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第６回長岡医用福祉工学研究会　兼

第２３回日本エム・イー学会甲信越支部大会　program
主催　長岡技術科学大学、長岡医用福祉工学研究会、日本エム・イー学会甲信越支部

日時：　2003年8月30日（土）　9:15～15:15

場所：　長岡技術科学大学　マルチメディアシステムセンター(MMC)、セコムホール(SH)

実行委員会：委員長 長岡技術科学大学 教授 体育・保健センター長 三宅仁、実行委員
長岡技術科学大学 体育・保健センター助教授 塩野谷 明、同電気系教授 松田 甚一、新
潟大学教授　木竜　徹、長岡技術科学大学助手　内山　尚、同　松本　義伸

プログラム：

9:15～　　　　　    (SH)開場、受付開始、ポスター掲示準備

9:45～10:25　　   (MMC)役員会  

10:25～10:30    　(MMC)  開会の辞

10:30 ～ 11:20    (MMC) 特 別 講 演 (1) 立 川 綜 合 病 院 PET 画 像 セ ン タ ー 長

間島　寧興　先生     「PETの使用経験　－FDG-PETによる全身がん検査を中心に－」

11:20～12:10    (MMC) 特別講演(2) 悠遊健康村病院 顧問 田村 康二 先生      
「MEと代替医療」

12:10～12:30　　(MMC)総会

12:30～13:30　     移動-->(SH)昼食懇親会

13:30～15:00　     (SH)ポスター討論

14:45～15:00     　(SH)優秀演題３題選考

15:00～15:15        (SH)優秀演題表彰 　　 閉会



番号 e-mail 名前 所属 共著者 所属2 演題 概要

1 sakai@bfd.es.hokudai.ac.jp 坂井　滋郎
北海道大学　電
子科学研究所

丹羽　光一、狩
野　猛

せん断流れおよび水透過速度
が血管内皮細胞-平滑筋細胞
共培養系による微粒子の取込
みに及ぼす影響

多孔質膜上に血管平滑筋細胞と内皮細胞を重層播種して作製した共培養系を用いて、リポ蛋白（LDL）のモデルとし
ての蛍光ポリスチレン微粒子の取込みに及ぼすせん断流れおよび水透過の影響について検討した。その結果、水透
過がある場合では流れが遅いほど取込み量が多いことがわかった。このことより水透過がある場合には、内皮細胞
層表面で微粒子の濃縮が起こり、流れが遅いほど微粒子の壁面濃度が高くなることにより取込み量が増大したもの
と推察された。

2 karino@bfd.es．hokudai．ac．jp 狩野　猛
北海道大学　電
子科学研究所

安田　哲也
血管内皮細胞-平滑筋細胞共
培養系の組織構造に及ぼす流
れおよび水透過の影響

動脈硬化および吻合部内膜肥厚の発症並びに局在化機構を解明する目的で、ウシ大動脈由来内皮細胞と平滑筋細
胞の共培養により血管壁モデルを作成し、その組織構造、細胞層の厚さ、および細胞数に及ぼす流れおよび水透過
の影響について検討した。その結果、水透過および流れのある条件下で培養したものが最も細胞層が厚くかつ密に
なっており、細胞数も多くなっていることがわかった。また、水透過なしで流れだけを負荷したものは、静置培養したも
のよりも薄くなることもわかった。

3  vtaki@cs.shinshu-u.ac.jp 瀧澤　正樹
信州大学　工学
部

李　明哲、　米沢
義道、　伊東　一
典、　橋本　昌巳

筋運動における高周波加速度
成分

同様の機能を持ちながら得意、不得意が左右手で表れることは知られている。加速度解析から運動機能の新しい評
価法を検討中、基本運動成分の他に比較的高周波の加速度成分の存在を見出した。これを運動の滑らかさの評価
指標として捉え、運動機能の左右差の評価に適用した結果および筋電位と高周波加速度の関係についても報告す
る。

4 yohei@stn.nagaokaut.ac.jp 相馬 洋平
長岡技術科学大
学工学部

清水規裕2)、佐
藤英哉2）、福本
一朗1)

2) 長岡技術科学
大学大学院　工
学研究科

精神疲労評価における唾液中
クロモグラニンＡの有用性の検
討

近年、社会環境の変化とともに、過度の精神疲労が問題視されている。そのため、精神疲労を客観的に評価可能な
指標が求められており、クロモグラニンＡが注目されている。我々は、新たな精神疲労指標としての唾液中クロモグラ
ニンＡを用いて実験を行った。また、同時に主観的評価としてＲＡＳ(疲労・覚醒主観評価)、客観的評価としてフリッ
カーを用いて測定を行い、唾液中クロモグラニンＡとの比較検討を行った結果、その有用性が示唆された。

5 takeda@stn.nagaokaut.ac.jp 竹田　愛
長岡技術科学大
学　工学部

児玉　直樹2），
歸山　智治2），
金子　智之2），
福本　一朗1）

2）長岡技術科学
大学大学院　工
学研究科

アルツハイマー型痴呆客観的
診断に対する3次元曲率の適用

本研究では，頭部MR画像冠状断に3次元曲率を適用し，アルツハイマー型痴呆（ATD）の客観的診断が可能である
か検討した．ATD患者26名，健常高齢者26名に適用した結果，14種類の特徴量のうち，５種類に有意な差が認めら
れた．また，判別分析の結果，特異度，感度，正判別率共に75%であった．よって，3次元曲率を用いることにより，
ATDの客観的診断法確立の可能性が示唆された．

6 saka@ec.nagano-nct.ac.jp 坂口　正雄
長野高専　電子
制御

黒田　地弘2)、中
島　浩二2)、大橋
俊夫3)

2)(株)スキノス
3)信州大学大学
院医学研究科

空気流量補償方式発汗計の開
発

我々は、換気カプセル型発汗計の皮膚を覆うカプセルに供給する前後の空気湿分が平衡するようにカプセルに供給
空気の流量を補償する発汗計を開発した。これによれば被測定発汗量のダイナミックレンジが大きくとれること、校正
が容易などの利点を有する。新しく製作した装置の概要とヒト各部位の皮下水分、発汗量測定に適用した結果を報告
する。

7 makaya@stn.nagaokaut.ac.jp 真茅　孝樹
長岡技術科学大
学工学部1)

真茅　孝樹1)、高
橋　大志2)、佐藤
英哉2)、福本　一
朗1)

長岡技術科学大
学工学研究科2)

ペルチェ素子を用いた新しい冷
凍手術装置による冷凍条件最
適化と効果に関する基礎研究

現在、疣贅や腫瘍などに対し行う従来の治療法としてＬＮ2などを用いた冷凍手術があるが、この治療法では温度制
御を行うことや壊死範囲の予測が困難である。そこで本研究では能動的に温度制御することが可能なペルチェ素子
を用いた冷凍手術装置を試作し、その条件と効果についての基礎研究を行った。本装置を使用しマウス背部皮膚に
冷凍手術を行ったのち、壊死部を観察した結果、本装置の可能性が示唆された。

8 kitahara@stn.nagaokaut.ac.jp 北原 さやか
長岡技術科学大
学工学部生物系
福本研究室

陶 永暉、郭 怡、
福本 一朗

足底叩打刺激による老人性痴
呆リハビリ効果の基礎研究

痴呆患者に共通した障害に、脳血流量や脳代謝の低下がある。本研究ではこれに着目し、足底刺激を用いて脳血流
量や脳代謝を向上させ、痴呆のリハビリ効果を検討した。足底叩打刺激は、週2回15分間行い、これを1ヶ月間続け
た。評価方法はMMSE、日常行動評定尺度、POMSの3つを用い、リハビリ前後の2回測定した。簡易に行うことのでき
る本手法により、脳内神経活動の活性化による痴呆の改善が期待できると考えられる。

9 vkaoru@cs.shinshu-u.ac.jp 半田　薫充
信州大学工学部
情報工学科１）

勝山　恵介１）、
米澤　義道１）、
伊東　一典１）、
橋本　昌巳１）、
荒井　善昭２）

長野工業高等専
門学校２）

光源間位置ＶＥＰ方式メニュー
パネルの基礎的検討

視覚誘発脳波（VEP）は運動機能が眼球付近に限られているユーザのためのメニュー型インターフェイス実現の可能
性がある。しかし、脳波レベルの不安定性、個人差の問題があり、また、１光源１ニューのパネルにおいてはメニュー
数の増加による雑音レベル上昇や視覚的負担が大きいことが課題であった。本研究は光源間位置をメニューとする
ことで上記問題を解決し、負担の少ないメニューパネルの実現を目指している。

10 arai@ei.nagano-nct.ac.jp 荒井 善昭
長野工業高等専
門学校　電子情
報工学科

牛山 喜久2)，仙
波 靖夫3)，米沢
義道4)

信州大学医学部
保健学科2)   セ
イコーエプソン
(株) FX推進室3)
信州大学工学部
情報工学科4)

ヒト末梢脈波変動に内在する概
日リズムの検討

4時間中に内在する自律神経の概日リズムを，パルスグラフを用いて計測した指尖脈波変動から，ローパスFFTフィ
ルターにより簡便に計測する方法を検討した。従来のホルター心電図を用いたHF成分、LF/HF成分の日内変動と比
較すると、LF/HF成分との有意な相関が得られた。

11
nishida@melabo.nagaokaut.ac.j
p

西田　淳
長岡技術科学大
学大学院　創造
設計工学専攻

白幡　淳2) 正
三宅　仁3)

2)長岡技術科学
大学　機械系　3)
長岡技術科学大
学　体育・保健セ
ンター

セイヨウミツバチにおける飛翔
筋の運動解析

我々はこれまで、間接飛翔筋型昆虫の飛行メカニズム解明のため、間接飛翔筋型昆虫であるセイヨウミツバチにお
いて様々な研究を行って来たが、今回はセイヨウミツバチの飛翔筋の筋電図を測定、解析する事により飛翔筋の運
動を調べた。その結果、飛翔筋の収縮周波数やゆらぎ成分など様々な事がわかり、飛行メカニズム解明へまた一歩
近付いたと言える。

12 kurosawa@tmbio7.eng.niigata-u.黒澤　知兼 新潟大学大学院 原　利昭２）
２）新潟大学工学
部

生理的機能を模した人工口唇
モデルによる力学的諸量の考
察

口唇周囲筋はヒトの表情形成や捕食，構音などにとって非常に重要な働きを担っているが，これらの筋群はその配置
や走向の複雑さ故，各々の口唇に及ぼす力学的な影響は未だ十分解明されているとは言い難い．著者らは口輪筋
に限らず，口角挙筋と口角下制筋の同時収縮が口唇閉鎖に大きな影響を及ぼすという仮説から，独自のアクチュ
エータでこれら複数の筋を再現し，口唇閉鎖にいかなる影響が現れるかを検討した．

13 shira@melabo.nagaokaut.ac.jp 白幡　淳
長岡技術科学大
学　機械系

三宅　仁２） 西田
淳1)

長岡技術科学大
学　体育・保健セ
ンター

セイヨウミツバチ胸部振動モデ
ルの改良

昨年度までの研究で、筋収縮の振動と無関係に背板の振動が行われる振動系が実現されている。本年度はそのモ
デル実現の際に省略していた点を新たに追加したモデルを作成する。新たに再現する点は、以下の点である。・翅の
振動は、背板の振動数と等しいモデル作成後、測定を行い、実際の蜂のデータや以前のモデルとの比較を行う。



14 matsu@melabo 松永　紘明
長岡技術科学大
学　工学部

西田　淳　　子上
真毅　　白幡　淳
三宅　仁

重心動揺計測による高齢者の
転倒防止のためのより簡便な
測定法の開発

高齢者の転倒事故は寝たきりとなる原因の一つであろう。その予防のための方策として、我々は重心動揺計測の応
用を模索している。一方、高齢者の健康状態評価の測定法はできる限り簡略であることが望ましい。そこで、測定方
法の見直しを行うことを目的とした。従来型の測定法では採用していた前後左右方向運動と、より簡略な運動である
前後、もしくは左右方向運動との比較を行い、より簡略した測定法を目指した。

15 nakamura@bc.niigata-u.ac.jp 中村　康雄
新潟大学　工学
部　福祉人間工
学科

中村　真里2)，加
藤　直3)，飯塚
大輔3)，林　豊彦
1)，中溝　寛之
2)，信原　克哉2)

2)信原病院・バイ
オメカニクス研究
所，3)新潟大学
大学院自然科学
研究科

投球フォームの相違による運動
パラメータの比較

投球フォームは，オーバーハンド，スリークウォータ，サイドアーム，アンダーハンドの４つに分類されている．それらの
動作は異なることは知られているが，従来の投球動作解析ではその相違について統計的に評価したものが少ない．
そこで本研究では，小学生から社会人までの様々な投手を対象として投球動作を計測し，それらの投球フォーム間の
運動学的・動力学的パラメータの相違について統計的に評価した．

16 wadamori@konomi.nagaokaut.ac松田　純一
長岡技術科学大
学　工学部　電気
系

五反田　裕也、
和田森　直、松
田　甚一

リエントラント型アプリケータに
おける加温領域制御

我々は、リエントラント型アプリケータについて、その加温特性を数値的に検討するとともに、動物実験により臨床的
にその有効性を明らかにしてきた。ここでは、臨床応用を想定し、窓を設置し、リエントラントの位置を変化させた場合
の電界分布、加温領域等の数値解析結果について報告する。具体的には、リエントラント間隙に加温に適したとされ
る円筒空洞共振器の共振モードであるTM010に酷似した電界分布を確認し、深部加温の可能性について示す。

17
wadamori@konomi.nagaokaut.a
c.jp

和田森　直
長岡技術科学大
学 工学部

松田　甚一
光音響分光法による非侵襲血
糖計測の試み

物質内部の物理・化学的特性の非破壊計測法として知られている光音響分光法（PAS）による生体情報計測に関して
報告する。具体的には、まず、変調周波数の変動が検出精度に及ぼす影響、その性能評価結果について述べる。次
に、この装置を用いて行った75g経口糖負荷実験結果について述べる。光音響信号強度と簡易自己血糖測定器によ
る血糖値との比較検討から、光音響分光法による非侵襲生体情報計測、特に血液化学検査の可能性を示す。

18
fuji@o2.noise.es.yamanashi.ac.j
p

藤原　智之 山梨大学大学院
大木　真2)、橋口
住久3)

カメラによる移動物体の追跡の
試み

パンチルトカメラを用いてリアルタイムに移動物体を追跡するとき、移動物体を視野の中心に捉えつづけるようにカメ
ラを制御する。ここでは、カメラを停止して撮影した3枚の連続画像のフレーム間差を用いて移動物体を検出し、加速
度を算出することによって、移動物体の動きを予測し追跡する。

19
hiromi@o2.noise.es.yamanashi.
ac.jp

渡辺　寛望 山梨大学大学院
星野　さとみ2)、
大木　真、橋口
住久

2)山梨大学
下り階段の検出の試み‐エッジ
検出に用いるフィルタの比較‐

視覚障害者の補助のために，下り階段を検出する．下り階段の直前には，必ず点字ブロックがあるので，これを検出
する．色以外の特徴として凹凸に注目する．ここでは，エッジ検出に用いる4つのフィルタを比較し，点字ブロックの検
出に最適なフィルタを検討した．

20 shionoya@vos.nagaokaut.ac.jp 内藤多恵子
長岡技術科学大
学

上口良太、正岡
和貴、有吉建、
折井綾子、ＳＡＬ
Ａ．Ｍ、塩野谷
明

呼吸代謝からみた移動手段とし
ての車椅子 －歩行との比較か
ら－

車椅子は、様々な目的で用いられる。今日、パラリンピックを例に取るまでもなく、車椅子を用いてスポーツを行うこと
も稀なことではない。スポーツいう観点から、車椅子に求められている機能の１つとして、マンマシン系の移動手段と
しての性能の優劣がある。本研究では呼吸代謝に基づいて、歩行運動と車椅子による移動運動の比較を行った。な
お、本研究は晴陵リハビリテーション学院から多大なご協力を頂いたことを追記する。
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長岡技術科学大
学

上口良太、正岡
和貴、有吉建、
内藤多恵子、ＳＡ
ＬＡ．Ｍ、塩野谷
明

筋活動からみた車椅子駆動の
評価

車椅子は、医療および介護の介護の場で数多く使用されている。車椅子に求められる性能の１つとして、車椅子の駆
動性能の優劣が考えられる。本研究では、車椅子の駆動性能を筋活動から評価することを目的とした。特に、スロー
プを上がるという課題に着目し、その際の主動筋の特性を明らかとした。

22 daisuke@bsp.bc.niigata-u.ac.jp 羽下　大亮
新潟大学大学院
自然科学研究科

木竜　徹
高齢者を対象とした自転車エル
ゴメータの負荷制御パターンの
検討

著者らは安全な負荷の範囲内で高齢者に運動の満足感を与える自転車エルゴメータの負荷制御法を検討してきた．
ここでは，被験者に負荷パターンを複数提示し，被験者が自主的に選択する負荷パターンを元に最適負荷パターンを
設計する方式を検討した．すなわち，一時的漸増負荷を含む負荷制御パターンとし，その挿入時刻，持続時間，負荷
の上下限を変化させた．実験では，過去3年にわたるデータから3名を選び，5ヶ月間の継続実験を行った．その結果，
運動の前半に強い一時的漸増負荷を含み，その後，約3分後に再び漸増負荷へと変化するパターンに被験者は高い
評価を示した．
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学内健康診断情報閲覧システ
ムの開発

病院や診療所での診察結果は、その都度、医師から患者に伝えるだけで、月日が流れると忘れ去られてしまう。この
ような医療情報をいつでも閲覧することができれば、患者がどのように自分の健康状態が改善されていったのかが理
解でき、また、医師がその患者の健康状態の流れがどのようなものかを把握することができる。そこで、本学（長岡技
術科学大学）で毎年行われている健康診断をモデルとしてシステムを構築した。

