析を試みたが．安静，睡眠，運動を含んだ5つのストレス状態を精度よく区別できず，短期間心拍変動解析に適し
た新たな指標の提案が必要となる3)．一方、Buが従来の心拍変動解析のポアンカレプロットにプロット内点間距離の
変化に着目し30秒間心拍データを用いてメンタルストレスの解析を行った．しかしながら，評価指標の変化と負荷し
たメンタルストレスとの対応が確認できない問題が残されている4)．
本研究では負荷するストレスの大きさやタイミング情報が確認できるように新たな評価実験を考案した．本稿ではゴ
ルフパッティング作業を負荷とした．ボールとゴールの距離を数段階変化させストレスのレベルを設定した．また，ひ
とりでスコア評価の試合と1対1の対戦試合によるストレスの負荷状況を変化させた．さらに，鮮明なストレス状況変化
も実施するため，ストレス軽減策を一定間隔に実施し，ストレス評価指標の変化も考察した．

2. 評価実験１
評価実験１は被験者ひとりで実施し，5m先にあるゴールにゴルフボー
ルを近く止まるようにパッティングする作業を負荷とする．ボールの止まる
位置とゴールの距離を計測しスコアとする．ストレスレベルを3段階の3試
合をする．1試合目は3球中ベストスコアを記録，2試合目は2球中ベストス
コアを記録，3試合目は1球でスコアを決める．図１は評価実験１の流れを
示す．
まず被験者の安静時心電図を測定する．被験者が軽く目を閉じ楽な姿
勢で椅子に座り，四肢を動かさずに静かにするように指示した．パッティン
グ練習時は10球を打ち作業内容を慣れる．被験者の要求に応じ30球まで
練習可能とした．練習と試合中打撃音でボールを打つタイミングを記録し，
ストレス評価指標と照らし合わす情報とする．

3. 評価実験２
評価実験２は1対1の対戦方式で実施，ボールとゴールの距離を1mから
6mの6段階としPK戦のように１人ずつ交互にボールを打つ．ゴールの
50cm四方エリアにボールを入れたらポイントが入る．各距離において，1
球のみを打つ．6mで決着がつかない場合6mの距離で決着がつくまで延
長戦を実施する．

Fig. 1 Experimental procedure of test1.

4. 短期間心拍変動解析
評価実験１は熊本高専制御情報システム工学科5年学生（31名：男子30名，女子1名；年齢：20～21才）で実施し
た．その上位スコア16名で8組のペアを作り，評価実験2を実施した．実験中被験者の心電図をテレメータシステム
(Web-1000，日本光電)で測定した．心電図のサンプリングレートが1kHzとした．心電図より心拍間隔(RRI)データを抽
出し，短期間心拍変動解析を実施した．解析に15秒，30秒と40秒の評価データ窓を利用した．本稿では，ボールの
打つタイミングと解析指標の変化との関係を考察するとともにストレス軽減やストレスレベル変化による解析指標との
対応も確認した．
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2P-38
事象関連電位による難易度の異なる英単語の理解度評価
○根本 一真 1, 堀 潤一 1
1

新潟大学大学院自然科学研究科

1. はじめに
脳電位変化に伴い発生する事象関連電位N400 ，
単語 意味逸脱によって誘発される 1) ．本研究で ，
英語 基礎となる英単語を視覚刺激とし，正文と誤文
を提示した際 脳波を取得・解析した．英単語に対す
る日本語が正文 場合，誤文 場合，そ 判断ができ
ない場合に現れる特徴を事象関連電位N400に着目し，
確認した．こ 結果より，脳波から英単語 理解度を評
価できるか検討した．

2. 方法
本研究で ，多チャンネルデジタル脳波計（日本光
電 EEG-1100）を用いて，基準電極を両耳朶とし，国際
10-20法に基づいた19電極で脳波を測定した．
計測した脳波信号を，日本語テロップ呈示時点を基
準として波形を切り出し，切り出し た波形に対して，
35~45回 加算平均処理を行った後，50ポイントごとに
移動平均処理を行い，特徴を抽出した．事象関連電位
N400 言語野に関係する前頭部で発生するという報
告から，本研究で 注目電極を電極F群，C群とした2)．
事 象 関 連 電 位 N400 が 発 生 す る と 言 わ れ る
200ms~500msをピーク点 存在する区間とし，正文と
誤文 振幅差を定義して評価を行った．Fig.1に示すよ
うに，200ms~300msにおける正文，誤文それぞれ 最
小値をピーク点とする．そ 点から前後200ms 間でそ
れぞれ最大値を取る点同士を直線で結び，ピーク点と
垂直方向 距離を算出する．これらを正文，誤文
振幅とし，そ 差を振幅差とした．

