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〈研究室紹介〉

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻
メディカルシステムコース先端治療工学研究室 (LITE)
中村 亮一

成 20 年）度に千葉大学「優れた若手研究型教員の人

1. 沿革

材育成システム」が採択された．本学医学研究院が推

先 端 治 療 工 学 研 究 室（Laboratory of Innovative

進してきた研究型若手人材育成システムを基礎とし

Therapeutic Engineering, LITE）は，千葉大学テニュア

て，本プログラムでは生命系科学を中心とする自然科

トラックプログラム「優れた若手研究型教員の人材育

学系分野に焦点を絞った生命系科学研究機構を構築

成システム」による筆者の採用に伴って，2008 年 12

し，国際公募により優秀な人材を採用し，本研究機構

月 15 日に工学研究科人工システム科学専攻メディカ

が中心となって部局横断的な教育への効率的な参加な

ルシステムコース（MSE）医用電子教育研究分野第 5

ど多彩な体験の場を提供することで，各受入れ研究院・

研究室として新たに開設された．2009 年 4 月より卒

研究科の目指す世界的研究拠点形成の中核となる若手

研学生を迎え本格的な教育研究活動を開始している．

研究者の育成を行なうことを目標としている（課題

2012 年 3 月現在，筆者のほか，佐藤生馬特任研究員，

ホームページより）．初年度 2008 年度に 5 研究科 10

修士学生 6 名，学部卒研生 4 名，研究生 1 名（留学生）

名を国際公募にて採用し．その後毎年度本事業におい

の 13 名で研究活動を行なっている．小所帯だが高専

て 1 名，自主財源による取り組みにてテニュアトラッ

からの編入生，他大学出身の修士進学者，中国からの

ク教員数名を採用し，現在 13 名が本事業による支援

留学生等多様なバックグラウンドを持つ学生とともに

の元で研究活動を行なっている．テニュアトラック教

多様なシーズ開発とその融合を目指している．本研究

員は 5 年の任期制教員で，任期中の年度ごと業績評価・

室は工学研究科，理学研究科等の部局の設置されてい

中間評価・最終審査において基準を満たしたものはテ

る西千葉キャンパスに位置し，医学研究院・附属病院

ニュア教員（医・薬学研究院においては再任有り任期

等の設置されている亥鼻キャンパスとは地理的な距離

制教員）として採用される．現在筆者を含む 1 期生 8

があるが，筆者の所属するメディカルシステムコース

名が最終年度を迎える段階である．

（本務）および千葉大学フロンティアメディカル工学
研究センター（兼務）は工学系・医学系双方の所属教
員により運営される組織で有り西千葉地区における千

2. 研究活動
（1）プロジェクト研究体制

葉大学の医工連携研究教育の拠点となっている．
テニュアトラックプログラム

●

科学技術振興機構（JST）の若手人材の育成事業で

本研究室ではテニュアトラックプログラムでの研究
テーマ「低侵襲『探査型』手術ロボットシステムの開
発」を主題とし，要素技術の開発とその融合を目指し

ある旧科学技術振興調整費若手研究者の自立的研究環

た研究を遂行している．

境整備促進（現：科学技術人材育成費補助金テニュア

●

トラック普及・定着事業）において，本学は 2008（平

低侵襲『探査型』手術ロボットシステムの開発
情報工学と機械工学，特にロボット・マニピュレー
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Fig.1 低侵襲
『探査型』
手術ロボットシステム