24 nishi@melabo.nagaokaut.ac.jp 西村　伸吾
長岡技術科学大
学

奧山　竜平、荻
野　晃浩、阿久
沢　尚夫、三宅
仁

長岡市における保健医療計画
のための人口推計－－人口減
少社会の影響

最近、日本の合計特殊出生率が1.32と最低を更新した。また、2000年国勢調査からの推計によれば、わが国の総人
口は4年後の2006年にはピークを迎え、以後長期の減少過程に入るとされる。日本では高齢社会そして人口減少社
会が訪れ、社会保障として社会の基礎構成部分である医療や介護の整備はこの先の社会の運営において重要な意
味を持つようになる。そこで、長岡市をモデルケースとしてこれからの保険医療計画策定のために、将来人口推計を
行った。
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星野　真喜2)　原
利昭3）

3) 新潟大学工学
部

足関節可動域が段歩行動作に
及ぼす影響

一般に片麻痺や脳性麻痺の患者は足部の拘縮などのために円滑な歩行が困難である．そのため短下肢装具を装着
することである程度の円滑な歩行を可能としているが，代償として足関節の可動域を制限するために健常者の歩行
形態とは異なることが考えられ，足関節拘束時の歩行動作を検討した研究例がいくつか見られる．しかし，転倒・転落
が多発する段歩行の研究はあまり見られないようである．そこで本研究では，足関節可動域を制限した際の段歩行
動作を運動学的に検討した．
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せん断流れおよび水透過速度が 

血管内皮細胞-平滑筋細胞共培養系による微粒子の取込みに及ぼす影響 
坂井 滋郎，丹羽 光一，狩野 猛 

北海道大学 電子科学研究所 

The influence of a shear flow and a water filtration velocity 
 on the uptake of macromolecules by an EC-SMC co-culture  

Jiro SAKAI, Koichi NIWA, Takeshi KARINO 

Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University 

 

1. はじめに 

動脈硬化症の初期病変である内膜肥厚は，血管壁

の内膜表面を被覆している内皮細胞（endothelial 

cell;EC）とその下にある内弾性板との間に多量の低

密度リポ蛋白（low density lipoprotein;LDL）が蓄積

することにより始まる．この内膜肥厚は，動脈湾曲

部の内側壁や分岐部外側壁など，血流が乱れて流れ

が緩やかになっている部位に好発することが分か

っている 1)．これまで我々は，血管壁の水透過性に

よるろ過作用により血管壁近傍で巨大分子の濃縮

現象がおこるため，血流が緩やかな部位では血流が

速い部位と比較して LDL 濃度が高くなることを示

してきた 2)．しかしながら，血管壁による LDL の

取込みに及ぼす水透過速度の影響は調べられてい

ない．そこで本研究では，LDL のモデルとして蛍

光微粒子を用いて，血管内皮細胞と平滑筋細胞の共

培養系による微粒子の取込みに及ぼすせん断流れ

および水透過速度の影響について検討を行った． 

2. 方 法 

2.1. 細胞培養および共培養系の作製 

ウシ大動脈由来の内皮細胞および平滑筋細胞を

継代培養して 4～10 代のものを用いた．  

共培養系を作製する基質には多孔質膜（Millicell 

Culture Plate Insert, Millipore）を用いた．Fibronectin

をコートした多孔質膜上に，SMC を 1.8×105個/cm2

の密度で播種して 4 日間培養した後，SMC 層上に

EC を 1.8×105個/cm2の密度で直接重層播種し，さ

らに 4 日間共培養して EC-SMC 共培養系を作製し

た．EC が SMC 上を完全に覆っていることを確認し

てから実験に用いた．細胞の播種および共培養系の

培養には IMDM に FCS（20％ v/v），L-グルタミン，

ペニシリン，ストレプトマイシンおよびアスコルビ

ン酸（50μg/mL）を加えた培養液を用いた． 

2.2. 共培養系へのせん断流れおよび水透過の負荷 

共培養系を作製した多孔質膜を並行平板流路に

組込み，1，2，7，15 dyne/cm2のせん断流れおよび

水透過速度（4.0×10-4 cm/sec）を負荷した．灌流液

は継代培養に用いた培養液に平均直径が 20 nm の

蛍光微粒子（FluoSpheres, Molecular Probes）を粒子

濃度 5.3×1013 個/mL で加えたものを用いた． 

2.3. EC 単層上の微粒子濃度の測定 

共培養系に水透過を負荷している状態で，せん断

流れの速さを 20 分ごとに変化させた時の EC 層表

面上の微粒子濃度を共焦点レーザー顕微鏡（TCS4D, 

Leica）により 5 分ごとに測定した． 

2.4. 共培養系による蛍光微粒子の取込み量測定 

せん断流れおよび水透過を 1 時間負荷した共培

養系を多孔質膜から剥がして Triton-X で溶解し，そ

の蛍光強度と蛋白量を測定した．測定で得られた蛍

光強度は，実験前の灌流液の蛍光強度で正規化し，

総蛋白量で除することにより標本間の細胞数の違

いを補正した． 

3. 結 果 

水透過を負荷しながらせん断流れを変化させた

時の EC 単層表面における微粒子濃度の変化を Fig. 

1 に示した．せん断流れを遅くするに伴い微粒子濃

度は上昇し，流れを速くすると濃度は減少した． 

 Fig.2 および Fig.3 に示すように，せん断流れの 

 1
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速さに対する共培養系の微粒子の取込み量は水透

過の有無によって異なる傾向を表した．水透過が無

い場合には，せん断流れが速くなるにつれて共培養

系の微粒子の取込みは増加することが分かった．こ

れまでにせん断流れを負荷すると EC の LDL 取込

み 3)や小胞輸送 4)が増加したという報告がなされて

おり，今回の結果はそれらと一致していた．一方，

水透過がある場合には，せん断流れが遅くなるにつ

れて微粒子の取込みが増加することが分かった．ま

た，共培養系の微粒子の取込み量は，水透過がある

場合の方が無い場合と比較して約 20 倍多くなるこ

とが分かった． 

4. まとめ 

本研究では，生体血管のモデルとして EC と SMC

を重層した共培養系作製し，この共培養系に生体の

動脈壁におけると同様に水透過を負荷して流れの

実験を行ったところ，流れが遅いほど微粒子の取込

み量が増大することが分かった．この結果から，血

流が乱れ，流れが緩やかになっている部位において

好発する内膜肥厚や動脈硬化の発症ならびに進展

には血管壁の水透過性により起こる LDL の濃縮現

象が重要な役割を果たしているのではないかと推

察された． 

5. 参考文献 

1) T. Asakura & T. Karino : Flow patterns and 
spatial distribution of atherosclerotic lesions 
in human coronary arteries. Circ. Res., 66, 
1045/1066 (1990) 

2) T.Naiki & T. Karino : Visualization of 
flow-dependent concentration polarization of 
macromolecules at the surface of a cultured 
endothelial cell monolayer by means of 
fluorescence microscopy. Biorheology, 37, 
371/384 (2000) 

3) E. A. Sprague et al. : Influence of a laminar 
steady-state fluid-imposed wall shear stress 
on the binding, internalization, and 
degradation of low-density lipoproteins by 
cultured arterial endothelium. Circulation 
76, 648/656 (1987) 

4) P. F. Davies et al : Influence of hemodynamic 
force on vascular endothelial function. J. 
Clin. Invest., 73, 1121/1129 (1984) 
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Fig.1 The effect of shear stresses and water 
filtration on the concentration of microspheres 
on the surface of an EC-SMC co-culture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.2 The effect of a shear flow on the uptake of 
micro- spheres by an EC-SMC co-culture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3 The effect of a shear flow and water filtration on 
the uptake of microspheres by an EC-SMC co-culture. 
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血管内皮細胞・平滑筋細胞共培養系の組織構造に及ぼす流れおよび水透過の影響 
狩野 猛，安田 哲也 

北海道大学電子科学研究所 

The effects of a flow and water filtration on the shape of the cells and structure of  
cell layers in a coculture of vascular endothelial cells and smooth muscle cells 

Takeshi Karino , Tetsuya Yasuda 

Research Institute for Electronic Science, Hokkaido University 
 

1. はじめに 

動脈硬化症は，コレステロ－ルを多く含んでいる

低密度リポ蛋白（LDL）が血管壁の内腔面を一層に

被覆している内皮細胞（EC）とそのすぐ下にある

内弾性板との間に多量に蓄積することによって始

まることが知られている．これまでの研究によりこ

の肥厚性血管病は流れの遅い部位に好発すること

が明らかになっているが，その発病の詳細なメカニ

ズムは未だよく判っていない．我々の研究室では，

動脈壁は血漿中の水分を通すが LDL のような巨大

分子を通しにくく，この LDL に対して分子ふるい

としてふるまうため，血管内壁表面上おいて LDL

の濃縮現象が起こり，その壁面上の LDL の濃度が

流速に応じて変化するという仮説（LDL の流速依

存性濃度分極説）を提唱し，その仮説を実証するた

めに実験 2, 3）並びに数値計算 1, 4, 5）により研究を行

い，水透過速度の大小により壁面上の LDL の濃度

が変化することを明らかにしてきた．しかしながら，

水透過そのもの，および水透過によって起こる

LDL の濃縮・枯渇現象が血管壁構成細胞にどのよ

うな影響を与えるかはまだ判っていない．そこで，

本研究では，水透過を与えることが出来る血管壁モ

デルとして EC-SMC 共培養系を作製し，それを用

いて流れの実験を行い，流れおよび水透過の有無に

より EC-SMC 共培養系の組織構造，細胞層の厚さ，

および細胞数がどのように変化するかについて検

討を行った． 

2. 方 法 

 ウシ大動脈由来の内皮細胞（EC）および平滑筋

細胞（SMC）をウシ胎仔血清（20 %v/v），ペニシリ

ン（100 U/mL）およびストレプトマイシン（100 

µg/mL）を含むイスコフ改変ダルベッコ溶液

（IMDM）中で継代培養して用いた．長さ 10.0 cm，

内径 3.0 mm の延伸ポリテトラフルオロエチレン

（ePTFE）人工血管（IMPRA 社, USA）をガス滅菌

し，その内腔表面をファイブロネクチンでコ－トし

た．その人工血管に SMC を 1×10
6 cells/cm

2
の密度

で注射器を用いて圧注播種し，4 日間静置培養した

後，EC を同じく 1×10
6 cells/cm

2
の密度で注射器を

用い圧注重層播種し，さらに 3 日間静置培養し，計

7日間静置培養したものをEC-SMC共培養系として

使用した．続いて，これを（1）細胞培養ディシュ

内で 14 日間静置培養，（2）Fig. 1 に示した循環培養

システムに装着し，水透過の無い条件下で 10 

dynes/cm
2
のせん断応力を負荷して 14日間灌流培養，

（3）循環培養システムで水透過のある条件下で 10 

dynes/cm
2
のせん断応力を負荷して 14日間灌流培養

を行った．灌流実験修了後，EC-SMC 共培養グラフ

トを回収し，組織固定後，組織標本を作製し，ヘ 

Graft
VW = 6×10-5cm/sec

Pump A

Pump B

5%CO2
95%Air
37℃

Perfusate : IMDM + FCS(20%)  
(ascorbic acid added)

Flow rate : Q = 165 ml/min
Re=1, 210  , τW = 10 dynes/cm2

Water filtration velocity :  VW = 6×10-5cm/sec

Graft
VW = 6×10-5cm/sec

Pump A

Pump B

5%CO2
95%Air
37℃

Perfusate : IMDM + FCS(20%)  
(ascorbic acid added)

Flow rate : Q = 165 ml/min
Re=1, 210  , τW = 10 dynes/cm2

Water filtration velocity :  VW = 6×10-5cm/sec

 

 
Fig. 1.  Schematic diagram of the perfusion culture system used 
to impose a shear flow and water filtration on an EC-SMC 
coculture. 
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マトキシリン・エオシン染色を行い，顕微鏡下で写

真撮影し，それをもとにして細胞層の厚さ及び細胞

数の測定を行った． 

3. 結 果 

 本研究で用いた注射器による圧注播種法により

人工血管内壁面上にほぼ均一に細胞を播種でき，

EC が SMC 上を一様に被覆している EC-SMC 共

培養系を作製することができることがわかった．

Fig.２は，作製した共培養系を用いてさまざまな

条件下で培養して得られたものの組織標本の写真

を示したものである．また，Figs. 3-4 は，これら

の組織標本をもとにして計測により得られた細胞

層の厚さおよび細胞数に関するデータを示したも

のである．これらの図より明らかなように，水透

過のある条件下で流れを負荷したものが細胞層の

厚さ，細胞数共に最も大きな値に，そして水透過

のない条件下で流れを負荷したものが最も小さな

値になっていることが判った．これらの結果より

水透過のある条件下で見られた細胞数の増加およ

び細胞層の厚さの増大は，共培養系の EC 表面上

で LDL の濃縮が起こり，そのために EC を介して

EC-SMC 共培養系に取り込まれる LDL の量が増

大し，SMC の分裂および増殖が促進されたことに

よるのではないかと推察された． 

4. まとめ 

 動脈硬化症の発症並びに局在化機構を解明する

ための血管壁モデルとして EC-SMC 共培養系を作

製し，細胞の組織構造に及ぼす流れおよび水透過の

影響について検討した．その結果，EC-SMC 共培養

系の細胞層の厚さは培養日数が増すにつれて増大

することがわかった．水透過の有無の影響としては，

水透過があることにより細胞組織が密になり，細胞

数および細胞層の厚さが顕著に増大することがわ

かった．水透過なしで流れのみを負荷した場合には，

細胞数および細胞層の厚さが減少することがわか

った．本研究で血管壁のモデルとして用いた

EC-SMC 共培養系は，そのままハイブリッド人工血

管として動物実験などに使用することも可能であ

ると思われる．  

 
 

 

 

5. 参考文献 
1) S. Wada & T. Karino: Biorheology,
2) T. Naiki, H. Sugiyama, R.,Tashiro &

: Biorheology, 36, 225/241 (1999) 
3)  T. Naiki & T. Karino: Biorheology, 
4)  S. Wada & T. Karino: Biorheology, 
5)  S. Wada & T. Karino: Ann. Biomed

(2002) 
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筋運動における高周波加速度成分              

○ 瀧澤正樹*米澤義道*青木朗**伊東一典*橋本昌巳*田中晃***牛山喜久**  
*信州大学工学部情報工学科  **信州大学医学部保健学科  

***（株）富士通青森システムエンジニアリング 

The higher frequency acceleration component in the movement of a muscle 

Masaki TAKIZAWA*, Yoshimichi YONEZAWA *, Akira AOKI**, Kazunori ITOH*,Masami HASHIMOTO* 

Akira Tanaka***,Yoshihisa USHIYAMA** 

 *Department of Information Engineering, Faculty of Engineering, Shinshu University ** School of Health 

Sciences, Shinshu University***Fujitsu Aomori Systems Engineering ltd. 

1. はじめに 

同様の機能を持ちながら得意、不得意が左右手で

現れることは知られている。加速度解析から運動機

能の新しい評価法を検討中、基本運動成分のほかに

比較的高周波の加速度成分の存在を見出した。これ

を運動の滑らかさの評価指標として捕らえ運動機

能の左右差の評価に適用した結果及び筋電位と高

周波加速度の関係について報告する。 

 

2. 方 法 

 今回小型加速度センサーを被験者の手首部位に

取り付け肘の屈伸運動により運動方向の加速度を

計測した。データは PC に取り込み、加速度信号を

基本に演算処理を行った。図 1は運動中に均一負荷

も可能な補助装置を用いた実験の様子である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 腕の屈伸の加速度計測 

3. 結 果 

 図２は、ある被験者（右利き）の負荷運動におけ

る加速度の基本運動成分（１０Ｈｚ以下）の実効値

を左右手について示したものである。この成分は運

動テンポを固定しているため、負荷にかかわらずほ

ぼ一定となっている。 

図 3 は前図と同一運動時における高周波加速度

成分（１０Ｈｚ以上４０Ｈｚ以下）の実効値である。

負荷を増すと高周波数成分が単調増加することが

わかる。この傾向は数十人についての計測でも同様 

に見られた。     
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図 2 加速度の基本運動成分実効値の負荷依存性 
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図 3 加速度の高周波数成分実効値の負荷依存性 
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図４に同一の実験における上腕三頭筋上の筋電

位実効値の負荷依存性を示す。筋電位も加速度と同

様な周波数分割をして観測した。負荷の増加により

高周波数成分には大きな変化は無いが、基本運動成

分に相当する筋電位には明らかな増加傾向が見ら

れた。 
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図 4.1 筋電位の負荷依存性(基本運動成分) 
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図 4.2 筋電位の負荷依存性(高周波数成分) 
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図 5 加速度基本運動成分と加速度高周波数成分の関係 

 

 
図 5 は加速度の高周波数成分と基本成分の関係で

ある。基本加速度は屈伸運動のテンポにより変えた。 

左右に関わらず両者には比例関係が見られること

がわかる。図 6 に筋電位と加速度基本運動成分の関

係を示した。ここでの増加傾向は筋電位の基本運動

成分にのみ観察された。 
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図 6 加速度基本運動成分と筋電位の関係 

 
4 まとめ 
筋肉運動中の加速度に含まれる高周波数成分と

関連筋肉上で観察される筋電位基本運動成分は共

に、負荷により増加し、運動テンポ変化による加速

度基本運動成分により増加した。またこの中で左右

差も同様な傾向を示し非利き手成分が大きなレベ

ルを示した。これより加速度の高周波数成分とニュ

ーロンの発火頻度との関連性が推測される。 

 上記成分の左右差は大きな負荷及び加速度の基

本運動成分の増加（テンポの速い運動時）で大きな

レベル差として現れるので左右差の評価がしやす

いことが示された。 

参考文献(1)米本恭三，石神重信，石田力，岩谷力，

西村尚志，宮野佐年，“リハビリテーションにおけ

る評価 Ver2,”JOURNAL OF CLINIC REHABILI-   

-TATION 別冊，P.124,2000  (2)上田敏，“目で見る

脳卒中リハビリテーション，”東大出版，2001．(3) 

田中晃，“加速度計測による上肢機能計測および評

価の研究”信州大学情報工学科修士論文，2002. 
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精神疲労評価における唾液中クロモグラニン A の有用性の検討 
相馬洋平*，清水規裕**，佐藤英哉**，福本一朗* 

