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支 部 長  三 宅  仁 

  

 

社団法人 日本生体医工学会 



■ ■ 大会スケジュール 

 

   11：00～      受付・ポスター準備； 物質生産棟 1F ロビー 

               役 員 会 ； 物質生産棟１F セミナー室      

    

   11：30～       総   会； 物質生産棟１F 

                          

   12：20～13：10   ブリーフプレゼンテーション； 物質生産棟 1F ロビー 

  

   13：20～14：20   特別講演； 物質生産棟１F セミナー室  

講 師: テラリコン・インコーポレイテッド 齊藤 元章 氏 

「医療機器ベンチャーの挑戦－テラリコン・インコーポレイテッドの軌跡 －」 

  
   14：30～15：30 ポスターセッション； 物質生産棟 1F ロビー 

  

   15：40～16：00 優秀発表表彰； 物質生産棟１F セミナー室  

 

懇親会  

   18:00 より 新潟市万代島・ホテル日航新潟にて生体医工学シンポジウムと合同で

懇親会を行います． 

   17:00 に新潟大学西門前にバスをご用意いたします． 

 

  

  

■ ■    特別講演 13:20～14：20  物質生産棟１F セミナー室  

 

 「医療機器ベンチャーの挑戦－テラリコン・インコーポレイテッドの軌跡 －」 
 

講師：テラリコン・インコーポレイテッド（TeraRecon, Inc.) 

President/CEO 齊藤 元章 氏 M.D., Ph.D. 

  



 

■ ■    演  題 

  
1． 喫煙による肺 CT に対する画像工学的評価法の基礎研究 

○阿部正之*，横地洋*，古泉直也**，歸山智治*，石川浩志***，笹井啓資***， 

  福本一朗* 

*長岡技術科学大学工学部 **新潟県立がんセンター放射線科  

***新潟大学医歯学総合病院放射線科  

  

2． 特別支援教育における児童問題行動の動画を含む教育電子カルテ開発 

○永森正仁*，能登宏**，長澤正樹***，植野真臣**** 

*長岡技術科学大学 **新潟大学附属養護学校 ***新潟大学 

****電気通信大学 

   

3.  地域連携を視野に入れた学内保健管理システムの構築 

○齋藤優美子，外矢太一，諏訪部梓，三宅仁 

長岡技術科学大学経営情報系 体育・保健センター 

  

4.  ネットワークを介した地域医療連携の比較 

○諏訪部梓，斎藤優美子，外矢太一，三宅仁 

     長岡技術科学大学経営情報系 体育・保健センター  

  

5.  蛍光灯通信を用いた屋内案内システムにおける受信データ誤り検出方法の改善 

○工藤淳平*，牧野秀夫**，劉笑寒*，小林卓*，前田義信*** 

  *新潟大学大学院自然科学研究科 **新潟大学工学部情報工学科 

***新潟大学工学部福祉人間工学科  

  

6.  Contourlet 変換を用いた画像拡大 

○甲田真俊*，阪田治**，大木真** 

*山梨大学大学院医学工学総合教育部工学領域電気電子システム工学専攻 

大木・阪田研究室 

**山梨大学大学院医学工学総合研究部   

  

7.  間接飛翔筋型昆虫の 2 次元モデルの作成と評価 

○中野恒平，佐藤毅顕，三宅仁 

長岡技術科学大学機械系 体育・保健センター 

  

8.  動脈狭窄モデルにおける拍動流と壁変形  

－動脈狭窄モデルの周期的な曲率変化の影響－ 

○小林俊一*，阿山悠己*，佐藤晋*，森川裕久*，Dalin Tang**，  

David N. Ku*** 

*信州大学繊維学部 **ウースター工科大学 ***ジョージア工科大学 

  

9.  ペンタブレットを用いたパーキンソン病患者の小字症評価 

○長谷川祐輔，松本義伸，吉井孝博，平川晋也，山田暢一，田村正人，福本一朗 

長岡技術科学大学工学部 

 

 



10.  ブレインコンピュータインタフェースのためのアルファ波阻止の検出とシステム開発 

○長谷川敬士，成田拡憲，堀潤一 

新潟大学大学院自然科学研究科 

  

11.  皮膚組織における最大氷結晶生成帯による凍結効果の基礎研究 

○篠田和文，高橋大志，中村春樹，曽根和哉，福本一朗 

長岡技術科学大学工学部  

  

12.  食品デザインのための腸音活用法 －多チャンネル腸音計測・解析システムの開発－ 

○騰川雄裕*，阪田治**，大木真** 

*山梨大学工学部電気電子システム工学科 大木・阪田研究室  

**山梨大学大学院医学工学総合研究部  

  

13.  マーカ画像を用いた歌唱における腹式呼吸の非拘束計測  

○藤原幸二*，星野直樹*，伊東一典*，橋本昌巳*，浅沼和志**，荒井善昭*** 

*信州大学工学部 **セラテックジャパン（株） ***長野工業高等専門学校  

  

14.  筋紡錘にヒントを得た新しい聴力センサー 

○佐藤毅顕，三宅仁 

長岡技術科学大学 

  

15． 嗅覚事象関連電位を用いた客観的嗅覚検査法の基礎研究 

○宮澤拓未，外山竹弥，松永哲雄，歸山智治，古木亜梨紗，曽我仁，相馬洋平， 

福本一朗 

長岡技術科学大学工学部 

  

16.  スキー実滑走中の振動計測と模擬振動暴露シミュレータによる新しいスキー設計概念 

    ：特に振動に起因する疲労を考慮して 

○松橋寿尭＊，緒方賢一郎*，小林俊雄*，関口豪*，山本晋平**，塩野谷明* 

*長岡技術科学大学 **ヨネックス（株） 

   

17.  ３次元骨モデルの２方向透視Ｘ線画像への重ね合わせの自動化 

○佐々木俊行*，林豊彦**，中村康雄**，渡辺聡*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科 **新潟大学工学部福祉人間工学科  

***新潟こばり病院整形外科  

  

18． 画像処理を用いた頭部運動による入力装置の開発に関する基礎研究 

○大桃亮太*，金子雄一郎*，村上肇*，佐藤栄一*，渡辺高志**，星宮望*** 

*新潟工科大学情報電子工学科 **東北大学情報シナジーセンター  

***東北学院大学  

  

19.  前腕回旋制限に伴う肩関節の可動域変化 

○中村祐敬*，杉山肇*，浜田良機*，大竹義人**，服部麻木**，鈴木直樹** 

*山梨大学整形外科学教室 **東京慈恵会医科大学高次元医用画像工学研究所 

  

20.  真皮層の走行性評価のための皮膚の超音波音速計測に関する基礎的検討  

○萩原孝典，田中伸一，橋本昌巳，伊東一典，米澤義道 

信州大学工学部   
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喫煙による肺 CTに対する画像工学的評価法の基礎研究 
阿部 正之*，横地 洋*，古泉 直也**，歸山 智治*，石川 浩志***，笹井 啓資***，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学医用生体工学研究室，**新潟県立がんセンター放射線科，***新潟大学医歯学総合病院放射線科 

A basic study of image engineering evaluation method to lungs CT affected for smoking  
Masayuki ABE*, Hiroshi YOKOCHI*, Naoya KOIZUMI**, Tomoharu KAERIYAMA*, 

 Hiroyuki ISHIKAWA***, Keisuke SASAI***, Ichiro FUKUMOTO* 

*Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology  

**Department of Radiology, Niigata Cancer Center 

***Department of Radiology, Niigata University Medical and Dental Hospital 

 

1. はじめに 

近年，喫煙により呼吸細気管支炎（Respiratory 
Bronchiolitis：RB），間質性変化を伴う呼吸細気管
支炎（Respiratory Bronchiolitis associated Lung 
Interstitial Disease：RB-ILD）を発症するとされ
ている．しかし RBと喫煙との相関は薄層 CT画像
上では明らかではない．また RBが微細なすりガラ
ス状陰影を呈する前癌病変（異型腺腫様過形成）や

初期肺腺癌（細気管支肺胞癌）検出に大きな障害と

なる．そのため CT画像上で喫煙が RBに及ぼす影
響の有無をコンピュータで客観的に評価すること

が重要である 1)． 
そこで，本研究では RB発症者と健常者の高分解

能 CT画像を用いて特徴量を算出し，判別分析を行

ったので報告する． 

2. 対 象 

CT 画像は新潟大学医歯学総合病院放射線科の高

分解能 CT(GE社製 LightSpeedQX/i)を使用し，画像

サイズ 512×512 ピクセル，4096 階調，DICOM 形

式，管電圧 120kV，管電流 170mA，コリメーショ

ン 1.25mm，HQ mode（ピッチ 3）の設定で，1～8

回の呼吸停止下に撮影し，スライス厚 1.25mm，

1.25mm間隔にて FOV 17.5cm，再構成タイプ Bone

で再構築した． 

RBの肺 CT画像としてブリンクマン指数(BI値)2)

が 660の患者の肺 CT画像 23例，また比較対象と

なる健常者の肺 CTとして喫煙暦なし（BI = 0）の

健常者の肺CT 23例，合計46例を対象とした（Fig.1）． 

         

 Fig.1 対象画像 

3. 方 法 

3.1. RB発症部位の切り出し 

RB 発症者の CT撮影画像から，読影医の判断に

よりRB発症部位である末梢血管部を手動で切り出

した（画像サイズ 64×64ピクセル）．また同様の条

件で，健常者の CT撮影画像から RB発症部位と比

較可能である末梢血管部を切り出した（Fig.2）． 

 

    

(a) 健常者        (b) RB発症者 

Fig.2 切り出し画像例 

 

 

 

(a)健常者        (b)RB発症者 
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3.2. 特徴量の算出 

3.2.1 血管の明瞭性 

 血管の明瞭性を表す尺度として，最大輝度値とな

る血管の中心部と，そこから半径 Rn（n = 4～10ピ

クセル）の円周上の輝度値との差の最大値と最小値

を算出し，その 2つの値の差分をとり特徴量とした．

特徴量算出の略図を Fig.3に示す 3)． 

 

Fig.3 血管の明瞭性 

3.2.2 血管周辺の複雑さ 

血管の複雑さを示す特徴量として，ボックスカウ

ンティング法によりフラクタル次元を用いた 4)．こ

の値に 100をかけ，Table1に示した． 

3.3. 評価方法 

 特徴量の検定は Mann-Whitneyの U検定を用い，

有意水準は 1％以下とした（Table1）．有意差が認め

られた特徴量に対し総当りで判別分析を行い，最も

判別率の高い特徴量の組合せを決定した(Table2)． 

 判別には式(1を用い，2つの特徴量の間に判別の

基準となる境界線を定めて両者の分析を行った． 

( ) ( ) ( )
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4. 結 果 

8種類の特徴量に対して U検定を行った結果，全

てに有意差が認められた（Table1）． 

最も組合せ数が少なく判別率の高い 2 つの特徴

量(R5，Fractal)についての判別結果を Table2に示す． 

 

Table1 検定結果 

番

号 
特徴量 健常者 RB発症者 p-value 

1 R4 818.5±148.5 585.0±192.0 p < 0.01 
2 R5 815.0±146.0 528.5±197.5 p < 0.01 
3 R6 739.0±158.0 505.0±274.0 p < 0.01 
4 R7 686.0±246.0 463.5±275.5 p < 0.01 
5 R8 816.5±228.5 487.5±294.5 p < 0.01 
6 R9 714.0±233.0 513.0±273.0 p < 0.01 
7 R10 637.5±239.5 554.5±313.5 p < 0.01 
8 Fractal 178.8±10.2 189.9±4.9 p < 0.01 

 

Table2 判別分析の結果 

判別結果 
対象 

健常者 RB発症者 
判別率(％) 

健常者 23 0 100 
RB発症者 0 23 100 

5. 考 察 

本研究で行った実験の結果，RB 発症者と健常者

の肺CT画像の正判別率は100％であった．これは，

CT 画像において RB 発症者の末梢血管は不鮮明で

あり健常者の末梢血管は鮮明であるため，今回用い

た特徴量のような血管の明瞭性や複雑さを表す特

徴量で高い判別結果が得られたと考えられる． 

6. まとめ 

本研究では，血管の周辺の明瞭性や複雑さを示す

特徴量を用いることで，RB発症者と健常者の肺 CT

画像の分類を可能とした． 

今後は RB 発症者数と健常者数を増やし，複数の

症例において判別が可能であるかを検討する． 

7. 参考文献 

1) 立石宇貴秀，楠本昌彦，森山紀之：DIP/RB-ILD

臨床画像，Vol.20,No.1，p70-76，2004 

2) 山中澄隆：喫煙が予後に及ぼす影響の性差，肺

癌，44 (2)，p83-89，2004 

3) 後藤良洋：肺がん CAD システム及び付加機能

の開発，（株）日立メディコ技術研究所，医用

画像情報学会雑誌，No.21,No.1,p91-96,2004 

4) 高木幹雄，下田陽久（監）；新編画像解析ハン

ドブック，東京大学出版会，2004 

 

Rは4～10で変化 

血管 

360°探索 

P 

Rmax 

Rmin 

特徴量： ( ) ( )maxmin RPRPR ---=n  

Rmax：最大輝度値 
Rmin：最小輝度値 
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特別支援教育における児童問題行動の動画を含む教育電子カルテ開発 

永森 正仁*  能登 宏**  長澤 正樹***  植野 真臣**** 

*長岡技術科学大学  **新潟大学附属養護学校  ***新潟大学  ****電気通信大学 

Development of Electronic Education Records that Include Video of Problem Behavior  
in Special Support Education 

Masahito Nagamori*   Hirosi Noto**   Masaki Nagasawa***   Maomi Ueno****  

* Nagaoka University of Technology    ** Niigata University Special Education School 
*** Niigata University    **** The University of Electro-Communications 

1. はじめに 

平成 15 年文部科学省は，学習面や行動面で著し

い困難を持つ児童（軽度発達障害の可能性のある児

童）が通常学級において 6.3%も存在するとの報告

を行った．この報告を受け，障害の程度に応じて特

別の場で指導を行う“特殊教育”から，通常学級に

おいて障害のある児童一人ひとりの教育的ニーズ

に応じた適切な教育的支援を行う“特別支援教育”

への転換が提言されている． 

しかし通常学級に在籍する軽度発達障害と判断

される児童に対して，診断評価も踏まえた指導を行

うための専門知識を持つ教員は少なく，養護学校等

の限られた専門教員が多くの通常学級に対し巡回

指導を行っているのが現状である．また児童一人ひ

とりの教育的ニーズに応じた適切な支援を継続的

かつ系統的に実施するためには，個別の教育支援計

画の作成が必要であることが指摘（１）されており，

そのためには専門教員のみならず通常学級の一般

教員が共有・活用可能な指導記録の蓄積が必要であ

るが，このようなデータの蓄積は遅れている． 

本研究では上記問題の解決のために，LMS

【SAMURAI】(２)を中心とした連携システムを提案し

てきた（３）．本論では特別支援教育における教育電

子カルテの構築を目標に，関係者がインターネット

上において共有・利用可能な事例データベースの開

発を試みたので報告する．本事例データベースの特

徴を以下に示す．1)児童一人ひとりに対応した指導

記録の継続的な蓄積．2)インターネット上において

データを共有することができ地理的・時間的な問題

を克服．3)動画を含むマルチメディアデータの蓄積

により指導における暗黙的知識を共有． 

本論では事例データベースを含む開発したシス

テムの実践活用に関して報告する． 

2. 教育電子カルテ ～事例データベース～ 

図１に LMS 上に構築した特別支援教育における

児童問題行動の教育電子カルテを示す．このデータ

は児童問題行動に対する指導記録をマルチメディ

アで蓄積したものである．データベース画面は動画

と静止画および掲示板から構成される． 

動画は通常学級に在籍し附属養護学校の通級教

室に通学している児童らの，授業中にみられた問題

行動をビデオ撮影によって記録したものである．記

録した映像から問題行動と判断する箇所を２分程

度でピックアップし，問題行動ごとにタイトルを付

けデータベースに蓄積している．この動画には児童

問題行動に対する教員の対応も含まれている． 

静止画の情報は，動画に示す問題行動に対応した

ものである．相談者は【相談者入力】に 1)相談対

象児童の実態と 2)問題行動の状況を記入する．そ

の静止画の内容と動画で示される実際の児童の問

題行動から専門研究者および巡回指導員が【回答者

入力】に記入する。【相談者入力】および【回答者

入力】はテンプレート化されている． 
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相談者はテンプレート化された相談者入力に相

