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第 40回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会を 2022年 12月 2日（金）から 3日（土）の 2日間，
ホテルヒューイット甲子園にて開催しました．

本邦では、少子高齢化と人口減少で社会保障費が高騰する中、Covid-19パンデミックが発生し、地
域医療構想、働き方改革、医師偏在化対策を 3本柱にした医療の質と安全の確保の必要性が、さらに
求められるようになりました。この難局を乗り越えるためには、社会情勢の変化に対応するためのマ

クロの視点と、医療の現場における技術者と医療者がもつミクロの視点を併せ持つことが必要です。

そこで今回のテーマは「マクロとミクロの視点を併せ持つ」とさせていただきました。社会保障費の

中でも収支額が大きく、かつ重症患者の治療に関わる麻酔・集中治療におけるテクノロジーの発展

は、わが国の超高齢化社会で求められている医療を推進すると確信しております。

本学会は昭和 58 年に日本麻酔・集中治療とコンピュータ研究会として発足し、その後、日本麻
酔・集中治療テクノロジー学会と改称しました。これまで麻酔・集中治療分野におけるモニター機

器、データベース、ネットワーク、システム等のテクノロジー開発、評価、研究において、多くの成

果をあげてきました。

今回も医療、医学、医療機器、薬剤などの多くの専門分野のエキスパートの方々に、ご講演および

ご支援をお願いさせていただきました。実り多き大会となりますよう、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。

第 40回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会
会長 廣瀬 宗孝

(兵庫医科大学麻酔科学・疼痛制御科学講座主任教授)
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特別講演： からだの中のソフトマター

多田羅 恒雄

はじめに

「ソフトマター」とは，“ドロッ”，“グニャグ

ニャ”としたやわらかい物質のことである．私た

ちの身の回りには，ソフトマターがあふれている．

ゼリー・ハチミツなどの食品，化粧品クリーム，印

刷インキなどはソフトマターであり，ヒトのから

だの組織もソフトマターである．ソフトマターの

特徴は，流動性 (粘性)と変形性 (弾性)をあわせ
もっていることである (粘弾性)1)．生体内のソフ
トマターの多くは，水と線状高分子 (ポリマー)か
らできており，水と線状高分子の“からみあい”な

どの相互作用が，ソフトマターの力学的な特性を

決める．たとえば，細胞間質は，コラーゲン線維

の間をうめるようにヒアルロン酸などのポリマー

が分布したソフトマターである 2,3)(図 1)．糖の
繰り返し構造を持つグリコサミノグリカンである

ヒアルロン酸は，炎症時の組織の膨潤や水移動に

重要な役割を果たしている 4)．

1. 炎症の“場”としての細胞間質

手術などの侵襲が組織に加わると，細胞間質に

炎症性浮腫が生じる．このため，侵襲時には輸液

をしているにもかかわらず，低血圧・頻脈・乏尿

など循環血液量減少を示す症状が認められること

が多い．この現象は，臨床的に二つの特徴を有し

ている 4)．一つは，細胞間質に水を引き込む大き

な駆動力が発生することである．循環血液量が減

少しているにもかかわらず，水が血管内から細胞

間質に移動する現象は，侵襲により細胞間質に水

を引き込む大きな駆動力が発生していることを示

唆する．もう一つの特徴は，細胞間質に引き込ま

れた水移動が抑制されることである．つまり，細

胞間質に水が引き込まれたとしても，細胞間質内

図 1. 細胞間質の構造
細胞間質は，コラーゲン線維，ヒアルロン酸な
どのグリコサミノグリカン，プロテオグリカン
などの線状高分子が網目状に絡み合ったゲル状
構造を有したソフトマターである．血管内の水
は，毛細血管・細胞間質間の静水圧および膠質浸
透圧勾配にしたがって毛細血管腔から細胞間質
に分布する．水が細胞間質内を移動する際，水
は，線状高分子からなる網目による抵抗を受け
る．フリーの水は細胞間質からリンパ管へ移動
する．文献 2をもとに作成．

の水の移動が抑制されていなければ，利尿薬の投

与により細胞間質に貯留した水は，リンパ管を介

して血管内へ移動し，利尿が得られるはずである．

しかし，侵襲時には利尿薬に対する反応が不良で

あることをしばしば経験する．

これらの特徴を説明するキーワードは，細胞間

質のゲル状構造である．細胞間質を構成するグリ

コサミノグリカンの一つであるヒアルロン酸は，

水溶液中ではその膠質浸透圧により自ら膨潤す

る．正常時は，コラーゲン線維の弾性がこのヒア

ルロン酸の膨潤を抑えている．さらに，ヒアルロ

ン酸の高い粘性は，細胞間質内の水移動を抑制す

る (図 2上段)．

炎症によりこれら細胞間質のゲル状構造が変化

すれば，血漿・細胞間質間の水移動が変化するこ

とになる．たとえば，間質細胞とコラーゲン線維

兵庫医科大学病院 手術センター
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図 2. 炎症時の水移動
正常時 (上段)，毛細血管内から細胞間質に移動
した水 (1)は，細胞間質内を移動する (2)．細胞
間質の水の一部は，リンパ管に流入し (3)，体循
環にもどる．炎症時 (中段)は，毛細血管壁の透
過性が亢進し，ヒアルロン酸が能動的に膨潤する
ため，血管内から細胞間質への水移動が増加す
る．炎症緩解 (下段)によりヒアルロン酸のゲル
状構造が分解されると，水は細胞間質内を容易に
移動することができるようになり，リンパ管を介
して血管内へ流入し，利尿期となる．