4. 結果・まとめ
被験者Aにおける，正文と誤文 振幅差をFig. 2に
示す．TOEIC 点数より，被験者 英語 能力情報を
得た．こ 被験者 「800」以下 難易度 課題で事象
関連電位N400 発生が確認できた．一方で，「900」
課題で 振幅差 正負に らつきが生じ，正でも小さ
な値だった．他 被験者においても，英語 能力に応
じて，比較的簡単な課題で 事象関連電位N400が確
認できた．
難易度 異なる英単語に対して正誤を判断した場
合 脳波を取得した結果，被験者が英単語 正誤を
十分判断できる場合 事象関連電位N400が発生し，
理解度 判別 指標となり得る可能性が示唆された．
今後 ，より実用性を高められるよう，被験者 英語
能力をより細かく計測する方法を検討する．
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一杉武史，“聞いて覚える英単語 キクタン
TOEIC®Test Score”, アルク, 2008．

3. 実験
被験者 20～22歳 健常成人男性6名とした．実験
新潟大学倫理審査委員会規定に従い，全被験者に
実験 目的と手順を説明し，同意を得てから行った．
被験者に 座位 状態で，テロップが流れるディス
プレイを注視するよう指示し，英単語テロップと日本語
テロップ 正誤を比較し，判断できた場合に 手元
スイッチを押すようにした．テロップ 問題番号，英単
語，注視，日本語 順番に，英単語 4s，他 各3sず
つ呈示した．英単語 ，TOEICスコアに準じて抜粋し
た3)．課題 レベルを「中学レベル」「500」「600」「800」
「990」 5種に分類し，各課題50問ずつ実施した．
英単語及び日本語に 名詞 みを抜粋した．アー
チファクト混入防止 ため，被験者に 注視画面とテロ
ップが表示されている区間で 瞬目を回避してもらっ
た．実験後筆記形式で同じ課題を行い，正答を再度確
認し，解析を行った．

Fig. 1 Definition of the amplitude difference

Fig. 2 Amplitude difference (left TOEIC800,
right TOEIC990) every electrode
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2P-39
オートエンコーダから得られる脈波特徴の分析とカフレス血圧推定への応用
島﨑正太 1, 鳥居耕太 1, 河中治樹 1, 小栗宏次 1
1

愛知県立大学 大学院情報科学研究科

光電容積脈波を用いてカフレスで血圧を推定する研究がされている．この時，脈波は血圧や血管の状態に応じて
波形が変化するため，脈波やその2階微分である加速度脈波から波高や波高間の時間差を特徴量として抽出し，機
械学習を用いて血圧推定が行われている．こうした従来から使用されている脈波特徴量は生理学的な知見に基づ
いて定義したものもあるが，それらの特徴量のみでは精度の高い血圧推定を行うことができていない．考えられる原
因として，血圧値に伴って変化する脈波の特徴を従来の特徴量では十分に表現できていないことが挙げられる．
そこで，人が設計した特徴量の情報表現性能を超える複雑な特徴表現が可能と言われているオートエンコーダ
（AE）に注目した．エンコードする際に，元信号を脈波のみでなくその差分信号および平均信号を用いることで，AE
の階層を深くすることなく有効な特徴量を得ることができる．また，特徴量の多重共線性を考慮して入力信号に主成
分分析を施すことで，AEの学習が安定する．得られた特徴量を用いて脈波波形の復号を行ったところ，従来の特徴
量から復号したものよりも相関係数が高く，元の脈波信号を表現する情報をより多く抽出できていることが分かった．
また，元の脈波波形のどの部分が特徴構成に貢献しているかを各ノード間のリンクの重みに注目して分析した．さら
に，AEから得られる特徴量を血圧推定に使用し，従来の特徴量を用いた場合との推定精度を比較した．
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2P-40
Jensen–Shannon divergence を用いた心拍変動の因果性解析法の提案
阪田治 1, 鈴木裕 2
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山梨大学工学部