談対象児童の実態と問題行動の状況を入力する．そ

の静止画の内容と動画で示される実際の児童の問

題行動から，回答者が指導案を同じくテンプレート

化された回答者入力に記入する．これらの入力情報

はそれぞれ１枚の静止画としてデータベース上で

表示され,実際の問題行動の様子を記録した動画と

のリンクにより,対象とした児童の問題行動に関す

るマルチメディアデータを形成している． 

このデータに基づいた意見・補足事項等に関して，

関係者が自分の都合のよい時間に掲示板に投稿,意

見交換を行うことが可能である．投稿の際には，投

稿者が発言カテゴリを選択し内容を記入するシス

テムとなっており，この発言カテゴリの存在は投稿

者がどのような意図で投稿を行っているかを明確

にしている．このように分類された投稿内容および

投稿記録は，上記の静止画・動画データにリンクさ

れたテキストデータとして蓄積される． 

問題行動およびその指導の記録は対象児童別に

蓄積されており，児童の教育電子カルテを構成して

いる．そして対象児童情報に対しアクセスを許可さ

れた関係者のみがインターネット上で閲覧，投稿，

情報の追加を行うことができる． 

これらのマルチメディアデータは,問題行動ごと

にタイトルを付けられたメタデータとして保存さ

れている．附属養護学校等の研究機関内において記

録された児童指導の蓄積データは,より広い範囲の

研究・教育者に対して閲覧を許可することができ,

蓄積されたデータは,問題行動および指導に関する

事例データとして活用することが可能である． 

3. 教育電子カルテ活用による eラーニング協調 

連携システムにおける協調的学習は上述のデー

タベースに蓄積された動画・掲示板を含む教育電子

カルテを eラーニングコンテンツとして用いた．学

習者は異なる教育機関でチームを組み，LMS 上の掲

示板で議論しつつ通級教室で記録した児童問題行

動に対し，ロールプレイ的に相談者入力(行動分析)

および回答者入力(行動に対する指導案)を作成し

た．その各チームの入力を LMS に掲載し，学習者集

団に指導者を加え分析・指導案に対して議論を行わ

せることで学習コミュニティを形成，事例に示され

る問題行動に対して学習を継続している． 

特別支援教育における問題行動に対する指導は，

特定状況における個人的な知識であり，暗黙知であ

ると言える．事例データベース上に電子教育カルテ

として蓄積された児童の問題行動や指導記録を学

習コンテンツとして閲覧し協調的学習を行うこと

によって、教科書等の紙面のみでは伝えにくい教育

指導における暗黙的な知識が新規学習者に共有さ

れることが期待される．  

特別支援教育における指導方法を新たに学習し

ようとする新規集団に対する e ラーニングコンテ

ンツは下記①②の蓄積である．①暗黙知的な指導に

対する映像およびその解釈された形式知的な記録．

②暗黙知的な問題行動および疑問に対する形式知

的なフォーマットでの議論．これはシステムにおい

て指導的レベルの教師を含む集団(もしくは古参の

集団)が協調的学習を行うという行為が，指導にお

ける暗黙知の，形式知としての学習コンテンツへの

変換のプロセスとなっていることを示している．ま

た用いている LMS はデータマイニングが可能であ

り，上記の暗黙知を変換した形式知的な情報①②の

解析を行うことで新規知見の創出が期待される． 

4. まとめ 

特別支援教育における教育電子カルテの構築を

目標に事例データベースを構築し,システムの実践

活用を行った．実践的指導に基づき蓄積された教育

電子カルテは，対象児童の指導記録に留まらず,今

後の特別支援教育における教育指導の指針になり

得る．児童支援者間で共有可能な教育電子カルテを

中心とした特別支援教育の実践を今後も継続する

ことにより，特別支援教育の更なる推進および児童

に対する支援連携の拡大を期待している． 

参考文献 

(1)長澤正樹，特別支援教育を推進するためには何が必

要か, 新潟大学人間科学部紀要, Vol.6，239-248，2004 

(2)植野真臣，ILMS"SAMURAI"の開発と e-Learning 実践，

教育システム情報学会 30 周年記念事業「ICT を利用し

た優秀教育実践コンテスト」講演論文集，79-86，2005 

(3)永森正仁，e ラーニングを用いた特別支援教育の実践，

日本工学教育協会第 54 回年次大会オーガナイズド  

セッション・工業教育研究講演会論文集，456-457，2006 
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地域連携を視野に入れた学内保健管理システムの構築 
齋藤 優美子*，外矢 太一*，諏訪部 梓*, 三宅 仁** 

*長岡技術科学大学 経営情報システム工学，**長岡技術科学大学 体育・保健センター 

Construct of University Health Management System that Considered Regional Cooperation 
Yumiko Saito*，Taichi Sotoya*，Azusa Suwabe*, Hitoshi Miyake** 

* Department of Management of Information System Engineering, Nagaoka University of Technology，** Physical Education and 

Health Care Center, Nagaoka University of Technology 

 

1. はじめに 

長岡技術科学大学では，学生・教職員あわせて約

2,500 名の健康情報を電子化する取組みを進めてお

り，一昨年の本学会においてはその経過を発表した． 

その後もいくつかの改良を加えてきたが，今後は

医療の情報化が進み，大学保健室においても患者情

報の電子化や地域医療連携への参加が必要になる

と思われる． 

そのため，今回は，前回の報告以降の改良点と，

医療連携のために本システムに必要な機能の検討

結果について述べる． 

2. 方法 

現行のシステム構成を Fig.1 に示す． 

システムは年に一回行われる健康診断時に用い

られ，3 日間で約 2,500 人のデータを処理する．1

台の RDBMS サーバと各健診端末（身長体重，血圧，

視力，尿検査，X線，内科）のクライアントから構

成される．  

 

Fig.1 健康診断システム 

身長・体重計，血圧計については，測定機器と

PC の直接接続により自動入力を行っている． 

 

以上が前回の報告までのシステムであるが，その

後，次の 2 点について改良を行った． 

1） 視力検査の入力自動化 

視力計で測定したデータを自動的に PC へ

転送させ，サーバのデータベースに登録する．

視力計と PC は RS-232C で接続し，PC とカー

ドリーダは PS/2 で接続した．測定者確認には

磁気カード（学生証）を用いた． 

 
Fig.2 視力計の自動入力 

 

2）内科検診項目の電子カルテ化 

   従来までは紙媒体・手入力で運用されてい

たカルテ情報の電子化を行った．具体的には，

データベースに内科検診項目を追加し，Fig.3

のように健診履歴をグラフ表示・一覧表示さ

せた． 

定期健康診断の内科検診時，および保健室

における日常の問診や応急処置の際に活用

する． 
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Fig.3 内科検診の操作画面 

3. 結果 

改良により，今年度の健康診断から視力計の自動

入力を行った．視力計の可測範囲の関係上，一部は

従来の手動測定を残さずを得なかったが，一人当た

りにかかる測定時間では短縮傾向にあった． 

また，従来は健康診断時のみに用いていたが，内

科検診項目を追加し，健診履歴を表示させた事によ

り，平常の保健室業務での活用が可能になった． 

 

Fig.4 改良後のシステム 

4. 地域医療連携に向けた検討 

次に，このシステムが地域医療連携へ参加するに

はどのような機能が必要かを検討した．  

本学が持つ医療情報の特徴を以下に挙げる． 

・ 量としては医療機関に比べ格段に少ない． 

・ 現在医療機関とやりとりを行っているのは，

学生を紹介する際の紹介状のみ 

・ 患者の日常の健康状態など，医療機関にはな

い貴重な情報を持っている． 

これを踏まえ，本システムが持つべき連携機能と

して，次の 2 つの機能が必要である． 

・ 紹介状の作成・転送機能 

・ カルテ・診断項目の転送機能 

これによって本学と医療機関が連携すると，紹介

状を送る際，患者の詳細な健康情報を容易に送るこ

とが可能になる．また，医療機関は患者の普段の健

康状態を知ることができる． 

 本システムに地域連携インタフェースを追加す

る際は，いくつかの標準規格に沿った構築が必要と

なる．本システムの場合は，医療情報交換のフォー

マットを定めた MML を用いて患者情報を記述し，

転送する情報に応じて HL7 や DICOM 等の規格を

組み合わせていくのが適切である． 

 

5. まとめ 

前回の報告以降の改良点と，医療連携のために必

要な機能の検討結果を述べた． 

身長体重計，血圧計に続いて視力計が自動化され

たことで，測定機器の全自動化に一歩近づいた．ま

た，内科検診項目の電子化により，年間を通して活

用できるシステムとなった．将来的には，保健管理

に関する全ての業務を電子化することを目指す． 

また，現在は様々な医療連携が試みられているが，

本学のような大学保健室は，コストに見合うメリッ

トが見当たらないためほとんど対象に含まれてい

ない．今後は，予防医学の立場から見た医療情報の

共有と活用のメリットについて考えていく必要が

ある． 

 

6. 参考文献 

1) 三宅 仁，若月 トシ：内科健診を組み込んだ

健康診断システムの構築， CAMPUS 

HEALTH 41（1）P75，2004 

2) 三宅 仁，若月 トシ，荻野 晃浩，奧山 竜

平，齋藤 優美子，井田 春樹，堀井 賢司：

大学健康診断システムの改良と内科健診項目

の電子カルテ化，医療情報学 24（Suppl.）

P1154-1155，2004 
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ネットワークを介した地域医療連携の比較 
諏訪部 梓*，斎藤 優美子*，外矢 太一*，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 

Comparison of the regional medical cooperation which utilizes network 
Azusa Suwabe*, Yumiko Saito*, Taichi Sotoya*, Miyake Hitosi** 

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

1. 背景 

電子カルテの普及とともに、電子化されたデータ

によってカルテ情報の再利用がしやすくなってき

ている。再利用の方法としては紹介や転院時に検査

データや過去の診療情報を引き継ぐということが

考えられる。 

また、ブロードバンド時代の到来によりコンピュ

ータネットワークを利用することの敷居が下がっ

てきており、ネットワークを介した情報の流通がし

やすくなっている。 

2. 目的 

代 表 的 な ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム で あ る

Client-Server、 Hybrid Peer to Peer、 Pure Peer to Peer

の各システムをそれぞれ比較し、医療連携ではどの

ようなシステムが有用かをコスト･セキュリティ･

クオリティの面から明らかにする。 

3. 方法 

医療情報の分野で一番重要なのは、個人情報の取

り扱い、そしてその保護である。またコストとクオ

リティ（利便性）も重要である。それらを考慮し、

以下の指標を基に各システムを評価する。 

・セキュリティ 

・導入コスト 

・運用コスト 

・参加機関の増加と共有項目増加に伴う拡張性 

・医療従事者から見た利便性 

・患者から見た利便性 

3.1. 評価対象 1  Client-Server System 

地域で一つのサーバを持ち、地域内の患者のカル

テを一元的に集中管理する。電子カルテの理想であ

る、一地域・一患者・一カルテを実現できる。サー

バを設置する機関を選定する必要がある。また、サ

ーバは膨大な患者情報を管理するので、導入の初期

コストや、管理・運用のコストは高くなり、各機関

の協力も不可欠である。一方で、各医療機関同士の

連携が自然と行われ、二重で行われていた検査や、

薬剤の二重処方などがなくなり、患者へのメリット

は大きい。また、各機関の役割分担が明確となり、

医療サービスの向上にも大きく貢献する。クライア

ントとなる各機関は、MML に準拠したインターフ

ェースを持つ電子カルテシステムを導入すること

で対応が可能となる。しかし転送するデータ量が非

常に大きいため、インフラやストレージの整備が必

要となる。 
表 1  Client-Server システムの特徴 
Table.1 Feature of Client-Server System 

セキュリティ センターサーバ内に患者情報が

一元保管されるため、情報漏えい

時のリスクは高まる。 
導入コスト 大規模なサーバやストレージが

必要であり、多数のクラインと通

信する必要があるので、高速回線

が必要となり、導入コストは高く

なる。 
運用コスト サーバの停止が発生するとシス

テム全体が停止してしまうので、

運用保守に関わるコストは大き

くなる。 
参加機関の

拡張性 
クライアントの参加は容易だが、

サーバの変更は全クライアント

に影響する。 
医療従事者

の利便性 
業務プロセスは簡素化され、患者

情報も一元管理されるため、利便

性は高くなる。 
患者の利便性 二重の不要な検査や処方はほぼ

100％なくなる。医療サービスの

向上には大きく貢献。 
 

3.2. 評価対象 2 Hybrid Peer to Peer System 

患者のインデックス情報だけを管理するサーバ

をたて、実際の患者情報は各医療機関が保存し、必
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要なときに必要な情報だけを共有する。各クライア

ントは、患者情報をインデックスから探し出し、イ

ンデックスに記載されている各医療機関一つ一つ

から直接、患者情報を収集する。カルテ情報は分散

管理されているため、Client-Server であったような

大量の情報流出という危険性は低くなる。また導入

コストも、インデックス情報だけを扱うサーバを構

築するにとどまるため、低コストに済むと思われる。

しかしデータがいたるところからプッシュ・プルさ

れるため、膨大なトラフィックになることが予想さ

れる。各機関に十分な通信インフラが必要となり、

その分の保守・運用コストは高くなる。 
表 2  Hybrid Peer to Peer システムの特徴 
Table.2 Feature of Hybrid Peer to Peer System 