を結びつける β 1 -インテグリンの機能が抑制され
る結果，コラーゲン線維が間質細胞から離れるた

めヒアルロン酸の膨潤を抑制する力が減弱する．

また，炎症に対する創傷治癒の初期過程としてヒ

アルロン酸が産生される．この結果，細胞間質内

のヒアルロン酸濃度が増加すると，ヒアルロン酸

の膠質浸透圧の上昇により細胞間質が能動的に膨

潤し，これに伴い水が血管内から細胞間質に移動

する (図 2中段)．

細胞間質の能動的膨潤により細胞間質内に取り

図 3. ヒアルロン酸溶液の膠質浸透圧測定
浸透圧測定セルは，分子量分画 300,000 の半
透膜によって隔てられたヒアルロン酸溶液 (0.5
mL) とリン酸緩衝液 (PBS 溶液) で満たされた
参照室から成る．2% アルブミンまたは 2% ヒ
ドロキシエチルデンプン (平均分子量 130,000，
[HES]) を参照室内の PBS 溶液に加えた．ヒア
ルロン酸 (分子量 1.3× 106)は，半透膜の孔よ
りも大きいため半透膜を透過できず，膠質浸透圧
を発揮する．この膠質浸透圧に基づく PBS溶液
側からヒアルロン酸溶液への水移動により生じ
る参照室内の陰圧を圧力センサーにより経時的
に測定した．室温 (25° C)にて実験を行った．

込まれた水は，ゲル状構造の粘性のため細胞間質

内を自由に移動することができない．炎症が緩解

し創傷治癒が進行すると，細胞間質に分泌された

ヒアルロニダーゼはヒアルロン酸のゲル状構造を

分解する．これによりゲル状構造の網目が大きく

なるため，細胞間質内に取り込まれていた水は細

胞間質内を容易に移動できるようになる．そして

細胞間質内の水は，リンパ管を介して血管内へ流

入し，利尿期となる (図 2下段)．

2. ヒアルロン酸の物性

細胞間質のヒアルロン酸濃度は，おおよそ 0.1%
～1%であることから 3)，この濃度範囲でのヒア

ルロン酸の物性を測定した．

a. 膠質浸透圧

浸透圧測定セル 5)を用いて，1% ヒアルロン酸
溶液が参照液 (リン酸緩衝液，2% アルブミン溶
液，2% ヒドロキシエチルデンプン [平均分子量
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図 4. 1% ヒアルロン酸溶液の膠質浸透圧
縦軸は，浸透圧測定セルの参照室内の圧を示す．
圧は，最初の 30分で大きく低下し，その後，約
15時間で平衡に達するまで徐々に低下した．圧
低下は，ヒアルロン酸の膨潤圧 (ヒアルロン酸が
水を引き込むことにより膨潤する力)に相当し，
平衡に達した時の圧低下が，ヒアルロン酸の膠
質浸透圧となる．2% ヒドロキシエチルデンプン
(平均分子量 130,000，[HES])溶液は，2時間後
(*: p <0.05 vs. リン酸緩衝液 [PBS], 2% アル
ブミン) と 5 時間後 (#: p <0.05 vs. PBS) に
PBS 溶液，2% アルブミン溶液にくらべて高い
圧をしめした．データは，mean ± SEM (n =
4)を示す. 参考文献 6から引用・改変．

130,000，HES])に対して膨潤する過程を参照液
の静水圧の経時変化により測定した (図 3)6)．ヒ
アルロン酸の膨潤により，参照液側からヒアルロ

ン酸溶液側へ水が引き込まれると参照液の静水圧

は陰圧となる．時間経過により静水圧が平衡に達

した時の静水圧低下が，ヒアルロン酸溶液の膠質

浸透圧となる．

参照液の静水圧は，いずれの参照液においても，

時間が経過するにつれ徐々に減少し，20時間で
おおよそ平衡に達した．しかし，HESは，リン酸
緩衝液・2% アルブミン溶液にくらべて高い静水
圧を示す傾向にあった (図 4)．この結果は，HES
が，リン酸緩衝液・2% アルブミン溶液にくらべ
て，ヒアルロン酸の膨潤を抑制する可能性を示し

ている．

b. 水透過率

透析セル内のヒアルロン溶液 (0.1%, 0.3%,
0.5%)にテスト溶液 (リン酸緩衝液，2% アルブミ
ン溶液，2% HES)を注入した時のチューブ内

図 5. ヒアルロン酸溶液の水透過率測定
透析セル (Ultra-fast double-sided reusable

sample dialyzerTM ，外径 2.5 cm，chamber
volume 500 μ L，Harvard Apparatus，Hollis-
ton，MA，USA) を使用した．ヒアルロン酸溶
液は，分子量分画 300,000 の半透膜によって隔
てられている．テスト溶液 (リン酸緩衝液，2%
アルブミン， 2% ヒドロキシエチルデンプン [平
均分子量 130,000]) を透析セル内のヒアルロン
酸溶液 (0.5 mL)に一定速度で注入した時の耐圧
チューブ内の静水圧を経時的に測定した．この
静水圧は，時間の経過に伴い徐々に上昇し，40
時間以内に平衡に達した．この静水圧の平衡値
をテスト溶液の注入速度に対して線形回帰する
ことにより，水透過率 (Darcy’s permeability
coefficient)を算出した．室温 (25 C̊ )にて実験
を行った．

の圧力を経時的に測定した (図 5)6)．テスト溶液
がヒアルロン酸溶液内を流れる際，ヒアルロン酸

から受ける摩擦が大きいと流れに対する抵抗が上

昇するため，チューブ内の圧力は上昇する．テス

ト溶液の注入速度を変化させた時のチューブ内の

圧力の平衡値をテスト溶液の注入速度に対してプ

ロットすることにより，各ヒアルロン酸濃度にお

けるヒアルロン溶液の水透過率 (Darcy’s perme-
ability coefficient)を算出する．
チューブ内の圧力の平衡値は，テスト溶液の注

入速度に対して線形関係を示した (図 6 a)．ヒア
ルロン溶液の水透過率は，ヒアルロン酸の濃度が

増加するにつれて低下した．2%アルブミン溶液，
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図 6. ヒアルロン酸溶液の水透過率
(a) 耐圧チューブ内の静水圧は，リン酸緩衝液の
注入速度に対し直線的に増加した．この傾きか
ら，各ヒアルロン酸濃度におけるヒアルロン酸溶
液の水透過率を算出した．室温 ( 25̊ C ) にて
実験を行った．参考文献 6から引用・改変．
(b) ヒアルロン酸溶液の水透過率は，ヒアルロン
酸の濃度が増加するにつれて低下した．2% ヒ
ドロキシエチルデンプン (平均分子量 130,000，
[HES])溶液，2% アルブミン溶液は，ヒアルロン
酸溶液の水透過率を低下させた．参考文献 6 か
ら引用・改変．