*長岡技術科学大学工学部，**長岡技術科学大学大学院工学研究科 

Examination of the utility of Chromogranin A in saliva in the mental fatigue evaluation 
Yohei SOMA*,Norihiro SIMIZU**,Hideya SATO**,Ichiro HUKUMOTO 

*Facultyof Engineering,Nagaoka University of Technology                                              

**Graduate School of Engineering,Nagaoka University of Technology

1. はじめに 

現代社会は、急激な社会環境の変化に伴い、様々

なストレスに苛まれている。その影響により過度の

精神疲労を受け、ノイローゼやうつ病などの精神疾

患にかかる人が増加している。現在、精神疲労を客

観的に評価する手法としてフリッカーや事象関連

電位があるが、未だ評価法として確立されていない

のが現状である。しかし近年、中根らの研究により

唾液中クロモグラニンＡが精神疲労を客観的に評

価する手法として注目されている。そこで、我々は

ＴＯＥＩＣの模擬テストによる精神負荷をかけた際の

唾液中クロモグラニンＡ濃度を測定し、主観評価お

よびフリッカーと比較を行い、その有用性の検討を

行った。 

 

2. 疲労誘発実験 

２－１．被験者 

被験者は健常成人男性３名、女性３名の計６名（平

均年齢 28.3±6.0 歳）を対象とした。 

２－２．実験プロトコル 

疲労誘発実験は Fｉｇ．１に示す手順で行った。精神

負荷にＴＯＥＩＣの模擬テストを用い、リスニング４５

分、リーディング７５分を行った。また、課題後１５ 

分間の安静時間を設け、課題前、中間測定、課題後、

安静後には主観評価および唾液採取、またフリッカー

による測定を行った。 

主観評価は、「眠気」「全般的活性」「リラック

ス」「緊張」「注意集中困難」「意欲減退」の６項目か

らなる疲労・覚醒主観評価指標（ＲＡＳ：Ｒｏｋｅｎ Ａｒｏ

ｕｓａｌ ｓｃａｌｅ）を用いた。 

 

課 題 前

L is te n in g　 4 5 分

中 間 測 定

R e a d in g　 7 5 分

課 題 後

安 静 後

　 　 　 安 静 　 　 1 5 分

　 主 観 評 価 記 入
唾 液 採 取 （ 2 分 間 ）

フ リ ッ カ ー 測 定

　 主 観 評 価 記 入
唾 液 採 取 （ 2 分 間 ）

フ リ ッ カ ー 測 定

　 主 観 評 価 記 入
唾 液 採 取 （ 2 分 間 ）

フ リ ッ カ ー 測 定

　 主 観 評 価 記 入
唾 液 採 取 （ 2 分 間 ）

フ リ ッ カ ー 測 定

       Fｉｇ．１   実験プロトコル 

3. 結 果 

ＴＯＥＩＣの模擬テストを行った際の唾液中クロモ

グラニンＡ濃度変化率(Ｆｉｇ．２)およびフリッカー値

変化率(Ｆｉｇ．３)を示す。唾液中クロモグラニンＡ濃

度は課題前－課題後において、増加を示し、課題後

－安静後において減少を示した。また、フリッカ

ー値変化率は課題前－課題後において、減少を示

し、課題後－安静後において増加を示した。 
クロモグラニンＡ濃度変化率およびフリッカー

値変化率と主観評価６項目を比較した結果、リラッ

クス項目にて精神負荷とともに精神疲労が増加し、

安静により減少している傾向を示した。リラックス

項目の平均評定値を示す(Ｆｉｇ．４)。 

より細かい検討を行うために被験者Ａ，Ｂに注目

し、比較を行った。Fｉｇ．５にクロモグラニン A濃度、

Ｆｉｇ．６にフリッカー値、Ｆｉｇ．７に主観評価（リラックス項

目）を示す。被験者ＡはクロモグラニンＡ濃度、主観

評価（リラックス項目）、フリッカー値、いずれに

おいても同様の傾向を示した。被験者Ｂはクロモグ

ラニンＡ濃度、主観評価（リラックス項目）は同様

であったが、フリッカー値は傾向からはずれていた。 
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今回、唾液中クロモグラニン Aが精神疲労を客観

的に評価方法として有用であるか検討を行った。ク

ロモグラニンＡ濃度変化率は、精神負荷とともに増

加し、安静により減少する傾向を示し、先行研究と

同様の結果が得られた。また、フリッカー値変化率

および主観評価（リラックス項目）においても同様

の傾向を示した。よって唾液中クロモグラニンＡが

精神疲労を評価する上で有用であることが示唆さ

れた。また、個人ごとに注目し、被験者Ａ，Ｂにお

いて比較を行ったが、被験者Ｂのフリッカー値が傾

向からはずれていた。これはフリッカー測定は被験

者自身による測定法であるため、主観的要素が含ま

れ操作上の不慣れが測定誤差を引き起こしたと考

えられる。これに対し、唾液中クロモグラニンＡは

ＥＩＡ法であり、測定者の手技に依存する客観的評

価指標であるため、手技の向上により、測定誤差は

小さくなると考えられた。よって、本実験において

唾液中クロモグラニンＡは、精神疲労を客観的に評

価する手法として有用であることが示唆された。 
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アルツハイマー型痴呆客観的診断に対する 3 次元曲率の適用 
竹田 愛*，児玉 直樹**，歸山 智治**，金子 智之**，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学工学部，**長岡技術科学大学大学院工学研究科 

An application of three-dimension curvature to objective diagnosis of Alzheimer-type dementia 
Ai TAKEDA*, Naoki KODAMA**, Tomoharu KAERIYAMA**, Tomoyuki KANEKO**, Ichiro FUKUMOTO* 

*Faculty of Engineering, Nagaoka University of Technology,                          

**Graduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

 

アルツハイマー型痴呆（ATD: Alzheimer-type 

dementia）は老年期に見られる代表的な痴呆疾患の

一つである．ATDの診断は臨床徴候や経過，MR画

像等の画像所見による除外診断によって行われて

いる1）．そのため，客観的なATD診断が望まれてい

る． 
Fig. 1 原画像 

本研究では頭部MR画像冠状断に3次元曲率を適

用し，Sharp Index値とCurvedness値より求められた

濃度ヒストグラム特徴量を用いて，ATDの客観的診

断が可能であるかを検討した． 

 

2. 対象 

（医）川瀬神経内科クリニックを受診した52名を対

象とした．なお，ATD患者は26名，健常高齢者は26

名であった． Fig. 2 脳実質抽出画像 

MR画像は，Siemens社製Magnetom P8 plus(0.2 T)

で撮影されたT1強調冠状断画像を用いた． 

3.1. Sharp Index値とCurvedness値 

Sharp index値は曲面の形状を表す値であり，平面

を除く曲面形状を－1～1の値で表す．－1に近い程

上に凸の曲面を示し，1に近い程下に凸の曲面を表

す． 

3. 方法 

原画像（Fig. 1）から大津の判別分析法により2値

化画像を作成した．作成した画像に対し，収縮処理，

ラベリング，最大面積抽出処理，膨張処理を行った．

その後，原画像との乗算処理を行い，脳実質画像

（Fig. 2）を作成した． 

Curvedness値は曲面の曲がりの度合いを0～1の値

で表す．0に近い程曲率のない平坦な曲面を表す．

それぞれを式（1），（2）に示す． 

2
tan2 211 kk

S
+

= −

π
 （１） 作成した脳実質画像に対し，3次元曲率から算出

されたSharp Index値とCurvedness値を求め，0～255

までの値を取る離散データに変換した後，それぞれ

のヒストグラムから，濃度ヒストグラム特徴量を計

算した3），4）． 

2

2
2

2
1 kk

C
+

=   （２） 

ここで，SはSharp index値，CはCurvedness値，k1,2

は主曲率を表す3）．  
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3.2. 濃度ヒストグラム 

本研究で用いた濃度ヒストグラム特徴量は，平均

（MEN：Mean），コントラスト（CNT：Contrast），

分散（VAR：Variance），歪度（SKW：Skewness），

尖度（KRT：Kurtosis），エネルギ（EGY：Energy），

エントロピ（EPY：Entropy）の7種類とした4）．こ

れらをSharp Index値，Curvedness値に適用し，計14

種類の特徴量とした． 

4. 結果 

Sharp Index 値，Curvedness 値による濃度ヒストグ

ラム特徴量を算出した結果を Table 1 に示す．Sharp 

Index 値では，EGY と EPY において ATD 患者群が

健常高齢者群に比べ有意に高い値となった．また，

Curvedness 値では，MEN，CNT，EPY において ATD

患者群が健常高齢者に比べ有意に低い値となった． 

有意な差が認められた 5 種類の特徴量を用いて

判別分析を行った結果，感度，特異度はそれぞれ

75％であった（Table 2）． 

 

Table 1 濃度ヒストグラムによる結果（p-value） 
Sharp Index Curvedness

MEN 0.438 0.012
CNT 0.318 0.037
VAR 0.053 0.149
SKW 0.212 0.068
KRT 0.151 0.077
EGY 0.007 0.349
EPY 0.049 0.017  

 

Table 2 判別分析による結果 

ATD Control

ATD 21 5

Control 5 21

判別結果

対象
 

5. 考察 

アルツハイマー型痴呆は，画像所見から側頭葉内

側部構造物である海馬の萎縮，脳実質のびまん的な

萎縮が認められる．特に海馬領域に着目した手法が

報告されている1）． 

本研究では，ATDと健常高齢者のMR画像におい

て輝度値の濃淡起伏に違いが見られることに着目

し，抽出した脳実質に3次元曲率を適用した．Shape 

Index値で有意な差が見られたEGYは，特定の濃淡

レベルに集中して輝度値が存在しているときに大

きくなる特徴量である．本研究ではATDが健常高齢

者に比べ大きい値を示した．よって，ATDでは特定

の輝度値が存在していると言えることから，ある一

定形状の曲面が多数見られ，一様に変化していない

と考えられる．EPYは，EGYと逆の意味を持つ特徴

量であり，ATDが健常高齢者に比べ低い値を示した．

よって，EGYと同様な理由から有意な差が出たと考

えられる．Curvedness値でMEN，CNT，EPYに有意

な差が見られたのは，健常高齢者に比べATDで低い

値を示した結果より，曲率の低下によるものと考え

られる． 

今回，有意な差を示した5種類の特徴量による判

別分析の結果，正判別率が75％であり，比較的良い

結果が得られた．しかし，臨床で用いる場合さらな

る正判別率の向上が望まれる． 

そのためには今回の結果から，Shape Index値と

Curvedness値を用いた曲面の形状分類をする方法が

考えられる．また，3次元曲率を脳実質全体に適用

するのではなく，ATDにおいて顕著に変化が現れる

部分にのみ適用する方法が考えられる．著しい萎縮

が見られる側頭葉や，脳室周辺に対しそれらの方法

を適用することにより，健常高齢者に比べATD患者

において著しい変化が見られると考えられる． 

6. 参考文献 

1) 児玉直樹，島田哲雄，福本一朗他：MR画像

に基づいたアルツハイマー型痴呆客観的診

断システムの基礎的研究，日本放射線技師会

雑誌，49-4，360/366 (2002) 

2) 高木幹雄，下田陽久：画像解析ハンドブック，

東京大学出版会，東京 (1991) 

3) 河田佳樹，仁木登：3次元曲率特徴の抽出ア

ルゴリズム，Med. Imag. Tech., 19-3，142/153 

(2001) 

4) 下田陽久：画像処理標準テキストブック，財

団法人画像情報教育振興協会，東京 (1997) 
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空気流量補償方式発汗計の開発 
坂口 正雄*，黒田 地弘**，中島 浩二**，大橋 俊夫*** 

*長野高専電子制御，**(株)スキノス，***信州大学大学院医学研究科 

Development of air weight flow compensation method sweating rate meter supplied the cupsule 
SAKAGUCHI Masao＊，KURODA Kunihiro＊＊，NAKASHIMA Kohji＊＊，OHHASHI Toshio＊＊＊ 

＊Nagano National College of Technology，＊＊SKINOS Co.Ltd.，＊＊＊Shinshu University School of Medicine  

 

1. はじめに 

我々は、換気カプセル型発汗計の皮膚を覆うカ

プセルに供給する自然（室内）空気の湿分と皮膚

蒸散水分（汗）を拡散したカプセル排出空気の湿

分が平衡するようにカプセル供給空気の流量を

補償した発汗計を開発した。 

2. 空気流量補償方式発汗計 

我々が提案する発汗計のブロック図を図１に示

す。本装置は従来法と同様な差分方式換気カプセル

法による発汗計(1)であるが、空気湿分と皮膚蒸散水

分を拡散した空気湿分との差が一定になるように

カプセルに供給する空気流量を制御するものであ

る。すなわち、両気湿の差分演算を行う差動増幅器

の出力とカプセルに定常的に空気を送風するため

の励振電源の電圧とを加算後に電力増幅器に供給

し、エアーポンプを駆動して差動増幅器出力が一定

になるようにポンプ供給電力を制御する。加算器出

力はゼロレベル調整回路を内蔵した増幅器を経て

皮膚蒸散水分(汗)出力となる。 

3. 動作特性 

本装置の定常空気流量を約 200ml/min に設定し

た。従来装置(2)（スキノスSKK-2000）を基準にした 

 

エアーポンプ
　　　

差動増幅器

＋

－

ハウジング１

絶対湿度
センサ

室内空気

ハウジング２

加算器

電力増幅器

励振電源

皮　膚

ｶﾌﾟｾﾙ

皮膚蒸散
水分出力

増幅器

図１ 装置のブロック図  

校正曲線の相関係数は 0.995 であった。瞬時に

0.22mg/cm2･min の水分量（SKK-2000 換算）をステ

ップ状に供給したステップ応答では立ち上り時間

および下降時間はそれぞれ 3.2s、3.5s であった（5

例の平均値）。 
4. 応用例 

本装置を用いて前額中央部における発汗量とカ

プセルに供給する空気流量を計測した(図２)。比較

のため、従来装置の発汗計（スキノスSKK‐2000）

のカプセルを本装置のカプセル近傍に設置して発

汗量を同時計測した。真夏の室温 30.1℃、湿度

50.8％RH の室内において、前額中央部は顕著な発

汗を呈し、装置出力、空気流量およびSKK‐2000 の

出力は頻発する発汗の出現にそれぞれ対応して変

化している。 

 

 参考文献 
[1] 坂口正雄，大橋俊夫，菊地雅博，中村正市，“差

分方式皮膚蒸散量計の開発，”発汗学，Vol.6，
No.1，pp.2－6，1999. 

[2] 坂口正雄，小野伸幸，中島浩二，菊地雅博，大
橋俊夫，“２チャネルディジタル表示発汗計の
応用 -ヒト各部位の発汗量計測 -， ”信学技
報,MBE2000-57,pp.31-36,Sept.2000. 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160

時間（s）

発
汗

量
（m

g/
cm

2･
m

in
）

　
出

力
電

圧
（V

）

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0

100

400

300

200

流
　

量
（m

l/m
in）

流量

前額中央

SKK-2000

図２ 前額中央部の発汗量と空気流量の変化 



ペルチェ素子を用いた新しい冷凍手術装置による冷凍条件最適化と効果に関する基礎研究 
真茅 孝樹* , 高橋 大志** , 佐藤 英哉** , 福本 一朗* 

*長岡技術科学大学工学部 ,  **長岡技術科学大学院工学研究科 

 A basic study of the optical freezing condition and the effect by the new cryosurgical system  

using the peruchie module 

Kouki MAKAYA , Daishi TAKAHASHI , Hideya SATO and Ichiro FUKUMOTO 

*Faculty of Engineering, Nagaoka University of Technology 

**Graduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology  

1．はじめに 

 疣贅や悪性腫瘍などに対して行われている治療と

して冷凍手術が挙げられる。冷凍手術は局所部位に

極低温を作用させることにより組織を破壊する治療

法であり、一般に－20℃～－196℃の範囲で行われる。

冷凍源として液体窒素,アルゴンガス,ドライアイス

などを用い、手技としては綿球圧抵法や噴霧法など

がある。しかしこれらの冷凍源を用いた場合では温

度制御を行うことが困難であるため、医師の経験に

頼った治療が行われている。従って標的組織だけで

はなく、近傍正常組織などに損傷を生じる場合があ

る。 

そこで我々は、電流の供給量で精密な温度制御が

可能なペルチェ素子と FPSC(Free Piston Starling 

Cooler：ツインバード工業株式会社製)を用いて新し

い冷凍手術装置を作製し、マウス背部皮膚組織に対

する冷凍条件最適化とその効果についての検討を行

った。 

 

2．方法 

マウス背部皮膚組織(ICR・雄・6 週齢・背部皮膚

組織温度 33.7±0.7℃)を用いて剃毛後、冷凍手術を

行った。 

冷凍手術は 1cycle 法を採用し、急速凍結(－100℃

/min)－緩速融解(2℃/min)で行い、冷凍時間として

0.5min,3min,5min を設定し冷凍を行った。+1℃に達

した時点で融解とした。 

Control 群を含め各群 3 匹ずつ、計 12 匹のマウス

を使用し、屠殺は冷凍手術後 3 日目に行った。 

 屠殺後背部皮膚組織を摘出し、10%ホルマリン固

定後、パラフィン包埋を行い、ミクロトームで 4 μm

の厚さで薄切し、未染色組織標本を作製した。その

後、HE(ヘマトキシリン・エオジン)染色と HSP(heat 

shock protein)染色を行い、光学顕微鏡下で観察を行

った。 

本実験では、マウスに対しネンブタール腹腔内投

与麻酔下において手術を行った。 

 

3．結果 
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Fig.1 マウス背部皮膚温度の経時的変化 

 

 
 

Fig.2 Control ,HE 染色 (×12.5) 

 
Fig.3 0.5min,HE 染色 (×12.5) 
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Fig.4 3min,HE 染色 (×12.5) 

 
Fig.5 5min,HE 染色 (×12.5) 

 
Fig.6 5min,HSP 染色 (×12.5) 

 