セキュリティ 大量の個人情報が漏洩する危険性

は 低 い 。 ま た 情 報 の 制 御 も

Client-Server程度の安全性がある。

導入コスト サーバ構築も小容量ですむため、

導入コストは低い。 
運用コスト サーバが管理するのはインデック

ス情報だけだが、サーバが止まれ

ばサービス全体が停止する危険性

がある。 
参加機関の 
拡張性 

クライアントの参加は容易だが、

インデックスサーバの変更は全ク

ライアントに影響する事もある。

医療従事者 
の利便性 

情報の完全性により変動するが、

業務プロセスは簡素化される。 
患者の利便性 情報の完全性により変動するが、

メリットは大きい。 
  

3.3. 評価対象 3 Pure Peer to Peer System 

各 Peer が Peer 発見のため、また実情報を転送す

る仕組みのため、全体で連携して情報を共有する。

導入コストは低い。しかし、受診機関が多数ある場

合、患者情報を一元的に管理・閲覧することが困難

になり(情報の完全性の低下)、情報連携するメリッ

トが小さくなる。主な用途としては、紹介状の送付

や、検査センターとのやり取りといった一過性のプ

ロセスにおいて利便性が高いと考えられる。 

 
表 3  Pure Peer to Peer システムの特徴 
Table.3 Feature of Pure Peer to Peer System 

セキュリティ 大量の個人情報が漏洩する危険性

は低い。 
導入コスト 各機関でのインストールのみで実

現するため、導入コストは低い。

運用コスト 1 つの機関でコンピュータが停止

してもシステム全体が停止するこ

とはない。 
参加機関 
の拡張性 

クライアントの参加は容易。 

医療従事者

の利便性 
業務プロセスはある程度簡素化さ

れるが検索に時間がかかる場合が

あるので、大規模なものではない。

患者の利便性 検索の状態により全ての情報を集

められない場合がある。重複診療

や、インフォームド・コンセント

において部分的なサービス提供に

なる場合が発生する。 
 

4. 結 果 

    表 4 各システムの比較 
Table.4 Comparison of Systems 

 Client- 
Server 

Hybrid 
Peer to 

Peer 

Pure 
Peer to 

Peer 
セキュリティ △ △ ○ 
導入コスト × △ ◎ 
運用コスト △ △ ○ 

参加機関 
の拡張性 

△ ○ ◎ 

医療従事者

の利便性 
◎ ◎ △ 

患者の利便性 ◎ ◎ △ 

 Client-Sever と Hybrid Peer to Peer は、情報の

完全性により、利便性が高い。Pure Peer to Peer

は導入の容易なシステムである。 

 

5. まとめ 

医療従事者の利便性の高い Client-Sever と Hybrid 

Peer to Peer は、サーバの運用費をある程度の機関で

分担でき、患者数も多い都市部で展開するのに向い

ている。また、システムの構築・運用にコストのか

からない Pure Peer to Peer は、地方などで展開する

のに適している。 

 

6. 参考文献 

1) 荻野晃浩・奥山竜平・斉藤優美子・石岡泰代・

若月トシ・三宅仁：「電子カルテを組み込んだ大学

保健管理システムの構築」日本生体医工学会誌, 

43,pp341 (2005-4) 
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蛍光灯通信を用いた屋内案内システムにおける受信データ誤り検出方法の改善 
工藤 淳平*，牧野 秀夫**，劉 笑寒*，小林 卓*，前田義信*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部情報工学科，***新潟大学工学部福祉人間工学科 

Improvement of an error detecting method in the Indoor Guidance System  
using Fluorescent Light communication 

Jumpei KUDO*, Hideo MAKINO**, Xiaohan Liu*, Suguru KOBOYASHI*, Yoshinobu MAEDA*** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University 

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

***Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University 

 

1. はじめに 

現在，一般的な視覚障害者に対する歩行補助手

段として屋外ではGPSを用いた位置案内システム
などが考案されているが，電波の届かない地下街

やマルチパスなどの影響を受ける屋内での使用は

困難である。そこで，現在屋内の多くの場所に設

置されている一般照明器具(蛍光灯)を用いて，位置
情報を送信する研究が進められている．  
ここでは，ユーザは蛍光灯下で位置情報を受信す

るが，その際以下に示す 2種類の原因により誤って
受信される可能性があり，受信データに含まれる誤

りの有無を判定する必要がある．  
・原因１ 蛍光灯下通過時に送信データの途中から

位置情報を受信，または途中までしか受信できなか

ったときに発生する受信データの欠落 
・原因２ 受光器の揺れ，光の遮断，ノイズ等が原

因で発生する受信データの欠落（文字化け）． 
研究初期の基本的な送信データ受信時には位置

情報の前後に付加された開始記号と終端記号の有

無によって受信データの正誤を判定していた．しか

しこの方法では，開始記号と終端記号の間で原因２

によってデータが欠落した場合に誤りは検出でき

ず，誤った位置情報が案内されてしまう．本研究の

目的は，原因１，原因２によって発生する受信デー

タの誤りを検出し，誤った位置情報の案内を防ぐこ

とである．そこで受信データから誤り検出を行うた

めに蛍光灯通信にチェックサムを応用する．また，

視覚障害者が持ち運びやすい PDA をユーザ端末と
し，音声位置案内を行うシステムの開発を目的とす

る． 
 

2. 方 法 

2-1. システム概要 
本システムは図１のように独自の送信制御装置

が内蔵された照明器具(インバータ２灯式蛍光灯)，
利用者端末(PDAとフォトセンサ)，および位置情報

送信用パーソナルコンピュータ(以下 PC)で構成さ
れる．PDAには eMbedded Visual C++3.0により作成
した位置案内プログラムを組み込む． 
具体的には制御装置と PCをRS-232C通信を用い
て接続する．PC で任意に指定した文字列を蛍光灯
から送信することができる．ユーザは，蛍光灯下を

通過する際，蛍光灯から発信された位置情報を利用

者端末で受信することにより案内情報を取得する． 
 

 

図１ システム概要 
 

 位置情報を受信した際に受信データから誤り検

出を行うために，チェックサムを送信データに付加

する．送信データフォーマットの詳細を以下に示す． 
例）$01001*30<CR><LF> 
１．$：開始記号 
２．01001：位置情報（01階にある蛍光灯 IDが 001

の蛍光灯が送信する位置情報） 
3．*30：チェックサム 
4．<CR><LF>：終端記号 
 
このフォーマットは GPS 受信機などで使用される
NMEA0183 を参考にしており，将来的に屋内外の
位置情報データ書式の統一を目指している．本方式

の誤り検出のフローチャートを図２に示す． 

 制御装置 位置情報送信用PC 

 蛍光灯 

ユーザ（利用者端末） 
 移動 

 位置情報 

RS-232C 



第２６回日本生体医工学会甲信越支部大会(Sep．2006） 

2 

      
図２ 誤り検出の流れ 

 
2-2．実験方法 
まずシステムの動作確認を行う．蛍光灯からの送

信レートを 9600bps に設定し，15 バイトの情報
$01001*30<CR><LF>を 100ms の時間間隔をあけて
逐次送信する．32Ｗの蛍光灯直下 1ｍを歩行速度約
1.3 m/sで移動し信号の受信を試みる．これを 50回
行う．本実験では送信データの先頭に 0000～9999
の番号を逐次付加してから送信し，①送信データ②

受信データ③案内情報 を比較し，受信データに誤

りが含まれない場合は「１階 001です」という案内
が PDA 画面上と音声により行われ，誤りが検出さ
れた場合には位置案内が行われないことを確認す

る．  
また，従来方式でも誤り検出を行い誤り検出率に

ついて本方式と比較し評価を行う．具体的には，

“はじめに”で述べた原因１，原因２によって生じ

た誤り回数をそれぞれ受信データから調べ，その誤

りに対する誤り検出回数を各方式で求める．誤り検

出率を以下の式で定義する． 
 
誤り検出率＝ 
 
 
3. 結 果 

 システムの動作確認のために比較した３つのデ

ータの実験結果の例を表 1 に示す．50 回の実験全
てにおいて，受信データに誤りがない場合にのみ案

内情報が PDA 画面上と音声により出力されたこと
を確認した． 

50 回行った実験において受信データに含まれる
誤り回数についてまとめた結果を表 2に，従来方式
と本方式で誤り検出回数と検出率を比較した結果

を表３に示す．表３より，従来方式に対して本方式

による誤り検出率が向上されたことを確認した． 
 
 

表１ 動作確認実験 
送信データ 受信データ 案内情報 

0005$01001*30 N・01*30  

0006$01001*30 0006$01001*30 0006$1階001です 

0007$01001*30 0007$01001*30 0007$1階001です 

0008$01001*30 0008$01001*30 0008$1階001です 

0009$01001*30 0009$0100p*30  

0010$01001*30 0010$01001*30 0010$1階001です 

0011$01001*30 0011$01001*30 0011$1階001です 

0012$01001*30 0012$0p00L・  

 
表２ 受信データに含まれる誤り回数  
 受信 

データ数 
原因 1 原因２ 誤り 

合計 
合計 423 53 28 81 

平均 8.46 1.06 0.56 1.62 

 
表３ 誤り検出回数・検出率 

 原因１ 
(検出回数) 

原因２ 
(検出回数) 

検出率 

従来方式 53 0 65.4% 

本方式 53 28 100% 

 
4. 考察 

表３より従来方式では 34.6％の誤りを検出でき
ていないことがわかる．視覚障害者へ位置案内を行

うことを想定すると，誤った位置情報が案内される

ことは大変危険である．従来の通信フォーマットに

チェックサムを付加した本方式は，従来方式では検

出できなかった誤りにも対応できている．現時点で

は同じ送信データに対してのみ誤り検出の実験を

行ったが，今後は異なる位置情報やデータサイズの

データを送った場合についても同じように検証し，

本方式の有用性について調査していく必要がある． 
 

5. まとめ 

 本実験で設定した送信データにおいて，誤りチェ

ックサムを用いた誤り検出を行うことにより，誤っ

た位置情報の案内を防ぎ信頼性の高い位置案内が

行えることを示した．また PDAをユーザ端末とし
た音声位置案内システムを開発した． 
 

6. 参考文献 

1) 山内弘章：分散処理を用いた屋内案内システム
に関する研究，新潟大学大学院自然科学研究科，平

成16年度修士論文 

2) 鷹見亮他：音声位置案内装置における屋内屋外
統合型情報作成ソフトウェアの開発，電子情報通信

学会技術研究報告MBE2005-56～67，pp.31-34 

チェックサム計算 

 

 

位置情報受信 

現在位置案内 

有 

一致 

開始・終端記号の有無 

チェックサム比較 

誤り検出回数 
受信データに含まれる誤り回数 

不一致（誤り検出） 

無（誤り検出） 
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Contourlet 変換を用いた画像拡大 
甲田 真俊*，阪田 治*，大木 真* 

*山梨大学 

Image Enlargement using Contourlet Transform 
Masatoshi KOHTA*，Osamu SAKATA*，Makoto OHKI* 

*University of Yamanashi 

 

1. はじめに 

ディジタル画像から拡大画像を作成するさいには

線形補間や bi-Cubic 法などの手法がよく用いられ

るが，拡大後にエッジ部分がなだらかになってしま

うために鮮明な拡大画像とはならない．人間が鮮明

な画像と認識するには，エッジを急峻に保ったまま

画像を拡大する方法が必要不可欠である． 

 そこでエッジを急峻に保ったまま画像を拡大す

る方法が研究されている．その一つとして

Greenspan らによって提案された方法がある[1]．

この方法では，エッジ部分の高周波成分が画像の解

像度によらずほぼ相似形であることに着目して，低

解像度のエッジ成分から非線形処理を用いて高解

像度のエッジ成分を生成する．しかし，Greenspan

らの方法では非線形処理を水平方向と垂直方向に

分けて行っており，斜め方向のエッジに関しては必

ずしも良い結果が得られていない． 

 そこで本研究では Greenspan らの考え方に，斜

め方向のエッジを傾きごとに処理する Contourlet
変換[2]を組み込むことで，拡大後の強調において

水平・垂直だけではなく斜め方向のエッジも処理を

行った． 

2. 方法 

2.1. Greenspan らの方法 

フィルタなどを用いて画像を低周波成分（ガウッ

シアン成分）と高周波成分（ラプラシアン成分）に

分離すると，エッジ部分に相当するラプラシアン成

分には図１のようなゼロクロスは波形が現れる．画

像の解像度によりゼロクロス付近の傾きは異なる

が波形そのものはほぼ相似である． 

画像 

 

画像 高周波成分

図１：エッジ成分 

そこで，図２に示すように低解像

シアン成分に対してクリッピング、

スフィルタ処理からなる非線形変

より高解像度のラプラシアン成分

Greenspan らの方法である[1]．た

らの方法では，非線形変換を水平方

分けて実行しており，斜め方向のエ

必ずしもいい結果が得られるとは限

クリップ 

バンドパスフィルタ 

図２：非線形変換 

2.2. Contourlet 変換 

斜め方向のエッジに対しても有

を行うためには，高周波成分を FA

を用いてエッジの方向ごとに分解し

直交する方向から非線形変換を行

られる．本研究では，方向依存性を

像度解析の中から Contourlet 変換

Contourlet 変換は，ガウッシアンフ

多重解像度解析に FAN フィルタを

析法であり，高周波成分を方向ごと

たって複数の FAN フィルタを用意

１ 
解像度が一つ低い
 
高周波成分

度画像のラプラ

増幅、バンドパ

換を施すことに

を推定するのが

だし，Greenspan

向，垂直方向に

ッジに対しては

らない． 

 

増幅 

効な非線形変換

N フィルタなど

，エッジ方向に

えば良いと考え

考慮した多重解

[2]を利用した．

ィルタを用いた

組み合わせた解

に分割するに当

するのではなく
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単一の FAN フィルタと skew（ずらし）変換を用い

るなど，離散的に実行しやすいような工夫がされて

いる． 

2.3. 提案法 

 図３に提案する拡大方法を示す．低解像度の原画

像は，一方で通常のアップサンプリングと補間処理

により拡大される．他方，Contourlet 変換によりエ

ッジ方向ごとの高周波成分が抽出され，拡大処理後

に非線形変換によって急峻化され，先に求めた通常

の拡大画像に加算される． 

図３：拡大方法 

≈

3. 結 果 

 256×256 ピクセルの標準画像にガウシアンフィ

ルタをかけて間引きしたものを原画像として使用．

この原画像を提案法および bi-Cubic 法，Greenspan

法によって拡大し，結果を比較した． 

  

  

図４：拡大結果 

（上左：標準画像 上右：提案法） 

（下左：bi-Cubic 法 下右：Greenspan らの方法） 

  

  

拡大 
各方向の 

高周波成分 拡大画像

拡大 非線形処理 

図５：電力スペクトル密度の比較 原画像 拡大 非線形処理 Contourlet変換 …

（上左：標準画像 上右：提案法） 
拡大 非線形処理 

（下左：bi-Cubic 法 下右：Greenspan らの方法） 低周波成分 

 提案法は bi-Cubic 法より視覚的に鮮明であり，

電力スペクトル密度でも高周波成分が増えている．

また，Greenspan 法と比べると視覚的にはわずかに

鮮明に，また電力スペクトル密度では部分的には増

えているところもある． 

 平均二乗誤差（MSE）で比較すると，提案法125.84，

Cubic 法 146.39，Greenspan 法 94.726 であり，提

案法の方がGreenspan法よりも若干MSEが悪化して

いる． 

4. まとめ 

Greenspan らの方法を基に，様々なエッジを分け

て処理をする Contourlet 変換を組み合わせた画像拡

大を試みた．bi-Cubic 法との比較ではより標準画像

に近いが，Greenspran らの方法とは視覚的にわずか

な改善されるのみだった． 

参考文献 

[1]Hayit Greenspan，Charles H. Anderson，and Sofia 

Akber, “Image Enhancement By Nonlinear 

Extrapolation in Frequency Space”, IEEE Trans. Image 

Process.，vol9，no.6，pp.1035-1048，June 2000. 