2% HESは，リン酸緩衝液にくらべて，ヒアルロ
ン溶液の水透過率をおおよそ半減させた (図 6 b)．
この結果は，アルブミン・HESが，リン酸緩衝液
にくらべて，ヒアルロン酸との摩擦を増加させる

ことを示唆している．

c. 粘弾性

回転式レオメーターを用いて，3%, 6% HES有
無の 0.5% ヒアルロン酸溶液の動的粘弾性を測定
した 6)．コーンプレートを介して，ずりをヒアル

ロン酸溶液に周期的に負荷した時の応力を感知す

図 7. ヒアルロン酸溶液の動的粘弾性測定
ヒアルロン酸溶液の動的粘弾性を回転式レオ
メーター (HAAKE Viscotester iQ Air，Thermo
Fisher Scientific，Waltham，MA，USA，上段
写真)を用いて測定した．コーンプレート (直径
6 cm，アングル 2°，図中番号 1)と下部固定プ
レート (図中番号 2)の間にヒアルロン酸溶液 (2
mL)を注入し，コーンプレートを周期的に回転
させることによりヒアルロン酸溶液にずり負荷を
かけ，その際の応力を測定した (下段写真)．37
C̊ にて実験を行った．

ることにより，ヒアルロン酸溶液の弾性の指標で

ある貯蔵弾性率と粘性の指標である損失弾性率を

求めることができる (図 7)．

3% HES は，ヒアルロン酸溶液の貯蔵弾性率
と損失弾性率を有意に変化させなかったが，6%
HESは，リン酸緩衝液にくらべて，ヒアルロン酸



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 –5–

図 8. 0.5% ヒアルロン酸溶液の動的粘弾性
(a) 6% ヒドロキシエチルデンプン (平均分子量
130,000，[HES]) 溶液は，リン酸緩衝液 (PBS)
にくらべて，ヒアルロン酸溶液の貯蔵弾性率を増
加させた．貯蔵弾性率の増加は，弾性の増加を意
味する．データは，mean ± SD (n = 6，7)を
示す.37 C̊ にて実験を行った．参考文献 6から
引用・改変．
(b) 6% ヒドロキシエチルデンプン (平均分子量
130,000，[HES]) 溶液は，リン酸緩衝液 (PBS)
にくらべて，ヒアルロン酸溶液の損失弾性率を増
加させた．損失弾性率の増加は，粘性の増加を意
味する．データは，mean ± SD (n = 6，7)を
示す.37̊ C にて実験を行った．参考文献 6 から
引用・改変．

溶液の貯蔵弾性率と損失弾性率を増加させた (図
8)．この結果は，HESが，ヒアルロン酸溶液をよ
り弾性的にする (“バネ”を強くする)こと，り

図 9. ヒドロキシエチルデンプンによるヒアルロン
酸膨潤抑制の機序 (想定図)

(a)ヒアルロン酸は，周囲の水分子から抵抗 (摩
擦)を受けながら膨潤する (赤点線矢印)．
(b)ヒドロキシエチルデンプン (HES)は，ヒア
ルロン酸との間に水素結合 (緑点線)を形成する．
この結果，ヒアルロン酸と HESとの間の摩擦が
増加するため，ヒアルロン酸の膨潤が抑制される
(赤点線矢印)．

粘性的にする (“粘っこく”する)ことを示して
いる．

3. 「ソフトマター」としての細胞間質

ヒアルロン酸溶液の物性実験から，HESがヒ
アルロン酸の膨潤を抑制することが示唆された．

これは，HESとヒアルロン酸間の摩擦の増加によ
り説明できる (図 9)．HESとヒアルロン酸は，と
もに糖の繰り返し構造 (糖鎖)を有している．し
たがって，HESとヒアルロン酸の糖鎖間の水素
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結合の増加が，HESがヒアルロン酸との摩擦の
増加をもたらし，ヒアルロン酸の粘弾性の増加を

もたらしたと考えられる．

炎症時には，毛細血管の透過性が亢進するため，

血管内に投与された HESは，炎症部位の細胞間
質に漏出する．もし，HESによるヒアルロン酸の
物性変化が炎症部位の細胞間質で生じれば，HES
が炎症時の細胞間質の能動的膨潤を抑制する，つ

まり HESが炎症性浮腫を軽減させることが期待
される．

おわりに

炎症やがんなどの病態において，炎症性細胞や

がん細胞は，細胞間質内を移動する．「ソフトマ

ター」としての細胞間質の特性は，水移動だけで

なく，これら細胞の移動に影響を与えることによ

り，これらの細胞の機能発現を変化させる．たと

えば，HESなどの外因性物質による細胞間質構
造の変化が，炎症やがん細胞の転移などの病態を

制御する可能性がある．
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ABSTRACT

Interstitium as a soft matter

Tsuneo Tatara

Soft matter, a large variety of materials which
are typically composed of polymers and colloids,
is characterized by viscoelastic properties. In-
terstitium is a soft matter which consists of
finer fibrous molecules such as hyaluronic acid
(HA) embedded in coarse fixed elements such
as collagen fibrils. Hyaluronic acid, a high-
molecular-weight linear polysaccharide, plays an
important role in inflammation by restricting
solute and fluid transports through the inter-
stitial space. Hydroxyethyl starch (HES) solu-
tion is used to correct the decrease of blood vol-
ume during surgery, but may leak into the in-
terstitial space under inflammation conditions.
Osmotic pressure measurement showed that 2%
HES decreased swelling pressure of 1% HA ap-
proximately by 25%. HES of 2% almost halved
decreased Darcy’s permeability coefficient of
0.1%?0.5% HA. A rotational rheometer showed
that 6% HES increased storage and loss shear
moduli of 0.5% HA. These findings may be ex-
plained by the increase of bond angle restriction
and the creation of new hydrogen bonds between
HA and HES, suggesting that HES attenuates
inflammatory edema.
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医療現場に適したこれからのソフトウェア開発方法は?

