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研究
Keyword

専門分野・研究分野

体内時計の理解を通じて生活習慣病の予防に貢献する

　体内時計は、睡眠および代謝といった多様な生理機能に観察される約 24
時間の周期変動を作り出す生体の恒常性維持機構です。現代社会では人工照
明により夜間でも活動が行えるため、夜勤などのシフトワークの機会が増加
し夜食が常習化しています。このような生活習慣の乱れは、体内時計を破綻
させ、睡眠障害、代謝異常、または癌などの疾患を引き起こすことが知られて
います。従って、体内時計の形成機構を理解し、“ 生活習慣の乱れがどのよう
に体内時計を破綻させるのか ”を解明することは、現代の社会的要因に起因
する疾患を予防する上で非常に重要な課題となっています。

研究内容

ゼブラフィッシュを用いた体内時計研究

　私は、ヒト疾患研究の有益な実験モデル生物として世界で広く認識されて
いるゼブラフィッシュなどの小型魚類を用いて体内時計研究を行っていま
す（図）。これまでに生化学・分子生物学的な解析から、体内時計の制御因子と
して機能する分子と細胞内シグナル経路を報告してきました。これらの分子
をゼブラフィッシュにおいて遺伝学的に機能阻害することにより、体内時計
の破綻モデル生物の作出に成功しています。今後の研究は作出したモデル生
物の病態を、睡眠異常、肥満 ･ 糖尿病、または癌などの観点から解析し、生活
習慣の乱れと体内時計異常の関連の理解、および体内時計を適切に維持する
ための方法論の構築に貢献したいと考えています。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 体内時計の測定または調節方法の構築

論文
■ Alifu Y, Kofuji S, Sunaga S, Kusaba M, Hirayama J*, 

Nishina H*. The light-inducible genes Per2, Cry1a, 
and Cry2a regulate oxidative status in zebrafi sh. Biol. 
Pharm. Bull. 44. 1160-1165. 2021 *Corresponding 
authors

■ Hirayama J*, et al.. The clock components Period2 
Cryptochrome1a and Cryptochrome2a function in 
establishing light-dependent behavioral rhythms and/
or total activity levels in zebrafish. Sci. Rep. 9 196. 
2019 *Corresponding author

■ Ikegame M, Hattori A, Tabuchi Y, Furusawa Y, 
Maruyama Y, Suzuki H, Hirayama J（53名中52番目）, 
Suzuki N. Melatonin is a potential drug for the prevention 
of bone loss during space fl ight. J. Pineal. Res. e12594. 
2019. 

■ Hirayama J, Sahar S, Grimaldi  B, Tamaru T, 
Takamatsu K, Nakahata Y, Sassone- Corsi P. CLOCK-
mediated acetylation of BMAL1 Controls Circadian 
Function. Nature 405,1086-90. 2007

書籍等出版物
■ Okamoto-Uchida Y Hirayama J*. The zebrafi sh as an 

attractive model animal for the study of the circadian 
clocks. Circadian clock: Regulations, Genetic and 
External Factors (Edited by N. Hayes) Nova Science 
Publishers. 103-127. 2018

講演口頭発表等
■ 平山　順「Regulation of behavioral rhythms and 

locomotor activity by light-inducible components of 
the circadian clock in zebrafi sh」第126回日本解剖学会
総会・全国学術集会 第98回日本生理学会大会 合同大会： 
解剖と生理の時計（Web開催）2021年3月

競争的資金等の研究課題
■ ヒト睡眠障害モデル動物を用いた睡眠障害を緩和する　
臨床薬の探索と睡眠障害の分子機構の解明」（公財）小林
財団　2021年度　代表者

■ 体内時計の評価系の開発と光応答の理解によるヒト体内
時計を光で調節する系の基盤確立　科学研究費  基盤研究
（B）2020年度ー2023年度　代表者

社会貢献活動
■ 小松市社会教育協会 社教セミナー　講師　健康を守る体
内時計 2021年10月

■ 小松市立高等学校 総合的な探求の時間 講師 遺伝子改変
ゼブラフィッシュを用いた体内時計の研究 2019年9月

プロフィール
2003年　京都大学大学院 人間･環境学研究科 第一専攻 博士課程 修了
2003年　フランス国立遺伝細胞分子生物学研究所 博士研究員
2006年　米国カリフォルニア大学アーバイン校 医学部 博士研究員
2008年　東京医科歯科大学 難治疾患研究所 発生再生生物学分野 特任講師 / 准教授
2018年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 教授
研究分野
生化学 / 生体リズム
所属学協会
日本分子生物学会、日本生化学会、日本時間生物学会

健
康
の
維
持･

増
進
に
貢
献
す
る

体
内
時
計
研
究環境生理学、睡眠・覚醒、生体リズム

医学系

平山 順 学科長 兼ヘルスケアシステム科学専攻長代行博士（人間・環境学）
Jun Hirayama

図 . 体内時計研究のモデル生物としてのゼブラフィッシュ



Faculty of H
ealth Sciences D

epartm
ent of C

linical Engineering

保
健
医
療
学
部  

― 
臨
床
工
学
科 

―

病
態
神
経
科
学

54

研究
Keyword

専門分野・研究分野

多面的アプローチによるてんかん病態機序の解明

　てんかんは有病率が約 100 人に 1 人とも言われている主要な神経疾患の
一つですが、発作のコントロールさえ上手くできれば、多くの方は問題なく
日常生活を送ることができます。しかしながら、既存薬により完全なコント
ロールを得るのが難しい方も中にはおられますが、発作の始まる部位が決
まっている場合、切除手術で発作が消失することがあります。切除された脳
組織には発作を引き起こすメカニズムが含まれているため、実際のてんかん
患者の方から手術で切除された脳病理標本などを対象に、異常神経活動の始
まり方や広がり方を画像的に解析して難治性てんかんの病態解明に取り組
んでいます。それによって、新しい治療薬や神経活動制御装置（ニューロモ
デュレーター）の開発に繋がることを目指しています。

研究内容

光学的脳機能イメージング法による異常興奮性の可視化

　てんかんの発作症状がお一人お一人で異なるように、手術によって切除さ
れた焦点組織もまた病理組織学的に異なっています。そのため、新潟大学脳
研究所病理学分野および国立病院機構西新潟中央病院脳神経外科との共同
研究により、手術で切除された実際の焦点組織内における興奮伝播様式を生
体外の環境下で画像的に解析しています。このアプローチは実際のヒトの病
巣を対象としながらも、動物実験レベルの精度で解析することが可能です。
また、病理組織学的な形態変化と生理学的な機能変化を融合して検討するこ
とができるという利点を有します。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 光学的イメージング技術を用いた脳機能計測
■ ヒト脳スライス標本を用いた病態生理学的研究

受賞
■ 2019年8月　日本てんかん学会　Juhn & Mary Wada 奨
励賞

論文
■ USP10 inhibits aberrant cytoplasmic aggregation 

of TDP-43 by promoting stress granule clearance, 
Takahashi M, Kitaura H, et al., Molecular and Cellular 
Biology, In press, 2022

■ Reactive astrocytes contribute to epileptogenesis in 
patients with cavernous angioma, Kitaura H, et al., 
Epilepsy Research. 176, 106732, 2021.

■ Glial pathology in a novel spontaneous mutant mouse 
of the Eif2b5 gene: a vanishing white matter disease 
model, Terumitsu M, Kitaura H, et al., Journal of 
Neurochemistry, 154, 25-40, 2020.

■ Skull diploë is rich in aquaporin-4, Suzuki Y, Kitaura H, 
et al., Heliyon, 6, e03259, 2020.

■ USP10 is a critical factor for Tau-positive stress granule 
formation in neuronal cells, Piatnitskaia S, Takahashi M, 
Kitaura H, et al., Scientifi c Reports, 9, 10591, 2019.

■ Pathophysiological characteristics associated with 
epileptogenesis in human hippocampal sclerosis, 
Kitaura H, et al., eBioMedicine, 29, 38-46, 2018.

■ Ca2+ permeable AMPA receptors associated with 
epileptogenesis of hypothalamic hamartoma, Kitaura 
H, et al., Epilepsia, 58,59-63, 2017.