[2]Minh N.Do, and Martin Vetterli,“The Contourlet 

Transform:An Efficient Directional Multiresolution 

Image Representation”,IEEE Trans. Image Process. v 

ol14，no.12，pp.2091-2106，December 2005. 
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間接飛翔筋型昆虫の 2 次元振動モデルの作成と評価 

長岡技術科学大学 機械系１） 体育・保健センター２） 

中野 恒平１）、佐藤 毅顕１）、三宅 仁２） 

Development and Evaluation of the 2-dimensional  
Vibrating Model of the Indirect Flight Insect 
Kohei Nakano, Takaaki SATO,  Hitoshi MIYAKE 

Nagaoka University of Technology 
  
 

1. 研究背景 

 間接飛翔筋型昆虫は胸部の飛翔筋の収縮周波数が 20

～30Hz であるのに対し，数倍にあたる 120～130Hz で

翅をはばたかせ飛行している．我々はセイヨウミツバチ

（Apis Mellifela）を研究対象とし，その飛翔筋の収縮周

波数，翅のはばたき周波数の測定及び胸部振動モデルの

作成，翅間接構造の解析を行ってきた．これまでの研究

により，胸部の飛翔筋の構造は解明されている．しかし，

間接飛翔筋型昆虫の飛行において重要な意味を持つ周波

数増幅の原理については現在のところ解明されていない．

そこで，周波数増幅の原理を解明するため，飛翔筋の運

動の仕方に着目し，新たにモデルを作成すると共に、周

波数解析を行った． 

 

2. 研究方法 

2.1 これまでの研究結果 

 間接飛翔筋型昆虫であるセイヨウミツバチの胸部構

造を Fig.1 に示す． 

 
Fig.1 Thorax structure of Apis Mellifela 

 

 また，飛翔筋の収縮周波数と翅のはばたき周波数の関

係は以下の式の通りである． 

 

 

 

 wtm fff ≈<       （１） 

mf : 飛翔筋の収縮周波数(Hz) 

   : 外骨格，背板の周波数(Hz) tf
   : 翅のはばたき周波数(Hz) wf

 

胸部振動モデルは式(1)を満たすことを前提として，

作成した． 

2.2 胸部振動モデル 

従来のモデルでは，駆動部として，飛翔筋が収縮運動

をしていることから，回転運動ではなく往復運動に置

換した往復打弦機構を用いており，胸部外骨格背板を

弦で置換し、張力がセイヨウミツバチの外骨格のバネ

定数に近い値に調整できるよう，調整ネジを取り付け

ていた．モデルを Fig.2 に示す．今回は従来の 1 次元

だったモデルを改良し，弦を板材に置換し，2 次元モデ

ルを作成した．モデルのサイズは実際のセイヨウミツ

バチの 25 倍とし，板長はセイヨウミツバチの 3mm×

3.5mm に対し，75mm×87.5mm となっている．また，

飛翔筋の運動を置換している往復打板機構の設置位置

であるが，飛翔筋が外骨格全体の形状を変化させなが

ら収縮することから，中央の 43.8mm の位置とした．

胸部振動モデルの詳細を Fig.3，概略図を Fig.4，そし

て写真を Fig.5 に示す． 

 
Fig.2 Outline figure of the conventional model 

Head 
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Fig.3 Details of the model 

 

The portion which strikes 
a board

(Flight muscle)

Polypropylene Board(Turgum)
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Polypropylene Board(Turgum)

 

Fig.4 Outline Figure of the model 

 

 

 

Fig.5 Picture of the model 
 

3. 周波数測定と解析 

 モデルの周波数測定は CCD レーザ変位センサ

(KEYENCE LK-030)を用いて行った．測定装置の概略

図を Fig.6 に示す． 

 また，周波数解析は MEGA VIEW (KEYENCE)を用

いて行った． 

 

 

PC
Amplifier
unit

PC Card Polypropylene board

The portion which

strikes a board

(Flight muscle)

PC
Amplifier
unit

PC Card Polypropylene board

The portion which

strikes a board

(Flight muscle)  
Fig.6 OutlineFigure of the Frequency measurement 

 

4. 結果 

作成した胸部振動モデルにおいて，セイヨウミツバチ

と同様に，飛翔筋から外骨格背板に至る間の周波数増幅

現象を再現できた．また，1 次元モデルから 2 次元モデ

ルにしたことで，従来のモデルに比べ，よりセイヨウミ

ツバチの胸郭を模倣したものが作成できたといえる． 

 

5. まとめ 

今後も胸部振動モデルの作成及び周波数解析を進め，

間接飛翔筋型昆虫の飛行メカニズムの解明を行う．また，

飛翔筋の構造など，すでに解明され取り入れられている

部分もあるが，周波数増幅現象には外骨格と翅の接合部

の構造や胸部外骨格の複雑な形状などが起因している

ようなので，それらを網羅するような胸部振動モデルの

改良，また，間接飛翔筋型昆虫の飛行を模倣したマイク

ロ飛行体の作成を目指す． 

 

6. 参考文献 

1) H.MIYAKE ; Resonance Model of the Indirect Flight 

Mechanism in Bio-mechanisms of swimming and 

Flying (N.Kato et al Eds.) 39/50 springer, Tokyo 2004 

2) 三宅 仁、砂田 博幸、白幡 淳：ハチの翅間接

駆動メカニズムの構造およびアプローチ、日本機

械学会 2005 年度年次大会講演論文集 Vol.２ 

P141-142、2005 
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動脈狭窄モデルにおける拍動流と壁変形 －動脈狭窄モデルの周期的な曲率変化の影響－ 
小林俊一*，阿山悠己*，佐藤晋*，森川裕久*，Dalin Tang**，David N. Ku*** 

*信州大学繊維学部，**ウースター工科大学，***ジョージア工科大学 

Flow and Deformation in Stenosis Models of Arterial Disease 
–Influence of Cyclic Change of Curvature on Flow and Deformation – 

Shunichi Kobayashi*, Yuuki Ayama*, Susumu Sato*, Hirohisa Morikawa*, Dalin Tang**, David N. Ku*** 
*Shinshu University, **Worcester Polytechnic Institute, ***Georgia Institute of Technology 

 

1. はじめに 

粥状動脈硬化症による血管狭窄部には複雑な力

が係わっており，動脈硬化班の破綻に影響を及ぼす．

著者らは狭窄部下流側における血流速の増加によ

って負圧が生じ，動脈硬化班に圧縮力が生じること，

また，つぶれが生ずる可能性もあることが破綻の要

因の一部あると考えている(1)．そこで，流体－構造

連成による数値計算と，動脈の力学的特性が近い

PVA ハイドロゲルによる狭窄モデルを用いたモデ

ル実験によって，流れと狭窄部の応力や変形につい

て検討している(2)．本報告では，モデル実験の結果

として，冠動脈を想定した狭窄モデルの周期的に変

化する曲率の影響について述べる． 
 

2. 実験方法 

2.1. 狭窄モデル 
Fig. 1 に狭窄モデルの初期形状（断面図）を示す． 

(a)がストレートの狭窄モデル，(b)が曲率を持つ狭

窄モデルである． (b)はモデルの中心線が曲率半径 
 

(a) Straight model  (L=90 mm, Ls=8mm, D=4mm, h=1mm) 

 
(b) Curved model (D=4mm, h=1mm, R=31.3mm, θ =2.9rad, 

(R θ = 90mm)). 
Fig. 1 Schematic representation of stenosis models 

31.3mm，すなわち曲率ξが 3.2×10-2 mm-1となるよ

うに曲がっている形状とした(3)．なお，狭窄度 St [%] 
と偏心度 Ec [%] の定義式を次のように示す． 

St = (1-Ds/D) x 100 (%)    (1) 
Ec=e/((D-Ds)/2) x 100 (%)   (2) 

今回は St=70%, Ec=100%の狭窄モデルを用いた． 
2.2. 実験装置 

Fig. 2 に周期的に曲率を変化させる装置を示す．

周期的な曲率変動を与えるために，曲率が変化でき

るゴム製のサポートに曲率を持つ狭窄モデルをの

せた．左右からサポートをワイヤで引っ張り，引き

バネで引き戻すことにより曲率を変動させた．また，

サポートを固定するために，サポート中心に四角柱

の軸を取り付け，水槽に固定した．なお，狭窄モデ

ルと直管の間にはゴムチューブを介しているが，同

チューブは 130mmHg まで圧力を上げても内径が変

化しない様，十分硬いものを用いた．ワイヤへの引

っ張りはステッピングモータにより行い，狭窄モデ

ルの曲率半径が 28.1mm～46.9mm，すなわち曲率ξ

が 3.6×10-2～ 2.1×10-2 mm-1 と変化するように制

御した(3)．なお，拍動流においては，曲率変化は圧

力変化と同じ周期(1.0s)とさせたが，曲率のピーク

が上流側圧力のピークよりも約 60deg 遅れるよう

に位相差をもたせた(4)．Fig. 3 に実験装置の全体図

を示す．圧力は上流側リザーバタンクとバルブによ

り調整した．また，拍動流実験に おける拍動成分

はギアポンプをコンピュータ制御することにより

発生させた．内腔直径は超音波診断装置からの映像 
 

 

Fig. 2 Curved stenosis and rubber support 
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Fig. 3 Schematic diagram of the experimental flow loop 
 
を拍動流と同期させて取り込み，画像解析ソフトに

て測定した．作動流体には水を用いた． 
 

3. 結 果 

3.1. 流量特性 
Fig.4 にストレートの狭窄モデルと曲率を持つ狭

窄モデルの圧力と流量の１周期の変化を示す。これ

より，狭窄モデルに周期的な曲率変動をもたせるこ 
 

 
(a) Straight stenosis model 

 
(b) Curved stenosis model 

Fig. 4 Measured upstream and downstream pressure (P1, P2) 
and upstream and downstream flow rate (Q1, Q2) for an 
average downstream pressure P2ave=70mmHg, Stretch: 
36.5%. 

(a) Staright stenosis model  P2=6mmHg 

(b) Curved stenosis model  P2=24mmHg 

Fig. 5 Ultrasound images of the sagittal section of stenosis and 
cross section at the post stenosis when the collapse is 
occurred (P1=100±30mmHg, phase=312deg Stretch: 
36.5%) 

 
とによる流量の大きな違いはないことがわかる．し

かし，他の下流側平均圧力でも見られたが，平均流

量に関しては曲率を持つ狭窄モデルの方がわずか

減少することがわかった．これは管の曲げによる抵

抗の増加によるものと考えられる． 
3.2. 変形 

Fig. 5 に狭窄モデルがつぶれた時における，超音

波診断装置による画像を示す．これより，ストレー

トの狭窄モデルは狭窄部より少し下流側で広範囲

にわたってつぶれが起こっているが，曲率を持つ狭

窄モデルは狭窄部の下流側直後の上側でへこんで

つぶれているのがわかる．また，つぶれが生じる下

流側平均圧力は，ストレートの狭窄モデルは

6mmHg，曲率を持つ狭窄モデルは 24mmHg であっ

た．これらの原因は主に狭窄モデルの剛性によるも

のと考えられる． 
 

4. まとめ 

曲率を持もたせた狭窄モデルは，ストレートな狭

窄モデルを曲げた場合と比べると，平均流量が僅か

に減少し，つぶれの形状が異なり，その位置が狭窄

部に近くなることがわかった．今後は狭窄モデルの

力学特性や流量の変化を冠動脈に近づけ，作動流体

をより血液に近いものにする予定である． 
 

5.  参考文献 
(1) Aoki, T., Ku, D. N., J. Biomechanics, Vol. 26, No. 2, 

pp. 133-142, 1993. 
(2) Tang, D., Yang, C., Kobayashi, S., Ku, D.N., J. 

Biomechanical Engineering, Vol. 123, pp. 548-557, 
2001. 

(3) Weydahl , E., Moore , Jr. J. E., J. Biomechanics. Vol. 
34, pp. 1189-1196, 2001. 

(4) Guyton, Textbook of Medical Physiology, p. 154, Saunders, 
1986. 
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ペンタブレットを用いたパーキンソン病患者の小字症評価 
長谷川祐輔*，松本義伸**, 吉井孝博*, 平川晋也*, 山田暢一*, 田村正人***, 福本一朗* 

*長岡技術科学大学医用生体工学研究室，**長岡技術科学大学ラジオアイソトープセンター, ***長岡西病院 神経内科 

The evaluation of micrographia in Parkinson’s disease patient using pen tablet 
Yusuke HASEGAWA*  Yoshinobu MATSUMOTO*  Takahiro YOSHII*  Shinya HIRAKAWA*  Nobukazu YAMADA* 

Masato TAMURA*** Ichiro FUKUMOTO* 

*Biomedical Engineering Laboratory, Nagaoka University of Technology 

** Radioisotope center, Nagaoka University of Technology 

***Clinical Neurology, Nagaoka-nishi Hospital 

 

1. はじめに 

小字症はパーキンソン病(Parkinson’s Disease:PD)

患者の特徴的な症状の一つである.現在,症状改善を

目的とした訓練効果に関して報告(1)されているが,

その評価は主観に基づいており,統一された評価指

標はない. 

そこで本研究では小字症の客観的な評価指標確

立のために,ペンタブレット,ノート PC からなる小

字症評価システムを構築した.さらに本システムを

用いて,健常者を対象に書字課題を実施し,システム

の有用性について検討した. 

2. 方 法 

2.1. 計測装置 

本システムはペンタブレット (WACOM 製

intuous3 PTZ-630),ノート PC (hp製 Compaq tc4200)

で構成され,データ取得・解析ソフトウエアとして

National Instruments LabVIEW 8を用いた. 

プログラムはペンタブレットから,書字中のペン

座標データを100HzでPCに取込み,１文字毎または

1パターン毎にその最大最小 Y座標を検出し，文字

高を算出するものとした. 

2.2. 被験者 

本研究では健常学生 10 名 （平均年齢 22.7 歳,

全員右利き）を対象とした.予め本実験内容の説明

を行い，同意を得た後，以下の実験を行った. 

 

 

2.3. 課題内容 

課題は書字に個人差が現れにくいと考えられる

連続図形(Fig.1),小字症の発現が確認(1),(2)されてい

る非連続図形(Fig.2),文字(Fig.3)の３種類とし,被験

者は各々１回書字を行った. 

 

 

 

Fig.1 連続図形 Fig.2 非連続図形  Fig.3 文字 
また,筆跡の有・無による,書字への影響を調べるた

め,タブレットペンについてはインクの出るものと

出ないものを用意し, 各書字課題を筆跡のフィー

ドバック(FB)有・無の２条件で実施した. 

2.4. 測定方法 

タブレット上に文字高を指定するための targetを

印刷した紙(16.5×21cm)を貼りタブレットペンを用

いて書字課題を実施した. 

紙には連続図形課題については高さ 4cm,非連続 

図形と文字課題については高さ 2cmの targetを書字

開始点に配置し,実験時にこの target 高に合わせて

書字を行ってもらった.書字の速度,タブレットの位

置については被験者に一任し,普段どおりに書くこ

とを指示した. 

3. 結 果 

 Fig.4,5,6及び 7に健常学生 1名における実際の書

字図形及び書字回数ごとの文字高の推移を示す. 
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Fig.4 連続図形課題での実際の書字図形(FB有) 

 

 

 

 

 

 

Fig.5の書字回数毎の文字高の割合：連続図形課題 

 

 

 

 

 

 

Fig.6書字回数毎の文字高の割合：非連続図形課題 

 

 

 

 

 

 

Fig.7書字回数毎の文字高の割合：文字課題 

 

 

 

 

 

Fig.8 回帰直線の傾きの比較 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 文字高の割合の分散 

各課題についてそれぞれ targetの高さを 100とし書

字回数毎の文字高の割合(％)を求めた.文字高の推

移を最小二乗法による回帰直線より評価した結

果,FB の有無による文字高の割合に差はなかった

(Fig.8).続いて連続図形,非連続図形,文字の３つの課

題間で t-検定を行った.その結果,文字高の推移につ

いてはどの課題間においても差は見られず,特に大

きく字が変動した例は認められなかった. 