小倉 正樹

1. はじめに

弊社は，南山大学，ドゥウェル株式会社と共に

オペレーションズ・リサーチ (以下，ORと記載)
を用いた手術スケジュール作成のアプリケーショ

ン開発に取り組んでいる．ORについての詳細は
鈴木先生，村端様のセッションにお任せするとし

て，私からはORを現場で使っていただくレベル

まで開発を進める過程でどのような苦労，問題点

が生まれてくるのかを明示し，その解決のために

あるべき姿を皆でイメージできるようにしたい．

今後 AIを用いたソリューション開発を行う上で
も同じような課題が生まれると思われる．医療業

界におけるソフトウェア開発の参考になれば幸い

である．

図 1 今までのアプリケーション開発

2. 今までのアプリケーション開発

図 1のようにプロジェクトマネージャー及び導
入支援 SEを中心にメーカーが病院の現場担当者
と一緒に必要なアプリケーションの要件定義を行

い，その内容を開発 SEに伝えることでアプリケー
ションが開発及び設定，そして現地導入されると

いうフローが一般的であった．このため，開発 SE
が病院関係者と会話するというシーンはほとんど

無く，病院の求めている要件を理解するための知

識，理解力，コミュニケーション力は現場を訪問

するメーカーのスタッフに求められていた．

3. OR/AI時代のアプリ
ケーション開発

3.1 特定分野のスペシャリストの協力が重要

既存のアプリケーションに ORや AIの技術を
付加することが望ましい時代になりつつある．こ

の時重要になるのは，以下の役割である．

株式会社フィリップス・ジャパン Connected Care 事業部 マーケティング
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図 2 今後必要になりそうなアプリケーション開発モデル 1©

• 医療分野のことを必ずしも詳しくない研究者
(ORやAIについては詳しい)に実装したい内
容を正確に伝える人

• その研究者が考えたロジックは現行運用フロー
と整合性をとれるか?を判断できる人

• その実装を行ったとして，本当に現場に役立つ
アプリケーションになるのかを判断できる人

このときの開発モデルは図 2のようになる．プ
ロジェクトマネージャーや導入支援 SEがOR/AI
の知識を十分に持って要件定義できることが理想

だが，そのような人材はなかなかおらず通常は難

しい．実際には研究者の部分が重要になり，この

研究者の存在は開発 SEの身近なところに必要と
なる．そうしないと開発スピードは上がらず，な

かなか成果物が生まれないプロジェクトになって

しまう．そして，プロジェクトマネージャーや導

入支援 SEは，現場スタッフの期待値に開発中の
アプリケーションが適切でないといことが発生し

ないように開発状況を把握し，全体をコントロー

ルすることに徹することことが重要になる．

3.2コミュニケーション能力の高い開発SEが重要

3.1 項のように研究者 (特定分野のスペシャリ

スト)と開発 SEが直接会話する頻度が増加する．
このとき，開発 SEがこの特定分野にある程度の
経験値を持つまではすれ違いのコミュニケーショ

ンが多発する．これを無くすことは難しく，短期

間でお互いの会話の意図を理解できるようになる

かが重要になり，開発 SEにコミュニケーション力
が求められる時代になったとも言える．要件定義

を誰がするのか?という本来のあるべき論で考え
るとおかしいかもしれないが，実装の現場として

はこのスタイルを推進することが，結果的にプロ

ジェクトがうまくいく手法ではないかと考える．

3.3 進化するソフトウェアであるために

ORも AIも一度作って完成というものではな
く，運用しながら蓄積された結果をもとに進化す

ることが望ましい．この状態をプログラムの考え

方に当てはめると，本体のアプリケーション部分

とOR/AIのモデル部分は分けたアプリケーショ
ンとして存在し，それぞれが In/Outの連携 (連
携 IFを定義し，本体側のアプリケーションは毎
回開発が不要な状態)にすることが良いのではな
いか．その場合，研究者の存在は病院側スタッフ

と密なコミュニケーションができる位置に存在す
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図 3 今後必要になりそうなアプリケーション開発モデル 2©

図 4 最終的な理想形

ることが理想となる．(図 3)

ただし，前提として 3.2を経験し，開発 SEと
研究者がデータ連携に必要な要素とは何かを十分

に理解した状態 (苦労し終わった状態)であるこ
とが必須となる．本体側のアプリケーションで持

つべき設定項目，画面などデータ連携に必要な要

素は各製品によって要件が異なるはずで，最初か

ら 3.3の状態を実現することは非常に難しい．

3.4 将来の方向性

ChatGPTを用いたプログラム開発，ノーコー
ド開発など，プログラム開発の手法は今後必ずし

も SEにしか対応できないという分野ではなくな
る可能性もある．また，OR/AI領域もツール自
体が汎用的になれば，実現したいアイデアを数式

化するまでのハードルが低くなる可能性もある．

そうなると，最も望ましいのは図 4のように，
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• 研究者自体が現場のニーズを正しくヒアリン
グできるようになる

• 研究者が身近にいなくても，現場スタッフだ
けで数式化まで実装できるようになる

といった現場スタッフと研究者の 1人 2役が最も
目指すべきスタイルということなのかもしれない．

4. おわりに

今回例示した体制パターンについては，あくま

でも弊社が経験した事例をもとに想像したもので

あり，弊社も実現できているわけではない．しか

し，OR/AIを搭載するという事例を経験する中
で，今までの開発手法では対応が難しくなるとい

う方向性なのは間違いない．

技術の進化でこのような考え自体が古いという

ことも十分に考えれるが，現時点での課題として，

本事例が皆様の参考になれば幸いである．

　