Fig.1 は施術中の表面の表皮温度を示しており、細

胞壊死が生じると言われている－20℃程度で冷凍手

術が施されており、また能動的に温度制御が行われ

たことを示している。 

HE 染 色 後 の 標 本 よ り 、 0.5min(Fig.3) で は

Control(Fig.2)と比較して変化（細胞解離・うっ血・

核濃縮など）は認められなかった。これに対し

3min(Fig.4)と 5min(Fig.5)では表皮組織において核濃

縮・核の消失、及び細胞の欠落した部分の存在が観

察された。更に 0.5min,3min,5min を比較した場合に

は核濃縮・核の消失や細胞の解離程度が経時的によ

り重篤となっていたことが観察された。 

HSP 染色標本では、5min で表皮・真皮組織におい

て、HSP の発現量が最も顕著であった(Fig.6)。 

 

4．考察 

細胞壊死の原因として急速凍結により細胞質内に

微小氷晶が多数形成され、これらの氷晶による原形

質膜の機械的破壊や電解質の異常凝縮による pH 変

化に伴うリポ蛋白の変性や核の脱水、さらに血管凍

結による栄養、酸素などの供給障害が凍結壊死の原

因であると考えられている。 

HE 染色した背部皮膚組織標本において、

Control,0.5min では観察されなかった核濃縮・核の消

失、細胞の解離などが 3min,5min の表皮、真皮に観

察された。 

5min における HSP 発現量の増加は、各条件で最も

ストレスが細胞に生じたためであると考えられる。 

本実験より凍結時間が経過するに伴い細胞壊死や

HSP 発現量が増加することが観察され、組織の観察

結果より本装置の有用性についても示唆された。 

従来の冷凍手術の欠点を克服するためにペルチェ

素子と FPSC を用い新しい冷凍手術装置を作製し、

冷凍条件最適化とその効果についての研究を行った。 

その結果、本装置の有用性が表皮・真皮組織に対し

示された。しかし今回設定した条件では皮下組織に

至るまで十分な細胞壊死を生じさせなかったため、

反復法等の条件を検討することで最適化を行う必要

があると考えられる。 

 

5．参考文献 

1)長山 忠雄,クライオサージェリー(凍結手術)の適

応,日医雑誌,vol.118,No.10,pp1371/1375,(1997) 

2)藤川 清三,細胞レベルでの凍結障害のメカニズ

ム , 日 本 冷 凍 協 会 論 文 集 ,Trans. of the JAR 

Vol.4,No.1 (1987) pp11/25 

3)中川 重光,上田 恵一,実験皮膚腫瘍に対する局

所温熱・凍結併用療法に関する実験 ,日皮会

誌,vol.105,No.13,pp1727/1742(1997) 

4)上田 恵一,中安 清,岸本 三郎,皮膚科領域にお

ける凍結療法に関する電子顕微鏡的研究,京府医

大誌,vol.84,No.8,pp593/602(1975) 
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足底叩打刺激による老人性痴呆リハビリ効果の基礎研究 
北原 さやか*，陶 永暉**，郭 怡**，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学工学部 

**長岡技術科学大学大学院工学研究科 

Basic study of the rehabilitation effects on senile dementia using the sole tapping stimulation 
Sayaka KITAHARA, Yonghui TAO, Yi GUO and Ichiro FUKUMOTO 

*Faculty of Engineering, Nagaoka University of Technology, 

**Graduate School of Engineering, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

 老齢人口増加に伴う老人性痴呆人口の増加は必

然的であり、2035 年度の老人に占める痴呆性老人

の割合は 10%を越えると推測されている[1]。 

 老人性痴呆に共通した障害には、認知機能障害や

知的能力低下がある。これらは、脳血流量や脳代謝

の低下による大脳機能の低下によって引き起こさ

れる。これを遅延し、現存機能を維持、さらに従来

のリハビリ手法に比べ、患者背景の影響を受けにく

い簡便な手法として、我々は足底叩打刺激法を応用

した痴呆リハビリ法を提案した。足底叩打刺激法と

は、「第 2 の心臓」と呼ばれる足底を刺激すること

により、脳血流量、脳代謝機能を改善し、脳内神経

活動を活性化させる方法である。 

 本研究は、足底叩打刺激を用いた痴呆リハビリ法

の検討を目的とした。 

2. 方 法 

対象は、新潟県長岡市内高齢者施設に入居中の女

性高齢者 5 名である（表 1）。 

表 1 対象年齢と MMS 得点 
 平均年齢（歳） 平均 MMS 得点 

リハビリ群 
（2 名） 84.5±0.5 24.5±0.5 

コントロール群

（3 名） 81.7±2.1 26.9±1.0 

リハビリ装置としてバイオピット社で開発され

た足底叩打刺激装置「休足日」（図 1）を使用した。

本装置の両側足底版中央には、シリコン球（直径

2cm）が配置されており、強さ 1kg/cm2、毎秒 4.1 回

交互に上下運動を行い、足底を叩打する。リハビリ

群は、1 回 15 分、週 2 回の足底叩打を行い、これ

を 1 ヶ月間続けた。コントロール群は期間中、通常

のリハビリや薬剤の変更をせずに生活をした。 

 

 

 

 

 

 
図 1 足底叩打刺激装「休足日」  

評価には以下の 3 つを使用し、リハビリ介入前後

の 2 回測定を行った。 

(1)MMS (Mimi-Mental State) 

 30 点満点の簡易知能テスト。認知機能障害尺度

として、早期痴呆診断スケールに使用されている。 

(2)POMS (Profile of Mood States) 

 気分尺度として以下 6 項目を評価した。 

①「T-A:Tension-Anxiety（緊張－不安）」 

②「D:Depression-Dejection（抑鬱－落ち込み）」  

③「A-H:Anger-Hostility（怒り－敵意）」 

④「V:Vigor（活気）」 

⑤「F:Fatigue（疲労）」 

⑥「C:Confusion（混乱）」 

評価は T 得点を用いて示した。 

T 得点（標準化得点） 

＝50＋10×(素得点－平均値）/標準偏差 

(3)日常行動評定尺度 

対象の日常生活活動能力（Activity of Daily 

Living:ADL）を、以下 5 項目に分けて評価した。 
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a「排泄行為・着脱衣」 

b「異常行動」 

c「見当識」 

d「関心・意欲・交流」 

e「感情機能」 

3. 結果及び考察 

図 2 に各群の MMS 平均得点の変化を示す。 

図2　各群のリハビリ前後における
ＭＭＳ平均点
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コントロール群と比較し、リハビリ群の MMS 得

点は大きく上昇した。これより、足底叩打は認知機

能の改善効果を持つ可能性があると考えられる。 

次に POMS において、脳内神経活動の活性化によ

る、リハビリ群の「V：活気」の改善を期待したが、

変化は認められなかった。個人差があると考えられ

るため、被験者を増やしての再検討が必要である。 

また、リハビリ群の「T-A:緊張－不安」に改善の

傾向が認められたことより（図 3）、足底叩打は痴

呆の周辺症状である「不安感」を緩和する効果を持

つと考えられる。 

図3　Ｔ－ＡにおけるＴ得点の変化
　     T得点の増加は、緊張、
　     不安感が高いことを示す。
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日常行動評定尺度においては、「e：感情機能」に

著しい変化が認められた。（表 2）。 

表 2 感情機能の変化 

被験者 得点の変化 原因 

A ＋4 情緒不安定の

改善 リハビリ群 
B ±0  
C －3 
D －3 

コントロール

群 
E －3 

笑顔の頻度 
減少 

A～E は各被験者を示す。これより、足底叩打は

感情機能維持及び改善の効果を持つと考えられる。 

前述した通り、東洋医学において「足底」は、全

身のツボが集中していることから「第 2 の心臓」と

呼ばれている。また、西洋医学においては、神経系

がネットワーク状に広がっていることから、末梢神

経に与えた刺激が、このネットワークを介して中枢

神経に伝達されることは容易に予想できる。 

これらより、足底に与えた機械的刺激によって、

認知、感情機能に改善の傾向が認められたことは、

足底（末梢神経）に与えた刺激が脳（中枢神経）へ

伝達され、脳内の神経活動が活性化されたためであ

ると推測することができる。 

4. 結論 

足底叩打痴呆リハビリ法を行った結果、 

１）認知機能に改善の傾向が認められた。 

２）痴呆の周辺症状である、「不安」「鬱」「情緒不

安定」等の感情機能に改善の傾向が認められた。 

以上より、老人性痴呆に対する本手法の有用性が

示唆された。 

5. 今後 

さらに信頼性の高い結果を得るため、被験者数を

増やし、本手法の効果を確認する。また、足裏刺激

による効果の作用メカニズムを PET 等を用いて確

認する。 

6. 参考文献 

1)小坂健二 他：脳血管性痴呆患者に対する足底

叩打刺激の効果，理学療法科学，Vol.13，No.1，

3/6（1998） 
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光源間位置 VEP 方式メニューパネルの基礎的検討 
〇半田 薫充*，勝山 恵介*，米澤 義道*, 伊東 一典*, 橋本 昌巳*, 荒井 善昭**, 岡島 正和*** 

*信州大学工学部情報工学科，**長野工業高等専門学校, ***株式会社ミマキエンジニアリング 

A Menu Style Panel Using VEP of Gazed Position Between Light Sources 
Kunimitsu HANDA*, Keisuke KATSUYAMA*, Yoshimichi YONEZAWA* 

Kazunori ITOH*, Masami HASHIMOTO*, Yoshiaki ARAI**, Masakazu OKAJMA***  

*Department of Information, Engineering Faculty of Engineering, Shinshu University 

**Department of Electronics and Computer Science, Nagano National College of Technology 

***Mimaki Enjineering co., Ltd. 

1. はじめに  

 視覚誘発脳波（VEP）は運動機能が眼球付近に限

られているユーザのコミュニケーションツールと

してのメニュー型インターフェイスを実現できる

可能性がある。しかし、脳波レベルの不安定性や個

人差、1 メニュー1 光源パネルにおけるメニュー数

の増加に伴う雑音レベル上昇と視覚的負担増など

が課題であった。本研究は光源間位置をメニューと

する方式で上記問題を解決した新しいメニューパ

ネルの実現を目指している。  

 

2. パネルの構成原理  

 VEP レベルは光刺激を注視したときに最大とな

り、眼をそらすとその“そらし角”に依存して減少

する。これより複数光源の間の位置を注視した場合

には、それぞれの光源と注視方向の視角差に応じた

VEP が得られることになり、これより注視位置を算

定できるはずである。今回は、VEP 成分の比較的安

定した n100 成分を光応答波形から読み取りその標

準偏差と光源間角度より可能なメニュー数を予測

した。更に VEP 応答レベルの自動読み取りのため

の手法について検討した。  

  

3. パルス光刺激による VEP 

図 1 に白色 LED パルス光刺激の後頭部 VEP 応答

例を示す。図中の n100（下降応答）は出力が比較

的安定な VEP 成分であることから出力の指標とし

た。  

 

 

図 1 パルス光刺激による VEP（n100）  

 

4. VEP（ n100）のそらし角依存性  

図 2 は、前節の n100 レベル差を光源からの“そ

らし角”を変えて応答波形から読み取った例である。

最大レベルの注視（0 度）から指数関数的減衰を示

すことがわかる。  
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  図 2 VEP のそらし角依存性  
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5. 2 次元パネルでの注視位置推定  

図 3 のようなメニューパネルで任意の点を注視

した状態で、四隅の光源（LED）を順次発光させる

と、それぞれの光源の注視点からの距離に依存する

VEP（n100）が得られる。ここで前図の近似関数を

用いて注視位置を算出することができる。  

 

図 3 4 隅にＬＥＤ光源を持つメニューパネル  

 

注視位置算出をメニューパネル上の複数点で行

いその平均精度を測定しながらパネルの大きさ（視

野角度）を変えた。その結果が図 4 である。パネル

視野角縦横 12 度で 1 メニューの角度幅 2.4 度が得

られ、これよりメニュー数が最大 36 個得られる予

想がついた。  

 

図 4 パネル視野角と設置可能メニュー数の関係 

 

6. VEP 読み取り自動化  

前節までのマニュアルの読み取りによる予想を

得て、VEP 検出、解析、判別までをプログラムによ

り自動化させる手法を検討した。ｎ100応答の自動

検出が難しいために、n200 応答までを含む時間ま

での応答の大きさの目安として応答波形の絶対値

の積分を試みた。図 5 に対象範囲の例を示す。  

 

 

図 5 パルス光刺激による VEP 面積   

 

7. VEP 面積のそらし角依存性  

図 5 の範囲についての応答の積分による、図 2 と同

様の表示を図 6 に示す。図 2 に比べると指数関数へ

の近似は悪いが、類似の視線そらし角依存性を確認

することができ、自動化の可能性が示された。  
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 図 6 VEP 面積のそらし角依存性  

 

8. まとめ  

VEP の n100 成分を指標とする予測的実験から光

源間位置注視方式による 36 メニューの可能性を示

した。更に自動認識の手法として VEP 応答の積分

値による視線そらし角依存性を計測して、改善の余

地はあるものの、この方式の可能性を確認した。 

 今後は 2 次元パネルの自動認識に発展させる予

定である。  

参考文献：荒井、米澤、伊東、橋本、牛山：VEP

を用いた刺激光源間の注視点検出法、医用電子と生

体工学、36(4),62/65(1997) 
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ヒト末梢脈波変動に内在する概日リズムの検討 
荒井 善昭*，牛山 喜久**，仙波 靖夫***，米澤 義道** 

*長野工業高等専門学校，**信州大学，***セイコーエプソン(株) 

A simplified detection method on circadian rhythm in heart rate variability 
Yoshiaki ARAI*, Yoshihisa USHIYAMA**,  Yasuo SENBA***, Yoshimichi YONEZAWA 

* Nagano. Tech. Coll., **Shinshu Univ.,***SEIKO EPSON CORP. 

 

1. はじめに 

近年、生活の多様化、ストレス等による自律神経

の調節機能異常を感じる人は増加している。手軽な

方法で、自律神経の状態を知ることができれば身体

の自己管理に有用である。 

客観的に自律神経の状態を知る方法としては、身

体上に表れる生理学的諸現象を利用し、そこから推

定するものがいくつか考えられている。 

 本研究では、標準的な自律神経機能評価法である

心電図 RR 間隔のスペクトル解析による HF，LF/HF

成分を基に 1)，指尖容積脈波を用いた 24 時間心拍

変動から，本来ヒトの持つリズムを計測した。 

 

図 1 パルスグラフ(PROA-4A2, SEIKO) 

2. 方 法 

25 名の 18～24 歳の学生を対象として、参加した。、

24 時間の心拍数と心電図 RR 間隔が小型のパルス

グラフ(図１)およびホルター心電計によってそれぞ

れ同時計測された。本来の時間領域による心拍リズ

ム(HR)は、24 時間の変動データから FFT と IFFT を

用いた低域濾波によって求めた。周波数領域の LF

と HF の成分および LF/HF は、24 時間の時系列デ

ータのを FFT のアルゴリズム解析により算出した。 

3. 結 果 

パルスグラフによる心拍リズムには、昼間に最大

ピーク値を、夜間に極小値をとるサーカディアンリ

ズムが認められた。ホルター心電図 RR、HF 成分と

LF/HF 成分、HF のリズムはそれぞれ有意な相関が

あることが認められた(表 1)。 

表 1  HR と RR, HF, LF/HF の相関係数 

subject

（n=13) RR - HR HF - HR L/H - HR 

A -0.992 ** -0.898 ** 0.844 ** 

B -0.989 ** -0.875 ** 0.937 ** 

C -0.890 ** -0.197 ns 0.908 ** 

D -0.983 ** -0.823 ** 0.955 ** 

E -0.991 ** -0.968 ** 0.830 ** 

F -0.981 ** -0.900 ** 0.760 ** 

G -0.976 ** -0.927 ** 0.824 ** 

H -0.986 ** -0.869 ** 0.687 ** 

I -0.983 ** -0.831 ** 0.723 ** 

J -0.959 ** -0.588 ** 0.758 ** 

K -0.992 ** -0.978 ** 0.959 ** 

L -0.979 ** -0.878 ** 0.663 ** 

M -0.994 ** -0.778 ** 0.351   * 

Mean±

SD 
-0.975±0.028 -0.801±0.215 0.779±0.170

 *P＜0.05,  **P＜0.01  

 

4. まとめ 

これらの結果からパルスグラフによる 24 時間リ

ズムは自律神経活動を反映していると考えられる。

腕時計タイプの装置により 24 時間連続計測を行え

ば、標準リズムを予め設定しておくことにより容易

に、個人の自律神経の支配様式を把握することが可

能となる。 

5. 参考文献 
1) Task force of the European Society of Cardiology 
and the North American Society of Pacing and 
Electrophysiology: Heart rate variability: standards of 
measurement, physiological interpretation and clinical 
use, Circulation, Vol.93, pp.1043-1065, (1996) 
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セイヨウミツバチにおける飛翔筋の運動解析 
西田 淳*，白幡 淳**，正 三宅 仁*** 

*長岡技術科学大学大学院工学研究科，**長岡技術科学大学工学部，***同体育・保健センター 

Analysis of Honeybee ‘s Flight-Muscle movement. 
Atsushi NISHIDA, Jun SHIRAHATA, and Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

間接飛翔筋型昆虫は飛翔筋の収縮周波数に対し

て､翅が極めて高い一定の周波数で振動していると

いう特徴を持ち､且つ､ハチやハエ等､小型の昆虫に

多く見られるという事から､飛行型マイクロマシン

のモデルとして大いに参考になると思われるが､そ

の飛翔メカニズムは現時点ではまだ解明されては

いない｡ 

 我々はこの飛翔メカニズムを解明するために間

接飛翔筋型昆虫であるセイヨウミツバチを用い､数

年前から研究を続けてきた 1)、2)｡今回は､筋電図測定

により飛翔筋の運動解析を行った｡ 

 

2. 実験 

セイヨウミツバチを固定し､ポリグラフシステム

により筋電図を､CCD レーザ変位センサを用いて

翅及び胸部外骨格背版の振動をそれぞれ測定する｡ 

そこで得られた筋電図､変位を FFT 解析し､振動

周波数を求め､その結果について検討した｡ 

 

Fig.1 測定装置概略 

3. 結 果 

 まず､セイヨウミツバチの背部縦走筋(DVM),
背腹筋(DLM)の二種類の飛翔筋について同時計

測を行った｡結果､これらはほぼ同期している事

が明らかとなった｡この事から､以後はハチへの

負担を軽くするために背腹筋についてのみ測定

し､それを飛翔筋の筋電図とする事とする｡ 

 
Fig.2 セイヨウミツバチの胸部構造 

 