全被験者の文字高の分散値を Fig.9に示す．どの

課題においても FB無の条件において文字高がばら

つく傾向が見られた. 

4. 考察 

回帰直線による評価(Fig.8)では,文字高の推移に

ついては差が見られなかったが,ばらつき(Fig.9)を

みると課題間で差が見られた．課題間で比較した結

果,連続図形課題において,ばらつきが小さくなる傾

向が見られた.このことから,連続図形課題では個人

の文字に差がでないため,他の課題と比べ評価課題

として有用ではないかと思われる．しかし,文字課

題にのみ小字症が発現する例(1)があり,図形書字の

運動機能とは別の調整機構の独立性も報告されて

いる.そのため今後,PD患者に対しても同様に3種類

の課題について書字傾向を検討する必要がある. 

5. まとめ 

今回, 3 種類の書字課題の小字症評価に対する有

用性について検討した．連続図形課題については文

字の変動が少なく,一定の大きさで書字しやすいと

いう結果が得られた.今後,PD 患者を対象に実験を

行い,本システムの小字症評価システムをしての有

用性を検討する． 

6. 参考文献 

(1) 毛利春枝,天谷智子: Micrographia の症候学的検

討.高次脳機能研究 24(1) 2004 1～10,  

(2) Eun-Joo Kim : Micrographia on free writing versus 

copying tasks in idiopathic Parkinson’s disease, 

Parkinsonism and Related Disorders 11 2005 57-63 
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ブレインコンピュータインタフェースのためのアルファ波阻止の検出とシステム開発 
長谷川 敬士*，成田 拡憲*，堀 潤一** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科 

Alpha Blocking Detection for Development of Brain Computer Interface 
Keiji Hasegawa*, Hironori Narita* and Junichi Hori** 

*: Graduate School of Science and Technology, Niigata University, **: Faculty of Engineering, Niigata University 

 

1. はじめに 

コミュニケーションは，人間が生活していく上で

基本的な行動であり，必要不可欠なものであるが，

末期 ALS（Amyotrophic Lateral Sclerosis）患者など

の残存機能が極端に少ない患者の場合，有効なコミ

ュニケーション支援機器が少ないのが現状である．

ALSとは，残存機能が極めて少なくなった状態でも

意識は健常者と変わらず鮮明である．そのため現在

では，末期 ALS 患者の唯一の残存機能である脳活

動を用いたインタフェースとして，BCI (Brain 

Computer Interface)が注目されている[1]． 

本研究では，安静時に出現し，脳の活動時に周期

性を失い振幅が減少するアルファ波の脳波に注目

する．頭部で多チャンネル脳波を検出し，リアルタ

イムで信号処理を行うことで，非侵襲で，かつ意思

のみで操作が可能なインタフェースを開発するこ

とを目的とする． 

 

2. 方 法 

2.1. アルファ波阻止 

脳波は周波数成分によって分類でき，特に 8～

13Hz の周波数成分を持つ脳波をアルファ波という．

アルファ波は安静時に出現するが，脳の活動などに

より周期性を失い振幅が減少したり，消滅したりす

る．このことをアルファ波阻止（Alpha-blocking）

といい，本研究ではこのアルファ波阻止を利用した

BCIの構築を目指す． 

2.2. BCIシステム 

アルファ波阻止を検出することで，実際にリアル

タイムで意思を伝達する BCIシステムを開発した． 

被験者は座位安静状態となり，頭部に貼付した複

数の電極から，脳波を検出する．得られた脳波は増

幅され，A/D 変換よりノート PC へ取り込まれる．

ノート PC上でバンドパスフィルタを施すことによ

りアルファ波を検出し，得られた波形に，絶対値処

理，移動平均処理を施すことによりアルファ波阻止

の特徴を抽出し，意思の検出を行う．  

2.3. アルファ波阻止の抽出方法 

特徴抽出では，図１のように意思伝達区間を表す

トリガの前後に区間 A，B，Cを設定する．ここで，

Aはトリガ前の基準区間，Bはアルファ波阻止の直

前の区間，Cはアルファ波阻止が起こった区間を示

す．区間 A,B,Cの平均電位をそれぞれ AV , BV , CV と

すると，次の式（1）を満たした場合にアルファ波

阻止が発生したとみなす． 

100/xVVV ACB   (1) 

このとき，右辺は基準 AV の何％アルファ波阻止

が起こったかを表す．また左辺はアルファ波阻止に

より生じた電位差を表す． 

2.4. 練習機能 

このシステムでは，他にアルファ波阻止を意図的

に発生させるために練習機能を持たせた．アルファ

波の発生が顕著に見られると頭頂部から後頭部に

かけての 5 電極（Cz,P3,Pz,P4,Oz）に注目し，その

中でアルファ波阻止が検出された電極の数によっ 

 

図1 アルファ波阻止抽出のための脳波検出領域 
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て図２に示す円がリアルタイムで同心円状に広が

るというシステムを提案した． 

2.5. 評価方法 

本研究では，被験者にトリガとなる合図（音また

は光）を提示し，意思区間と意思区間外を伝えた．

上記提案方法によるアルファ波阻止の検出能力を

評価するために，瞬目を除いた全合図区関数に対す

る正出力数の割合によって確度を算出した．ここで

正出力とは意思区間でアルファ波阻止を検出する，

または意思区間外でアルファ波阻止を検出しない

ことをいう．  

2.6. 実験方法 

システム実現のために，アルファ波阻止が現れる

タイミング，脳内部位，強度，持続時間などを調査

するために以下の予備実験を行った． 

被験者は 20代健常男性 2名，座位安静状態とし

た．脳波取得には多チャンネルデジタル脳波計を使

用し，サンプリング周波数は 1kHzとした．貼付電

極は国際 10-20法に従い，脳波検出用の 15電極と，

瞬目検出用の 1電極を用いた． 

実験では，意思区間に被験者に対して以下のタス

クを課すことでアルファ波阻止を検出した．  

 

（1） 電球の点滅をリラックスした状態で見る 
（2） 電球が点灯したら両手を一瞬握る 
（3） 電球が点灯したら消えるまで両手を握る 
（4） 音が鳴り電球が点灯したら両手を一瞬握る 
（5） 音が鳴り電球が点灯したら両手を一瞬握る

イメージをする 
 
意思区間と意思区間外の提示には 2色（黒，黄）
の電球の画像と 2種類の合図音（1kHz，2kHzの正
弦波）を使い，黄色の電球の表示時を点灯とした．

バンドパスフィルタには，アルファ波帯域の 8-13Hz 

 

図 2練習機能画面 

と， 2つに分けた α1（8-10Hz）と α2（10-13Hz）
を用いた． 

 

3. 結 果 

図３に，アルファ波を各帯域に分けた場合の結果

を示す．グラフは 15 電極全ての電位変動を同時に

プロットしたものである．縦軸は電位の大きさは

[μV]である．矢印で示した部分でアルファ波阻止が

起こったことがわかる．特に α1 で大きく観測され

たため，本システムではこの α1 をアルファ波阻止

の抽出に用いることとした． 

確度を算出した結果，被験者 A ではタスク(2)，

電極 P3 で 78%，被験者 Bではタスク(4)，電極 P4

で 67%という最高確度が得られた（図 8）．また，

平均確度は被験者Ａで 71.75%，被験者Ｂで 62.5%

となった． 

 

(a) α1(8～10Hz)      (b) α2(10～13Hz) 

図 3 α-1と α-2の比較 
 

4. まとめ 

BCI構築を目指し，意思伝達タスクによる実験を

行った結果，8～10Hzのα1帯域でアルファ波阻止

が顕著に観測された．また，単一試行，単一電極で

最高確度 78%という高い結果が得られた．練習機能

を用いることで，意図的にアルファ波阻止を発生さ

せることができるようになれば，高精度な BCIシス

テムの構築が可能であると考えられる．今後は，最

適なタスクの検討，処理電極の多チャンネル化など

を行うことで確度の向上を目指す 

 

5. 参考文献 

[1]成田拡憲：アルファ波阻止を用いた BCI シス

テムの開発，第 6回日本生活支援工学会大会論文誌

p89,2006． 
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皮膚組織における最大氷結晶生成帯による凍結効果の基礎研究 

 
篠田 和文*，髙橋 大志*，中村 春樹*，曽根 和哉**，福本 一朗* 

*長岡技術科学大学医用生体工学研究室，**ツインバード工業株式会社 

A basic study of freezing effect by zone of maximum ice crystal formation on skin tissues 
Kazufumi SHINODA，Daishi TAKAHASHI，Haruki NAKAMURA，Kazuya SONE，Ichiro FUKUMOTO 

*Biomedical Engineering Laboratory，Nagaoka University of Technology 

**Twinbird Corporation 

1． はじめに 

現在，疣贅や悪性腫瘍に対して行われている治療

法として凍結手術が挙げられ，皮膚科領域で浸潤性

の低い病変に対しても適用されている．しかし，現

在の凍結手術では融解プロセスは受動的であり，最

適な融解速度に制御されていない．また，食品分野

において最大氷結晶生成帯と呼ばれる 0℃～－5℃

の温度範囲があり，この領域を緩速に通過させるこ

とが解凍後の品質を低下させるという報告がある．

そこで，最大氷結晶生成帯における皮膚組織への影

響を調査する事を目的とし，実験を行った． 

 

２．方法 

供給電力量により能動的な温度制御が可能な

Free Piston Starling Cooler（FPSC）とペルチェ素子

を用いて凍結手術装置を作製し，マウス（ICR・雄・

6週齢）に対しネンブタール腹腔内投与後，背部皮

膚組織に凍結手術を施行した． 

凍結手術条件は，1cycleで 2条件：①最低到達温

度で保持する条件（ keeping minimum reached 

temperature：MRT），②最大氷結晶生成帯で保持す

る条件（ keeping zone of maximum ice crystal 

formation：ZMI）とし，2cyclesで 1条件（1回目融

解過程で最大氷結晶生成帯まで温度上昇させ，2回

目の凍結を開始）と設定した．また，０℃未満の時

間を 10 分間に統一した．全条件で急速凍結－緩速

融解を行い，術中はプローブ接触面の皮膚表面温度

を測定した．融解は＋１℃に達した時点で完了とし，

術を終了した．Control群を含め各群 2匹ずつ，計 8

匹のマウスを使用した．  

術後 3 日目にうっ血の長軸と短軸をノギスで測

定した後，背部皮膚組織を摘出し，固定，包埋，薄

切を行い，HE（Hematoxylin and eosin）染色後に光

学顕微鏡下で皮膚組織の状態を観察した． 

 

３．結果 

3.1 温度データ 

術中の皮膚表面温度を Fig.1に示す．MRT条件で

は最低到達温度が－18.8℃を記録し 10 分の時点で

融解が完了した．2cycles条件では，1回目の凍結で，

－18.2℃まで温度低下した後，3 分で最大氷結晶生

成帯である－2.3℃に到達し，その後 2 回目の凍結

により－22.9℃まで温度が低下し，10分の時点で融

解が完了した．ZMI条件では最大氷結晶生成帯（－

0.3℃～－3.7℃）を保持し，10分で融解を完了した． 
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Fig. 1 mice back skin temperature variations   

  during cryosurgery 

 

3.2 うっ血直径および HE染色結果 

3日目に測定したうっ血の平均直径は，MRT条件

で 4.6±0.2mm，2cycles条件で 5.4±0.4mm，ZMI条

件においてはうっ血が確認されなかった． 

次に HE染色後の組織像を Fig.2～Fig.5に示す．
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Fig. 2は Controlの組織像であり，正常な細胞核や毛

包が観察された．Fig. 3 は MRT 条件の組織像であ

り，表皮組織での細胞の解離，真皮組織では核濃

縮・核消失，毛包の破壊，また，表皮・真皮組織で

の染色性の低下が観察された．Fig. 4は 2cyclesの組

織像であり，真皮組織では核濃縮・核消失，毛包の

破壊，表皮・真皮組織において染色性の低下が観察

された． Fig. 5は ZMI条件の組織像であり，表皮・

真皮組織での染色性の低下が観察された． 

HE染色後の組織像より，MRT条件において最も

様相に変化が観察され，ZMI条件において最も皮膚

組織変化が少ないことが観察された． 

 

 

Fig.2 Control tissue（HE，×50） 

  

Fig.3 The tissue of MRT（HE，×50） 

  

Fig.4  The tissue of 2cycles（HE，×50） 

  

Fig.5 The tissue of ZMI（HE，×50） 

 

４．考察 

細胞の凍結には，急速凍結による細胞内凍結と，

緩速凍結における細胞外凍結がある．また，細胞内

凍結は－10℃前後の温度で生じるとされている．そ

のため、ZMI条件では凍結温度が－10℃に達してお

らず凍結様式は細胞外凍結であると考えられる．  

HE染色結果より，ZMI条件では真皮組織での毛

包の破壊が観察されなかった．この理由として，真

皮組織における吸熱が不十分であったため，真皮に

与える影響が少なかったと考えられる．また，皮膚

の真皮組織は,表皮組織とは異なり，主に膠原繊維

と細胞間質から成る結合組織であるため細胞と細

胞の間に間隙が存在し，ZMI条件による細胞外凍結

により細胞間に氷晶が発生し，細胞への影響が少な

かった可能性が考えられる．  

うっ血直径結果より，2cycles 条件において皮膚

組織に対する表面的な影響が大きいことから，浸潤

性の低い病変に対して有効である可能性が示唆さ

れた．しかし，今回使用したマウスが 2匹であった

ため，対象の数を増やし，より詳細に最大氷結晶生

成帯の影響を検討する必要があると考えられる．  

 

５．結論 

 皮膚組織に対して最大氷結晶帯での温度維持は

影響が少ないことが示唆され，今後，最大氷結晶生

成帯に関する，より詳細な研究が必要であると考え

られる． 

 

６．参考文献 

[1] Daishi TAKAHASHI, et.al, Low Temp. Med., 

Vol.32, No.1, pp8-12, 2006.  
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食品デザインのための腸音活用法

－多チャンネル腸音計測・解析システムの開発－

騰川 雄裕*，阪田 治**，大木 真**

*山梨大学　工学部，**山梨大学大学院医学工学総合研究部

Bowel sound utilization for  food design
- Development of a prototype system for multi channel bowel sound measurement and analysis  -