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 –11–

手術スケジュールの最適化ツール

– オペレーションズ・リサーチの最新動向 –

鈴木 敦夫

1. はじめに

オペレーションズ・リサーチ (略してOR)は，現
実の問題を，数式を用いてモデル化し，最適化の手

法を用いてそのモデルの解を求め，その解をもと

に問題の解決策を提案する学問分野である．近年

は主として欧米でヘルスケアの分野でも応用がひ

ろがっている．例えば，米国では，OR・経営工学会
の INFORMS(Institute for Operations Research
and the Management Sciences) が，Healthcare
Conferenceを 2007年から開催し，またヨーロッ
パのOR学会の連合であるEUROは，Operations
Research for Healthcareという論文誌を 2012年
に発刊している．それらの学会や論文誌では，病

院の管理運営や病院のスタッフのスケジューリン

グ，病気の治療に対する数理的なアプローチ，公

衆衛生に関する数理的なアプローチなど多くの問

題がORの手法を用いて解かれている．日本でも
2019年に日本オペレーションズ・リサーチ学会
に「ヘルスケアのOR」研究部会が発足し，毎年 5
回の研究会を開催している．「ヘルスケアのOR」
研究部会の研究会の開催案内は日本オペレーショ

ンズ・リサーチ学会のホームページ 1)を参照され

たい．

ここでは，2節でORの起源とORによる問題
解決の枠組みを紹介し，3節で現場での活用事例
を紹介する．第 4節でわれわれが取り組んでいる
手術室管理システムへの応用例を示し，第 5節で
AI・ビッグデータと ORとの関連を説明する．

2．ORとは

2.1 ORの起源

図 1 オペレーションズ・リサーチの問題解決の枠組

ORは第 2次世界大戦下のイギリスで生まれた．
当時，イギリスはドイツとの戦いで劣勢にあり，イ

ギリス本土をドイツ空軍が爆撃していた．そのよ

うな危機的な状況にあって，物理学者のパトリッ

ク・ブラケットを中心として，様々な分野の科学

者，技術者が集まって，新たに開発されたレーダー

と迎撃機，対空砲をうまく組み合わせてドイツ空

軍を迎撃する方法を考案した．その結果，ドイツ

軍の飛行機 1機を撃墜するのに必要な砲弾数が 8
分の 1になったと言われている．そのほかにも，
大西洋を米国から英国に物資や兵員を輸送する護

送船団の規模の最適化や，対潜哨戒機の塗装の色

の決定，航空機搭載型の爆雷震度の決定，部隊の

訓練計画・補給・整備計画の策定などに大きな成

果をあげた．詳しくは文献 2を参照されたい．

2.2 ORによる問題解決の枠組

現在の OR は問題を数学的に記述し，それを
今までに開発された手法か，あらたにその問題の

ために開発した手法で解決する手順をとる．図 1
は，その枠組を示したものである．まず，第 1段
階として問題を把握し，可能ならば可視化する．

第 2段階は，問題解決の手法の検討である．ここ
では，どのように数学的に記述するか，どの手法

南山大学 理工学部 データサイエンス学科)
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を適用して解決するかなどを検討する．第 3段階
では，第 2段階で選択した解決方法をプログラム
として実現し，システム化する．第 4段階でこの
システムを現場で試用し，第 5段階で，現場で実
際に利用するシステムを完成させる．この間，現

場での試用で問題点が発見されれば，解決方法を

再検討するかもしくはシステムの改修を行って，

再度，試用・実践を繰り返すことになる．

3. ORの現場での活用例

3.1 海外の事例から

ここでは，海外の事例から OR が大きな成果
をあげたものを紹介する．前出の INFORMSは
ORを用いて大きな成果をあげた事例を表彰する
Franz Edelman賞を設けている．その賞を 2022
年に受賞したのが，チリ政府である．チリ保健科

学省は，COVID-19の流行に際して，ORを利用し
た方法を活用した．それは，自治体や時間経過に

よるロックダウンの実際の効果を明らかにするこ

と；限られた集中治療能力の効果的な割当；検査

能力の倍増；匿名化した移動データから無症状患

者を捜索する現場戦略の策定；全国規模の血清検

査監視プログラムである．これらの方策により，

2800人以上の命を救ったと報告されている 3) ．

2022年には，このほか，Alibaba，General Motors，
Johnson & Johnson，Merck Animal Health，U.S.
Census Bureauの 5件の事例が Finalistとなって
いる．Finalistとは，賞の最終審査に残った事例
であり，それぞれ大きな成果をあげている．

3.2 南山大学入試監督自動割当システム

より卑近な例として，2004 年に前出の Franz
Edelman 賞の Finalist になった南山大学の事例
を紹介する．南山大学では，5日間の入学試験の
試験室の監督者の割当手作業で行っていた．その

作業では，限られた時間で正確な割当を行わなく

てはならず，事務職員の大きな負担となっていた．

実際に，3日間徹夜で作業することによってやっ
と割当を作成しても，誤った割当が頻発するよう

に状態であった．実際に，試験当日に，試験室に

監督者がいない，というような例も多く発生して

いた．そこで，ORの手法を用いてこの問題を解
決することにした．この問題では，のべ 12000人
の受験者が，5日間，1日 3科目，40試験室で受
験をし，監督者は 200人以上，しかも多くの外国
人教員が監督者となっていた．そこで，問題解決

の方法として，次節で手術室のスケジューリング

でも用いる数理計画法を選択し，問題を数式で記

述した．その問題を，PC上で稼働する最適化ソ
フトウェアを用いて解くことができ，EXCEL上
にシステム化した．その結果，間違いのない監督

者の割当が 30秒で作成できた．このシステムは
現在も稼働中で，南山大学の入試業務には欠かせ

ないものになっている．より詳しくは，文献 4を
参照されたい．

4．手術管理システムへの応用

4.1 手術スケジューリング自動作成

手術のスケジューリングは手術室管理の重要

な問題である．現状では多くの病院で手術のスケ

ジューリングは手作業で行われており，その作業

時間と手間は担当者の大きな負担になっている．

また，作成したスケジュールが当日になってみる

と，手術時間の延長などが原因で頻繁に変更され

ることが起こっている．これらの問題の原因とし

ては，スケジューリングを手作業で行うために手

術のスケジュールのすべての条件を満たすことが

できないこと，予測している手術時間の精度が低

いことが考えられる．そこで，まず 1つめのスケ
ジューリングを手作業で作成する問題は，数理計

画法の問題として記述し，最適化ソフトウェアを

用いて解を求めた．手術時間の予測精度が低い問

題は，過去の手術データから回帰分析でより精度

の高い手術時間を求めることで解決した．詳しく

は文献 5を参照されたい．その結果，手術のスケ
ジューリングでは，PC上の EXCELでシステム
化し，ある病院の実際の手術スケジュールを 13
秒で求めることができた．この病院では手作業で