タを含む知的移動位置決め機構を含むシステムの医療

ティアメディカル工学研究センター（CFME）内のプ

分野への応用は，多くは診断分野から始まり，治療分

ロジェクトに参加し研究開発を行なっている．CFME

野では放射線治療領域等で進められている．手術室内

は 2010（平成 22 年）度より運営組織を研究部門（研

における情報工学と機械工学の応用による手術支援

究室）単位からプロジェクト制へ移行し，規模・重要

は，「ロボット・マニピュレータ等治療デバイス」と

度に応じた基幹・基盤・萌芽のプロジェクトを設定し

「診断情報を術野に反映するナビゲーションシステム」

研究開発を進めている．本研究室は 2 つの基幹プロ

の研究が大きなトピックスである．これからのこれら

ジェクト，基盤プロジェクト，萌芽プロジェクト等に

手術支援工学の挑戦としては，「手術現場への『診断

参加し，共同研究体制を構築している．

と治療の融合』の概念の導入」を念頭にした，自ら診

●

断情報を積極的にリアルタイムに利用する，もしくは
自ら診断・生体計測を実施しながら（患者内を「探査」
しながら）治療行為を行なう治療システム「探査型手

基幹プロジェクト FERMI

「診断と治療の質を高めるための医用画像の高次元・
高精細・高定量化および統合化」（PI：羽石秀昭教授
（CFME））

術ロボットシステム」の創生が重要と考える．本研究

本プロジェクトでは，特に医用画像の高次元・高精

室では，低侵襲治療デバイスとしての内視鏡下手術用

細化（時空間的な意味での次元の増加やそれらの分解

高機能エンドエフェクタ・ロボット，診断情報を治療

能の向上）・生体の物理的・生理学的諸量の新規取得

に反映する手術ナビゲーション，これら治療装置と診

や定量性の向上，さらに複数の医用画像の統合化につ

断情報，手術室内情報を統合管理し処理を行なう「手

いて，技術革新を推進している．プロジェクト構成と

術管制」システムの要素技術開発とシステム統合技術

して 3 つのサブテーマ，イメージング基盤技術（テー

の研究を中心に遂行し，またこれら先端医療機器の効

マリーダー：山口匡准教授（CFME）），動的生体特性

用／安全性を科学的に評価するための評価系環境構築

のイメージング技術
（テーマリーダー：羽石秀昭教授），

の基礎研究に取り組んでいる（Fig.1）．

空間情報統合化技術（テーマリーダー：中村亮一）が

また学内のプロジェクトとして，千葉大学フロン

設定され，本研究室は空間情報統合化技術，すなわち
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Fig. 2 先端変形型低侵襲手術エンドエフェクタ機構

ナビゲーションや手術計画等，高次元・高精細医用画

（PI：山口匡准教授）
本プロジェクトでは新規医療機器の評価と VR によ

像と実空間情報の統合による治療支援技術を担当して
いる．

る手技のトレーニングシステム開発を行ない，安全・

基幹プロジェクト WAFLES

安心な医療機器の使用と，医療技術の高いレベルでの

「浮遊体治療システムおよび治療法の開発」（PI：

標準化の実現を目標としている．本研究室は手術ナビ

●

五十嵐辰男教授（MSE））
本プロジェクトでは，体腔内を等張液で満たし臓

ゲーションの術者手技への影響を到達位置決め精度以
外の指標から評価する新たな手技・機器評価手法の提

器周囲に温度，圧が制御された空間を作成し，その

案と開発を行なっている．

中で治療を行なう診療手段の研究開発を通して新た

●

萌芽プロジェクト

な治療体系“WaFLES（Water-Filled Laparo-Endoscopic

「内視鏡外科手術器械の開発」（PI：川平洋准教授）

Surgery）”を構築する．プロジェクト構成として 5 つ

本プロジェクトでは体腔内の制限のある空間でも使

のサブテーマ，等張液還流装置開発（テーマリーダー：

用可能な，内視鏡外科手術における自由度のある鉗子

五十嵐辰男教授），液体内で動作する医用ロボット

や器械の開発，内視鏡視野確保のための機器の開発を

（テーマリーダー：兪文偉教授（MSE）），液温と還流

行なう．本研究室は多自由度鉗子機構・鉗子変形機構

の制御下における温熱デバイスの研究（テーマリー

等の技術開発を行なっている．

ダー：伊藤公一教授（MSE）），液体の特性を生かした
医用画像およびナビゲーションシステムの研究（テー

（2）研究概要

マリーダー：羽石秀昭教授），マイクロ・ナノ流体デ

本研究室の研究分野は大きく分けて①低侵襲治療デ

バイスを用いた血液成分の水力学的分離法に関する研

バイス・ロボット，②手術ナビゲーション，③手術情

究（テーマリーダー：関実教授（共生応用化学専攻）
）

報計測・分析の 3 つにより構成され，これらの要素技

が設定され，本研究室は等張液空間内低侵襲治療デバ

術を統合した治療支援システムの構築を目指している．

イス・ロボット，3D 超音波を用いた液体内リアルタ

①

イムナビゲーションの研究開発を担当している．

低侵襲治療デバイス・ロボット
単孔式手術や MP Surgery などさらに細径の鉗子・

基盤プロジェクト

小さい挿入孔が望まれる中で，手術器具としてのエン

「医療機器の安全性評価とトレーニング用機器開発」

ドエフェクタのサイズ・機能を実現するための研究が

●

● 4
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なされている．組立式鉗子や体内合体型手術ロボット