Yusuke Togawa*，Osamu Sakata**，Matoko Ohki**

*Faculty of Engineering , University of Yamanashi

**Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi

1. はじめに

長期療養やリハビリのために長期入院等を強い

られる患者にとって，食事の管理は重要な問題で

ある．一般に，病院では栄養面に十分配慮を行っ

たメニュー作りが行われているものの，さらに患

者の日々の体調や体質に由来する消化能力の変動

までを十分に考慮することは難しい．しかし、患者

の治療および身体機能回復を促進するためには，

日々の食事について様々な角度から検討する必要

がある．本研究は，栄養学的見地以外の要素とし

て食品の消化のしやすさという面に注目し，腸音

によってそれを定量化するための基礎研究である．

我々は食材の種類や調理法，さらには患者本人の

体質・体調が腸音の発生状態，特に発生頻度の変

化に影響を及ぼしていると考え，各条件と腸音と

の因果関係について調査を行っている．その手始

めとして，小型かつ安価な機器を組み合わせた卓

上型の多チャンネル腸音計測・解析システムの開

発を行った．

2. 腸音の計測

　現在，腸音の聴診は聴診器を体表のどこか一箇

所に当てて行われるのが一般的である．しかし同

時に一箇所の計測では広範囲で発生する腸音を取

りこぼしなく計測するという本研究の目的に合わ

ない．そこで，本研究では腹部の表面上に複数の

マイクを置いて同時計測が可能となる計測装置の

開発を行った．.これにより一箇所での聴診では取

りこぼしていた腸音も記録することができる．さ

らに，本システムは小型かつ簡単な構成であり，

将来的な普及も視野に入れて開発している．

2.1　計測装置

　多チャンネルで腸音を収録するために TI 製

C6713DSP スタータキット(DSK)対応 同時変換ア

ナログ入出力ボードと DSK 拡張インターフェース

用マイク・スピーカアンプボードを使用した．最

大 8 チャンネルまで同時計測可能である．マイク

はエレクトレット型コンデンサマイクを使用して

いる．

　　　　　図 1(a).　計測装置のシステム

1
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　　　　　　図 1(b).　計測装置

3.　測定結果

　本システムは最大 8 チャンネルまで測定するこ

とができるが，本報告のための評価用のデータと

して 2 チャンネルで録音を行っている．以下に実

際の腸音の測定波形を示す．サンプリング周波数

は 2 kHz である．

　　　図 2.　2 チャンネルでの腸音測定結果

(上の波形はマイク 1(臍の左下)，下の波形はマイ

ク 2(臍の右下)に設置した．図 2中の矢印は腸音が

発生したポイントである．)

　マイク 1 の腸音の部分だけを切り出して求めた

パワースペクトルを図 3 として示す．この図から

腸音は 50Hzから 200Hzあたりにかけて直線的に大

きく減衰していることが確認できる．

　　　　　図 3.　腸音のパワースペクトル

4.　結論

　 我々は，食材の種類や調理法，体調や体質が腸

音発生頻度の変化に影響を及ぼしていると考えて

いる．体調や体質に関する条件と腸音との因果関

係を調べるための基礎的研究として，腸音の多チ

ャンネル計測装置と解析システムの開発を行い，

以下の結果を得た．

1)　TI 製 C6713DSP スタータキット(DSK)対応 同

時変換アナログ入出力ボードと DSK 拡張インター

フェース用マイク・スピーカアンプボードを使用

することで，最大 8 チャンネルまで測定可能な腸

音測定装置を開発した．これにより 1 チャンネル

では取りこぼしていたであろう腸音も記録するこ

とができる．

2)　腸音の特性を確かめるために腸音部分を切り

出しパワースペクトルを求めた．腸音のパワース

ペクトルは 0 から 50Hz までにピークを迎え，

200Hz程度にかけて直線的に減衰していることが

確認された．

　腸音解析システムについては，腸音以外の雑音

を除去するためのフィルタと未知のデータから腸

音を抽出するためのソフトウェアの開発を行って

いるが，今回は計測装置についての報告を行った．

参考文献

阪田他：日本食品工学会誌, Vol.5, No.2, 2004．
1
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マーカ画像を用いた歌唱における腹式呼吸の非拘束計測 
藤原幸二*，星野直樹*、伊東一典*、橋本昌巳*、浅沼和志**，荒井善昭*** 

*信州大学工学部，**セラテックジャパン（株），***長野工業高等専門学校 

Non-restraint measurement for abdominal breathing of the singing using marker image 
Koji Fujihara*, Naoki Hoshino*, Kazunori Itoh*, Masami Hashimoto*, Kazushi Asanuma**, Yoshiaki Arai*** 
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1. はじめに 

近年、歌唱やスポーツなど呼吸の評価が必要な場

面において簡易呼吸検知システムの構築が望まれ

ている１）、２）。しかし、現在の多くのシステムは被

験者を拘束するために、安静時以外の動作を伴う呼

吸情報計測では、正確な測定が行えない場合がある。 

本研究では、非拘束で、主に歌唱時の腹式呼吸に

よる局所的な体表面の変位が計測できるようなシ

ステムを検討している。すでにデジタルカメラによ

るマーカ画像を用いて、体表面の変位をピクセル数

の変化から計測できることを確認している１）。そ

こで、連続的な呼吸情報を得るためにデジタルビデ

オカメラを用いた動的計測を試みた。本報告ではビ

デオカメラの画素数を補い、局所的な計測を可能と

するために多重円形マーカを採用した。始めにアク

チュエータを用いて腹式呼吸動作のシミュレーシ

ョンを行い、多重円形マーカの有効性を確認した。

次にその結果をもとに、被験者の腹式呼吸について

検討した。 

2. 腹式呼吸動作のシミュレーション 

2.1. 計測方法 

腹式呼吸では横隔膜などの動作に伴い体表面が

変位するが、特に前方の「へそ」を中心とした腹部

の直径 10cmの円周内で変位が大きく、最大吸気時

と最大呼気時の間で約 2cmの変位量を確認してい

る３）。そこで、腹式呼吸動作を測定するための画

像マーカの有効性を確認するために、約 2mmの局

所的な変化まで捉えられる図 1 に示すような直径

10cm,7cm,4cmの多重円形マーカを採用した。その撮

影には、図１のようにビデオカメラDCR-TRV20

 

図 1 計測方法図 

（SONY、動画時有効画素数約 70 万）を使用し、

マーカとの距離は多重円形マーカが撮影範囲の縦

約 16cm、横約 22cm に入るように 30cm と設定した。

また、連続したマーカ画像データを PC に取り込み、

画像編集ソフト（WinDVD Creator2）で画素数 320

×240 の静止画に変換される。その際、最大で 1 秒

間に 20 枚の静止画を得ることができるが、ここで

は普通から比較的ゆっくりした腹式呼吸（約 3 秒か

ら約 6 秒）を対象としているので、今回は 1 秒間で

3 枚の静止画で解析を行った。この呼吸動作のシミ

ュレーションのため、多重円形マーカを設置したポ

ジショニングアクチュエータ（日本精工株式会社）

を前後 1.5cm 幅、秒速 5mm で等速に移動させた。 

2.2. 結果と考察 

シミュレーションした結果を図 2 に示す。最大吸

気時と最大呼気時の間を想定した 3cm 間を移動さ

せた際のマーカのピクセル変化は、直径 10cm のマ

ーカでは最大で 14 ピクセルの変化があったのに対

し、直径 4cm のマーカでは 5 ピクセルの変化とな

った。しかし、腹式呼吸における腹部の変位のよう

なわずかな移動距離でもピクセル変化によって変

位している様子がどのマーカにおいても見ること 

１ 
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図 2 呼吸動作シミュレーションのピクセル変化 

ができ、特に直径 10cm と 7cm のマーカではアクチ

ュエータの動作に追従していることが確認できる。 

3. 腹式呼吸における変位計測 

3.1. 計測方法 

被験者は、「へそ」を中心とした位置に多重円形

マーカを描いた密着する服(UNIQLO、BODYTECH)

を着て、腹式呼吸を行った。前に述べたシミュレー

ション時の呼吸動作と同様な計測を行う。被験者に

はマーカから 30cm 離れたビデオカメラの前に立っ

てもらい、3 秒間吸って 3 秒間吐いてもらうという

動作を 1 分間繰り返してもらった。 

3.2. 結果と考察 

図 3（a）、（b）に各マーカの縦、横のピクセル数

の変化を示す。それぞれの図の右側の数字は最大吸

気時と最大呼気時のピクセル変化を変位量に換算

した平均値である。 

 腹式呼吸によって腹部が連続的なリズムで変位

していることが確認できる。また縦と横のピクセル

変化を比較して波形に位相差や最大変化量に差が

ないことから「へそ」を中心に同心円状に膨張、収

縮を繰り返していることがわかる。被験者は弾性の

ある服を身につけているので体表面の変化に追従

しているが、シミュレーションとは異なりピクセル

数が若干増えている。ところで、市販の拘束型呼吸

ピックアップ（日本光電、TR-753T）での計測と比

較すると、測定範囲 12cm で変位が 1.4cm であった

のに対し、直径 10cm のマーカ部分の横のピクセル

変化量が 24.2 個で、変位に換算すると 1.64cm であ

ることから、ほぼ等しい結果が得られている。 

 
（a）縦の変化 

 
（b）横の変化 

図３ 腹式呼吸における各マーカのピクセル変化 

4. まとめ 

非拘束型呼吸情報の計測を目指しマーカ画像を

用いて呼吸による体表面の変位を計測した。呼吸に

伴うわずかな変位を測定できるため、多重円形マー

カの位置を変化させれば、胸式呼吸にも対応するこ

とができると思われる。しかし、画像解析処理では

情報量が膨大になってしまい、処理に時間がかかる

ことから、今後はビデオカメラに代わる光学的なア

ナログ計測法についても検討する予定である。 

参考文献 
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 The muscle spindle that is a sensor in vivo has an interesting structure. The combination 

of the actuator and the sensor is related to the time base range of this sensor. This can be 

developed as a new sensor referring to the structure. In this study, a load cell and a linear 

stage were combined to develop a prototype tensiometer. 

 The muscle spindle that is a sensor in vivo has an interesting structure. The combination 

of the actuator and the sensor is related to the time base range of this sensor. This can be 

developed as a new sensor referring to the structure. In this study, a load cell and a linear 

stage were combined to develop a prototype tensiometer. 

Key words :  muscle spindle , sensor, actuator , tensiometer Key words :  muscle spindle , sensor, actuator , tensiometer 

 

１． 背景 
近年、生体の構造に大きな関心が寄せられているが、その

センシングという分野では生物を参考にするという点でまだ

十分だとはいえない。既存のセンサーとは異なる構造をもっ

た体内のセンサーである筋紡錘を参考にすることで、新しい

構造のセンサーを開発した。 

 
２．目的 
 筋紡錘の検出メカニズムは、機械力学的分野での応用が可

能だと考えられる。それにより既存のセンサーにはない特性

をもったセンサーが実現できると考えられる。そこで、本研

究では筋紡錘の原理のメカニカルモデルを実現させる事を目

的とした。 

Fig.1 Schema of Muscle Spindle１）

 
３．筋紡錘とは 
３．１筋紡錘の構造 
 筋紡錘（muscle spindle）は、筋の長さや変化速度をセン

シングしている感覚器官である。形状は数ミリの長さのカプ

セル状であり、筋内に多数存在する。その数はより繊細な運

動をする筋に多く含まれる。筋紡錘は錘外筋に並列に付着し

て存在する。 
 筋紡錘内部には筋繊維が収められており、その筋繊維は形

状によって２つに分けられる。１つは核袋繊維（nuclear bag 
fiber）といい、大きく、長く、中間部に核が多数ある。他は

核鎖線維(nuclear chain fiber)で、短く、核が１列に並ぶ。 
構造の模式図を Fig.1 に示す 

核袋、核鎖繊維ともに両端に運動性神経が接続され両端のみ

が収縮し、収縮する機能を持たない中央部分には感覚性神経

が接続されるつくりになっている。 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

３．２神経線維 
 筋紡錘には数種類の神経線維が繋がっている。 
筋紡錘において特に重要な働きをしているのが運動性神経で

あり紡錘内の筋繊維の両端に遠心性の信号を伝えるγ神経繊

維と、感覚性神経であり筋の長さおよび伸展速度を測定し求

心性の信号を伝えるⅠa 群繊維、Ⅱ群繊維である。 
 筋を受動的に伸展すると筋に平行に接着されている筋紡錘

も伸展され、赤道部に張力がかかり、筋紡錘から信号が発生

する。また、γ運動性神経からの興奮により錘内筋繊維が収

縮しても紡錘内の筋繊維中央部に張力がかかり、信号が発生

する。 
 錘内筋繊維とその神経支配を Fig.2 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig.2 Two kinds of Intrafusal Muscle Fiber  

with the Nerve Rule Muscle Spindle１）
 

1 
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３．３筋紡錘の働き 
筋が外力により伸展された際、その伸展速度と長さに応じ

てパルスが発射される。筋の身長に伴い筋に接着された筋紡

錘も伸張されるためである。しかし、筋紡錘が特徴的なのは

γ運動性神経繊維により紡錘内の筋繊維の長さが調節され、

この場合は緩める事で中央にかかるテンションを調整し、筋

は伸張していても筋紡錘にかかるテンションを平常に戻す点

である。同様に筋が弛緩したときもγ神経線維の刺激により、

維内両端の収縮部分を縮めることで筋紡錘中央の状態を平常

に戻す。これはつまり、センサーと長さを調整する機構との

組み合わせであり、それにより本来のセンサーの使用可能範

囲を大幅に広げる結果となっているのみならず、常にセンサ

ーの最も感度のよい状態を維持できるようになっている。 

 
４．機械工学的アプローチ 
この、センサー部と長さの調節部からなり、全体の長さを

調整することでセンサー部分にかかる力を調整するという筋

紡錘の構造を参考にすることで、新しい張力センサーを開発

できると考えた。一般にセンサーの感度とレンジはトレード

オフの関係にある。張力センサーの感度を高め、少ない変異

に対して大きな反応をするようにすると、使用可能なレンジ

が小さくなり、また使用可能なレンジを広く取ると感度を低

くせざるを得ない。（Fig.3） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ここで筋紡錘を参考に、張力センサーと長さの調節機構を

組み合わせ、張力センサーの初期の変移を自在に調整できる

ようにする。すると感度が高く広範囲で扱えるセンサーとみ

なすことができるようになる。(Fig.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
このセンサーのメリットであるが、これまで測定範囲の広

さから複数のセンサーを積むことでしか対応できなかった部

分をひとつのセンサーで補えるようになる可能性がある。そ

れにより低コスト化やメンテナンス性の向上、軽量化が望め

る。 
  
 ５． 実験装置 
 試作した実験装置を以下に示す。 
         
      Linear stage          Load cell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Base           Jig 
 
 
 筋紡錘のミメティクスとしてのロードセルとアクチュエー

タの組み合わせと、その筋紡錘のミメティクスに荷重をかけ

るためのアクチュエータが必要である。つまり、このシステ

ムはロードセル一つとアクチュエータ二つからなる。 
 構成要素を選択する際に指針となる条件は大まかに以下に

示す４つである。 
１． ロードセルにかかる正負両方の負荷に対応できる。 
２． ロードセルが直線上を滑らかに移動できる 
３． 高精度な位置決めとある程度の外力をかけられる 
 条件２．３より、アクチュエータにはボールネジ式のリニ

アステージが最適であると考えた。また条件１よりロードセ

ルは圧縮引張両対応のものを選ぶ。 
 同型のアクチュエータ二つを選ぶのは、評価するために正

確に荷重をかけるためであり、使用可能な範囲や荷重の面で

都合が良いためである。 
 
 ６．今後への展望 
 今回装置を試作したことで得られた結果を元に、装置の改

良につとめたい。 
 
７．参考文献 

１） 中浜博，田崎京二，鈴木泰三：生理学通論Ⅱ．共立出版．
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1. はじめに 