 
Fig.3 飛翔筋の筋電図の一例 

 
次に､飛翔筋-胸部外骨格背版､飛翔筋-翅の同

時計測も行った結果､次の様な関係が得られた｡ 
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飛翔筋の平均収縮周波数   ：fm=23.83[Hz] 
胸部外骨格背板の平均振動数 ：ft=１１７．６６[Ｈｚ] 

翅の平均振動数            ：fw=９５．５Ｈｚ] 

 

          ｆm＜ｆｔ≒ｆｗ 
 

 
Fig.4 FFT 解析結果一例(飛翔筋と翅) 

 
また､FFT 解析結果の各軸を対数表示した両

対数グラフから累乗近似の曲線を求め､そのべき

数をまとめた｡なお､ここでは近似曲線のべき数

をｎとすると､そのデータは－ｎ/f でゆらいでい

るとする｡即ち､ｎ＝－１のとき､そのデータは 1/
ｆゆらぎの特性を示すというわけである｡ 
その結果をまとめると､以下のようになる｡ 

 
飛翔筋の平均べき数     ：ｎm=－1.29 

胸部外骨格背板の平均べき数  ：ｎt=－0.19 

翅の平均べき数           ：ｎw=－0.47 

 

          ｎm＜ｎｗ＜ｎｔ 
 

 
Fig.5 FFT 解析結果の両対数表示の一例 

 

 
Fig.6 各部の近似曲線のべき数(平均値) 

 

4. まとめ 

今回の測定では飛翔筋の収縮周波数に対して､胸

部外骨格､翅が増幅されているという結果(ｆm＜ｆｔ≒

ｆｗ)と共に､ゆらぎ成分においても飛翔筋が 1/ｆに

近い値で揺らいでいて､胸部外骨格と翅がそれより

も比較的ゆらぎが少ないという結果(ｎm＜ｎｗ＜ｎｔ)

が得られた｡ 

これらの事から､周波数増幅は飛翔筋-胸部外骨

格間で行われているという我々の説 3) を裏付ける

結果となった｡ 

また､生体である飛翔筋が 1/ｆでゆらいでいるの

に対して胸部外骨格と翅のゆらぎが少ない事から､

飛翔筋の収縮周波数に関わらず胸部外骨格と翅は

それぞれの固有振動数で振動しており､飛翔筋-胸

部外骨格間において何らかの共振作用のような物

が働いていると思われる｡ 

今後は今回の結果に基づいた 3 次元モデルの作

成や､飛翔筋-胸部外骨格間の共振作用の解明など

が課題である｡ 

 

5. 参考文献 

1) Hitoshi MIYAKE：Approaches to the Indirect 

Flight Mechanism、Proc.1st In.t. Symposium on 

Aqua Bio- Mechanisms、239-244、2000 

2) 三宅 仁：間接駆動型人工翅の基礎研究、人工

臓器、29(1)、271-275、2000 佐藤他  

3) ハチ胸部の簡易モデルの試作、第 11 回バイオ

エンジニアリング学術講演会･秋季セミナー論

文集、161-162、2000 
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生理的機能を模した人工口唇モデルによる力学的諸量の考察 
黒澤 知兼*，小浦方 格**，原 利昭*** 

*新潟大学大学院，**新潟県県央地場産センター***新潟大学工学部 

Physiological and Mechanical Evaluation of Artificial Human Lip 
Tomokane KUROSAWA*, Itaru KOURAKATA**, Toshiaki Hara*** 

*Graduate school of Science & Technology, Niigata University, **Local Industry Center, Niigata,  

***Faculty of Engineering, Niigata University 

 

1. はじめに 

ヒトの顔を特徴づける口唇は，感情表現，食べ物

の摂取，歯列形成，呼吸などにおいて重要な役割を

果たすため，日常生活の質を左右するとも言える器

官である．そのため，口唇周囲筋の機能障害や発達

不全に対して，筋機能療法（MFT）[1]やバンゲード

法[2]が従来から適用されており，その回復の指標を

明確にすることを目的とした口唇の筋の機能解析

や，人工的に筋機能が再現できる人工口唇モデルが

提示されている．しかしながら，未だ複数の口唇周

囲筋の活動を定量的に把握し，特に唇子音の生成に

おいて重要な役割を果たす口唇閉鎖のメカニズム

は明らかにされていない．著者らは従来，口輪筋に

限らず，口角挙筋（LAO）と口角下制筋（DAO）

の同時収縮が口唇閉鎖に大きな影響を及ぼすとい

う仮説に基づいて，これら二つの筋の解剖学的配置，

生理的機能に注目した人工口唇モデルを作製し，こ

の仮説の妥当性を裏付けた．しかし，このモデルに

より口唇口角部での閉鎖は再現できたが，口唇正中

部で十分な閉鎖力が得られなかった．そこで本研究

では，マッキベン型人工筋を参考にして独自のアク

チュエータを作製し，LAO と DAO の同時収縮に上

下口輪筋の同時収縮を加えることによって，口唇閉

鎖にいかなる影響が現れるかを検討した． 

 

2. 方 法 

 マッキベン式エアアクチュエータはゴムチュー

ブの周りをナイロンスリーブで包んだ構造を有し，

ゴムチューブ内の空気圧を高め，外径を膨らませる

ことにより，軸方向で収縮，円周方向で膨張する．

作製したアクチュエータ（pneumatic Muscle Actuator，

以下 pMA）では，外径 3.5mm の自転車用タイヤの

虫ゴムを用い，その外周を網目状に編み包む方法を

適用し，ポリエステル製の手縫い糸を使用した． 

作製した人工口唇モデルの概略図を図１に示す．

ヒトの口腔と歯列を構成するため，アクリルパイプ

を用いて開口部に長円形の穴をあけ，柔軟なシリコ

ンゴムでパイプ表面を覆った．上下口輪筋に pMA

を挿入し，LAO に相当するワイヤは下唇から左右

口角結節を通り，さらに筋起始部を経由して，同様

に DAO は上唇から左右口角結節，筋起始部を経由

して，それぞれ独立したシリンダに接続した．頬筋

（Bucc）に相当するワイヤは，左右それぞれの口角

結節から一つのシリンダに接続した．全てのアクチ

ュエータは電空レギュレータによって調節し，その

解剖学的対称性から上下口輪筋は等しい空気圧で

調節した．同様に，LAO と DAO も一つのレギュレ

ータで調節した． 

口唇周囲の力学量として口裂を上下に閉じる口
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唇閉鎖力，口角を近心側に引き寄せるすぼめ力をそ

れぞれ測定した．口唇閉鎖力を測定するために，薄

板によって構成された厚さ 2.6mm，幅 6mm のトラ

ンスデューサを作製し，口裂の口角部（corner），口

唇中央（center），これらの中間（middle）の計５ヶ

所同時に測定した．すぼめ力は直径 6mm の丸棒２

本を両口角部に挿入し，近心側に引き寄せる力を測

定した．いずれも歪みゲージで測定した． 

 

3. 結 果 

図２は pMA による口唇形状の変容である．pMA

の空気圧が上昇，つまり口輪筋が収縮すると，上下

の口唇は圧迫されることがわかる．さらに，図３に

より口輪筋の収縮力増加が口唇閉鎖を誘発してい

るのが定性的に観察される．そして，LAO と DAO

の同時収縮が，特に corner で口唇閉鎖と深い関係

があることを確認した． 

口唇閉鎖力の増加傾向を測定した部位別に観察

すると，corner での閉鎖力は，口輪筋の収縮に比

例して増加し，middle と center は全体的に閉鎖力

は弱いが，何れの曲線も corner と同様の傾向を示

した．更に，この middle と center の曲線は pMA

の内圧変化過程において互いに交錯し，圧力が増加

するにつれて centerでの閉鎖力はmiddleでのそれ

よりも大きくなった．そして，Bucc の張力が増加

すると，口角は歯列に押し付けられながら外後方に

引っ張られ，各部の閉鎖力は，口裂上に均等な閉鎖

力を及ぼすように変化した．これにより，本実験に

おける口唇閉鎖は口輪筋，LAO，DAO の収縮によ

り口唇の遠心側から近心側へ向かって作用したと

いえる．また，それと同時に，口裂上の不均一な閉

鎖力を修正するために Bucc が収縮したと考えられ

る．しかし，Bucc の過度の収縮は閉鎖力を減少さ

せるため，口裂の状態に応じた収縮が必要で，例え

ば LAO と DAO による，口角の過度の近心側への

引き寄せを抑制する働きがあると考えられた． 

すぼめ力を増加させる要因は，口輪筋，LAO，

DAO の収縮であることが明示されたが，LAO と

DAOの張力がおよそ20Nを越えるとすぼめ力はほ

ぼ変化しなくなり，さらに口輪筋に強い収縮を加え

ると，すぼめ力は減少した．これは，口唇の強い閉

鎖によってすぼめ力計のロッドが遠心側に押し出

されたことによると考えられる． 
 

4. まとめ 

本研究により，上下口輪筋の同時収縮と LAO・

DAO の同時収縮が口唇閉鎖に強く寄与しているこ

とがわかった．また口輪筋は口唇閉鎖力，すぼめ力

いずれにも強い影響を及ぼし，LAO・DAO と Bucc

は口角をそれぞれ近心側と遠心側に引っ張り，各力

を助長する結果となった． 

 

5. 参考文献 

[1]山口秀晴，“口腔筋機能療法（MFT）の臨床”，

わかば出版(1998)． 

[2]金子芳洋，“食べる機能の障害”，医薬出版(1987)． 
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Fig.3 Variations of bilabial closing force with muscle’s tension
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セイヨウミツバチ胸部振動モデルの改良 
白幡 淳*，西田 淳**，三宅 仁*** 

*長岡技術科学大学工学部，**同大学院，***同体育・保険センター 

Improvement of an Apis mellifela chest oscillating model 
Jun SHIRAHATA，Atushi NISHIDA，Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 

1. 研究背景 

 Pringle の著書 1) 及びこれまでの研究 2)より以下

のことがわかってきた． 

 

 間接飛翔筋型昆虫の特徴 

・飛翔筋の収縮振動数 << 翅のはばたき振動数 

 

これまでの研究から 

・fm ＜ ft ≒ fw 

fm：飛翔筋の収縮振動数 

ft：外骨格の振動数 fw：翅のはばたき振動数 

 

そこで、今回は従来のモデルを上記の前提条件を

満たすように改良した． 

 

2. モデルの検討と改良 

従来のモデルは、外骨格及び背板を弦と見立て、

飛翔筋の運動を間欠運動機構で置換したものだっ

た[fig.1] ．今回は従来のモデルにおいて再現してい

ない翅の運動に着目し、翅の追加と解析を行った

[fig.2] [fig.3]． 

 

 

fig.1 従来のモデル 

 

fig.2 翅を追加したモデル 

 

 

fig.3 モデル全体図 

 

3. 測定と結果 

測定は CCD レーザ変位センサを用いて行った．

サンプリング周期は 2[msec]、変位の分解能は 1[μ

m]である．データ観測には観測ソフト WAVE 

SHOT!を用いた．その後、解析ソフト TSMASTER

で FFT 解析を行った．モデルの各パラメータを以

下に示す． 

 

・弦のパラメータ 

   材質：鋼のワイヤ 

   直径：約1mm   弦長：0.45m 

   線密度：1g/m   張力:約 80[N] 
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・翅のパラメータ 

   材質：セイヨウミツバチの翅 

 

 測定装置の概略図を以下に示す[fig.4]． 

 

fig.4 測定装置の概略図 

 

 FFT 解析結果を以下に示す[fig.5,fig.6]．間欠駆動

機構の入力は約 18Hz であり、弦および翅の振動は

約 125Hz だった．これはセイヨウミツバチの飛翔筋

の収縮周波数約 20Hz、外骨格及び翅の周波数 120Hz

～130Hz に近い値であった．  

 

 

fig.5 外骨格 

 fig.6 翅 

4. まとめと考察 

従来のモデルに翅を追加した．結果として、翅の

振動は飛翔筋の振動よりも明らかに大きく、外骨格

の振動にほぼ等しいという間接飛翔筋型昆虫の特

徴を再現できた．また、飛翔筋の収縮と外骨格の振

動に同期は見られず、飛翔筋から外骨格背板の間で

増幅現象が起こるという点も再現できた．今後は、

駆動部である間欠運動機構の改良を行い、3 次元モ

デル製作の実現を目指す． 

 

5. 参考文献 

1) J.W.S.PRINGLE : INSECT FLIGHT，1957 

2) 佐藤他 : ハチ胸部の簡易モデルの試作，第

11 回バイオエンジニアリング学術講演会･秋季

セミナー論文集，161-162，2000 

3) 西田他 : 筋電図測定による間接飛翔筋型昆

虫の飛翔筋収縮周波数測定，第 22 回日本エム･

イー学会関東甲信越支部大会電子論文集，24-25，

2002 

4) 鎌滝他 : 間接飛翔筋型昆虫の新たなモデル

検討，第 22 回日本エム･イー学会関東甲信越支

部大会電子論文集，26，2002 

5) 吉田 謙，セイヨウミツバチ胸部の振動解析お

よび間接飛翔筋型昆虫胸部外骨格の振動モデ

ルの考案，平成 12 年度長岡技術科学大学創造

設計工学課程，卒業論文 

6) 西村 初彦, 間接飛翔筋型昆虫における飛翔

メカニズムのバイオメカニクス的解明，平成 12

年度長岡技術科学大学工学研究科修士課程、修

士論文 

7) 佐藤 昭浩，間接飛翔型昆虫の胸部外骨格振動

解析，平成 12 年度長岡技術科学大学工学研究

科修士課程，修士論文 

8) 鎌滝 正男，セイヨウミツバチ胸部振動モデル

の検討，平成 14 年度長岡技術科学大学工学部

創造設計工学課程，卒業論文 
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重心動揺計測による高齢者の転倒防止の試み 
松永紘明*、西田淳*、子上真毅**、白幡淳**、三宅仁*** 

*長岡技術科学大学大学院、**長岡技術科学大学、***長岡技術科学大学体育保健センター 

An attempt to prevent elderly from falling down by center-of-gravity agitation measurement 
Matsunaga Hiroaki*,Nishida Jun*,Negami Masaya**,Shirahata Jun**,Miyake Hitoshi*** 

*Nagaoka University of Technology Graduate School, **Nagaoka University of Technology,  

***Nagaoka University of Technology Physical education and Health Care Center 

1. はじめに 

昨今の医療の発達により、現代人の寿命は延び続

けている。特に先進国ではその傾向が顕著である。

日本のそれにおいても然りである。これに伴い、高

齢者に対して医療行為を行う機会ももちろん増え

続けている。医療費の増大につながる医療回数の増

加は日本の財政を圧迫、強いては、日本国民に対す

る増税等の深刻な問題を引き起こしている。そこで、

日本の医療費を抑えるのは急を要する課題となっ

ている。 

 今までの医療というのは、治療が主であった。す

なわち、体に何かしらの異常が現れてから、それを

治そうとする立場であった。しかし、医療費を抑え

るためには”治す”から”防ぐ”にその立場を変

える必要がある。特に高齢者の寝たきりの患者を医

療費がかかる。寝たきり患者の増加は、医療費増大

に直結する重大な問題となっている。今、日本医療

に必要なことは、”治す”から”防ぐ”への発想の

転換である。 

 本研究はこのような日本の経済情勢を背景とし

て、医療費の増大、ひいては増税を引き起こす要因

となっている高齢者医療、特に転倒事故を防ぐこと

を目的とする。高齢者の健康状態評価の測定法はで

きる限り簡略であることが望ましい。そこで、従来

我々が提案してきた測定方法をより簡便かつ安全

にすることを今回の実験の目的とした。 

 

2. 方 法 

対象は男子学生（２０～２２才）とした。エルゴ

メータを使用し、運動負荷を与えた。1時間の運動

と運動終了後から 30 分間の計 1 時間 30 分間、15

分間隔で我々が提案してきたトラッキングメソッ

ドを用い、前後左右方向運動(従来型トラッキング

メソッド)、前後方向運((O⇒Y+⇒O⇒Y-⇒O)、左右

方向運動(O⇒X-⇒O⇒X+⇒O)を測定した（図１参照）。

疲労時における、これらの相対速度を比較した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重心動揺計測には重心動揺測定器(アニマ社製

G6100)を用いた。 

 

3. 結 果 

 結果は疲労傾向にあるもののみを用いた。 

表 1  前後左右・前後・左右方向運動の相対速度

の相関 

 前後左右 前後 左右 

前後左右 － 0.76 0.52 

前後 0.76 － 0.50  

左右 0.52 0.50  － 

 

4. まとめ 

表１より前後左右方向運動の相対速度と、より相

関があるのは、前後方向運動の相対速度(0.76)であ

る。よって、測定方法の簡略化のためには、前後方

向運動を測定項目として採用するのが適切である。

と考えられる。 

   Y＋ 

Y- 

X＋ X - 

図1 

O 
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投球フォームの相違による運動パラメータの比較 

中村康雄*，中村 真里**，加藤 直***，飯塚 大輔***，林 豊彦*，中溝 寛之**，信原 克哉** 

*新潟大学工学部福祉人間工学科，**信原病院・バイオメカニクス研究所，***新潟大学大学院自然科学研究科 

Comparison Study of Pitching Styles Based on Pitching Postures 
Yasuo NAKAMURA*, Mari NAKAMURA**, Nao KATO***, Daisuke IIZUKA***, Toyohiko HAYASHI*, 

Hiroyuki NAKAMIZO**, Katsuya NOBUHARA** 

*Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University 

**Nobuhara Hospital & Institute of Biomechanics, ***Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

1. はじめに 

野球投手の肩は，障害を起こしやすい部位のひと

つである．投球による肩関節障害の診断支援を目的

として，従来から投球動作中の肩関節運動の定量計

測が強く求められてきた．そこで我々は，臨床現場

で利用可能な投球動作解析システムを開発してき

た[1]．本研究では，4 つの異なる投球フォームにつ

いて，投球動作中に肩関節にかかる負荷を比較した． 

2. 投球動作測定実験 

被験者は，小学生 12 名，中学生 24 名，高校生

23 名，大学生 22 名，社会人 23 名の合計 104 名と

した．被験者の平均年齢は，18.8±6.08 歳であった．

測定した投球フォームは，オーバーハンド（50名），

スリークォータ（38 名），サイドハンド（10 名），

アンダーハンド（6 名）であった[2]． 

投球動作の動作は，モーションキャプチャ・シス

テム(ProReflexTM MCU-500+, Qualisys, Sweden)を用

いて計測した．サンプリング周波数は，500Hz とし

た．被験者の体表には，34 個の反射マーカを貼付

した[1]．各被験者 3 回づつ投球動作を測定し，球速

の最も早い 1 例を解析した． 

測定したデータから，関節角度と，肩関節にかか

る負荷として関節力と関節モーメントを推定した

[2]．関節力と関節モーメントは，被験者の体重，身

長，技能レベルによるばらつきを軽減するために単

位ベクトル化し，その方向成分のみを評価した． 

3. 結果 

異なる投球フォーム間で統計的有意な相違が認

められたパラメータを示す．１）腰部に対する胸部

の姿勢：前屈曲/後屈曲(p<0.01)，右側屈/左側屈

(p<0.01)，右回旋/左回旋(p<0.01)，２）胸部に対

する上腕の姿勢：外旋/内旋(p<0.05)，水平内転/

水平外転(p<0.01)，３）上腕に対する前腕の姿勢： 

回内/回外(p<0.01)，屈曲/伸展(p<0.05)．図 1は，

肩関節にかかる関節力と関節モーメントを示す．関

節力の向きは，オーバーハンドとスリークォータが

肩関節の前方，アンダーハンドが後方であった．関

節モーメントは，オーバーハンド，スリークォータ

とサイドアームが外旋方向であった． 

 

図 1 ボールリリース時に肩に加わる負荷 

4. まとめ 

 異なる投球フォームについて，ボールリリース時

の投球動作を定量的に比較した．投球姿勢と肩関節

負荷には関係があることが示唆された．今後，肩に

加わる負荷が少ない投球フォームを検討したい． 

参考文献 

[1] 中村真里, 他: 投球動作解析システムによる TOP ポ

ジションの運動学的解析 , バイオメカニズム 16, 
pp.13-24, 2002. 