書籍等出版物
■ オプトジェネティクスと光イメージング：（分担），Clinical 

Neuroscience，中外医学社 36，pp.970-972，2018
■ ペランパネルによるてんかん治療のストラテジー：（分
担），先端医学社，pp.17-21，2018

講演・口頭発表等
■ 第45回日本てんかん外科学会　招待講演　2022年1月
■ Asia-Oceania Society of Neuropatholgy 招 待 講 演　

2021年9月
■ 第54回日本てんかん学会 招待講演　2021年9月
■ 第62回日本神経学会 招待講演　2021年5月
■ 愛知医療療育総合センター公開セミナー 招待講演　2020
年1月

競争的資金等の研究課題
■ ヒト手術標本を用いたてんかん原性ネットワークのイメー
ジング解析と制御 ：基盤研究（B）代表, 2019年- 2022年

■ 海馬硬化症のてんかん原性：神経活動異常と3次元的形態
異常の関連：基盤研究（C）代表, 2015年- 2018年

■ 皮質形成異常症におけるてんかん原性の機能的・形態学的
解析 てんかん治療研究振興財団研究助成 2014年-2016年

北浦 弘樹 教授博士（医学）
Hiroki Kitaura

プロフィール
2005年　新潟大学大学院医歯学総合研究科 博士課程修了（システム脳生理学）
2005年　新潟大学 脳研究所 システム脳生理学分野 博士研究員
2008年　新潟大学 脳研究所 病理学分野 助教
2019年　新潟大学 脳研究所 病理学分野 特任准教授
2022年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 教授
研究分野
病態神経科学
所属学協会
日本てんかん学会（評議員・基礎研究推進委員）、日本てんかん外科学会、日本神経病理学会、日本生理学会

光学的イメージング、神経生理学、神経病理学

脳病態の解明に機能と形態の
融合で迫る

病態神経科学

A. 手術で切除された脳組織から生体外で神経活動を記録し、病理所見と照合。
B. てんかんの有無による興奮伝播の違い（ともにヒトの大脳皮質）
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

顕微鏡でミクロの世界を「見る」

　解剖学は形態の詳細な観察により、その背後にある生命原理を解き明かす
学問です。解剖学は古い学問と思われがちですが、「見る」技術の発達により
日々進化しています。解剖学は肉眼解剖学、組織学、細胞学、発生学、比較解剖
学を含みます。わたしはその 1つ、組織学が最も好きです。組織学は様々な顕
微鏡を駆使し、生命の美しい構造を分子レベルで「見る」学問です。

研究内容

細胞レベルで大きな構造を三次元で「見る」

　「見る」技術の発展し続ける現在においても、組織切片の顕微鏡観察はゴー
ルドスタンダードです。しかしながら、三次元の組織から作られた組織切片
は二次元の情報しか持ちません。オリジナルの三次元情報を得るためには、
二次元の連続画像を取得し、それを再構築する必要があります。近年、二次元
の連続画像を取得する新しいイメージング技術と連続画像から三次元画像
表示できるハード・ソフトウェアの出現により、正確な三次元再構築が可能
となってきました。しかしながら、数 mmを超える大きな構造を細胞レベル
で全て三次元観察することは今もなお難しいです。わたしは連続切片を使っ
て、数mmを超える大きな構造を細胞レベルで三次元再構築することにチャ
レンジしています。誰も見たことがなかった世界を最初に体験できます。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 組織・細胞形態の光学・電子顕微鏡レベルの解析
■ 組織・細胞の蛋白質局在・遺伝子発現の解析

受賞
■ 2019年　宇部興産学術振興財団　2018年度渡辺記念特別
奨励賞

■ 2018年　日本解剖学会　平成29年度日本解剖学会奨励賞
■ 2017年　日本アンドロロジー学会　第36回学術大会日本
アンドロロジー学会賞基礎部門

論文
■ Three-dimensional reconstruction of testis cords/

seminiferous tubules, Nakata H, Iseki S, Mizokami A, 
Reproductive and Medicine and Biology, 20(4), 402-
409, 2021

■ Three-dimensional structure of testis cords in mice 
and rats, Nakata H, Omotehara T, Itoh M, Iseki S, 
Mizokami A, Andrology, 9(6), 1911-1922, 2021

■ Three-dimensional structure of seminiferous tubules 
in the Syrian hamster, Nakata H, Yoshiike M, Nozawa 
S, Sato Y, Iseki S, Iwamoto T, Mizokami A, Journal of 
Anatomy, 238(1), 86-95, 2021

■ Three-Dimensional Analysis of Busulfan-Induced 
Spermatogenesis Disorder in Mice, Nakata H, 
Nakano T, Iseki S, Mizokami A, Frontiers in cell and 
developmental biology, 17;8:609278, 2020

■ Morphology of mouse seminiferous tubules, Nakata H, 
Anatomical science international, 94, 1-10, 2019

■ Three-dimensional  s t ructure of  ef ferent  and 
epididymal ducts in mice. Nakata H, Iseki S, Journal 
of Anatomy, 235(2), 271-280, 2019

■ Three-dimensional analysis of seminiferous tubules and 
spermatogenic waves in mice, Nakata H, Sonomura T, 
Iseki S, Reproduction, 154(5), 569-579, 2017

講演・口頭発表等
■ ｢KAA-JAA joint Symposium｣ Three-dimensional 

structure of mouse seminiferous tubules, Nakata 
H, 69th Annual Meeting of Korean Association of 
Anatomist, 2019年10月

■ シンポジウム「TESE周辺状況のアップデート」精巣の解
剖学, 仲田浩規, 日本アンドロロジー学会第37回学術大会, 
2018年6月

■ シンポジウム「基礎と臨床から見た男性不妊治療の展望」
マウス精細管の3次元構造の規則性, 仲田浩規, 第35回日
本受精着床学会総会・学術公演会, 2017年7月

競争的資金等の研究課題
■ 三次元解析を用いた精路の構造・形成メカニズムの解明，
科学研究費補助金（基盤研究C），2021-2023

■ 老化モデルおよび精路閉塞モデル動物を用いた精子形成
障害発生過程の解明，公益財団法人 武田科学振興財団，
2021年度医学系研究助成

プロフィール
2012年　金沢大学大学院医学系研究科 博士課程修了
2012年　金沢大学医薬保健研究域医学系 特任助教
2015年　金沢大学医薬保健研究域医学系 助教
2016年　金沢大学医薬保健研究域医学系 講師
2022年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 教授
研究分野
基礎医学 / 解剖学一般(含組織学・発生学) / 生物科学 / 細胞生物学
所属学協会
日本解剖学会、日本細胞組織化学会、日本アンドロロジー学会、日本泌尿器科学会

解剖学一般（含組織学・発生学）、生殖生物学

「解剖学」を追究したい

医学系

仲田 浩規 教授博士（医学）
Hiroki Nakata

図1. マウス精巣の三次元再構築（3D、縦断）

図2.  ヒト精巣上体の三次元再構築（PAS染色、深層学習を用いたセグメンテー
ション、再構築）
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

機械は脳を獲得できるか？

　深層ニューラルネットワークの登場により人工知能の性能は飛躍的に向
上しました。しかし、その人工知能もいまだに人間の行う特定の作業を自動
化しているに過ぎません。つまり、人工知能は真に知能があると呼べるほど
進化していないのです。人工知能が人間と変わらない知能を得るためには、
人工脳と呼べるほどの技術を開発する必要があります。人工脳へ至る道は
様々にあると考えられます。一つは、人工知能技術を発展させていき人間の
知能に到達させようとする人工知能技術からのアプローチです。また、生物
の脳を理解し、その知見に基づき脳を作り出す、脳科学からのアプローチで
す。私は、この 2つのアプローチは別々のものではなく、それぞれ影響し合い
ながら技術が発展していき、最終的に人工脳に到達すると考えています。そ
こで、私は人工知能・機械学習の知見だけではなく脳神経科学の知見を活か
し、人工脳を目指し人工知能技術の発展に寄与します。

研究内容

人工知能・データサイエンスの技術開発

　人工知能技術の開発の成果として、手加減できるゲーム人工知能がありま
す。AlphaGoのようなゲーム人工知能は、人間よりも遥かに強力です。ゲーム
人工知能と人間が対戦すれば必ず人間が負けるでしょう。しかし、それでは
ゲームは楽しくありません。そこ
で、私は対戦相手の力量をリアルタ
イムに推定し適切に手加減できる
ゲーム人工知能を実現しました。ま
た、データサイエンスの研究として
クラスタリング手法の開発があり
ます。一つはビッグデータ時代に対
応した高速なクラスタリング手法
です。ビッグデータは巨大なためク
ラスタリングにかかる時間が莫大
になるのですが、開発した手法は図
1のように既存手法に比べ圧倒的に
高速です。さらに、円柱座標に分布
するデータのための新しいデータ
解析手法を開発しました。開発した
手法を画像処理に適用したところ、
図2のように色相に基づく色の減色
が可能になりました。

シーズ・地域連携テーマ例
■ クラスタリング
■ 深層学習

受賞
■ 社団法人 目黒会 目黒会賞（2004年3月）

論文
■ AlphaDDA: board game artificial intelligence with 

dynamic difficulty adjustment using AlphaZero. 
Kazuhisa Fujita, arXiv: 2111. 06266, 2021.