現在、臨床で行われている嗅覚検査には基準嗅覚

検査(T＆T オルファクトメトリー法)と静脈性嗅覚
検査(アリナミン法)がある。これらの方法は被験者
の主観に依存する問題点がある。しかし、現段階で

は嗅覚機能を客観的に計測および評価する方法が

確立されていない。 
そこで本研究では心理的指標である脳波を用い

て客観的な嗅覚検査方法・装置を考案した。また、

装置により実験を行い、その結果より装置の評価を

行った。 

2. 方 法  

2.1. 計測装置 

本研究で考案した装置は同期刺激部として人工

呼吸器、ネーザルマスク、電磁弁、フローセンサ、

自作電子回路(Fig.2)、直流安定化電源、コンプレッ
サーを用い、脳波計測部として脳波計、パーソナル

コンピュータを用いた。 
以下に構成図を示す(Fig.1)。 

 
Fig.1 同期刺激部(左)，脳波計測部(右) 

 
Fig.2 刺激切り替え回路図 

2.2. 計測方法 

嗅覚事象関連電位を測定するためには呼吸と匂

い刺激を同期させることが必要不可欠である。そこ

で本研究では人工呼吸器を用いて呼吸と匂い刺激

を同期させた。 
はじめに被験者にネーザルマスクを装着し人工

呼吸器の圧調整を行い、人工呼吸器の定圧制御機能

を用いて呼吸と匂い刺激を同期させた。また、吸気

開始点をトリガとするためフローセンサにより同

期計測した。 
脳波計測の電極部位には国際 10-20 法で定めら
れている部位を採用し基準電極導出による Fz，Cz，
Pz，Oz部位を測定した。またアーチファクトを軽
減するためシールドルーム内で計測を行った。眼電
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と聴覚事象関連電位を軽減するため 1 点注視と耳
栓を指示した。また、同パラダイムでオドボール課

題を実施した。 
2.3. 対象 

計測は喫煙歴の無い健常学生 3 名を対象に行っ
た。 
2.4. 呼吸器の設定 
 呼吸器のモードは以下のように設定した。 
Table1 呼吸器モード  

モード CPAP 

プレッシャーサポート圧 

[mbar] 
2 

PEEP [mbar] 1 

3. 結 果・考 察 

3.1. トリガ信号の検討 

フロートリガは以下のように計測された。（Fig.3） 

 
Fig.3 フロートリガの一例 

このフロートリガは加算平均をする際に加算開

始点となるものである。加算開始点を波形の極小値

とし、極小値は呼気の終了であることを考慮し極小

値より 2000msを切り出し、加算平均を行った。 

3.2. 嗅覚自供関連電位による検討 

 測定した脳波群から刺激提示時の Cz脳波を切り

出し 8回加算を行った(Fig.4)。また、刺激を提示し

ていない間の試行を Control として切り出し、同じ

く加算平均を行った(Fig.5)。 
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Fig.4 嗅覚刺激における Cz部位の加算平均 
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Fig.5 Control時における Cz部位の加算平均 

 

 Fig.3 より呼気終了から吸気開始まで約 1.0 秒の

遅れ時間があるため 1000～2000ms間の脳波に着目

した。今回の結果(Fig.4)では呼気終了後 1500ms 付

近に陽性波形が見られる。文献よりマスクを使った

方法(オープン法)の刺激後潜時は 500～600ms であ

るとされている。遅れ時間(1.0s)と潜時の差分を取

ると適合する。よって Fig.4で示した部位の波形が

嗅覚事象関連電位の可能性がある。 

 しかし、被験者数の不足から統計的に嗅覚誘発電

位の発生を見ることは出来なかった。 

4. まとめ 

本研究では、人工呼吸器を用いて嗅覚誘発電位を

測定することのできる計測システムを作製した。実

際に健常学生を対象に測定を行ったが統計的な潜

時の特定には至らなかった。しかし嗅覚誘発電位を

測定できる可能性があり、今後は被験者を増やし臨

床評価が出来るよう繋げていきたい。 
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スキー実滑走中の振動計測と模擬振動暴露シミュレータによる 

新しいスキー設計概念：特に振動に起因する疲労を考慮して 
松橋 寿尭*，塩野谷 明*，関口 豪*，緒方 賢一郎*，小林 俊雄*，山本 晋平** 

*長岡技科大，**ヨネックス 

EMG measurement in grandeur skiing and new concept of ski design by the vibration simulator 
using tredmill and grandeur 

Toshiaki Matsuhashi*，Akira SHIONOYA*，Tsuyoshi SEKIGUCHI*，Keniｃhiro OGATA*，Toshio KOBAYASHI*， 

Shinpei YAMAMOTO** 

*Nagaoka University of Technology，**Yonex Corporation 

 

1. はじめに 

本研究では，スキー滑走時のスキー板の振動が生

体にどのような影響を及ぼすのかを検討するため

のシステム構築を行い，基礎的な測定を行った．併

せて，後述するベンチシミュレータに用いるグラン

ジャースキーの実滑走中の EMG計測ならびに前述

のスキー滑走時の振動の測定結果に基づき，スキー

滑走中の振動を模擬的にスキーヤーに暴露するベ

ンチシミュレータ（模擬振動暴露シミュレータ）を

構築し，スキー板の振動がスキーヤーの疲労にどう

いった影響を及ぼすかを検討した．その結果より，

従来のようにスキー板のパフォーマンスを主に考

えてスキー板の設計を行うのではなく，ヒトの疲労

等を指標としてスキーを設計する新しい設計概念

について考える． 

 

2. 方 法 

2.1. スキー実滑走中および模擬振動暴露シミ

ュレータの構築 

被験者のスキーには，スキー板の中心部に加

速度計を装着し，スキー実滑走中の振動を検出

した．  

この結果に基づき市販されるトレッドミルと

夏用スキーであるグランジャー(ホンマ科学社

製)を組み合わせた模擬振動暴露シミュレータ

を構築した．グランジャーの中心部には加速度

計が装着され，走行中の振動が検出される．  

2.2. 模擬振動シミュレータでの疲労計測 

疲労計測で，被験者はグランジャーを装着しトレ

ッドミル上前方のロープによってトレッドミル上

に固定される．  

本実験では，トレッドミル上でクラウチングの姿

勢をとり，ベルト速度 0，6，12km/h をそれぞれ 2

分間行い，30秒毎 15秒間に前脛骨筋の筋電を測定

した．  

3. 結 果 

3.1 スキー実滑走中および模擬振動シミュレー

タの振動計測 

 図 1 はスキー実滑走中および模擬振動シミュ

レータの振動計測の結果を示す．図中より加速度

振幅と周波数の関係を示す直線は，模擬振動シミュ

レータによって暴露される振動とスキー実滑走中

の振動がほぼ近いことを示唆する結果であった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Relationship between flexural vibration of a 

ski plate in skiing and flexural vibration of bench 

simulator 
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3.2 模擬振動シミュレータでの疲労計測 

図 2 はトレッドミルの速度と積分筋電図

（iEMG）の関係を示す。トレッドミル速度に応

じて筋出力の指標である iEMG には、トレッド

ミルのベルト速度の増加に伴う傾向は見られな

かった． 

図 3 は各トレッドミル速度における 2 分間の

MPF（平均周波数）の変化を示す．MPF は以下

の式より算出した. 

∫
∫ ⋅

=
h

h

f

f

f

f

dfnfW

dfnfWf
nMPF

1

1

),(

),(
)(  

n：解析区間における各サンプル時刻 

f：各サンプル時刻における周波数 

fh：最高周波数 

f1：最低周波数 

暴露振動周波数を高くすること（ベルト速度

を上げる：図 1 参照）で MPFの低下を助長する

結果となった． 
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Fig.2 The iEMG in each tredmill speed 
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Fig.3 Muscle fatigue by bench simulator 

4. まとめ 

 本研究は以下のようにまとめられる．スキー実滑

走中および振動模擬シミュレータによる振動計測

については，構築された模擬振動シミュレータは実

際のスキー滑走と近い振動特性を被験者に暴露す

ることが認められた． 

振動模擬シミュレータによる疲労計測では前頚

骨筋の EMGより，振動を暴露することで筋疲労の

指標となるMPFの低下が確認された． 

以上の結果より，従来のようなスキー板のパフォ

ーマンスに重きをおいたスキー設計ではなく，ヒト

の疲労等を指標としてスキー設計を行うという新

しいスキー設計概念が可能になるものと考える． 

 

5. 参考文献 

1． 巌見武裕，土岐仁：スキー滑走中の生体負荷に

関する研究．日本機械学会スポーツ工学シンポ

ジウム，No.01-22，131-135，2001． 

2． 河合茂博，坂田敏行：スキー板のダンピング特

性の改善．日本機械学会スポーツ工学シンポジ

ウム，No.00-38，167-169，2000． 

3． 三浦豊彦：労働の衛生学．大修館書店，1969． 

4． Shionoya.A：Flexural vibration of ski plate in 

curving turn. The impact technology on sport. Vol.1，

131-136，2005． 

5． 棚橋良次：スキー滑走のメカニズム．日本機械

学会誌，Vol.95（888），pp45-48，1992． 

6． 牛山幸彦，木竜徹：膝関節角度を参照した筋電

図解析によるスキー運動字筋疲労評価システ
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３次元骨モデルの２方向透視Ｘ線画像への重ね合わせの自動化 

佐々木俊行* 林 豊彦*,** 中村康雄** 渡辺 聡*** 

*新潟大学大学院自然科学研究科，**新潟大学工学部福祉人間工学科，***新潟こばり病院整形外科 

Automatic Superposition of 3D Bone Model upon Biplanar Fluoroscopic Images 

Toshiyuki SASAKI*, Toyohiko HAYASHI*,**, Yasuo NAKAMURA**, Satoshi WATANABE*** 

*Graduate School of Science and Technology, Niigata University, 

**Department of Biocybernetics, Faculty of Engineering, Niigata University 

***Orthopedic Surgery, Niigata Kobari Hospital 

 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 

膝関節の位置・姿勢の３次元解析法の一つに，膝の

３次元形状モデルを透視Ｘ線画像へイメージマッチン

グする方法がある．この解析法は，既に人工膝関節置

換後の膝関節の運動解析に臨床応用されている

[1,2,3]．我々はこの方法を拡張し，正常膝や非置換膝

の位置・姿勢を３次元解析できるシステムを開発した．

本システムでは，従来とは異なり，形状モデルとして

MR画像から再構築した「３次元骨モデル」を用いる．し

かし，モデルの２方向透視Ｘ線画像への重ね合わせを

目視による手作業で行っていたため，推定が主観的で

あるという問題があった．そこで本研究では，この重ね

合わせの自動化を目的とした． 

 

２２２２．．．．膝膝膝膝のののの位置位置位置位置・・・・姿勢姿勢姿勢姿勢のののの３３３３次元解析次元解析次元解析次元解析システムシステムシステムシステム 

２２２２.１１１１. シシシシステムステムステムステム構成構成構成構成 

本システムは，MR 画像から骨モデルを作成するた

めの３次元再構築ソフト（Zed View，LEXI 社），直角２

方向撮影可能な透視Ｘ線撮影装置（BV Libra，Philips

社）および解析用 PC からなる．図 1 と 2 に，それぞれ

モデル作成画面と２方向透視Ｘ線画像を示す． 

２２２２.２２２２. 重重重重ねねねね合合合合わせわせわせわせのののの自動化自動化自動化自動化 

はじめに，透視Ｘ線画像（図 2）の骨輪郭形状をでき

るだけ密になるようにディジタイズする（これを「骨輪郭」

と呼ぶ）．次に，３次元骨モデルを仮想撮像面に投影し，

その輪郭を“追跡による輪郭抽出”[4]により抽出す

る（これを「モデル輪郭」と呼ぶ）．骨輪郭とモデ

ル輪郭との違いを最小二乗距離で評価し，その値が

最小になるように骨モデルの位置・姿勢を決めた．

その最適化には滑降シンプレックス法を用いた． 

 

図 1 ＭＲ画像を用いた３次元骨モデルの作成 

 

(a) Sagittal  (b) Coronal 

図 2 透視Ｘ線画像 

３３３３．．．．実験方法実験方法実験方法実験方法 

被験者は膝関節損傷患者２名とし，ある一つの肢

位における大腿骨と頸骨の位置・姿勢を求めた． 

実験１（評価関数の妥当性評価）：目視による手作

業で透視Ｘ線画像と重ね合わせた骨モデルの位

置・姿勢を基準とし，以下の範囲で位置・姿勢を変

化させて評価値を算出した：１）位置は３軸の各方

向に ±10[mm]，２）姿勢は３軸の各軸回りに

±10[deg.] ． 

実験２（重ね合わせ結果の評価）：2.2.に述べた方法

により，骨モデルを２方向透視Ｘ線画像に重ね合わせ，

重なり具合を目視的に評価した．滑降シンプレック
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ス法を用いた自動重ね合わせは，必ずしも一回だけ

でなく複数回繰り返した．繰り返しの終了条件は「重

ね合わせ前後の位置・姿勢の変化がそれぞれ

0.5[mm]以下，0.5[deg.]以下」とした． 

 

４４４４．．．．実験結果実験結果実験結果実験結果 

図 3 に実験１の結果を示す．横軸は，(a)が基準

の姿勢からの回転角度，(b)が基準の位置からの並

進距離を表し，縦軸は評価値を表す．評価関数は，

手作業で重ね合わせた位置・姿勢付近において唯一 

 

(a) 回転パラメータ 

 

(b) 並進パラメータ 

図 3 回転・並進パラメータが評価値に与える影響 

 

(a) 被験者 A 

 

(b) 被験者 B 

図 4 輪郭の重ね合わせ結果 

の最小値をとった．図 4 に実験２の結果を示す．この

結果と手作業による重ね合わせ結果は，目視的には

違いを判別できなかった． 

５５５５．．．．考察考察考察考察 

重ね合わせの自動化に用いる評価関数の妥当性に

ついて述べる．図 3 に示す評価関数には局所最小値

が見られず，かつ手作業による重ね合わせ結果はほと

んど大局的な最適解であった．従って，この関数を用

いて重ね合わせを自動化すれば，局所最小値に陥る

ことなく，大局的な最適解が得られる，すなわちモデル

輪郭を骨輪郭に重ね合わせられることが分かる．実際

にこの評価関数を用いて３次元骨モデルを２方向透視

X 線画像に重ね合わせた結果，図 4 に示すように，モ

デル輪郭は骨輪郭にほぼ一致した．以上から，提案し

た評価関数を用いれば，滑降シンプレックス法のような

比較的簡単な最適化アルゴリズムを用いても最適解が

得られることが分かった． 

今回の実験では，骨の位置・姿勢の真値が与えられ

ていないため，手作業で抽出した骨輪郭の精度や推

定値の精度は評価できなかった．切断肢などを用いた

精度検定が今後の課題である． 
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画像処理を用いた頭部運動による入力装置の開発に関する基礎研究 
大桃 亮太*，金子 雄一郎*，村上 肇*，佐藤 栄一*，渡辺 高志**，星宮 望*** 

*新潟工科大学情報電子工学科，**東北大学情報シナジーセンター，***東北学院大学 

Fundamental study on development of input system using head movement 
estimated by image data processing 

Ryota OHMOMO*,  Yuichiro KANEKO*,  Hajime MURAKAMI*, 

Eiichi SATO*,  Takashi WATANABE**,  and  Nozomu HOSHIMIYA*** 

*Niigata Institute of Technology,  **Tohoku University,  ***Tohoku Gakuin University 

 