[2] Mari Nakamura, et al: Quantitative classification of 
baseball pitch styles, Proceedings of International 
Society of Biomechanics 19th Congress, p.289, 2003. 

[3] Feltner, M., Dapena, J.: Dynamics of the Shoulder and 
Elbow Joints of the Throwing Arm during a Baseball 
Pitch. International Journal of Sport Biomechanics, 2, 
pp.235-259, 1986. 
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リエントラント型アプリケータにおける加温領域制御 
松田純一，五反田裕也，和田森直，松田甚一 

長岡技術科学大学 工学部 電気系 

図 2 に、TM010-like モードでの空洞共振器内の電

磁界分布の概略図を示す。アプリケータ間隙は一種

のコンデンサを形成している。 

1. はじめに 

現在、脳腫瘍への温熱療法（ハイパーサーミア）

の手法としてはさまざまな方法が提案されている

が、加温範囲が狭い、あるいは患者に負担がかかる

等の問題点が指摘されている。 

この領域の電界は中心付近で最も大きく､半径方

向に向かって急激に減衰する分布となっている。 

 磁力線 電気力線

壁
面
電
流

磁力線 電気力線

壁
面
電
流

われわれは､非侵襲的な深部加温方式としてリエ

ントラント型加温方式を提案し､より局所的な加温

が行えるという可能性を示してきた。 

 

 

 
 本報告では、内部リエントラントの位置と加温

特性について数値シミュレーションにより検討す

る。また実際の臨床応用を想定して、本加温装置側

面に患者挿入用ウインドウを設置した場合の加温

特性の影響についても検討する。なお、内部リエン

トラントを円筒型空洞共振器の中心からの移動を

｢偏心｣とし、そのモデルを「偏心リエントラント型

モデル」とする。また、移動させない従来のモデル

を｢中心リエントラント型モデル｣とする。 

 

 

 

 

 

∇2E＋k2E=0 ∇2H+k2H=0  k2=ω2εμ 

図 2 電磁界分布 (TM010-like) 

従来の中心リエントラント型モデルでは上半身

をすべて装置に挿入する必要があり、患者への負荷

が大きくなることが考えられている。このため、リ

エントラントを患者挿入窓に近接させることで患

者の負担を軽減することが今回の目的である。 

 
偏心リエントラント型空胴共振器

患者挿入用
ウインドウ

偏心リエントラント型空胴共振器

患者挿入用
ウインドウ

 

 

 
  

3. コンピュータシミュレーション  

 図 3 にシミュレーションの概略図を示す。 
   
 

図 1 加温概略図  
  
 
 2. リエントラント型加温方式 
 

円筒型空胴共振器内の上下底面から内部にリエ

ントラントと呼ばれる円筒型の凸部を設けた。この

間隙に人体を挿入して非接触状態による加温を行

う。加温の際に必要な高周波電力は共振器上底面に

設置したループアンテナから供給し、共振器内に電

磁界を発生させる。この時に高周波電流が生体内に

流れるため、組織が加温される｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

筋肉等価
ファントム

0.30
Φ0.30

患
者
挿
入
窓

0.40

0.40

Φ1.20

Φ0.40

Φ0.20

0.18

1.20

図 3 シミュレーション概略図 
(偏心リエントラント型モデル) 

 27



日本エム・イー学会甲信越支部大会 (Aug. 2003) 

共振周波数ｆ[Hz]

S=0.0　　　　[m] 9.92780×107

S=1.5×10-2[m] 1.02299×108

S=3.0×10-2[m] 1.13978×108

リエントラントの偏心量 S は、空胴共振器の中心

から移動した距離で表し、S = 0.0[m]､S = 1.5×

10-1[m]､S = 3.0×10-1 [m]の 3 パターンについて検

討した。ここで、S=0.0[m]のモデルは中心リエント

ラントモデルと同義である。 

この空洞共振器を用いた時に､図 3 に示す筋肉等

価ファントムを加温した時のファントム内部,及び

共振器外部の電界分布を、有限要素法を用いた解析

プログラムによって解析した｡ 

 表 1 筋肉等価ファントムのパラメータ 

 

4. 結 果 

 図 4 に解析結果を示す。 

 
(a) 偏心量 S = 0.0[m] 

(中心リエントラント型モデル) 

 
 (a) 偏心量 S = 3.0×10-1 [m] 

(偏心リエントラント型モデル) 

図 4 シミュレーション結果 温度分布 

図 4(a)(b)は初期温度 27℃、加温時間 15 分後の結

果である｡ 

解析モデルの TM010-like モードにおける共振周波

数 f は以下のとおりである。 

この結果より,リエントラントを偏心させた場合 

 

 

 

表２ TM010-like 共振周波数 

においても、ファントム内に加温領域が存在してい

る事を確認した。 

図５にファントム内の温度分布のグラフをしめ

す。 
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軸長[m] 比誘電率εr 熱伝導率[W/m・℃]　

2.00×10-1 8.00×10 5.50×10-1

半径[m] 導電率σ[S/m] 比熱[kJ/kg・℃]

9.00×10-2 4.00×10-1 3.6

図 5 ファントム温度分布 

r 方向(偏心方向) 

加温領域の最大温度点は、中心リエントラントモ

デルがファントムの中心であるのに対し、S = 3.0×

10-1 [m]の場合は偏心の方向に約 3.7×10-2 [m]移動

していることを確認した。また、患者挿入用ウイン

ドウを設置した場合においても、ファントム内にお

ける加温領域の分布に変化が見られないことを確

認した。 

 

5. おわりに 

今回シミュレーションの結果として、本加温方式

における偏心リエントラント型空胴共振器の深部

加温と加温領域の位置制御の可能性を示すことが

できた。今後はより生体に近いモデルを使った解析

を行い、実験を通して臨床への応用をさらに検討し

ていく予定である。 

 

6. 参考文献 

[1]  岡田文明：マイクロ波工学 基礎と応用：学

献社 

[2] 加藤博和：医学分野における電磁波用  

ファントム：電子情報通信学会論 VOL.J85 - 
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光音響分光法による非侵襲血糖計測の試み 
和田森 直，松田 甚一 

長岡技術科学大学 

Noninvasive Blood Glucose Measurements Using Photo-Acoustic Spectroscopy 
Naoki WADAMORI, Jin-ich MATSUDA 

Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

 

近年、医学の分野において、患者に負担を掛ける

ことなく非侵襲且つ、簡便に生体機能を検査、診断

する方法が強く望まれている。例えば、血中血糖値

は糖尿病患者の日常の健康状態を把握する目安と

されており、簡易な血糖自己測定(Self-monitoring of 

blood glucose, SMBG)機器が市販されている。しか

し、そのほとんどは針による採血測定方法のために、

場合によって 1 日 4 回の採血を必要とする患者 1)

にとっては大きな負担となっている。そこで筆者ら

は、従来、固体試料などの微量化学分析法として知

ら れ て い る 光 音 響 分 光 法 (Photo-Acoustic 

Spectroscopy : PAS)を生体計測に導入し、生体深部

情報の非侵襲計測を試みてきた。 

本報告では、まず、PAS の原理について説明し、

その原理を応用した生体用 PAS 装置の概略につい

て述べる。次に、この装置を用いて行った 75g 経口

糖 負 荷 実 験 (75g Oral Glucose Tolerance 

Test:75gOGTT)結果について述べ、PAS 信号強度と

簡易自己血糖測定器による血糖値との比較検討か

ら、PAS による非侵襲生体情報計測、特に血液化学

検査の可能性を示す。 

2. 光音響分光法の原理 

図 1

図 1 PAS 信号の発生原理 

3. 生体用 PAS 装置の概略 

マイクロホンを用いた生体用 PAS 装置の構成を

に示す。装置は、光源部、セルと呼ばれる信号

検出部そして信号処理部から成っている。白色光源

からの光は、バンドパス光学フィルタにより単色化

され、更に、オプティカルチョッパで断続光に変調

された後、光ファイバを経由して、生体表面に照射

される。生体内で発生した極微弱の PAS 信号は、

高感度マイクロホンで検出され、さらにロックイン

アンプを通してＳＮ比を改善した後、コンピュータ

に送られ、蓄積、また解析される。 

図 2

図 2 生体用 PAS 装置の概略 

 

に PAS 信号の発生原理 2),3)を示す．試料に断

続的な単色光を照射すると、試料内部で吸収された

光エネルギーは、その大部分が熱波や弾性波として

試料表面まで伝わり、空気中に音波を発生させる。

これら発生した音波は、試料内部の欠陥などの内部

構造や比熱などの熱力学的な量、化学反応熱などの

情報をもつと考えられている。 
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4. 血糖値を対象とした in-vivo 計測実験 

血糖値は、糖尿病診断の指標値として、また糖尿

病患者の日常の健康状態を把握する目安として広

く利用されている。これらの目的に、血糖値を比較

的簡易に計測できる測定器が何種類か市販されて

いるが、いずれも採血針による観血的な測定方法の

ため、患者に対する負担が大きく、非観血的な計測

法の開発が強く望まれている。筆者らは，今回試作

した本装置を用いて、75gOGTT による血糖値の

in-vivo 計測を試みた。その結果、市販の簡易型血糖

値測定器による結果との間に強い相関関係がある

観測結果が得られた。 

4.1. 実験方法 

成人健常男性 5 名、女性 1 名（いずれも 20 代前

半）からなる被検者に対して、75gOGTT を行った。

本実験では，試作装置による計測並びに比較のため

簡易血糖測定器による測定を合わせて行っている。

血糖値及びPAS信号の測定部位を被験者THは左右

指尖とし、その他被験者は血糖値を左指尖、PAS 信

号を左前腕部で測定した。また、被験者 TH の場合

は、血糖値を同実験で 2 社の簡易血糖測定器を用い

て測定した。 

4.2. 実験結果 
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図 3 75gOGTT 結果（被験者 TH） 

図 3に被験者 TH の測定結果を示す．実線は簡易

血糖自己測定器による血糖値であり，破線は本装置

による波長 830nm における PAS 信号強度である。 

75gOGTT による血糖値の時間的変化のパターン

は，健常者（肥満）においては，グルコース負荷後，

血糖値は上昇し，30～60min でピークを示し、以後

漸減しながら，150min で元のレベルに戻る 4)。図 3

から、波長 830nm における PAS 信号強度の時間的

変化も、これと同様に推移していることを確認した。

波長 830nm における PAS 信号強度と簡易血糖自己

測定器の血糖値との相関を求めた結果 R2=0.83 と

なり，比較的良い相関が得られた。しかし，現段階

では，再現性については測定回数 3 回の内 2 回程度

であり，今後の課題である． 

5. まとめ 

本報告では、提案した生体用 PAS 装置を用いて

行った 75gOGTT による in-vivo 計測実験より、簡易

自己血糖測定器による血中グルコース濃度との比

較検討から、本手法による非侵襲血糖値計測の定量

的評価の可能性を示した。 

謝辞 

本臨床実験を行うにあたり、貴重なご助言，ご指

導をいただいた東京大学 大学院 情報理工学系研

究所教授 満渕邦彦先生に深謝いたします。 
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パンチルトカメラによる移動物体の追跡の試み 
藤原智之，大木真，橋口住久 

山梨大学大学院 

Tracking of moving object using Pan-Tilt camera 
Tomoyuki Fujihara, Makoto Ohki, Sumihisa Hashiguchi 

 Graduate School,University of Yamanashi 

 

1. はじめに  
 パンチルトカメラを用いてリアルタイムに移動

物体を追跡するとき，移動物体を視野の中心に捉え

続けるようにカメラを制御する．ここでは，カメラ

を停止して撮影した 3 枚の連続画像のフレーム間

差を用いて移動物体の移動速度と加速度を算出し，

追跡する方法を検討した. 
2. 方法  

2.1. 移動物体の検出 
はじめに，フレーム間差分法を用いて画像中から

移動物体領域を検出する． 
連続して撮影したフレーム f(1), f(2)として，差画

像 g(12)を 
( ) ( ) ( )1212 ffg −=  (1) 

と定義する． 
この差画像を 2 値化し，膨張処理をして物体の分

裂を併合する． 

2.2. 移動物体の抽出 
連続する 3 枚のフレーム f(1),f(2),f(3)に対して検

出処理を 3 回行い，差画像 g(12),g(23),g(31)を得る．  
次に，各差画像間で論理積を取り，移動物体を抽

出する．差画像を g(12),g(31)として，抽出画像 h(1)
を 

( ) )31()12(1 ggh ∩=  (2) 
と定義する． 
この h(1)にラベリングを行ってラベル付き抽出

画像 hL(1)を得る． 
これらの処理を差画像 g(12),g(23),g(31)に対して

行い，hL(1), hL(2), hL(3)を得る．   
2.3. 移動量の推定 
抽出物体の重心座標(cx1,cy1), (cx2,cy2), (c x3,cy3)から

f(1)と f(2)間，f(2)と f(3)間の移動速度 v12，v23 を求

め，加速度 a123 

21

1223
123

capcap tt
vva

+
−

=  (3) 

を求める．ここで，tcap1，tcap2 は画像を取り込むのに

要する時間である． 
次に，加速度 a123 から，カメラを駆動する間にお

ける対象の移動量 d 

( ) ( )212323 2
1

TcTc TTaTTvd +++=  (4) 

を推定する．ここで，Tc は計算と処理に要する時間

である．TT はカメラの回転にかかる時間である． 
3. 結果と検討  
図 1 は，追跡結果である．上段はカメラを静止し

て取り込んだ入力画像である．下段は移動物体の抽

出結果である． 
これらから，移動物体を正確に抽出できているこ

とがわかる． 
抽出結果から得られる移動物体の移動速度と加

速度に対応した，カメラの回転量が得られている． 

上段の画像から移動物体が画面のほぼ中央付近

に捕らえられていることがわかる． 
式(2)を加えたことによって，背景ノイズの影響が

低減され，追跡精度が向上している． 
4. まとめ  
カメラを停止して撮影した 3 枚の連続画像のフ

レーム間差を用いて移動物体の移動速度，加速度を

算出し，移動物体を追跡できた． 

   
 

    
 

追跡１回目 

    
 

   
 

追跡２回目 

f(11) f(12) f(13) 

hL(11) hL(12) hL(13) 

f(21) f(22) f(23) 

hL(21) hL(22) hL(23) 

図 1 追跡結果 
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下り階段の検出の試み 

－点字ブロック検出に用いるフィルタの比較－ 
渡辺 寛望*，星野 さとみ**，大木 真*，橋口 住久* 

*山梨大学大学院，**山梨大学工学部 

Detection of descending staircase 
- Evaluation of filters for the detection of textured paving blocks - 
Hiromi WATANABE, Satomi HOSHINO, Makoto OHKI and Sumihisa HASHIGUCHI 

University of Yamanashi 

 

1. はじめに  
視覚障害者の歩行補助のための下り階段を検出

する方法として，下り階段の直前にある点字ブロッ

クを検出する方法を検討する．点字ブロックの凹凸

に注目して，エッジ検出の 4 つのフィルタを比較し，

点字ブロックの検出に最適なフィルタを決定する．  

2. 点字ブロックの検出  
点字ブロックの検出方法には，色が黄色であると

いう特徴を用いる方法もあるが，黄色ではない点字

ブロックもあるので，ここでは点字ブロックの凹凸

に注目し，その空間周波数分布から凹凸を検出する．  

3. フィルタの評価方法  
 エッジ検出に用いる代表的な 4 つのフィルタを

比較し，点字ブロックの検出に最適なフィルタを検

討する．比較するフィルタは，次の通りである． 
1) Laplacian filter 2) Prewitt filter 
3) Roberts filter  4) Sobel filter 

 下り階段の画像に 4 種類のフィルタをかけ，点字

ブロックが明確に表れているかによってフィルタ

の適否を判断する．  

4. 評価結果と検討  
図 1 の矢印で示した部分は，灰色の点字ブロック

の画像である．この画像から上記のフィルタを用い

てエッジを検出した結果が図 2 である．図 3 は，図

2 の点字ブロック部分の空間周波数特性である．縦

方向が垂直周波数で，横方向が水平周波数である．

画像の中心をゼロとし，サンプリング周波数の 1/2
までを示した．また濃度によって振幅を表し，振幅

の大きい周波数を白とした．図 2，3 から，Laplacian 
filter では，点字ブロックの点の検出ができていな

いので縦方向には特徴的な周波数特性が得られず，

横方向に垂直な特性のみが得られた．Roberts filter
は，点字ブロックの点以外もエッジとして検出して

いるので，特徴ある周波数特性が得られなかった．

したがって，灰色の点字ブロックの場合は，Prewitt 
filter と Sobel filterが適していた． 
黄色の点字ブロックでは，Roberts filter と Sobel 

filter は，特徴ある周波数特性が得られず，Laplacian 
filter と Prewitt filterが適していた．また，黄色の点

字ブロックであっても光の影響を受けて黄色以外

に見えた場合は，Prewitt filterが適していた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 黄色 その他の色 
Laplacian filter ○ × 
Prewitt filter ○ ○ 
Roberts filter × × 
Sobel filter × ○ 

 
点字ブロックの色に対するフィルタの適否を表

１に示す．この結果から，ここでは Prewitt filterが
最適であることがわかった． 

5. おわりに  
下り階段の検出の試みとして，点字ブロックの凹

凸に注目し，これを検出するために，ここでは，エ

ッジ検出に用いる 4 つのフィルタを比較した．その

結果，点字ブロックの検出には，Prewitt filter が最

適であることがわかった． 

図 1 灰色の点字ブロック 

(a) Laplacian filter 

図 2 エッジ検出結果 

(b) Prewitt filter 

(c) Roberts filter (d) Sobel filter 

図 3 点字ブロックの周波数特性 

(a) Laplacian filter (b) Prewitt filter 

(c) Roberts filter (d) Sobel filter 

表 1 点字ブロックの色に対するフィルタの適否 
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呼吸代謝からみた移動手段としての車椅子 

―歩行及び走行との比較から― 
内藤 多恵子＊，上口 良太＊，正岡 和貴＊，有吉 建＊，折井 綾子＊，ＳＡＬＡ．Ｍ＊，塩野谷 明＊ 

*長岡技術科学大学 

The wheelchair as a move means from respiratory metabolism 

―From the comparison with a walk and a run― 
Taeko Naito＊, Ryouta Uwaguchi＊, Kazuki Masaoka＊, Ken Ariyoshi＊, Ayako Orii＊, Sala Maximiliano＊, Akira Shionoya＊ 

*Nagaoka University of Technology. 