■ Approximate spectral clustering using both reference 
vectors and topology of the network generated by 
growing neural gas. Kazuhisa Fujita, PeerJ Computer 
Science, 7, e679, 1-22, 2021

■ Neural mechanisms of maintenance and manipulation 
of information of temporal sequences in working 
memory. Hikaru Tokuhara, Kazuhisa Fujita, and Yoshiki 
Kashimori, Cognitive Computation, 13, 1085-1098, 2021

■ Estimation of the number of clusters on d-dimensional 
sphere. Kazuhisa Fujita, Artif icial Intell igence 
Research, 10, 57-63, 2021

■ A neural mechanism of cue-outcome expectancy 
generated by the interaction between orbitofrontal 
cortex and amygdala. Kenji Takei, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori,  Chemical Senses, 45, 15-26, 2020

■ Representation of object's shape by multiple electric 
images in electrolocation. Kazuhisa Fujita and Yoshiki 
Kashimori, Biological Cybernetics, 113, 239-255, 2019

■ Evaluation of the computational efficacy in GPU-
accelerated s imulat ions of  spik ing neurons. 
Kazuhisa Fujita, Shun Okuno, and Yoshiki Kashimori, 
Computing, 100, 907-926, 2018

■ 全国高等専門学校のウェブサイトの調査により分かった高
等専門学校のウェブサイトの現状と課題. 萩原涼介，神崎
拓人，藤田一寿，日本高専学会誌，23（2），67-74，2018

■ A  c lus ter ing method fo r  data  in  cy l indr ica l 
coordinates. Kazuhisa Fujita, Mathematical Problems 
in Engineering, 2017, 3696850, 1-11, 2017

■ A neural mechanism of dynamic gating of task-
relevant information by top-down infl uence in primary 
visual cortex. Akikazu Kamiyama, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori, Biosystems, 150, 138-148, 2016

■ A neural mechanism of taste percepti on modulated 
by odor information. Takahiro Shimemura, Kazuhisa 
Fujita, and Yoshiki Kashimori, Chemical senses, 41, 
579-589, 2016

■ A neural mechanism of phase-locked responses 
to sinusoidally amplitude-modulated signals in the 
inferior colliculus. Takayuki Kato, Kazuhisa Fujita, and 
Yoshiki Kashimori, Biosystems, 134, 24-36, 2015

社会貢献活動
■ 情報技術，人工知能に関する企業セミナーの講師多数

プロフィール
2007年　電気通信大学大学院情報システム学研究科博士後期課程　修了
2007年　津山工業高等専門学校情報工学科　助教
2013年　津山工業高等専門学校情報工学科　講師
2018年　公立小松大学保健医療学部臨床工学科　准教授
研究分野
知能情報学
所属学協会
日本神経回路学会、電子情報通信学会、アジア太平洋神経回路会議

人
工
知
能
は
人
間
に
な
れ
る
か

人工知能、機械学習、データサイエンス

工学系

藤田 一寿 准教授博士（工学）
Kazuhisa Fujita

図2. 色の減色

図1．提案手法と既存手法のクラスタリング時間
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

画像解析と保健医療分野の融合
　画像は様々な分野で用いられている。医療においても非接触で検査が可
能なX線CT，MRIなどの医用画像のみならず、近年CG，VR技術を用いたシ
ミュレータなども開発されている。人体内外の 3 次元計測・解析などの画像
解析技術や可視化技術が医療分野で貢献できるよう研究を行っている。

研究内容

医用画像解析
脳血管MRA画像の3次元形状解析
　人体における気管支や血管の構造を解析することは医用画像処理におい
て重要である。脳血管障害は重篤な症状を引き起こすため、症状が出る前、ま
たは軽症のうちに異常を発見することが求められる。脳血管疾患の好発部位
である、分岐・合流部分を自動抽出できれば、診断支援に寄与することができ
る。図 1は、脳血管領域のMRA 画像に対し、提案するグラフ構造を用いて血
管領域を再構成した画像である。
　高精度にオブジェクトの構造を記述できれば、これに基づいて対象領域を
高精度に表現（抽出）可能となる上、分岐や交差を容易に抽出出来る。

図1. MRA画像とグラフ構造から再構成した脳血管画像

MRA画像に対するMIP処理画像

グラフ情報から再構成した3次元画像

口腔内視鏡VRシミュレータに関する研究
　開腹や開胸して直接患部を見て手術を行う直視下手術に対し、内視鏡支援
下手術は短い切開から内視鏡と呼ばれる器具を挿入し、映像を見ながら治療
する。図 2に内視鏡と内視鏡画像を示す。患者に対しては低侵襲と入院期間
の短縮という利点から多くの手術分野で応用されている。一方、術者に対し
ては狭い内視鏡の視野内で正確な作業を要求する手術であり、高度な知識と
技術が要求される。このため医療領域ではVR（Virtual Reality）を含む訓練法
が急速に整備されつつある。我々は、口腔分野でのVRシミュレータについて
研究を行った（図3）。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 画像解析技術を用いた保健医療分野への教育支援
■ 医用画像解析

論文
■ 「3軸加速度センサと3次元深度センサを用いた呼吸検査方
法に関する研究」井澤純子，松岡光希，深澤伸慈，日本
医療機器学会Vol91, No5, pp433-438, 2021

■ 「Inhomogeneous Motion Analysis of 3-D Lung Surface 
by Evaluating Feature Correspondence of Active 
Surface Model」，Vejjanugraha Pikul, Kanazashi Mami, 
Izawa Junko, Kotani Kazunori, Kongprawechnon 
Waree,SICE Annual Conference 2016

■ 「High quality free viewpoint synthesis using multi-view 
images with depth information」, Itaru Tsuchida, Fan 
Chen, Junko Izawa, Kazunori Kotani, IEEE International 
Symposium on Multimedia, pp13-18, 2011

■ 「POSE INVARIANT ROBUST FACIAL EXPRESSION 
ANALYSIS」, Khin Thu Zar Win, Fan Chen, Junko 
Izawa, Kazunori Kotani, IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON IMAGE PROCESSING（ICIP2010）
pp3837-3840, 2010

■ 「頭部MRAと頸部造影MRAにおける頭蓋底レベ ルの動脈
径の評価」，齋藤陽子，辻敏朗，三浦弘行，阿部由直，福
井康三，福田幾夫，井澤純子，濱田圭登，臨床放射線，
Vol52, No2, pp353-357, 2007

■ 「木造仏像のX線CT画像からの虫食い領域の3Dグ ラフ構造
抽出」，岩本純子，剣持雪子，小谷一孔，長澤市郎，映像情
報メディア学会論文誌，Vol58, No4, pp514-521, 2004年

■ 「Extraction of a 3D graph structure of wormholes in 
wooden statue of Buddha by X-ray CTimage analysis」, 
Junko Iwamoto, Yukoko Kenmochi, Kazunori Kotani, 
Ichiro Nagasawa, The 5 th Asian Conference on 
Computer Vision(ACCV), Vol2, pp864-970, 2002年

講演・口頭発表等
■ 「A method of analysis of pulmonary function by 

movement of the left and right lungs using a three 
dimensional depth sensor」,Junko Izawa, Kouki 
Matsuoka, Shinji Fukasawa, APSR2021, 2021年

■ 「3軸加速度センサを用いた肺機能検査」，松岡光希，深澤
伸慈，井澤純子，第96回日本医療機器学会大会，2021年

■ 「A quality model of virtual reality endoscopic 
simulator for oral surgery」, S. Hoshino, J. Izawa, F. 
chen K. Kotani, T. Miki, T. Matsui,International Forum 
on Medical Imaging in Asia (IFMIA) pp223-226, 2011