長時間の心電図信号から得られる心拍変動（HRV: Heart Rate Variability）は、人間の自律神経活動に関する多く
の知見を与えてくれる。その一つに循環器系の情報があり、HRVのスペクトル解析により、血圧の低下の同期して変
化するパラメータを得られることが知られている。しかし、これは常に有効というわけではなく、血圧低下のパターンに
よっては従来のHRV解析技術ではそのタイミングを観測できないケースがある。そしてそれは重篤な状態に陥りやす
いケースでもあり、その発生タイミングを早期に察知または予測できることが望ましい。我々は、重篤な状態に至るケ
ースと密接な関連を持つ血圧低下パターンを、HRVを介して早期に察知するための新しいHRV解析法を模索してき
た。本報告では、そのためのアイディアの提案と手法の特性について紹介する。
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2P-41
心拍周期変動の Lorenz プロット像による心房細動の人工知能を用いた検出
木曽原 昌也 1, 増田 勇人 2, 湯田 恵美 1, 早野 順一郎 1
1

名古屋市立大学医学研究科 医学医療教育学,
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ケンツ事業部 開発学術科

心房細動（AF） 予後不良な心原性脳梗塞 原因として知られ、それ 内服治療によって予防可能である1-3)。臨
床医が容易に診断できるいくつか 心電図（ECG） 波形 、従来 プログラムで うまく検出できないことがあった
4)
。今回我々 Allostatic State Mapping by Ambulatory ECG Repository ビッグデータ5)を用いて、人工知能（AI）に
よるAF 検出を検討した。今回、SONYから提供されるニューラルネットワークコンソールを使用した。洞調律（SR）を
有する被験者および教師データとして診断されたAF 24時間ECG 心拍変動 Lorenzプロットを用いて、畳み込み
ニューラルネットワーク（CNN）によってAF画像をAIに学習させた。SRとAFそれぞれ 10000データセット うち、
80％ データが教師データとして残り 20%が検証データとして無作為的に選 れるように設定した。教師データに
よる学習後、AI 検証データで 100％ 感度および100％ 特異性でAFを検出した。

Fig. 1. Lorenz plots of AF (left) and SR (right) segments

Fig. 2. Low resolution

images of

AF (left) and SR

(right) segments
Wolf PA, et al: “Atrial fibrillation as an independent risk
factor for stroke: the Framingham Study,” Stroke, 1991
Aug;22(8):983-8
[2] Kimura K, et al: “Hospital-based prospective registration
of acute ischemic stroke and transient ischemic attack in
Japan,” J Stroke Cerebrovasc Dis, 2004 Jan-Feb;13(1):1-11
[3] “Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic
therapy in atrial fibrillation. Analysis of pooled data from five
randomized controlled trials,” Arch Intern Med, 1994 Jul
11;154(13):1449-57
[4] García-Alberola A, et al: “RR interval variability in
irregular monomorphic ventricular tachycardia and atrial
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[5] 湯田恵美ほか: “身体活動度およびその日内変動と健
康寿命の地域差 生体ビッグデータプロジェクト
ALLSTAR”
[1]

Fig 3. Learning curve during the classification of teacher
data
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2P-42
呼吸統制におけるリズム提示法が自律神経系に与える影響
神谷 裕作 1, 河中 治樹 1, 小栗 宏次 1
1
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交感神経と副交感神経からなる自律神経系が調整しているものの中で，呼吸は自らの意思でコントロールすること
も可能な唯一の活動である．そのため，呼吸統制は自律神経系への直接的な介入手段として注目されている．これ
までにも，呼吸数を減少させることで副交感神経活動を亢進させる研究など，呼吸法についての検討は数多く行わ
れている．様々な先行研究では呼吸の周期を統制するためのリズムの提示法として，メトロノームのような一定リズム
の聴覚情報（音）を与えたり，画面に表示される呼吸リズムを視覚情報（光）として与えたりしている．しかし，呼吸統制
を実施する際のこれらリズムの提示方法自体が自律神経系に与える影響については明らかになっていない．
そこで本研究では，リズムの提示方法が感覚刺激として身体に与える影響を明らかにすることを目的として，異な
る提示方法を用いて呼吸統制を実施し，その時の生体信号を計測する実験を行った．心電図からはR波の間隔から
自律神経系の活動指標を算出した結果，リズムの提示方法による，自律神経系への影響は確認されなかった．しか
し，呼吸波形から呼気と吸気の時間を計測し，正しく提示しているリズム通りの呼吸の統制が実施できているかを評
価した結果，どちらも呼吸数は正しく統制が実施できていたが，リズムの提示に光を用いた場合に音の場合と比較し
て，呼気，吸気のタイミングのズレが増加する傾向が確認された．
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