 

1. はじめに 

車椅子は，様々な目的に対応して開発されている．

今日，車椅子を用いてスポーツを行うことも稀なこ

とではない．スポーツという観点から車椅子に求め

られる性能の１つは，マンマシン系の移動手段とし

ての性能の優劣である． 

 本研究では車椅子の駆動性能を評価するための

基礎研究として，呼吸代謝に基づき歩行及び走行運

動と車椅子駆動の比較を行った． 

 

2. 実験方法  

2.1. 実験１ 

歩行及び走行運動と車椅子走行時の呼吸代謝及

び心拍数を測定した． 

2.1.1. トレッドミル 

3，4，5，6Km/h のトレッドミル上の歩行及び走

行運動を行い，この時の運動中の呼吸代謝を（セン

サーメディクス社製エネルギー代謝測定装置

MMC4400tc）を用いてブレス・バイ・ブレス法によ

り測定した．同時に，心電図（日本光電社製ライフ

スコープ）を用いて心拍数を測定した． 

呼吸代謝測定装置 トレッドミル

ＥＣＧ送信機ＥＣＧ受信機
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図 1. 実験１－１の概略 

2.1.2. 車椅子 

１週３０ｍのグラウンドを５分以上走行する．そ

の際，メトロノームのリズムに合わせ速度一定を保

ち，遅，中，速の３速での各走行時の呼吸代謝をダ

グラスバッグ法により測定した．ダグラスバッグの

採気時間は３～５分の間の２分間である．同時に，

前述の心電計を用いて心拍数を測定した． 

ダグラスバッグ
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図 ２.  実験１－２の概略 

 

2.2.  実験２ 

ペダリング時とクランキング時の呼吸代謝及び

心拍数を測定（脚と腕の仕事量の違いを検討）した． 

2.2.1. エルゴメータ（脚） 

エルゴメータ駆動時に２０Ｗから１０Ｗ/min の

負荷漸増を行い，その時の呼吸代謝を前述のブレ

ス・バイ・ブレス法により測定した．同時に，心電

図を用いて心拍数を測定した． 

エルゴメータ

呼吸代謝測定装置

ＥＣＧ送信機

ＥＣＧ受信機

エルゴメータ
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図 ３. 実験２－１の概略 
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2.2.2. クランクミル（腕） 

クランクミル駆動時に０Ｗから１０Ｗ/min ずつ

の負荷漸増を行い，その時の呼吸代謝をブレス・バ

イ・ブレス法により測定した．同時に，心電図を用

いて心拍数を測定した． 

ＥＣＧ受信機

ＥＣＧ送信機

呼吸代謝測定装置

クランクミル

ＥＣＧ受信機

ＥＣＧ送信機

呼吸代謝測定装置

クランクミル

 
図 ４. 実験２－２の概略 

 

3. 結果 

3.1.  実験１結果 

図５は速度と酸素消費量の関係を示す．歩行及び

走行運動では両者の関係は Y=2.90X+0.99(R2=0.98)

であった．また車椅子の場合，両者の関係は

Y=3.30X+2.86(R2=0.89)であった． 
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図 ５. 速度と酸素消費量の関係 

図６は速度と心拍数の関係を示す．歩行及び走行

運動では両者の関係は Y=7.29X+71.4(R2=0.85)であ

っ た ． ま た 車 椅 子 の 場 合 ， 両 者 の 関 係 は

Y=9.77X+61.8(R2=0.88)であった． 
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図 ６. 速度と心拍数の関係 

3.2.  実験２結果 

図７は負荷と酸素消費量の関係を示す．脚では 

両者の関係は Y=0.093X+6.53(R2=0.84)であった．ま

た腕の場合，両者の関係は Y=0.23X+4.70(R2=0.90)

であった． 
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図 ７. 負荷と酸素消費量の関係 

図８は負荷と酸素消費量の関係を示す．脚では 

両者の関係は Y=0.36X+90.3(R2=0.84)であった．ま

た腕の場合，両者の関係は Y=1.54X+83.7(R2=0.94)

であった． 
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図 ８. 負荷と心拍数の関係 

 

4. 考察 

実験１及び実験２の結果より，腕と脚が同じ作業

をする場合，腕の方が脚に比べ生理的負担が圧倒的

に大きいにも係らず，歩行及び走行運動と車椅子移

動は，その速度に対する代謝量がかなり近いことが

わかった．これは車椅子の駆動性能の高さを示唆す

るものと考える． 
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本研究を行うにあたりましては，晴陵リハビリテ

ーション学院から多大なご協力を頂きました． 
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筋活動からみた車椅子駆動の評価 

折井 綾子*，上口 良太*，正岡 和貴*，内藤 多恵子*，有吉 建*，Sala.M*，塩野谷 明* 

*長岡技術科学大学 

Evaluation in the wheelchair driving from EMG 
Ayako Orii*, Ryouta Uwaguchi*, Kazuki Masaoka*, Taeko Naitou*, Ken Ariyosh*, Sala Maximiliano*, Akira Shionoya* 

*Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

車椅子は，医療や介護の場で数多く使用されてい

る．車椅子に求められる性能の 1 つとして，車椅子

の駆動性能の優劣が考えられる．本研究では，車椅

子の駆動性能を筋活動から評価することを目的と

した．特に坂道やスロープを上がるという課題に着

目し，その際の主動筋の活動特性を明らかにした． 

2. 筋活動と筋張力 

 本研究では，筋活動の指標として表面筋電法を用

いた．表面筋電法は，筋活動量が EMG[mV]で表さ

れるため，実際にどれくらいの負荷に相当するのか

がわかりにくい．そこで，測定した EMG に相当す

る筋張力を明らかにするため，EMG と筋張力の関

係を調べた． 

2.1. 実験方法 
各筋に対して任意の姿勢を保持し，この時の

EMG と筋張力を測定した．測定した筋は，利き手

の前腕屈筋群，前腕伸筋群，前腕伸筋群，上腕二頭

筋，上腕三頭筋である．また被験者は，身長 179cm， 
体重 70kg の健常な成人男性（21 歳）1 名とした． 
2.2. 実験結果と考察 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
右上腕二頭筋の実験結果を縦軸に EMG，横軸に

筋張力をとり，図 1 に示した．図 1 より筋張力が

増加するにつれて，EMG はほぼ（1 次関数）直線

的に増加することがわかった．以後行なう実験では， 
この近似式により EMG を筋張力に較正して評価す

る．またこの較正によって，被験者による筋力差や

電極の貼付位置による測定誤差を低減できた． 

3. 斜度と筋活動 

日常で車椅子を操作する時，筋力を必要とする場

面の 1 つに坂道やスロープを上がる場面がある．坂

道やスロープにおける車椅子の駆動動作は, 不安

定になりやすく，転倒などの危険を伴う．そこで， 

坂道やスロープの斜度（勾配）に注目し，車椅子駆

動時の筋活動と斜度の関係を調べた． 
3.1. 実験方法 
任意に角度をつけた斜面上で車椅子に乗り，2 秒

で 1 ストロークだけ移動した時と，2 秒間静止した

時の EMG を測定した．そして，測定した EMG を筋張

力に較正した．斜度は，0°から約 9°までの 9 種

類とした．測定した筋は，2 節同様利き手の前腕屈

筋群，前腕伸筋群，上腕二頭筋，上腕三頭筋とした． 

また被験者も，2 節同様成人男性である． 
3.2. 実験結果と考察 
縦軸に較正筋張力，横軸に斜度をとり，較正筋張

力と斜度の関係を図 2 に示した．2 秒で 1 ストロー

ク移動する場合と 2 秒間支持する場合とでは，1 ス

トロークのほうが約 10N（約 1kgのダンベルに相当）

の筋張力を余計に必要とする事がわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ストローク移動した時も，2 秒間静止した時も

斜度が増加するにつれて，筋張力がほぼ増加する事

がわかった．しかし，1 ストローク移動時の斜度

7.9°と，2 秒支持の斜度 8.9°において較正筋張力

は減少した．これは，斜面上での車椅子駆動動作に

図1.　負荷とEMGの関係
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おいて斜度が大きく転倒の危険性があり，転倒防止

のため，被験者が前傾姿勢になったり，車椅子が少

しずり落ちてしまったりした事などが原因として

考えられる． 

4. 斜度による車椅子駆動への影響 

4.1. 斜度による慣性走行への影響 
車椅子の連続走行には，漕いで加速する状態と， 

漕ぎ終えてから漕ぎ始めるまでの慣性走行をする

状態がある．加速状態において推進距離は人の筋力

や努力に依存するが，慣性走行では走行面の斜度に

も依存する．ここで車輪の半径を r，加速時の車輪

回転角度をθ’，漕ぎ終えた直後の速度を v，重力

加速度を g，斜度をθ，慣性走行時間を t とすると，

加速時の走行距離 x1 と慣性走行距離 x2 は，次式で

表される． 
 
x1 = 2πr ×              （1） 
 
x2 = vt －   g t2sinθ          （2） 

 
また，式（1），（2）より，1 ストロークで進む距

離 x は，次式で表される． 
x = x1 + x2 

 
= 2πr ×    +  vt －   g t2sinθ  （3） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
例えば，3 節の実験の被験者において，車椅子の

連続走行は，v = 0.48[m/s]，t = 2.0[s]という結果であ

った．これより 1 ストロークあたりの慣性走行に斜

度が与える影響は，斜度が 1°大きくなるにつれて， 
慣性走行距離が約 0.12m 短くなるという結果が得

られた（図 3 参照）．よって，斜度が小さいほど慣

性走行距離が長くなり，これに伴い車椅子を漕ぐ回

数が減るため筋活動時間は短くなる． 
4.2. 斜度の影響と筋活動 

以上を踏まえ，3 節の図 2 を再度検討する．1 ス

トロークに要する較正筋張力を f とすると，1m 進

むのに要する較正筋張力 F’は，次式で表される． 
 
F’ =                  （4） 

 

そして，任意の段差（100mm とする）につけた

スロープを上がりきるのに要する較正筋張力 F は，

任意の段差につけたスロープの斜面距離を X とす

ると，次式で表される． 
F  =  F’ × X            （5） 
ここで，斜面距離 X は，次式で表される． 

 
X =                   （6） 

 
斜度と斜面距離の関係は式（6）より，斜度が小

さいほど斜面距離は長くなり，これに伴い筋活動時

間は長くなる事がわかる． 
図 2，図 3，式（6）より，図 4 に連続走行を想定

した時の較正筋張力と斜度の関係を示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また，図 2 の 1 ストローク移動した場合の実験値

は，式（7）で近似すれば，斜度約 4.5°で較正筋張

力が最小値をとる（図 4）． 
f = 0.94θ + 16.2          （7） 

5. おわりに 

1）EMG は筋張力が増加するにつれて，ほぼ直線的

に増加する（1 次関数）ことが示唆された． 
2）車椅子駆動において筋の活動割合は，前腕屈筋

群，上腕二頭筋から前腕伸筋群，上腕三頭筋へと移

行していく． 
3）筋活動からみたスロープ勾配は約 4.5°が最適で，

この斜度から±0.7°程度であれば，筋活動量は比

較的少ない．また，現在施行されているハートビル

法で定められているスロープ勾配は，1/12（4.8°）

以下で，本実験結果とほぼ一致した． 
4）斜度 8°以上の斜面での車椅子駆動は，車輪の

滑りや転倒などの危険がある． 

6. 謝辞 

本研究を行なうにあたりましては，晴陵リハビリ

テーション学院から多大なご協力を頂きました．深

謝致します． 
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高齢者を対象とした自転車エルゴメータの負荷制御パターンの検討 
羽下 大亮，木竜 徹 

新潟大学大学院自然科学研究科 

Examination of Workload Control Pattern During Cycle Ergometer Exercise  
Daisuke HAGA and Tohru KIRYU 

Graduate School of Science and Technology, Niigata University. 

1. はじめに 

著者らは安全な負荷の範囲内で高齢者に運動の

満足感を与える自転車エルゴメータの負荷制御法

を提案してきた[1],[2]．しかし，きわめて安全な運

動負荷や時間的な変化に乏しい運動では運動後に

満足感や達成感を得られず，「楽である」という主

訴を得ていた[1]．そこで，負荷制御中に一時的な漸

増負荷を含む負荷制御パターンを検討してきた[3]．

ここでは，被験者に負荷パターンを複数提示し，被

験者が自主的に選択した負荷パターンを元に最適

負荷パターンを設計する方式を検討した．  

 

2. 方 法 

2.1. 負荷制御パターン 

運動中の心拍数(HR: Hart Rate)と，表面筋電図

(SEMG: Surface Electromyogram)による負荷制御に

加え，被験者にややきつい運動を印象付け，運動に

変化を与えるために一時的な漸増負荷を加えるパ

ターンについて検討した．すなわち，負荷制御パタ

ーンをHRと筋疲労指標を基に負荷制御を行う区間

と，一時的漸増負荷を行う区間からなるものとし[3]，

一時的漸増負荷の挿入時刻，持続時間，負荷の上下

限（WLAT±30%）を変化させた． 

ここでは 30 分間の運動としたため，一時的な漸

増負荷がイベントとして意識されるにはある程度

の時間間隔が必要である．そこで，運動前の選択が

しやすいように一時的な漸増負荷の挿入時刻，持続

時間を変化させた負荷制御パターンを 4 種類用意

した．すなわち，負荷のピーク（Pn：図 1 を参照）

を等間隔に配置したパターン（Pattern 1），P2, P3 を

運動前半に挿入するパターン（Pattern 2），同じく後

半に挿入するパターン（Pattern 3），P2 を運動前半に

挿入し，P3 は Pattern 1 と同様のパターン（Pattern 4）

の 4 種類である． 

2.2. 負荷制御に対する主観的評価アンケート 

運動後の満足感を評価する目的で主観的評価ア

ンケートを行った．アンケートの項目は表 1 のもの

とした．アンケートは 5 段階評価とし，3 を「普通」

とした． 

表 1 負荷制御に対する主観的評価アンケート 

 5    4    3    2    1
運動前の体調 よい 悪い 
負荷制御全体の評価 よい 悪い 
負荷の漸増量 軽すぎる 重すぎる

制御中の負荷の最大値 軽すぎる 重すぎる

制御中の負荷の最小値 軽すぎる 重すぎる

 

3. 実 験 

3.1. 実験プロトコル 

過去 3 年にわたり継続実験を行ってきた被験者

の中から男女中高年者 3 名（72.7±2.3 歳，男性 1

名，女性 2 名）を対象に，自転車エルゴメータ（日

本光電社製 STB-1400）を用いて 5 ヶ月間に継続実

験を行った．基礎体力を計測し，負荷制御パラメー

タを更新するための漸増負荷テストでは負荷を 0 

[W]からランプ上に上昇させた．ここで負荷の増加

率は女性被験者 Subject A, B に対しては 5 [W/min]

とし，男性被験者 Subject C に対しては 15 [W/min]

とした．継続時間は被験者が運動を続けることがで

きないと判断するまでの時間とした．なお，安全の

ため心電図をモニターしながら実験を行った． 

この結果より，被験者ごとに負荷制御パラメータ

を更新し，Subject A（WLAT=60 [W]）, B（WLAT=60 

[W]）については 4 回，Subject C（WLAT=110 [W]）

については 3 回の負荷制御実験を行った．その後，

 37



日本エム・イー学会甲信越支部大会 (Aug. 2003) 

最後の実験では 4 種類の負荷制御パターンの中か

ら 1 つを被験者が選択し，それを基に運動を行った． 

 