共同研究・競争的資金等の研究課題
■ 「非侵襲で簡便な閉塞性肺疾患診断支援システムの構築」
日本学術振興会 科学研究費補助金：基盤研究（C）

社会貢献活動
■ 一般社団法人日本臨床工学技士教育施設協議会，教科書
委員

井澤 純子 講師博士（情報科学）
Junko Izawa

プロフィール
2007年　北陸先端科学技術大学院大学 博士（情報科学）
2008年　北陸先端科学技術大学院大学 博士研究員
2013年　北陸職業能力開発大学校附属石川職業能力開発短期大学校 非常勤講師
2018年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 講師
研究分野
情報学 / 知覚情報処理・知能ロボティクス
人間医工学 / 医用生体工学
所属学協会
日本医用画像工学会、電子情報通信学会 / 医療機器学会

画
像
解
析
技
術
に
よ
る
医
療
支
援

医用画像解析、3次元形状解析、知能情報学

情報科学

図2. 顎下腺手術で用いる内視鏡 図3. 口腔内視鏡VRシミュレーター

（b）内視鏡画像（a）内視鏡
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

生体から発生している微弱磁気計測と
磁場の生体への影響・効果
　ヒトだけでなく動物は生体内の電気活動により、脳、心臓などから微弱な
磁場を発生している。生体磁場の存在は古くから予測されていたが、非常に
弱い磁場（10-12 ～ 10-10T［テスラ］）のためこれを計測することは困難だった。
しかし、SQUID（Superconducting QUantum Interference Device：超電導量
子干渉素子）が開発され、生体磁気計測が可能となり、脳機能の研究やてん
かんの発生部位の推定、心臓疾患の一つであるWPW 症候群の副伝導路の位
置推定などに利用されている。一方で生体に磁場を与えたときの影響や効果
も研究され、磁場を使った治療が一部実施されている。このように生体と磁
場は密接な関係にあり、この分野における研究はますます重要となるであろ
う。

研究内容

経頭蓋反復磁気刺激の効果と
その安全限界に関わる基礎的研究
　本研究室では、磁気刺激による神経活動のメカニズムの解明を目的とし
て、反復磁気刺激を経頭蓋的に行ってみた。1T 未満で低頻度（1Hz 以下）の磁
気刺激が認知過程へ与える影響を調べたところ、低い音と高い音をランダム
に呈示して高い音の出現回数をカウントするなどの事象関連電位の脳波計
測で得られるP300潜時（音などの刺激が与えられた後、約300msに発生する
陽性の脳波成分が出現するまでの時間）に磁気刺激が影響を及ぼすことを見
いだした。一方で、パーキンソン患者の頭部を磁気刺激することで、パーキン
ソン病独特の症状が数か月間緩和されるとの報告があるが、合併症が生じな
いような安全な磁気刺激条件を求めることが必要であり、本研究室でも磁気
刺激の安全限界を求めるための基礎的研究を行っている。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 磁気を用いた医療機器の開発
■ 介護・福祉機器の開発

受賞
■ 2012年1月　4th Biomedical Engineering International 

Conference Best Paper Award

論文
■ Using repetitive paired-pulse transcranial magnetic 

stimulation for evaluation motor cortex excitability, T. 
Torii, A. Sato, M. Iwahashi, K. Iramina, AIP Advances, 
9(12), 125224-1 – 125224-4, 2019

■ Alterations in Motor Cortical Excitability Induced by 
Peripheral Stimulation with Magnetic Stimulation, 
A. Sato, T. Torii, M. Iwahashi, K. Iramina, IEEE 
Transaction on Magnetics, 54(11), 5000804-1 – 
5000804-4, 2018

■ Basic study on the infl uence of inhibition induced by 
the magnetic stimulation on the peripheral nerve, Aya 
Sato, Tetsuya Torii, Masakuni Iwahashi, Keiji Iramina, 
Journal of Applied Physics, 117, 17B303-1 – 17B303-
4, 2015

■ Measurements of evoked electroencephalograph by 
transcranial magnetic stimulation applied to motor 
cortex and posterior parietal cortex, M. Iwahashi, Y. 
Koyama, A. Hyodo, T. Hayami, S. Ueno, K. Iramina, 
Journal of Applied Physics, 105, 07B321-1 – 07B321-
3, 2009

■ 四重複合音課題を使用した脳磁図の計測と解析－集中力
の誘発した聴覚野の磁場応答－、岩橋正國、吉田秀樹、
山口雅彦、外池光雄、日本生体磁気学会論文誌11（2）、
1-8、1998

■ On the Ambiguity in Inverse Problem Using a 
Sampled Pattern Matching Method, M. Iwahashi, S. 
Ueno, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 29(6), 
3349-3351, 1993

講演・口頭発表等
■ くまもと技術革新・融合研究会（RIST）第268回フォー
ラムで「最先端医療を支える工学技術」と題して講演、
2012年5月

■ 福岡都市圏17大学連携公開講座で「医用電子機器の現状
と将来」と題して講演、1999年11月

競争的資金等の研究課題
■ 低頻度・短期経頭蓋磁気刺激が脳神経活動に与える効果
とその可塑性に関する研究、公益財団法人　磁気健康科
学研究振興財団、代表者　鳥居　徹也（研究分担者　岩
橋　正國）、2012年4月－2013年3月

社会貢献活動
■ くまもと医工連携推進ネットワーク　介護ロボット研究
会　アドバイザー、2017年－2019年

プロフィール
2010年　九州大学大学院　システム情報科学府　知能システム学専攻　博士後期課程　修了
2011年　純真学園大学　保健医療学部　医療工学科　教授
2012年　東海大学　基盤工学部　医療福祉工学科　教授
2014年　東海大学大学院　産業工学研究科　情報工学専攻　教授
2019年　公立小松大学　保健医療学部　臨床工学科　教授
研究分野
人間医工学
所属学協会
日本生体医工学会、日本生体磁気学会、日本医療情報学会、日本磁気学会、電子情報通信学会

生体磁気、磁場効果、医用工学

医用生体工学・生体磁気

岩橋 正國 教授博士（工学）
Masakuni Iwahashi

生
体
磁
気
と
磁
場
効
果
の
探
究

図 . 磁気刺激装置と脳波計測装置
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

レーザーのもつコヒーレント性を応用した
血管血流イメージング画像システムの開発
①点計測レーザドップラー流速計（LDV）を、線計測 LDV 法に発展させ、線
計測 LDV 法を生体計測に応用し、測定線を 3 次元的に操作することにより、
非侵襲で血管血流速の 3D 画像情報を得るための方法と装置を発明し、実用
化。さらに 2 次元平面内の多点における流速を同時に LDV 計測する面計測
LDV 法を実用化する技術も開発している。特許 5234470（2012）、特許（米国）
US 29,031,640 B2（2015）. ：レーザドップラー血流測定方法及び装置、特許第
6191000号 ：レーザドップラー流速測定方法及び装置（2017）
②レーザ光と超音波による血液凝固分析に関する研究も行っている。
・Sound velocity during solidifi cation in binary eutectic systems., Yoshioka,Kyoden 
and Hachiga, Journal of Applied Physics, 122 225109 (1)-(9), 2017
・Measurement of swirling flow in a blood　chamber by laser Doppler 
imaging system., Measurement Science and Technology 31 (2020) 095702 (10pp)

研究内容

超音波と近赤外レーザ光を用いた生体情報
（血管血流イメージング）計測システムの開発
①皮膚内部の血流速度を絶対値で計測可能な装置を開発している。本装置を
用いることで皮膚表面からは判別できない血流情報を癌診断の判別要素を
して提供することができる。また、本装置では血流情報を画像情報として取
得できるため、本画像を用いた診断方法を提案する。

②超音波ピンセットの応用例に、牛血超音波
トラップ画像を示す。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 近赤外レーザ光を用いた完全非侵襲な血管血流見える化
■ 超音波用いた血液凝固機能の評価

受賞
■ 日本伝熱学会北陸信越支部功績賞（2018年）
■ 富山高等専門学校名誉教授（2017年）

論文
■ Tomoaki Kyoden, Hideaki Yoshioka, Noboru Momose, 

and Tadashi Hachiga, “Array formation by Ultrasound 
standing waves with solidifi cation of liquid-suspended 
micro-particles,” Journal of Applied Physics, Vol. 130, 
No. 19, 195109-1 – 9 (2021).

■ S. Akiguchi, T. Kyoden, T. Tajiri, T. Andoh, and T. 
Hachiga, ”Deep Learning Method for Melanoma 
Discrimination Using Blood Flow Distribution Images”, 
IEEJ Trans. Electr. Electron. Eng., 16(5), 813-815, (2021).