でいるのか，進行がいつも通り順調なのか，そしてい

等の研究と同様にこの問題への対応として，体内で

つ終わるのかを把握することは，手術部の効率的な運

変形することでエンドエフェクタのサイズを確保す

営と手術手技・環境の評価において重要である．本研

る先端変形型低侵襲手術エンドエフェクタ機構（Least-

究室ではナビゲーションシステムの情報及び映像情報

Incision Transformable Endoefector Mechanism，LITE

等を用い手術の進行状況，作業工程を自動的に把握し

Mechanism）の研究と LITE 機構を搭載した鉗子・手

評価する手法の研究を進めている（Fig.4）．

術マニピュレータの研究を行なっている（Fig.2）．
②

3. 研究・教育設備の特徴

手術ナビゲーション
手術対象そのものでなく，その周辺のマージン領域

（1）研究室内設備

への誘導を行なうことで，対象への定量的かつ直感的

本研究室では治療支援システムを構築するためのメ

な接近感覚：近接覚を提示するナビゲーションシステ

カトロニクス要素・システム開発のためにハードウェ

ムの開発と，近接覚ナビゲーション併用時の手技への

ア試作加工設備，ネットワークシステム，模擬手術環

影響についての評価方法について研究を進めている．

境等を備えている．

またこれらのナビゲーションを術中に変形移動する胸

コンピュータ外科学，生体医工学などを含むバイオ

腹部の外科に応用すべく，術中 3D/4D エコー画像を

メディカルエンジニアリング（BME）分野の重要性

利用したリアルタイムナビゲーション手術システムの

は年々高まっている一方，本邦においてはその教育課

開発を進めている（Fig.3）
．

程の確立は発展途上にあり，社会においてもサブスペ

③ 手術情報計測・分析

シャリティとしての扱いにとどまっているのが現実で

現代の医療は手術環境の複雑化・高度化の加速によ

ある．そのような現状への対応と，将来の BME を担

り，医療従事者自身の努力による手術の正常な「運行

う人材の育成目標・環境の確立を両立させるべく，本

管理」にも限界が生じつつあり，日常的な手術室の情

研究室では専門研究教育として研究テーマに応じた基

報の把握・分析を通じた手術管理体制の確立が必要と

盤工学のスペシャリティ（機械工学，情報・画像工学等）

考えられる．現在今行われている手術がどこまで進ん

とそれを基盤とした BME（先端治療工学）のスペシャ

Fig. 3 胎児内視鏡外科用リアルタイム3D超音波ナビゲーション
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Fig. 4 手術進捗モニタリング・推定システム

リティの両輪教育研究実施に努めている．

しさ」を備えた設計デザインを重視し，研究室内での

研究室内にはプログラミング環境，電子工作環境の
他，卓上型の一般工作機械（旋盤，フライス盤等）と

開発環境と外部組織・企業の技術連携により研究を推
進している（Fig.5）
．

NC 工作機（3D プロッタ，パウダー式 3D プリンタお
よびワイヤ放電加工機）からなる加工開発環境と，手

（2）千葉大学サイエンスパークセンター

術台，器械台，硬性内視鏡，手術トレーナ，鋼製術具

千葉大学サイエンスパークセンター（CSPC）は

および電気メス（MESU-150B，瑞穂医科工業）・ベッ

JST 地域産学官共同研究拠点整備事業により整備され

セルシーリングシステム（Ligasure, Covidien）
，3D 超

た千葉県における産・学・官の共同研究を推進するた

音波診断装置（Prosound α 7，日立アロカメディカル

めの共同利用施設であり，2011 年 5 月に開所された

社）等からなる模擬手術環境を備え，自らの手による

ばかりの新しい研究拠点である．CSPC では医工連携・

「ものつくり」経験と，将来の臨床応用を見据えた「ら

ロボティクスなどの分野において，地域の大学 / 企業

Fig. 5 研究室設備
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との共同研究を行うと共に，シーズ・ニーズの出会い

FERMI を中心に行なっており，手術ナビゲーション

や創出，産学官共同研究の促進により，地域における

および手術情報計測・分析等の技術開発を進めている．

知識集中型のオープンイノベーションや新事業，新技

また，本研究室で開発した情報誘導・分析手術技術を

術の創出を測ることを目標としている．

CSPC 動物手術室内に導入し，CT・超音波画像および

CSPC では医工連携とロボティクスを中心に産学官
連携の共同研究を行ない，地域経済活性化とイノベー

術中情報統合環境下での実験・研究を進めるプラット
フォームを整備している（Fig.6）
．

ション創出促進を目指している．医工連携分野のラボ
スペースには，動物飼養施設 / 実験施設に 16 列マル

4. おわりに

チスライス CT（Aquilion16，東芝メディカルシステ

本稿では本研究室の概略としてプロジェクト体制と

ムズ社），一般 X 線撮影装置（VPX-200，東芝医療用

主要研究テーマ，施設概要を紹介した．JST プロジェ

品社）と内視鏡手術装置等を備え，高精度・低侵襲な

クト（テニュアトラック制）のもと，5 年の事業期間

治療技術や高精度な低侵襲診断技術，またはそれらに

において成果を求められる中で，限定的ではあるが千

関する機器の開発などを総合して展開する研究を推進

葉大学における手術支援分野の医工連携，CAS を推

している．本施設は学外の企業・研究機関との共同研

進する研究拠点としての地位を築くべく活動を推進中

究での利用を基本とし，新たな医療産業を生み出す推

である．手術支援システムは大規模技術集約システム

進力としての活用が期待されている．本研究室では本

としての性格を持つこともあり，駆け出しの一大学小

施設を利用した共同研究を CFME 基幹プロジェクト

講座の要素基盤研究では臨床に繋がるシステム構築ま

Fig. 6 千葉大学サイエンスパークセンター 医工連携ラボスペース
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で迅速に達成することは難しい．今回紹介した本研究
室のプロジェクト・研究を国民に還元可能な実用技術
として確立するために，本稿を契機とした読者諸氏と
の交流・協働を実現出来れば幸いである．
＊
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五十嵐辰男教授（MSE）
，林秀樹教授（CFME），川平
洋准教授（CFME），山口匡准教授（CFME），中口俊
哉准教授（MSE）の協力をいただいた．
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