数時間費やしていたのに比べると大幅な手間と時
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図 2 ハイブリッド法による看護師のシフトスケジュール自動作成

間の短縮となった．

また，実際に手作業で作成したスケジュールと

比較したシミュレーションを行ったところ，ある

1日の手術について，手作業によるスケジュールで
は延長時間の合計が 1740分であったのに対して，
作成したシステムによるスケジュールでは 180分
と約 10分の 1になった．また，手術時間の延長
による手術の開始時刻の変更は，手作業の場合，

1080分であったのに対して，作成したシステム
によると，120分となった．こちらも 9分の 1に
なっている．このように大きな効率化が期待でき

るので，現在，株式会社フィリップス・ジャパン

の手術室管理システムORSYSに組み込む作業中
である．

4.2 看護師のシフトスケジュールの自動作成

看護師のシフトスケジュールの自動作成は，解

決が困難な問題として広く知られている．その理

由は，現在手作業で作成しているシフトスケジュー

ルが，非常にきめ細かい配慮のもとで作成されて

いて，それを数式で表現することが困難であるこ

とが挙げられる．その結果，不完全な情報のもと

で，数式で表現して最適解を求めても，現場では

受け入れられないという状況が現在も続いてい

る．ただ，主にシフトを作成している現場の担当

者からも，シフトスケジュール作成の手間と時間

は大きな負担となっており，自動化を求める要望

は強い．

われわれは，OR で求めた最適解を，AI を用
いて現場で受け入れられるように修正するハイブ

リッド法を考案中である．ORで求めたシフトス
ケジュールを現場の担当者に修正してもらったも

のを訓練データとして，図 2のような枠組みで，深
層学習のパラメータを調整する．これによって，

様々な条件を満たす看護師のシフトスケジュール

をまずORでもとめ，それを訓練した深層学習を
用いて修正することで，現場で受け入れられるよ

うなシフトスケジュールを作成することが期待で

きる．

この方法では，現在，現場の担当者ごとに異なっ

ている手作業でのシフトスケジュール作成方法を，

深層学習の訓練データをその担当者が修正したシ

フトスケジュールとすることで反映することがで

きる．いわば，その担当者の「くせ」を取り入れ

たシフトスケジュールを作成することができる．

このことは，本来作業は属人化すべきではないと

いうシステム化の原則に反するが，AIが発展し
てきたとき，個人の「くせ」を取り入れることも

現場にORによる方策を受け入れてもらう新たな
一つの方向なのではないかと考えている．

現在，システムのプロトタイプを作成中で，人

為的なデータでは有望な結果が得られている．さ

らに，看護師長の経験者に，ORで求めた最適解
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を修正することを依頼しており，そのデータに基

づいて深層学習のパラメータを決め，実際の現場

での条件のもとで，現場で受け入れ可能なシフト

スケジュールを作成することができるか検討する

予定である．

5. おわりに

最後に ORと AIやビッグデータとの関連につ
いて述べる．ORは問題解決のための学問であり，
AIやビッグデータ解析は，問題解決のためにOR
では使われることになると考えられる．例えば，

前節の看護師のシフトスケジュールの自動作成で

は AIの一つである深層学習を問題解決の方法と
して利用している．また，手術のスケジューリン

グ問題では，手術時間の予測に回帰分析を用いた

が，今後はさらに大規模なデータをビッグデータ

分析の手法を用いて予測を行うことになると考え

られる．また，予測手法も，回帰分析のみならず，

AIに一つである機械学習を用いる可能性もある．

このような例は今後ますます増えていくものと考

えられ，ORのさらなる発展に寄与していくであ
ろう．

参考文献

1. 日本オペレーションズ・リサーチ学会ホームペー
ジ，https://orsj.org/

2. 斎藤　芳正著，はじめてのオペレーションズ・リ
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3. INFORMS Franz Edelman Award のホーム
ページ，https://www.informs.org/Recognizing-
Excellence/INFORMS-Prizes/Franz-Edelman-
Award

4. 山本佳奈，鈴木敦夫，南山大学における入試監督
者自動割当システムの作成，オペレーションズ・リ
サーチ－経営の科学，54(6)，2009，335－ 341．

5. M. Ito, A. Suzuki, Y. Fujiwara, A prototype op-
erating room scheduling system—A case study
at Aichi Medical University Hospital, 日本経営工
学会論文誌，67巻 2E号，202－ 214.

　



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 –15–

ORを用いた手術スケジュール自動化の開発経験から得たもの

村端 章吾

1. はじめに

弊社ドゥウェル株式会社は長年，手術部門シス

テムORSYSを開発している．これまでフィリッ
プス・南山大学と共同研究を行い，オペレーション

ズリサーチ (OR)の手法を用いた自動スケジュー
ル機能の開発を行ってきた．この機能は，AIによ
る画像診断や臨床予測に比べて派手さはないが，

手術のスケジューリング，勤務表の作成，手術への

麻酔科医・看護師の割り当てなど，手術スケジュー

ルに関する現場作業の大きな負担の解消を目指す

ものである．ORを使った自動スケジュール機能
の開発を通じて，色々な経験をし，その苦労から

様々なことを学んだ．本稿では，開発エンジニア

目線でそれらをお話しすることで，この分野の発

展の一助となれば幸いである．

2. DX1とORの関係

近年，医療DXへの取り組みが進められている．
その一方で，DXという言葉自体は，幅広く捉え
ることができ，単なるデジタル化との違いが分か

りづらいかもしれない．今回の開発を通して感じ

たことは，「“意思決定”をデジタル化し，業務のや

り方をガラッと変える．」ということがDXではな
いかと思うようになったということです．日々，

様々な場面で，意思決定をして，業務を進めてい

るシチュエーション，そこをデジタル化して，や

り方をガラッと変える，変革 (トランスフォーム)
する，そのようなイメージです．そして，DXを
実現するためには，システムが蓄積しているデー

タを“徹底的に”活用するということが重要です．

図 1 DXのための 3つのステップ
BI: Business Inteligence ビジネスにかんする意思決定のための情報分析.
AI: Artificial Intelligence 人工知能.
EC: Electronic Commerce 電子商取引 (ネットショップなど).