■ T. Tajiri, T. Kyoden, S. Akiguchi, T. Andoh, T. Hachiga,” 
.Optical visualization of blood shear stress using laser 
Doppler velocimetry combined with acousto-optic 
module”, Optics Communications 483, 15 March 2021, 
126607, p1-p9

■ T. Kyoden, S. Akiguchi, T. Tajiri, T. Andoh, N. Furuichi, R. 
Doihara, T. Hachiga, ” Assessing the infi nitely expanding 
intersection region for the development of large-scale 
multipoint laser Doppler velocimetry”, Flow Measurement 
and Instrumentation 70, December 2019, 101660

書籍等出版物
■ A Flow Structure at Reattachment Region of a 

two dimensional Backward-Facing Step by Using 
Advanced Multi-Point LDV (共著) Laser Techniques 
Applied to Fluid Mechanic, SpringerⅡ.2.p. 143-156, 
Springer-Verlag, 2000

講演・口頭発表等
■ 細胞培養における深層学習を用いたコロニー領域の抽
出，2021年度日本伝熱学会北陸信越支部秋季セミナー，
（2021年11月6日），福井市．
■ 超音波定在波を付与した過冷却懸濁液の凝固，第58回日
本伝熱シンポジウム，（2021年5月25日），オンライン（事
務局：郡山市）．

競争的資金等の研究課題
■ 臨床工学科学生の理解を深める実践的生体情報計測実習
装置の開発と教育実践、日本学術振興会：科研費 基盤研
究（C）研究期間2020－2022年 代表者：八賀正司

■ 臨床工学士を養成する生体情報計測の体験型実習装置の
開発と教育実践、日本学術振興会：科研費 基盤研究（C）
研究期間：2017年－2020年 代表者：八賀正司

■ 動脈硬化を診断・予知するための近赤外レーザ血管血流
画像情報計測技術の臨床応用、日本学術振興会：科研費　
基盤C、研究期間：2014年－2017年 代表者：八賀正司

八賀 正司 教授学術博士
Tadashi Hachiga

プロフィール
1990年　学術博士（岡山大学大学院自然科学研究科）
2002年　富山商船高等専門学校 商船学科 教授
2009年　富山高等専門学校（校名変更による）商船学科 教授
2018年　公立小松大学 保健医療学部　臨床工学科 教授
研究分野
機械工学 / 流体工学 / 光計測、機械工学 / 熱工学 / 人間医工学 / 医用システム / 血流
所属学協会
日本伝熱学会

超
音
波
と
近
赤
外
レ
ー
ザ
光
を

利
用
し
た
完
全
非
侵
襲
な

生
体
情
報
計
測医用システム、生体医工学、計測工学、流体工学

生体医工学系

皮膚表面画像＋血流画像のハイブリッド
皮膚癌検知システム

入力層 出力層中間層

……

ほくろ

皮膚癌

表層【メラノーマ or ほくろ】と深部【血流】の結合情報
→本装置の独自性

二 値 分 類

機 械 学 習

①

②
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

手首運動を用いた
定量的運動制御評価システムの開発と臨床応用
　我々はこれまで脳卒中や神経疾患などによって失われた運動機能を、脳の
運動制御観点（予測制御とフィードバック制御、図 2 参照）からわかりやすく
評価できる「定量的運動制御評価システ
ム（図 1）」を構築した（2012 年国際特許
登録と 2014 年国内特許登録）。そして、
このシステムを用いてパーキンソン病
や小脳変性症などの神経疾患の病態評
価と、脳卒中患者の様々な治療効果の評
価、さらに脳卒中の回復過程に対する経
時的評価に応用している。

研究内容

高齢者に対する
脳の運動健康モニタリングシステム開発
　高齢者になると運動能力が加齢と共に低下するが、最近高齢者に好発する
脳卒中や神経疾患の患者も増えている。そこで、我々は高齢者が気軽に脳の運
動制御能力を把握できる、「高齢者に対する脳の運動健康モニタリングシステ
ム（図3）」を構築することを目的とする。特に、我々のこれまでの病院連携研究
から蓄積してきた、パーキンソン病や小脳変性症などの神経疾患の病態評価
パラメータや、脳卒中患者の治療効果と回復過程に対する評価パラメータに
基づいて脳神経疾患の初期検知もできるシステムの構築を目指している。さ
らに、市販の機器（例：iPadや Kinect v2）を利用した低コストの運動記録シス
テムと分析システムのクラウド化を実現し、病院または自宅でも現在の治療
状況を把握できる遠隔モニタリングシステムとし、高齢者に対する在宅医療
や在宅リハビリ支援システムとして活用することを目指している。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 在宅リハビリに対する支援システムの開発
■ 高齢者の在宅医療支援と遠隔モニタリングシステムの開発

論文
■ Woong Choi, Naoki Yanagihara, Liang Li, Jaehyo 

Kim#, and Jongho Lee#. “Visuomotor control of 
intermittent circular tracking movements with visually 
guided orbits in 3D VR environment”, PLoS ONE (IF 

=2.74), 16(5):e0251371. 2021.
■ Dynamic Modulation of Learned Motor Skill for Its 

Recruitment, Kyuengbo Min, Jongho Lee and Shinji 
Kakei, Frontiers in Computational Neuroscience 
(IF=2.536), 2020; 14: 457682, 2020

■ Contribution of the Cerebellum to Predictive Motor 
Control and Its Evaluation in Ataxic Patients”, Shinji 
Kakei, Jongho Lee, et al., Frontiers in Human 
Neuroscience (IF=2.87), 13:216, 2019

■ Development of a quantitative evaluation system 
for visuo-motor control in three-dimensional virtual 
reality space, Woong Choi¶, Jongho Lee¶, et al., 
(¶: equally contributed co-first), Scientific Reports 
(IF=4.122)，8(1):13439, 2018 

■ Electromyography-signal-based muscle fatigue 
assessment for knee rehabilitation monitoring systems, 
Jongho Lee¶, Hyeonseok Kim¶ and Jaehyo Kim (¶: 
equally contributed co-fi rst), Biomedical Engineering 
Letters, 1-9, doi:10.1007/s13534-018-0078-z, 2018

■ Quantitative Evaluation of Age-related Decline in 
Control of Preprogramed Movement, Shimoda N, Lee 
J, Kodama M, Kakei S, Masakado Y, PLoS One, 12 
(11), e0188657, 2017

■ A New Method for Functional Evaluation of Motor 
Commands in Patients with Cerebellar Ataxia, Lee J, 
Kagamihara Y, Kakei S, PLoS One, 10 (7), e0132983, 
2015

講演・口頭発表等
■ 脳神経疾患および脳卒中治療ナビゲーターシステムの構
築について 李鍾昊 群馬高専平成29年度電子情報工学科講
演会 2017年9月1日

■ 脳科学とロボット工学との融合時代：臨床現場へ貢献でき
るように 李鍾昊 東京工芸大学特別講義 2015年11月12日

競争的資金等の研究課題
■ 予測制御とフィードバック制御の評価に基づいた子供の運動発
達ナビゲーターシステム　日本学術振興会：科学研究費補助
金：基盤研究（C）　（2020年～2023年度）　代表者：李鍾昊

■ 固有感覚の脳内座標系に基づく脳卒中患者の病態解析の
計算システム 科学研究費補助金：基盤研究(C) （2020～
2022年度）　代表者：閔 庚甫　（研究分担者：李鍾昊）

■ 予測制御とフィードバック制御の評価に基づいた高齢者の運
動機能ナビゲーターシステム 日本学術振興会：科学研究費
補助金：基盤研究（C）（2017-2019年度） 代表者：李鍾昊

プロフィール
2005年　東京工業大学大学院 総合理工学研究科 知能システム科学専攻 博士後期課程 修了
2005年　東京都神経科学総合研究所 運動・感覚システム研究分野 流動研究員
2011年　東京都医学総合研究所 運動・感覚システム研究分野 主席研究員
2018年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 准教授
2021年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 教授
研究分野
リハビリテーション科学・福祉工学、基盤・社会脳科学、高齢者のヘルスケアと医療支援
ヒューマンインターフェース・インタラクション、運動制御評価システムの開発
所属学協会
日本神経科学学会

制御・システム工学、知覚情報処理、生体医工学、医用システム

生体医工学系

李 鍾昊 教授博士（学術）
Jongho Lee

図1.  手首運動を用いた定量的運動制御評価
システム

図2.  指標追跡運動課題に対す
る脳の運動制御：予測制
御とフィードバック制御

図3. 高齢者に対する脳の運動健康モニタリングシステム

後にきっと助かる、
高齢者に対するヘルスケアと
医療支援システムの研究開発
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