1. はじめに 

脊髄損傷や脳卒中等の中枢神経障害による運動

機能障害者に対する動作再建法として，「機能的電

気刺激」（Functional Electrical Stimulation；FES）が

知られている 1)．重度四肢麻痺者が操作できる入力

装置を構築する上で，頭部運動は有効な入力情報で

ある．我々の研究グループでは，頭部の運動角度を

用いる方法 2)，頭部運動を用いて作業空間内の座標

を指示する方法 3)，さまざまな命令ボタン（に相当

する区画）を頭部運動で指示し，3 次元位置角度セ

ンサで計測する方法 4)，机上に受光装置を配置し，

頭部運動によって所望の命令に対応する素子にレ

ーザ光を照射して命令を選択するシステム 5)を検討

した．本研究では，頭部運動の方向を命令とし，頭

部に設置したカメラが撮像した周囲の風景の画像

を処理して，画像の変化からカメラの運動，すなわ

ち頭部の運動を推定することを提案する．そして，

その基本的な実現可能性を確認したので，報告する． 

 

2. 方 法 

2.1. 頭部運動推定の原理 

頭部に設けたカメラで取得した画像内の静止物

体は，頭部運動に伴って，見かけ上，頭部運動と逆

方向に移動する．そこで，画像内の物体の移動を調

べることで，頭部運動を推定できる． 

まず，連続した静止画像を取得する．図 1 のよう

に，直前の画像の四辺に沿って 4 つの基準領域（以

下，「テンプレート」）を設定する．現在の画像内に

おいて，直前のテンプレート Ti（i=1～4）に似た領

域を探す．式(1)の RGB 誤差 Ei の最小化によるテン

プレートマッチングを行い，求めた領域を「着目領

域 Si」と呼ぶ． 

∑ ∆+∆+∆= 2221 BGR
N

Ei   (1) 

但し，N は着目領域 Si やテンプレート Ti のピク

セル数，ΔR，ΔG，ΔB は， Si と Ti の各ピクセル

における RGB 値それぞれの差である． 

Si と Ti の相対的な位置関係から，図 2 のように

画像の動きが分かる．この例では，左辺テンプレー

ト T1 と着目領域 S1 との RGB 誤差 E1 が最小とな

り,画像が全体的に右に動いたと考えられる．この

ことは逆に，カメラが左へ運動したことから，頭部

運動としては「左」と推定される．このようにして

推定された頭部運動を入力装置の命令として使う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1
T2 

T3 

T4 

図 1 テンプレート 

（a）直前の画像 （b）直後の画像 

図 2 テンプレートマッチング 
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ことにより，機能的電気刺激（FES）システムをは

じめとする福祉機器を，重度障害者が操作できる． 

なお，頭部運動推定に際して，Ei が極端に大きい

場合，左右方向を評価する T1，T3 に対して S1，S3

が上下に大きく運動した場合，上下方向を評価する

T2，T4 に対して S2，S4 が左右に大きく運動した場

合については，その着目領域は解析から除外する． 

 

2.2. 頭部運動時の画像の取得 

被験者は CCD カメラ（CNC-726，ビデオデバイ

ス社）を右側頭部に取り付け，右→正面→左→正面

→上→正面→下→正面の順番で 2 回，頭部運動する． 

画像入力ボード（ひまわり PCI/S，ライブラリー

社），画像取込みソフト（Digital Capture，ライブラ

リー社）を用いて画像データを取得する．画像サイ

ズ 640×480[ピクセル],フレームレート 0.5[fps]で

100 枚の連続静止画を得る．これらについて，2.1.

で示した方法に基づき，オフラインで頭部運動を推

定する．但し，それぞれのテンプレートは画像サイ

ズ 128×96[ピクセル]である． 

 

3. 結 果 

 実験結果の一例を図 3 に示す．これは，頭部運動

が推定された区間と，画像から目視で判定した頭部

運動との時間経過を示している． 
 いずれの場合でも，被験者の頭部運動の方向を，

概ね本法で正しく推定できている．また運動開始・

終了時刻も，1 秒（2 フレーム）以内の誤差で概ね

適切に推定できている．但し，上方向の頭部運動の

1 回目では，運動終了時刻を 17.5 秒と推定したが，

目視判定では 20.5 秒であった．これは，室内の壁

や天井の模様が単調なために着目領域を誤認識し

たことによる．それに伴い，下方向の頭部運動の開

始時刻にも誤差が生じた．また，45.5 秒での上方向

の頭部運動の発生は，意図しないにもかかわらず頭

部がわずかに動いたためと思われる． 

 

 

 

4. まとめ 

本研究では，機能的電気刺激（FES）システムを

はじめとする福祉機器を重度障害者が操作できる

入力装置として，画像処理を用いて頭部運動の推定

を行う手法を提案した．そして本法で推定した頭部

運動の方向と，画像を目視判定したものとを比較し，

その基本的な実現可能性を確認した． 
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前腕回旋制限に伴う肩関節の可動域変化 
中村 祐敬*，杉山 肇*，浜田 良機*，大竹 義人**，服部 麻木**，鈴木 直樹** 

*山梨大学医学部整形外科学教室，**東京慈恵会医科大学高次元医用画像工学研究所 

Change of ROM in shoulder caused by forearm rotation limitation 
Masahiro Nakamura*, Hajime Sugiyama*, Yoshiki Hamada*, Yoshito Otake**, Asaki Hattori**, Naoki Suzuki** 

* Department of Orthopaedic Surgery , University of Yamanashi. 

**Institute for High Dimensional Medical Imaging Research Center for Medical Sciences , Jikei University School of Medicine. 

 

1. はじめに 

前腕の回外制限は日常生活動作において多彩な

障害を来たすことが少なくない。この回外制限は

肘・肩関節の動きによって代償されるが、その可動

域について定量的な検討をした報告はない。われわ

れは昨年の本地方会において、光学式三次元位置計

測システムを用いた日常生活動作に要する上肢の

可動域測定を発表した。今回、そのシステムをさら

に改良したものを用いて、前腕回旋制限に伴う肩関

節の関節可動域の変化について検討した。 

図 1 ①VICON を用いてマーカーの３次元位置を得
る。②それぞれのマーカーはできるだけ骨と体表が近
い部位に設置してあり骨との相関は取れている。③簡
単な動作により関節中心を求める。④関節中心とマ
ーカーの位置より関節角度が計測する。 

2. 方 法 

計測には被験者の動作の妨げにならず多角的・連

続的に計測が可能なうえ、測定精度ができるだけ高い

ものとして光学式三次元位置計測システムを選択した

1)。 

使用した光学式三次元位置計測システムはVicon 

Motion Systems社製VICON モーションキャプチャーシ

ステム(以下VICON)で、昨年我々が本地方会で発表し

たもの2) に改良を加えたものである。計測は胸郭、肩甲

骨、上腕骨、前腕、手にそれぞれ 4 個、3 個、3 個、3 個、

2 個のマーカーと呼ばれる赤外線を反射するφ14mm

の小球を貼り付けて行う。サンプリングレート 120Hzの 9

台の赤外線カメラにより得られた画像をもとに各マーカ

ーの位置座標が自動で計算される。各々のマーカー

は体表の骨から近い位置に設置されており、専用に開

発したソフトウェアを用いて処理することにより胸郭の位

置および肩関節、肘関節、手関節の可動域を測定す

ることが可能になる(図 1)。 

被験者は 22～36 歳の健常男性 4 人で、無段階に

回外制限が可能で、手関節・肘関節の動作を妨げな

い装具を装着した。任意の角度で前腕の回外を制限

し、最大回外角度を測定後、洗顔動作を連続３回行

った。この動作を延べ５０回行い、前腕の回外制限

と肩関節の関節可動域変化を調べた。 

3. 結 果 

前腕の最大回外角度を計測後の連続した３回の試行
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において肩関節の屈曲・外旋・内転のそれぞれの平均

をとった。そしてこの平均値と最大回外角度の関係を

グラフにしたものが図 2 である。前腕の最大回外角度

が低下するにしたがって肩関節の内転は線形に増加

し、相関係数-0.85 と強い相関を認めた。最大回外角

度が 90゜のとき肩関節の内転は 13.5゜であったが、最大

回外角度が 22゜に減少したときは 29.6゜と増加した。一

方、肩関節の屈曲・外旋には最大回外角度の変化に

対して大きな変化を認めなかった。 
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4. 考 察 

洗顔動作においては肩関節の屈曲および外旋は最

大回外可動域の変化に伴いある程度のばらつきを示し

が、その程度はいずれも 10゜以下の範囲に収まってい

た。一方、肩関節の内転は回外制限に伴い最大 16.2゜

増加するが、これは肩関節の最大内転可動域が 30゜程

度であることを考えると大きな変化である。実際にこ

れほど肩関節を内転させることは関節リウマチなどの多

関節障害患者はもとより健常人でも困難であり、前腕の

最大回外可動域の変化が肩関節の内転に及ぼす影

響はかなり大きいことがわかる。 

浜田ら3) は、末梢橈尺関節を含む手関節部の手術

において回外制限の発生防止を工夫することは、術後

の上肢機能障害を軽減する上で重要と報告している。

今回の結果では肩関節、肘関節が健常であれば、前

腕の回外動作をある程度補完できることがわかったが、

肩関節にかかる負担は想像以上であり、回外制限の

発生防止は上肢のADLを維持もしくは改善させるため

に非常に重要であることが示唆された。 

5. まとめ 

上肢の各関節はそれぞれ他の関節の協同運動によ

り動作が補完されていると考えられるが、今回の結果よ

り前腕の回外運動は肩関節の内転と密接な関係があり、

特に回外制限を他の関節で代償することは難しいこと

がわかった。このことより関節リウマチなどの多関節障

害患者において回外制限の改善は上肢全体の機能改

善にとって重要であると考えられる。 

6. 参考文献 
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真皮層の走行性評価のための皮膚の超音波音速計測に関する基礎的検討 
○萩原 孝典，田中 伸一，橋本 昌巳，伊東 一典，米澤 義道  

信州大学工学部 

A basic study of the sound velocity measurement of skin for evaluation of the anisotropy of dermis. 

○T.Hagiwara，S.Tanaka，M.Hashimoto，K.Itoh and Y.Yonezawa 

Fuculty of Engineering ,Shinshu University 

1. はじめに 

生体の表面組織である皮膚は、表皮、真皮、皮下

組織の三層構造で、そのうちの真皮層は大部分を占

める膠原線維に基づく走行性（方向性）を持ってい

る。この走行性は形成外科学的には手術時の切開方

向などとして重要な意義を持つにもかかわらず、こ

れまで非侵襲に計測する手段はなかった。 
 線維性組織は構造的に弾性率に異方性を持つこと

から、組織を伝播する音波の速度を計測すると、線

維に平行に伝播した音波が他方向に伝播した音波に

比べ速い。このことから、皮膚上の音速の方向依存

性を求め、最も音速が速くなる方向を探すことで皮

膚の走行方向を知ることができると思われる。本報

告では皮膚表面での音速計測のための超音波プロー

ブを試作し、ゼラチン試料を用いたモデル実験で実

用性を確認し、ヒト皮膚において走行性評価の可能

性を見出した。 

2. 音速計測用プローブの試作 

 皮膚中を伝播する音速を計測するためには、体表か

ら超音波を入射し、皮膚中を伝播した後、計測する必

要がある。そのためにシリコン樹脂をウェッジとして

超音波を斜角入射するプローブを設計した。その構造

を図 1 に示す。ウェッジとして用いたシリコン樹脂
（信越化学工業製 KE116）は音速が約 1.0×103m/s
である。 
採取した皮膚の音速は 1.57～1.64×103m/sと報告

されていることから 1)、送信側の入射角は臨界角を考

慮して 35度とした。受信側はアレイ型トランスデュ
ーサを皮膚との接触面から 1mmの位置に配置した。
送信側トランスデューサから放射された音波は皮膚

に入射するとスネルの法則により屈折し、入射角が 

図 1．試作プローブの構造 
ほぼ臨界角であるため、音波が皮膚層内を伝播する。

図１の破線はその様子を示している。受信側では送

信側と逆に皮膚中を伝播した音波の一部がシリコン

樹脂内へ入射し、アレイ型トランスデューサに到達

する。皮膚中を伝播した音波の速度はアレイ型トラ

ンスデューサの各素子で受信される信号の時間の遅

れから求めることができる。プローブの製作は、送

受信のトランスデューサを囲むアルミ製の枠の中に

トランスデューサを固定し、シリコン樹脂を充填し

た。シリコン樹脂がトランスデューサ周囲を覆うこ

とによりウェッジの役割も果たしている。 

3. 2 層皮膚モデルを用いた試作プローブの基礎

特性 

試作プローブで皮膚表面の音速計測を行うとき、

重要なのは真皮層に音波を伝播させることである。      

そこで、本手法により、目的とする真皮層の音速を

計測できるかを皮膚に見立てて作成した 2 層モデ
ルを用いて確認した。 
皮膚の表皮と真皮を合わせた厚さは 1.5～4mm、
そのうち表皮の厚さは 0.06～2mmできわめて薄い
2)。そこで、薄い表皮を除き、真皮と皮下組織を想

定した２層モデルを用いて音波がどの程度の深さ

を伝播しているかを検討した。2層モデルの上層は
真皮を模して音速が 1.6×103m/s、下層は比較的音 
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図 2．上層の厚さと音速の関係 
速の遅い脂肪を想定して音速が1.5×103m/sのゼラ
チン試料を用いて構成した。 
試作プローブは２層モデルの上面から約 50g で

押し当てて計測した。送信側の駆動信号は周波数

1MHz、振幅電圧 100Vppの正弦波 1波の信号であ
る。受信側においては、受信信号を 53dB 増幅後、
遮断周波数 4MHzの LPFを介してデジタルオシロ
スコープで観察した。 
実験結果を図２に示す。上層の厚さが 2mm 以上
では上層の音速を求めることができたが、1.5mm以
下においては上層の音速と下層の音速の中間の音速

が計測された。この結果より、厚さ 1.5mm 以下の

皮膚では正確な音速を求めることは困難であるが、

相対的な音速変化の評価は可能と考えられる。 

4. ヒト皮膚の音速方向依存性計測実験 

 次に、試作プローブを用いてヒト皮膚の音速方向

依存性計測を行った。計測部位は前腕部の内側で、

肘から手首までのほぼ中央である。計測部位と方向

の定義を図３に示す。計測は 30度ごとに一回転 12
方向で行った。計測結果を図４に示す。横軸は音波

の伝播方向、縦軸は音速である。音速の方向変化が

一回転中２回の正弦波的なものとし、最小 2乗法で
次式のモデル式に当てはめた。 

v = a cos 2(θ－b)+c 

ここで v はθ方向の音速を示し、a は音速変化の振

幅、bは余弦関数の初期位相、cは平均音速を示す。

余弦関数に近似しているために初期位相である b

はこの関数が最大となる方向、すなわち音速が最大               

 

図 3．計測部位と方向の定義 
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図 4．音速方向依存性結果 
となる方向を示している。図 4の計測結果に得られ

た余弦関数を示している。この関数により得られる

音速最大方向は初期位相である bの 5度の方向とな

る。この方向は、解剖学的手法で示された方向 3)と

ほぼ一致している。 

5. まとめ 

皮膚の走行性を評価する目的で斜角入射型の超

音波プローブを試作し、ヒト前腕において音速計測

実験を行ったところ、音波の伝播方向に依存した音

速変化が得られ、走行方向を推定できる可能性が示

された。 

今後はプローブの精度の向上、また、個人差や皮

膚の性状変化の検出にも適用可能とするため、多く

のデータを採取していこうと考えている。 
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