4. 結果・考察 

4.1. 漸増負荷テスト 

運動終了直前の RPE は 15～17（ここで，15：「き

つい」，17：「かなりきつい」）であった．筋疲労の

指標は Subject A については負の値から徐々に上昇

した後負荷 44 [W]の時点でピークとなり，その後低

下する傾向が見られた．Subject B については運動開

始直後から負荷 62 [W]の時点までほぼ一定の負の

値のまま推移した．Subject C については正から負に

移行し運動終了時の負荷は 171 [W]であった．筋疲

労指標が負の場合，筋疲労の傾向があるといわれて

いる[1]． 

4.2. 負荷制御実験 

図 1 に示すように P2 が運動前半にある Pattern 4

の場合で，P2 時点の負荷（67 [W]）が P3 時点の負

荷（60 [W]）より明らかに大きい場合は，HR，筋

疲労指標に疲労の兆候が見られるにもかかわらず，

各指標の変化や P3 における負荷の上昇に対して

RPEがまったく変化しない例が 11例中 2例（Subject 

B, C）あった．また，この 2 例においては「負荷制

御全体の評価」は 5 であった．これは，P1, P2時点

で十分な負荷の運動を行ったことを印象付けるこ

とができたため，その後の区間 T3 においての同様

の負荷に対して主観的な疲労をそれほど感じなか

ったと考えられる． 

運動後に行った主観的評価アンケートで「負荷制

御全体の評価」で 4 以上を示した場合は，運動前半

に十分な負荷のピーク（112.8±13.1%WLAT）を持つ

Pattern 1, 2, 4 であった．逆に「負荷制御全体の評価」

が 3 以下の場合は「負荷制御全体の評価」で 4 以上

を示した場合と比べて P1 時点での負荷のピーク

（87.5±3.5%WLAT）が低かった（Pattern 3, 4）．そ

の際の Subject A の主訴は「負荷のピークを感じな

い」というものであった．また，Subject A では P1

後から，約 3 分後再び一時的な漸増負荷を加える場

合については，主観的評価アンケートの「負荷制御

全体の評価」が 4 以上であった． 

以上より，運動前半で十分な負荷を持つ負荷制御

パターン（Pattern 2, 4）は満足感を高めるという意

味で有効であると考えられる．しかし，例数が少な

いため，同様の 4 種類のパターンについての更なる

実験を行い，検討することが必要である． 
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5. まとめ 

自転車エルゴメータの負荷制

した．すなわち，4 種類の一時的

パターンに対して実験を行った．

前半に強い一時的漸増負荷を含み

度の時間を経て再び一時的漸増

場合に被験者は高い評価を示した

参考文献 

[1] 佐々木績，木竜徹，林容市

人の運動体力に合わせた

車エルゴメータのインテ
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中高年者向け自転車エル

ト負荷制御システム，電子

誌，Vol. J83-D-II，No. 2，

[3] 芝井桂介，木竜徹，林容市

高年者向け自転車エルゴ
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健康診断情報閲覧システムの開発 
阿久沢 尚夫*，荻野 晃浩*，奧山 竜平*，西村 伸吾*，三宅 仁** 

*長岡技術科学大学，**長岡技術科学大学体育保健センター 

Development of a medical checkup information reference system 
Hisao Akuzawa, Akihiro Ogino, Ryohei, Shingo Nishimura, Hitoshi Miyake 

*Nagaoka Univ. of Tech. **Physical Education and Health Care Center, Nagaoka Univ. of Tech. 

 

1. 背景と目的 

病院や診療所での診察結果は、その都度、医師か

ら患者に伝えるだけで、月日が流れると忘れ去られ

てしまう。このような医療情報をいつでも閲覧する

ことができれば、患者がどのように自分の健康状態

が改善されていったのかが理解でき、また、医師が

その患者の健康状態の流れがどのようなものかを

把握することができる。 

そこで、本学（長岡技術科学大学）で毎年行われ

ている健康診断をモデルとしてシステムを開発し

た。 

 

2. 健康診断情報閲覧システムの流れ 

健康診断情報閲覧システム（以下、本システム）

の開発にあたっては、Microsoft 社の Visual Basic 6.0

を使用した。このソフトは、アプリケーションソフ

トが容易に開発できるよう工夫された独特の開発

環境を提供することができる。「フォーム」と呼ば

れるウィンドウにアプリケーションソフトの構成

要素となる部品(ActiveX コントロール)を張り付け、

部品の設定や部品間の関係を指定することでアプ

リケーションソフトを開発することができる。 

本システムの流れを図１に示す。まず、磁気カー

ド（長岡術科学大学学生証）をカードリーダーで読

込み、磁気カードに付随している暗証番号も読込み、

本人であることを照合する。ここで、磁気カードの

暗証番号は各個人にしかわからないようになって

おり、暗証番号が一致しない場合はエラーを表示し

て磁気カード読込みに戻る。暗証番号照合後は、各

個人のデータが有無を確認し、データが有れば個人

 
 

図１ 本システムの流れ 
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データを表示する。ここで、個人データが無い場合

はエラーを表示して磁気カード読込みに戻る。 

 

3. 実行画面 

本システムの実行画面を図２～５に示す。本シス

テムを起動すると起動すると磁気カード読込み並

びに暗証番号入力画面（図２）が表示されるので、

表示画面に従い身分証明をカードリーダーに通し、

その後暗証番号を入力し、「OK!」ボタンを押す。

磁気カードの暗証番号と入力した暗証番号が一致

したら個人データ表示画面（図３）を表示する。磁

気カードと暗証番号が一致しない場合はエラー表

示画面（図４）を表示する。また、暗証番号が一致

したがデータが存在しない場合はエラー表示画面

（図５）を表示する。 

 

 

図２ 磁気カード読込み並び暗証番号入力画面 

 

図３ 個人データ表示画面 

 

 

図４ エラー表示画面（暗証番号不一致） 

 

 
図５ エラー表示画面（データ未登録） 

 

4. まとめ 

結果として、磁気カード並びに暗証番号をデータ

と照合することで個人データを抽出し表示するこ

とができた。 

今後の課題としては、本システムのプログラムに

はまだ不備な点が多くのでその改善と本学体育保

健センタ１階に本システムを設置する。また設置に

伴い個人データの保護を完璧に行わなければなら

ないのでデータの暗号化やセキュリティ通信問題

等を考えていきたい。 

 

5. 参考文献 

1) 三宅仁，若月トシ，樋口良之：小規模 LAN と

DBソフトを用いた大学保健管理用健康診断シス

テムの開発と運用のロジスティックス解析．医療

情報学 21(Suppl.) 90，2001 

2) 三宅仁，若月トシ：小規模校における健康診断

システムの構築．CAMPUS HEALTH 38(2) 

156/159，2002． 

3) 谷尻かおり：VisualBasic6 による[実践]データ

ベースプログラミング．技術評論者，1999． 
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長岡市における保健医療計画のための人口推計－－人口減少社会の影響 
西村 伸吾* 奧山 竜平* 荻野 晃浩* 阿久沢 尚夫* 三宅 仁** 

*長岡技術科学大学 **長岡技術科学大学体育保険センター 

Population estimation for the medical care plan in Nagaoka-city 

Influence of population reduction society 

Shingo Nishimura Ryouhei Okuyama Akihiro Ogino Hisao Akuzawa Hitoshi Miyake 

Nagaoka University of technology

1. はじめに 

最近、日本の合計特殊出生率が 1.32 と最低を更

新した。年々下降する合計特殊出生率からこれから

先人口が減少していくことが予想される。 

実際、2000 年の国勢調査の推計によれば、1995
年から 2000 年にかけて既に 23 道県で人口が減

少しており、わが国の総人口は 4 年後の 2006 年に

はピークを迎え、以後長期の減少過程に入るとされ

る。更に 2002 年度の推計によれば、2000 年の総

人口は 1 億 2692 万 6000 人であったが、2030 年の

総人口は 1 億 1758 万人になると推計されている。 

 医療や介護は社会保障として社会の基礎構成部

分である。日本では高齢社会そして人口減少社会が

訪れ、社会保障として社会の基礎構成部分である医

療や介護の整備はこの先の社会の運営において重

要な意味を持つようになる。 

 そこで、長岡市をモデルケースとしこれからの保

健医療計画策定のために、将来人口推計を行うこと

を本研究の目的とする。 

2. 方 法 

2.1 長岡市の現状 

長岡市は 1930 年より、年々増加傾向にある。現

在の総人口は 190718 人、高齢者数は 36656 人であ

る。高齢化率は 19.22％となっており WHO の定め

る高齢社会に分類される。 

 

 

 

 

 

図１：長岡市人口推移 

2.2 推計方法について（コーホート変化率法） 

自然動態と社会動態を分離せず１つの要因に結

合して推計するもので，1995 年と 2000 年の国勢調

査人口を基礎としてコーホートの変化率を計算し，

各コーホートの変化率は将来も変化しないと仮定

して行う。 

（a）５歳以上人口の算出 

1995 年の０～４歳人口は 2000 年には５～９歳

に達するので，この変化した比率（変化率）を男女，

年齢５歳階級別に算出する。ただし，2000 年の８

５歳以上人口は平成７年の８０歳以上の人口と比

較する。2000 年の各コーホートに算出された変化

率を乗じ，平成１７年の５歳以上の人口を推計する。 

（b）０～４歳人口の算出 

2000 年の０～４歳人口と出産可能年齢人口（１

５歳～４９歳の女子人口）との比率を 2005 年の出

産可能人口に乗じて推計する。 

3. 結 果 

3.1 推計結果 

長岡市の人口は全国推計同様、2005 年あたりを

ピークに以後減少課程に入る。また、0~49 歳の人

口が減少し 50 歳~の人口が増加しており、老年人口
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は増加し続け 2020 年をピークに横ばいとなってい

る。 

図 2：長岡市人口推計 

3.2 人口減少社会への対応 

人口が減少する理由として２つの理由が考えら

れる。高齢化と出生率の低下である。高齢化は高齢

者が増えることにより、死亡者の数も増加するため

である。また、出生率の低下は文字どおり子供の数

が減るためである。 

 現在、人口減少への有効な対策はまだ確立されて

いない。しかしながら、市町村毎では人口の増減に

違いが見られる。なぜならば、都市への流入と、流

出があるからである。 

そこで、長岡市への人口の流入を仮定した人口推

計を行った。仮定条件は長岡技術科学大学において

2010 年に新学科が設立され、毎年 100 人の学生が

全国から集まってくるとする。この時の男女比は

9:1 とした。 

図３：推計結果 

3.3 患者数推計 

 推計結果より長岡市において人口の減少と高齢

化が起こる。この結果が医療にどのように影響を与

えるかを分析し、将来への材料としなければならな

い。 

受療率（調査日に人口に対して何人が入院し、外

来を受信しているかを示す）を 1999 年のままと仮

定し、長岡市における入院・外来患者の数を推計し

た。推計式は以下のとおり 

患者数=Σ(年齢別受療率×年齢別人口) 

図４：長岡市患者数推計結果 

4. まとめ 

本推計では、長岡市においても人口が減少する結

果となった。 

しかし人口の増減には様々な要因があり、今後の

動向次第で変化する。例えば新しい大学の設置、地

域への工場の誘致がある。今回、大学の設置ではな

く新学科を設立したとして推計を行ってみたが、結

果は人口が減少することとなった。原因として、総

人口に対しての増加数が少なかったことや、コーホ

ート変化李を変化させず、人口へ加算のみを行った

ためと思われる。人口を増加させる案としてはもっ

と大規模な人口の流入を仮定すること、もしくはコ

ーホート変化率を変化することである。今回の例で

言えば新学科設立で集めた若者を長岡市へ慰留さ

せるように就職の場を広げたりすることが必要で

あろう。 

今まで人口増加社会であったのに対し、これから

は人口減少社会になり様々な対応が迫られている。

その一端として人口の減少とは逆に増加する高齢

者数、そこから引き起こされる患者数の増加がある。

更に高齢化により自然と医療費・保険費の増加が起

き医療構造の改革等柔軟な対応が必要である。  

5. 参考文献 

１）松谷明彦 藤正 巌：人口減少社会の設計 幸

福な未来への経済学，中公新書，2002  

２）国民衛星の動向，財団法人厚生統計協会，2002 
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足関節可動域が段歩行動作に及ぼす影響 
原 武雄*，星野 真喜*，原 利昭** 

*新潟大学大学院，**新潟大学工学部 

Effects of Ankle Joint Flexibility at the Step Locomotion 
Takeo HARA，Masaki HOSHINO，Toshiaki HARA 

*Graduate School of Science & Technology, Niigata University ** Faculty of Engineering, Niigata University  

 

1. はじめに 

短下肢装具(Ankle Foot Orthosis 以下 AFO) は，リ

ハビリテーション用の補助具として使用されてい

る．脳血管障害者に多く見られる片麻痺や脳性麻痺

患のような患者にしばしば見られる強度の足関節

底屈を矯正し，歩行を補助する役割が期待されてい

る．しかし，AFO による足関節運動の制限は，足

関節運動のみならず全身の運動にも影響を及ぼす

と考えられることから，リハビリテーションプログ

ラムを提供するためにもその影響を理解する必要

がある．また AFO による足関節可動域制限が歩行

動作，なかでも段昇降動作にどのような影響を及ぼ

すかを運動学と力学の観点から解析した研究例は

極めて少ないようである． 

 そこで本研究では， AFO による足関節の拘束・

無拘束における段昇降時の各部位の三次元座標変

位および下肢関節運動，足底各部位の圧力変化を測

定・算出し，運動学的かつ力学的に AFO による足

関節運動制限が段昇降動作に及ぼす影響の解析・検

討を行った． 

 

2. 方 法 

本実験では，支柱付短下肢装具を用いて足関節の

固定を行い，測定対象動作として拘束または無拘束

の下での昇段と降段時の動作を考慮した．21～24

歳の健常男性５名を被験者はとした．測定には交通

バリアフリー法に記してある階段・縁石の基準高さ

を考慮して，高さ 200mm，幅 600mm，奥行き 600mm

の段(step)を用い，段昇降動作の測定・解析を行っ

た．測定に際しては，AFO による被験者の転倒・

転落の危険を最大限取り除くことを重視したため，

段昇降時の動作速度を任意とした．階段歩行におい

て，通常，健常者は一足一段で階段昇降を行うが，

何らかの疾患，特に脚部に疾患を持つ患者は転倒・

転落を防止する観点から二足一段で段昇降を行う

ことが多い．そこで，本研究では二足一段における

段昇降を測定対象とした． 

各関節角および各部位の三次元変位の測定には

多方向同時ビデオ撮影法を適用し，足底各部位の圧

力変化は感圧導伝ゴムを利用した圧力センサを用

いて測定した．被験者の左右の各部位（肩峰，骨盤，

大転子，大腿骨外側上顆部，外顆中央，第五中足骨

骨頭）計 12 箇所に球形マーカーを取り付け，DLT

法を適用して各マーカーの三次元座標を算出した．

圧力センサを図 1 のように，片足 12 点に貼り付け

た．このセンサは厚さ１mm と非常に薄く，被験者

が違和感を覚えることなく歩行できる特徴がある．

なお，ビデオ撮影法と圧力測定の同期を十分考慮し

て測定を行った． 

 

3． 結 果 

図 2 に一歩行周期における胸部・骨盤の左右方向

への移動量を示す．それぞれ左側への移動を正とし，

直立位の位置に対する相対変位を示している．肩峰，

骨盤の左右に設置したビデオマーカーの中点の移

動量を胸部，骨盤の移動量として示した．図２から

昇段・降段ともに AFO 装着時において左右方向に

大きな揺れが生じたことがわかる．これは， AFO

装着時では，最初に動き出す足（振り出し脚）を前

方に振り出す際に，重心を後から動き出す足（支持

脚）に大きく移動させたためであると考えられる．
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この傾向は高齢者のように静的な歩行の際に見ら

れる現象と酷似していることから本実験において

も高齢者と同様に静的な歩行に変化したと伺える． 

 図 3 に昇段・降段時における振り出し脚の一歩行

周期における膝関節角変化を示す．膝関節において

正が屈曲，負が伸展を示している．昇段・降段とも

に歩行周期初期に膝関節が大きく屈曲しているこ

とがわかる．通常では，蹴り出し時において足関節

を底屈させながら体幹を前方に傾け，脚部を前方斜

めに持ち上げるのに対し，AFO 装着時では，通常

のように足関節を底屈できないので，下腿部を持ち

上げてから体幹を前方に移動させる．膝関節が大き

く屈曲したのは，体幹を前方に移動させる際に脚部

を持ち上げるような動作したことが原因であると

考えられる． 

 図 4にAFO装着時における振り出し脚の足底 1，

8，11 番の圧力変化を示す．横軸が一立脚期，縦軸

は圧力値を示す．昇段の場合，AFO 装着時では，

ほぼ同時期にそれぞれの圧力値の最大値が生じて

いることから，昇段の際に AFO 装着した健常者は

足底全体で蹴り出して全身を持ち上げていること

がわかる．これは，足関節を固定したことで通常の

爪先部付近で大きく蹴り出す動作ができないため

であると考えられる．降段の場合，踵部，中足部，

爪先部の順に圧力値が上昇していることから，足部

が踵から爪先へ接地していることがわかる．通常は

足関節を底屈させ，爪先から足部が接地するが，

AFO 装着時では足関節を底屈させることができな

いために踵からの接地になると考えられる．このこ

とから通常の場合，爪先から足部が接地することで，

足関節の背屈運動を用いた接地時の足部にかかる

衝撃の吸収が容易であるのに対し，AFO 装着時で

は，踵からの接地のため足関節運動ができず，接地

時に足部にかかる衝撃を和らげることが困難であ

ると考えられる． 

 

4. まとめ 

AFO によって足関節可動域を制限した場合の段

昇降動作特性を各関節角および三次元変位，足底圧

力変化から測定・検討した結果，以下の知見を得た． 

・ AFO 装着時では，静的な歩行となるので左

右動が大きい． 

・ 昇段・降段初期において AFO 装着した足を

持ち上げるような動作を行うために膝関節

が通常より大きく屈曲する． 

・ 降段時において AFO 装着時では，安定した

接地が困難である． 

今後はより詳細に筋電図や関節モーメントによ

る臨床応用を考慮した研究が必要と考えられる． 

 

 

 

 

 

Fig.1 Pressure Sensor Location 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Lateral of Thorax and Pelvis Distance 

 

 

 

 

 

Fig.3 Variation of Knee Joint Angle 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Variation of Foot Pressure 
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