脳の測定とリハビリテーションへの応用

　医学部や医療機関と提携して体が不自由な方の生活を支えるリハビリ
テーション工学技術を開発することを目的にしています。脳には手、足、肩、
胴などをコントロールする場所があり、実際に動かしている時と、同じよう
な動きをイメージしている時では、似たような脳波が発生します。運動の種
類と脳波のパターンの相関データを蓄積し、これをリアルタイムで処理する
方法を開発したことで BMIを脳卒中やジストニア、筋ジストロフィ症など
の患者さんを対象者としたリハビリ機器・コミュニケーション機器を開発す
ることに成功しました。

研究内容

ブレイン・マシン・インタフェースを使った
リハビリテーション
　現在わが国では多くの人が、脳卒中に起因する脳障害により半身麻痺と
いった運動障害を負っており、効果的なリハビリテーション手法の開発が求
められています。私達は、これまで培った BMI 技術を応用し、脳卒中片麻痺
患者に向けた新しいリハビリテーション手法の開発を行っています。このリ
ハビリテーション手法は、既に多くの脳卒中片麻痺患者に対して実験的に使
用され、大きな成果を上げてきました。BMIは、ニューロフィードバックの一
種としての活用も重要視されています。私たちは、ジストニアの一種である

「書痙」の患者に BMIを適用することで、症状の改善が見られることを明ら
かにしました。書痙は、手や指が書字時にこわばってしまう病症であり、その
原因は脳の神経回路の異常にあると考えられています。脳の興奮性が高まり
すぎてしまう状態を BMIによって患者自身が観察し、調整していくことが
できるようになります。

シーズ・地域連携テーマ例
■ ゲームなどへの生体信号の活用
■ 重度障害者のための意思伝達機器の開発
■ 人間の感覚や感性の数値評価

受賞
■ 2014年6月g.tec社 Annual BCI research award 2013ノ
ミネート

■ 2014年9月電気学会　平成25年度電気学会 電子・情報・
システム部門大会企画賞

論文
■ Portable rehabilitation system with brain-computer 

interface for inpatients with acute and subacute 
stroke： A feasibility study. Assistive Technology. 
Hashimoto Y, Kakui T, Ushiba J, Liu M, Kamada K, 
Ota T. 1-9. 2020 Nov 28

■ Relief of neuropathic pain after spinal cord injury by 
brain-computer interface training. Spinal Cord Series 
and Cases. Yoshida N, Hashimoto Y, Shikota M, Ota T. 
2, Article number: 16021. 2016 Oct 27

■ EEG-based classification of imaginary left and right 
foot movements using beta rebound. Hashimoto Y, 
Ushiba J. Clinical neurophysiology. 124(11): 2153-60; 
2013 Nov 1.

書籍等出版物
■ “Brain－Machine Interface（BMI）の現状と展望，別冊
医学のあゆみ”，（共著）吉峰俊樹，川人光男（編），橋本
泰成（他14名），医歯薬出版，（2014, Jan）

講演・口頭発表等
■ ブレイン・マシン・インターフェースとリハビリテー
ション，橋本泰成， IEICE スマートインフォメディアシス
テム研究会，北海道釧路市，2016年6月

競争的資金等の研究課題
■ ブレイン・マシン・インタフェース技術を応用した嗅
覚評価方法の開発，日本学術振興会，挑戦的萌芽研究，
2015年度～2017年度

■ ブレイン・マシン・インタフェースを使ったベットサイ
ド脳卒中リハビリシステムの開発，日本学術振興会、若
手研究、2018年度～2020年度

■ ブレイン・マシン・インタフェース型ベットサイド下肢
運動訓練システムの臨床応用，日本学術振興会、基盤研
究（C），2021年度～2023年度

橋本 泰成 教授博士（工学）
Yasunari Hashimoto

プロフィール
2011年　慶應義塾大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻後期博士課程 修了
2011年　北見工業大学工学部 電気電子工学科 准教授
2022年　公立小松大学保健医療学部臨床工学科 教授
研究分野
人間医工学・人間情報学・脳科学
所属学協会
北米神経科学学会、日本臨床神経生理学会、バイオメカニズム学会会員

脳波、筋電図、ブレイン・コンピュータ・インタフェース、
ブレイン・マシン・インタフェース

脳波を使った新しいリハビリ機器を
目指して

脳波で動かすブレイン・マシン・インタフェー
スのリハビリテーション応用

図 . 身体の動きをイメージした時の脳波パターン
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

在宅・ベッドサイド・携帯型医用（健康）モニタの研究開発

　在宅・ベッドサイド・医用（健康）モニタの研究開発を行っており、特に近年
の半導体技術の進歩により可能となってきた小型携帯化を目指した生体計
測機器の研究開発を行っています。従来、医用モニタである血圧計やパルス
オキシメータ（動脈血中酸素飽和度計）などは経験的・実験的に測定値が校正
されていましたが、新たな計測原理の提案により「理論的」・実験的に計測可
能となることを示しました（理論と実験の誤差：2-3 ％以内）。また、光学的な
手法を用いて非侵襲的に血中（多）成分を計測する手法の開発を進めており、
現在までに静脈血中酸素飽和度（酸素代謝モニタ）やヘモグロビン濃度（貧血
モニタ）の計測が可能となることを示しました。現在、血糖値・ヘモグロビン
A1c（糖尿病モニタ）や、脳・心筋梗塞に関連する血栓症の指標となるモニタ
の開発を進めています。

研究内容

光を用いた医用（健康）モニタの研究開発

　光を用いた非侵襲血中（多）成分モニタの研究開発を進めています。経験
的・実験的に血中成分を計測するのではなく、「理論的」・実験的に成立する手
法の開発を進めており、強散乱体である生体組織内の光伝搬（散乱）過程の定
量化（図 1）、さらには多数の血球成分を含む血液の光学特性（物性値）の定量
化を多体系の理論（古典的密度汎関数法など）により進めています（理論と実
験の誤差：2-3 ％以内）。また、計測装置として小型の多波長光計測装置の研究
開発も進めています。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 光学的血液多成分モニタ、医用（健康）モニタ（血圧・
心拍出量・心拍・呼吸・体温など）、その他 福祉・介護機
器開発、複雑ネットワークの定量化（ミクロ－マクロ連関、
多体系の物性、細胞間相互作用、社会現象、経済活動など）

受賞
■ 平成19年度日本生体医工学会論文賞・坂本賞（2008）

論文
■ 圧－容積曲線変曲点に着目した容積振動型収縮期・拡張
期血圧決定法の提案，野川雅道，山越健弘，松村健太，
田中志信，小川充洋，本井幸介，山越憲一，生体医工学，
49（6），968-976，2011

■ Reagentless Estimation of Urea and Creatinine 
Concentrations Using Near-Infrared Spectroscopy 
for Spot Urine Test of Urea-to-Creatinine Ratio, Ikuto 
Suzuki, Mitsuhiro Ogawa, Kimihiro Seino, Masamichi 
Nogawa, Hisashi Naito, Ken-ichi Yamakoshi, Shinobu 
Tanaka, Advanced Biomedical Engineering, 7, 72-81, 
2018

■ コロイド粒子系における古典的密度汎関数法を用いた血
液の光散乱特性の導出，野川雅道，田中志信，計測自動
制御学会論文集，54（4），458-466，2018

書籍等出版物
■ 浅川直紀，岩田佳雄，大西元，酒井忍，坂本二郎，高森達郎，
田中茂雄，野川雅道，古本達明，米山猛，3次元CAD・
CAE・CAMを活用した創造的な機械設計，日刊工業新聞
社，2009

講演・口頭発表等
■ M. Nogawa, S. Tanaka,Y. Yamakoshi, Development of 

an optical arterial hematocrit measurement method; 
pulse hematometry, Proceedings of the 2005 IEEE 
Engineering in Medicine and Biology 27th Annual 
Conference 2005, 2634-2636

■ M. Nogawa,T. Yamakoshi, A. Ikarashi, S. Tanaka, 
K. Yamakoshi,  Assessment of Slowbreathing 
Relaxation Technique in Acute Stressful Tasks 
Using a Multipurpose Non-invasive Beat-by-Beat 
Cardiovascular Monitoring System, Proceedings of 
the 29th Annual Conference of the IEEE Engineering 
in Medicine and Biology Society 2007, 5323-5325

競争的資金等の研究課題
■ 2018-2021 基盤研究（B）分担 代表：田中志信，近赤外
多波長LEDを用いた試薬レス透析液廃液多成分連続モニ
タシステムの開発