図 1に示すように，データを徹底的に活用する
ためには，三つのステップがあると考えました．

まずは可視化，BIによる見える化です．見える化
することで，意思決定を支援できます．ECサイ
トでは，売り上げの集計をダッシュボードで見せ

る，手術のスケジュールでは，手術時間の実績を可

視化するというのもよいかもしれません．次のス

テップはAIによる予測です．ECサイトでは商品
の需要予測，手術スケジュールでは手術の所要時

間の予測ができるようになると色々な場面で活用

ドゥウェル株式会社 開発部
1DX: Digital Transformation デジタル技術を活用したビジネスの変革
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できると思います．そして，最後，三つめのステッ

プがORによる自動化・最適化です．ECサイト
ではAIによる需要予測と在庫情報を使い，最適な
発注をORで自動化する，手術のスケジューリン
グも AIによる正しい手術時間を使って ORで自
動化するなど，ORはDXを支える最終ステップ
と言えそうです．

3. オペレーションズリサーチ
(OR)・数理最適化

3.1 オペレーションズリサーチ (OR)とは?

ITの用語辞典 1)にORが掲載されていて，「オ
ペレーションズリサーチとは，数理的な解析手法

やアルゴリズムを駆使して，現実の問題をモデル

化し，計画や意思決定を最適化する方法論を研究

する分野．第 2次世界大戦中のイギリス軍の作戦
研究 (operations research)から発展した分野で，
現代では企業の経営管理や生産管理などに応用が

広がっている．」と説明されています．ORとは，
「数学や ITを駆使して意思決定を最適化するため
の方法の研究」であり，正にDXを支える技術の
一つと言えると思います．また，ORで使用され
る手法は，線形計画法や数理最適化などの従来の

数学的な手法の他，AIや機械学習を使うデータ
駆動型最適化 2) のような新しい研究も始まって

いる．今回の我々の開発は，ORの代表的な手法，
数理最適化を用いている．

3.2 数理最適化とは?

数理最適化とは，図 2 に示すようなフレーム
ワークで考えることができ，「現実世界の問題を

数理モデルにし，最適な解，つまり，目的関数を

最小化 (または最大化)する解を見つける」とい
うものである．その中心となる数理モデルは，定

数・変数・目的関数・制約条件の四つのパートに

分けて考えることができ，図 3に示すように，定
数には前提となるデータ，変数には何を決めたい

か，目的関数には決める基準，そして制約条件に

は満たすべき条件を考えていき，最終的に，それ

らを数式に落とし込むことで数理モデルを作り上

げる．このように四つのパートに分けて，段階的

に考えることで，他の様々な問題も数理最適化で

解決できるかもしれないと発想を得ることができ

る．数理モデルが出来上がったら，それをプログ

ラムに実装し，ソルバーという OR のツールを
使って，解を求めて，システムにインプリメント

していく．

図 2 数理最適化のフレームワーク



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 –17–

図 3 数理モデル決定までの流れ

図 4 数理最適化問題の解き方の違い

3.3 数理最適化問題をどう解くか?

次に数理最適化問題をどう解くかについてであ

るが，大きく分けて二つの考え方がある．一つは

時間をかけてでも数学的な最適解を求める厳密解

法，もう一つは現実的な時間でおおよそ満足でき

る解を探す近似解法 (メタヒューリスティクス)と

呼ばれるものである．

図 4にそれぞれの特徴・手法・実装・メリット・
デメリットを記載した．どちらも一長一短がある

ため，現場に受け入れられそうな解にたどり着け

るのはどちらなのか，はたまた，別のやり方を模
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索するべきなのか，この点については目的と手段

を混同することなく見極める必要がある．非常に

難しいところではあるが，今回の開発を通して学

ぶことができた．

4. ORを使ったシステム開発

4.1 ORを使ったシステム開発の流れ

ORを使ったシステム開発の流れは通常のシス
テム開発とは異なる．図 5に示すように，通常の

図 5 通常のシステム開発と ORのシステム開発の違い
ウォーターフォール型: waterfall 上流工程から下流にそって開発を進める手法．
イテレーション型: iteration 繰り返し、反復して開発を進める手法．

図 6 イテレーションフェーズで目指す姿

システム開発 (ウォーターフォール型)の流れは，
要件定義，設計，製造，テストを経て，リリースし

て，その後，保守フェーズに入るが，ORを使っ

たシステム開発の場合は，リリースするところま

ではおおよそ似ているが，リリース後に，評価，

フィードバック，最適化の検証・調整を行い，再
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図 7 ORを現場に導入する際の難しさ

リリースする部分を何度か繰り返すイテレーショ

ンのフェーズが必要になってくる点が特徴的であ

る．図 6に示すように，イテレーションフェーズ
は，条件を追加したり，場合によっては条件を削っ

たり，条件ごとの重み付けを変えたりしながら，

現場に受け入れられる解が求めることができるま

で，続ける必要がある．

4.2 ORを現場に導入する際の難しさ

ORを現場に導入する際の難しさは，図 7に示す
ように，現場業務の知識 (ドメイン知識)，数理最
適化に関する専門知識，そして ITエンジニアスキ
ルがそれぞれのフェーズでオーバーラップする形