■ 2017-2019 基盤研究（C）代表，経胸壁的体心部静脈血
酸素飽和度計測による非侵襲全身酸素代謝計測システム
の開発

■ 2012-2014 基盤研究（C）代表，近赤外光による非侵襲
的子宮内胎児機能診断システムの臨床評価

野川 雅道 准教授修士（工学）
Masamichi Nogawa

プロフィール
1997年　山形大学大学院 工学研究科 博士前期課程 修了
1997年　山形大学 工学部 助手
2000年　金沢大学 工学部 助手
2007年　金沢大学大学院 自然科学研究科 助教
2018年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 准教授
研究分野
生体医工学
所属学協会
日本生体医工学会、計測自動制御学会

健
康
増
進
の
た
め
の
技
術・研
究
開
発

生体計測、福祉・介護機器、治療機器

生体医工学系

図1. 非侵襲生体光計測のための組織内3次元光伝搬有限要素解析例
　　　左：指部メッシュ
　　　右：示指尖部への点光源照射による組織内光伝搬（散乱）の様子
　　　　；吸収－散乱比：1/100
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研究
Keyword

生体医工学

専門分野・研究分野

人工透析についての安全性の検証

　人工透析の技術は透析器・治療装置および関連技術の進歩に伴い、腎臓の
代替治療としてだけではなく幅広い医療分野に関与するようになった。背景
には多種多様な中空糸用素材の開発と、素材開発の技術進歩に伴い、特定の
病因物質除去が可能な治療技術の確立がある。一方、膜素材の多くは合成高
分子材質であり、製造過程で親水化剤、開孔剤などの添加物が加えられてお
り、短期的な安全性だけではなく、長期使用における人体への影響の検証も
重要な課題となっている。

研究内容

人工透析用膜素材からの溶出物の解析

　維持透析や救急領域で使用される人工透析用膜材質は基本的には共通で
あり、代表的な膜材質として polysulfone（PS）が臨床現場で頻用されている。
PSには親水、開孔剤として Polyvinylpyrrolidone（PVP）が使用されており、
同物質の人体への影響が懸念される。研究では膜材質からの溶出物動態の特
徴を、臨床治療条件を再現した in-vitro実験により検証している。得られた知
見から臨床治療における安全で効果的な治療条件を検討し、安全性の高い膜
素材の開発と新たな治療法の考案に繋げる基礎研究を目指している。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 人工透析　医療安全　膜素材からの溶出物解析

論文
■ Data on the in vitro elution of substances from three 

types of polysulfone membrane dialyzers as well as 
a non-polysulfone cellulose triacetate membrane 
dialyzer evaluated using ultraviolet absorption.
Yoshinori Sato,et al.Data Brief In press 2021

■ Influences of the priming procedure and saline 
circulation conditions on polyvinylpyrrolidone in vitro 
elution from polysulfone membrane dialyzers.Yoshinori 
Sato,et al.Biochem. Biophys. Res in press 2021

■ PS膜透析器FXのインライン蒸気滅菌による溶出物洗浄効
果，堀内勇人、堀祐貴、堀かおり、大江志保、赤澤真由美、
山田明日香、斎藤郁郎、佐藤宜伯、木村雄二、石橋由孝.医
工学治療機関誌25（1）22-29（2013）

■ Microgradient構造を持つCellulose triacetate膜透析器の
臨床評価．佐藤宜伯、小岩文彦、秋澤忠男．和歌山透析
研究会会誌，7-10（2004）

■ 血液透析における血液凝固/血小板機能分析装置ソノク
ロットの有用性についての検討，佐藤宜伯、林嘉仁、太
鼓千恵、大石竜、緒方浩顕、衣笠えり子、小林力、高田
聖子，腎と透析別冊186-191（2002）

■ ビタミン改質セルロース膜透析器（CL-EE）の抗血栓性
に関する臨床評価，佐藤宜伯、斎藤美智代、小宅育代、
雨宮均、奥山寛、小林力、星崎静子、杉山幸枝、新倉一彦、
衣笠えり子、出浦照國，腎と透析別冊97-101（2000）

■ セルロースジアセテート膜透析器H150Xの臨床評価，佐
藤宜伯、伊藤克佳、西堀英城、雨宮均、奥山寛、小林力、
秋沢忠男、出浦照國，人工臓器24（3），637-642（1995）

書籍等出版物
■ 透析ケアマニュアル，編集衣笠えり子，照林社（2002）

講演・口頭発表等
■ Polysulfone膜透析器からのPolyvinylpyrrolidoneの溶出
動態の検証，佐藤宜伯、堀内勇人、深澤伸慈，第84回日
本健康学会（2019）

■ 人工腎臓の現状と安全性について～人工腎臓膜材質からの
溶出物の検証～，佐藤宜伯，日本オペレーションズ・リサー
チ学会「数理的発想とその実践」第14回研究集会（2017）

■ Hayato Horiuchi, Yoshinori Sato. The Cleaning Effect of 
In-line Steam Sterilization on Possible Substance Elution 
from the Polysulfone Membrane Dialyzer FX CorDiax, 
15th International Symposium on Biopolymers 2016

■ 血液透析と血液浄化療法の世界～透析技術の歴史と進化
し続ける血液浄化療法の現状について～，佐藤宜伯，大
学コンソーシアム石川（2014）

競争的資金等の研究課題
■ 透析用血液回路材質からの可塑剤溶出による安全性の検
討，独立行政法人物質・材料研究機構，2014年研究設備
の試行的利用課題（公募）

プロフィール
2001年　昭和大学横浜市北部病院　MEセンター
2012年　小松短期大学 臨床工学ステージ 准教授
2018年　九州保健福祉大学大学院 保健科学研究科 修士課程修了
2020年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 准教授
研究分野
血液浄化学，医療安全，生体材料
所属学協会
日本臨床工学技士会、日本健康学会、日本医工学治療学会
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人工透析、血液浄化、医療安全、透析用膜素材

佐藤 宜伯 准教授修士（保健科学）
Yoshinori Sato

図1．in-vitro実験図

図2．人工透析用膜材質からの溶出物解析
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

医療機器の基礎研究・開発にむけた研究

　現在、医用工学をベースとして、臨床現場における医療安全を目的とした
医療機器の基礎研究・開発にむけた研究を行っている。
　臨床工学技士が行う主な業務は、生命維持管理装置の操作・管理である。生
命維持管理装置とは呼吸・循環・代謝を代行する装置であり、人工呼吸器、人
工心肺装置、血液透析などが代表的な装置となる。その中で、心臓手術時に使
用する人工心肺装置による体外循環では、回路内血液凝固に注意する必要が
ある。回路内に血液凝固が起こった場合、人工心肺回路を全交換しなければ
ならなく、交換には循環停止、すなわち医療事故につながるリスクを負う可
能性がでてくる。そこで、回路内血液凝固を初期の段階で検知するためのモ
ニタリングシステム構築を目指している。

研究内容

光センサを使用した
回路内血液凝固検出の基礎研究
　血液透析や心臓手術時の人工心肺における体外循環などでは、回路内血液
凝固が発生すると、回路交換などのリスクや重大な医療事故に繋がる可能性
がででくる。この現象を経時的にモニタリングできるシステムは現存しない
ため、光センサを使用して基礎データを収集している。
現段階では、回路内での血液凝
固が進展していく過程におい
て 400nm ～ 1000nmの波長を
用いた LED 光センサで測定し
た結果、波長依存性があること
が確認されている。
　もう一つの研究では、各種消
毒液が医療機器外装（プラ系）
の紫外線劣化に及ぼす影響い
ついて研究を行っている。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 光センサを使用した回路内血液凝固の検出
■ 紫外線が医療機器に及ぼす劣化影響因子の分析

受賞
■ 2014年11月 Toin International symposiumon on 

Biomedical Engineering 2014 Presents Poster Session 
Award of Excellence

■ 2013年10月 Toin International symposiumon on 
Biomedical Engineering 2013 Presents Poster Session 
Award of Excellence

論文
■ 小児における高気圧酸素治療の経験，江東孝夫，佐々木章，
坂元英雄，得能秀哲，日本臨床高気圧環境・潜水医学会
雑誌，第1巻，第1号，34-40，2014

■ 高気圧酸素治療用の小型第2 種装置内へのビデオ映写の
導入，森幸夫，江東孝夫，佐々木章，坂元英雄，日本臨
床高気圧環境・潜水医学会雑誌，第29巻，第2号，89-
94，1994

■ 小児、特に新生児患児に対するHBO 療法と網膜症，江東
孝夫，真家雅彦，松村俊範，岡田忠雄，佐々木章，坂元英雄，
日本臨床高気圧環境・潜水医学会雑誌，第29巻，第2号，
103-106，1994

講演・口頭発表等
■ 光センサによる回路内凝固の検出に適した波長に関する
検討，古川春花、坂元英雄、山内忍、本橋由香、佐藤敏夫，
阿岸鉄三第63回日本透析医学会学術大会（神戸），2018

■ 回路を循環する血液の吸光係数の連続モニタリングによ
る回路内凝固の非侵襲検出の試み，坂元英雄、山内忍、
本橋由香、佐藤敏夫、阿岸鉄三，第55回日本人工臓器学
会大会 法政大学（東京），2017

■ カラーセンサによる凝固に伴う回路内血液の黒色化検出
の試み，太田翔平、坂元英雄、山内忍、本橋由香、佐藤
敏夫、阿岸鉄三，第54回日本人工臓器学会大会 鳥取（米
子），2016

■ 回路内血液の凝固前後における吸光度変化の波長依存性
とその要因に関する検討，坂元英雄、太田翔平、山内忍、
本橋由香、佐藤敏夫、阿岸鉄三，第54回日本人工臓器学
会大会 鳥取（米子），2016

■ Tetsuzou AGISHI 「Non-Invasive Detection Of 
Coagulation In Blood Circuits Based On Measurement 
Of Light Absorbance., Hideo SAKAMOTO, Shinobu 
YAMAUCHI, Yuka MOTOHASHI, Toshio SATO,」
ASAIO61thAnnual conference-“Measuring Success” 
(Sunfransisco), 2016

■ 血液凝固前後における透過光パワー変化に基づく非侵襲
凝固検出の試み，坂元英雄、山内忍、本橋由香、佐藤敏夫、
阿岸鉄三，第32回日本医工学治療学会（山梨），2016

社会貢献活動
■ 高等学校への出張オープンキャンパスにおける模擬授業
（2018年、2019年）

プロフィール
1991年　東京女子医科大学附属 日本心臓血圧研究所
1992年　千葉県こども病院
2014年　桐蔭横浜大学大学院 工学研究科 医用工学専攻 修士課程 修了
2014年　桐蔭横浜大学 医用工学部 臨床工学科 非常勤講師
2018年　公立小松大学 保健医療学部 臨床工学科 講師
研究分野
人間医工学 / 生体医工学・生体材料学 / 体外循環
所属学協会
体外循環技術医学会、日本人工臓器学会、日本医工学治療学会、石川県臨床工学技士会、
日本臨床工学技士会、日本生体医工学会
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人工心肺、体外循環、光センサ、血液凝固

生体医工学系

坂元 英雄 講師修士（工学）
Hideo Sakamoto

図2. 回路内血液凝固写真

図1. 回路内凝固検出システム概要図
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研究
Keyword

専門分野・研究分野

生活習慣病の予防や慢性疾患の進行予防を実現する
医用システム
　糖尿病やがん、腎や尿路系疾患などの生活習慣病は、文字通り生活習慣（運
動、食生活、飲酒など）に基づいて発症します。厚生労働省は生活習慣病をそ
もそも発症させない一次予防や、万が一発症した場合は早期の発見と治療を
推進しています。しかし、従来までの体調不良に基づく外来受診だけでは、そ
れらの目標を達成することは難しいと考えられます。このような理由から、
個人単位で日常的に身体の状態を把握し、それを管理することを目標とした
医用システムの構築を目指しています。また、疾患が発症した場合でも、従来
よりも簡便かつ迅速に計測可能な技術を開発することにより、患者さんだけ
でなく医療従事者の負担も軽減し、より質の高い医療サービスや国民医療費
の削減への貢献を目指しています。

研究内容

近赤外分光法を用いた尿や透析液排液中の
多成分モニタリング
　たんぱく質の摂取量管理は慢性腎臓病の進行予防に、塩分摂取量は高血圧
管理に重要である。これらの成分の 1日摂取量は一般的に 24時間畜尿を用い
て計測されるが、畜尿は煩雑な手法かつ外来患者への適用は難しい。近年は
畜尿ではなく随時尿中の尿素－クレアチニン比（UCR）、ナトリウム－クレ
アチニン比（NCR）の計測により、それらの 1 日摂取量を評価可能という報告
がある。そこで下図のようなFT-IR型分光器を用いたシステムを用いて随時
尿中 UCRおよび NCRの計測を行なっている。健常者の随時尿中の UCRと
NCRにおいて、臨床検査機関での実測値と本法での予測値との相関係数が
0.9を超え、高精度計測可能であることを確認した。その他の対象成分として
グルコースがあり、国内の患者が 300 万人を超える糖尿病の早期発見への貢
献を目指している。また、LEDを光源とした小型システムの構築にも取り組
んでおり、トイレ内蔵型の計測システムや医療従事者がベッドサイドなどで
行なう POCT（臨床現場即時検査）へ
の適用も検討している。
　さらに、従来血液透析が終わるまで
評価出来なかった透析効果を、透析排
液中の複数の成分を近赤外光を用い
て計測することで、オンラインリアル
タイムモニタリングの実現にも取り
組んでいる。

シーズ・地域連携テーマ例
■ 溶液中多成分の光学的定量モニタリング

受賞
■ 公益社団法人計測自動制御学会北陸支部 優秀学生賞 
（2016）

■ 金沢大学 自然科学研究科長賞 （2020）

論文
■ Reagentless Estimation of Urea and Creatinine 

Concentrations Using Near-Infrared Spectroscopy 
for Spot Urine Test of Urea-to-Creatinine Ratio, Ikuto 
Suzuki, Mitsuhiro Ogawa, Kimihiro Seino, Masamichi 
Nogawa, Hisashi Naito, Ken-ichi Yamakoshi, Shinobu 
Tanaka, Advanced Biomedical Engineering, 7, 72-81, 
2018

■ NIR spectroscopic determination of urine components 
in spot urine: Preliminary investigation towards optical 
point-of-care test, Ikuto Suzuki, Mitsuhiro Ogawa, 
Kimihiro Seino, Masamichi Nogawa, Hisashi Naito, 
Ken-ichi Yamakoshi, Shinobu Tanaka, Medical & 
Biological Engineering & Computing，58 (1), 67-74, 
2020

■ Development of a rigidity tunable fl exible joint using 
magneto- rheological compounds -Toward a multijoint 
manipulator for laparoscopic surgery, Sousaku Kitano, 
Thoshihiko Komatsuzaki, Ikuto Suzuki, Masamichi 
Nogawa, Hisashi Naito, Shinobu Tanaka, Frontiers in 
Robotics and AI 7(59) 2020

講演・口頭発表等
■ A reagent-less system for monitoring urinary multi-

components using near-infrared spectroscopy, Ikuto 
Suzuki, Kimihiro Seino, Masamichi Nogawa, Hisashi 
Naito, Mitsuhiro Ogawa, Ken-ichi Yamakoshi, Shinobu 
Tanaka, 40th Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in medicine and Biology Society 
(Honolulu,US), July 2018

■ NIR spectroscopic prediction of urinary components 
for management of protein and salt intake, Ikuto 
Suzuki, Kimihiro Seino, Masamichi Nogawa, Hisashi 
Naito, Mitsuhiro Ogawa, Ken-ichi Yamakoshi, Shinobu 
Tanaka, 41th Annual International Conference of the 
IEEE Engineering in medicine and Biology Society 
(Berlin,Germany), July 2019

■ Preliminary experiments for realizing NIR spectroscopic 
prediction system of multi-components in waste 
dialysate, Ikuto Suzuki, Yuka Hatanaka, Takahiro 
Tsuruda, Masamichi Nogawa, Hisashi Naito, Akira 
Ikarashi, Mitsuhiro Ogawa, Ken-ichi Yamakoshi, 
Shinobu Tanaka, 42nd Annual International Conference 
of the IEEE Engineering in Medicine and Biology 
Society (online), July 2020

鈴木 郁斗 助教博士（工学）
Ikuto Suzuki

プロフィール
2020年　金沢大学大学院　自然科学研究科　機械科学専攻　博士後期課程　修了
2020年　公立小松大学　保健医療学部　臨床工学科　助教
研究分野
人間医工学
所属学協会
計測自動制御学会，看護理工学会，日本生体医工学会, IEEE EMBS
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図　FT-IR型分光器を使用した計測システム

生体医工学