で必要になる点が挙げられる．ヒアリングフェー

ズでは，現場の課題を正確に理解し，最適化問題

でどう落とし込めば解決できそうか，イメージし

ながらヒアリングすることが必要となり，開発エ

ンジニアのみでこれを行うことはかなり難しい．

また，最適化設計フェーズでは，複数の評価項目

のバランスや細かい条件について，上手に取捨選

択，咀嚼しながら，数理モデルに落とし込むこと

が難しく，専門家の協力が必要となる．また，よ

うやく出来上がった最適化プログラムが出力する

解が，ユーザの満足できる解になかなかたどり着

かないという点も悩ましい．

これらの経験から得られた教訓としては，OR
は，あくまで，問題解決のプロセスの一部分であ

り，ソリューション全体をトータルでデザインす

ることが重要ということと，そして，業務を必ず

変革 (DX)するという覚悟のようなものが求めら
れるということである．

5. おわりに

ORは意思決定を自動化・最適化することがで
きる．そして，それが麻酔科医の業務の変革 (DX)
に繋がる．ORを用いた手術スケジュール自動化
の開発経験から得たものは，まさにこのことです．

麻酔科医の業務が変革 (DX)され，よりよい医療
の提供ができることを切に願うと共に，そのよう

なソリューションを開発していくことで，少しで

も貢献していきたいと考える．

参考文献

1. IT用語辞典 e-Words オペレーションズリサーチ
https://e-words.jp/w/オペレーションズリサー
チ.html

2. 第 20回 データ駆動型進化的最適化 (辻真吾)
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/tsuji/tsuji20.html
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DPCコード別医療機器原価計算の検討

における医療機器通信機能の可能性

加藤 博史

はじめに

2000年から 2022年において診療報酬全体の改
定率は平均で-0.83%とマイナス傾向の改定が続い
ている．医療費削減の原因は高齢化による医療

費の増大とされるが，国家予算の視点から見れ

ば経済成長との関連も大きい．「医療関連データ

の国際比較:OECD Health Statistics 2019」では
OECD35か国の 1 人当たり GDP と 1 人当たり
保健医療支出には正の相関 (相関係数 0.687)があ
るとされている．つまり，GDPが低迷している
わが国において，高齢者医療費が増加している現

在，診療報酬のプラス改定を望むことは難しい．

このため，医療機関が存続しつづけるには継続し

た経営改善に取り組まなければならない．一般社

団法人全国公私病院連盟による「令和 3年病院運
営実態分析調査の概要」では，2021年に収支が赤
字となった医療機関は全体の 76.9%と報告してい
る．(新型コロナウイルスの感染拡大以前 2019年
度は 70.9%)．医療経済実態調査報告 (医療機関等
調査)では，多くの医療機関がコロナ補助金によ
り一時的ではあるが黒字に転じているとも報告し

ているがプライマリーバランスは悪化している．

図 1 診療報酬改定率の推移

神戸大学医学部付属病院 臨床工学部
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図 2 医療経済実態調査報告（コロナ補助金による補正）

DPC/PDPS(以下DPC)と原価計算

No Margin, No Mission「利益無くして果たせ
る使命なし」と言われる通り高度医療を提供す

る病院には，設備投資が必要でありこれを回収し

て利益を出し，さらに投資を続ける必要がある．

2021 年 6 月に厚労省より開示された資料では，
一般病床を有する全国の病院 5,786 病院に対し，
DPC対象病院は 2,002病院で，34.6%を占めてい
る．200床以上の病院における病院数割合では，
約 50%が DPC 対象病院である．一方，病床数
でみると DPC 病院は 56.7%と過半数を占めてお
り，急性期一般入院基本料等に該当する病床の割

合では，80%を超えている．
他方，医療機関の経営改善には医業収益増加と

医業費用削減の 2つのアプローチがある．後者は
新たな投資の必要がない場合が多く，特に材料 (薬
剤含む)費の値引き等は容易なため，多くの医療
機関で実施されている．さらに，材料費だけでな

く給与費，減価償却費，経費などを配賦し，「部門

別」，「診療科別」，「行為別」，「疾病別 (以下DPC
コード別)」などの費用 (原価)を算定する原価計算
も，コスト分析の手法として広く用いられている．

以上より，患者の入院から退院までの費用を求め

る場合は DPCコード別原価計算が必要となる．

臨床工学技士としての経営貢献

高度急性期医療を提供する病院は経営難に加え，

da VinciやMRIなどに代表される高額な医療機
器への投資が増加している．さらに，現有医療機

器を更新する際にも医療機器の機能が向上してい

るために装置本体や消耗品の価格が値上がりして

いる．このためおよそ 10年ごとの医療機器更新
のたびに予算は拡大する傾向がある．

臨床工学技士には院内の生命維持管理装置を中

心とした医療機器の管理が求められており，その

目的は主に安全な医療の提供と医療機器の効率的

な運用である．病院にとって医療機器は投資であ

るため，医療機器の効率的な運用の指標として医

療機器の費用対効果を用いて評価すべきである．

医療機器はライフサイクルコストとして購入，保

守，廃棄などの費用が必要であり，ライフサイクル

コストを総使用時間で除したものが 1時間当たり
の医療機器の原価となる．他方，出来高で計算さ

れる手術料に医療機器の原価は含まれていない．

また，DPCにおいて 1,000点未満の処置等は包
括計算されるため，直接の収益にはならず，医療

機器を使用した際の消耗品と装置の減価償却費は

病院が費用として負担することとなる．一般的に

DPCコード別原価計算において医療機器の原価
は正確に計算されておらず，実際には減価償却費
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図 3 DPCコード（疾患）別原価計算の考え方

の一部が按分されているため，医療機器に対する

投資の費用対効果が不明瞭となっている (病床数
が多く急性期医療を提供している病院の場合，医

療機器の減価償却費が増加する傾向がある)．我々
は正確な医療機器の原価を算出し，DPCコード
別原価計算に反映できるよう 2020年より取り組
んでいる．

DPCコード別医療機器原価計算の方法

我々は医療機器の原価を DPCコード別に使用
時間単位で加算したものを DPCコード別医療機
器原価と定義している．DPCコード別原価計算
の算出に必要な情報と取得方法は以下の通りで

ある．

医療機器の原価はライフサイクルコスト/使用
時間で定義されるため，When(いつ)，Where(ど
こで)，What(何の機器)，Who(どの患者)，How
many hours(どのくらい使ったか)の情報が必要
となる．これらの情報を取得するには 1©医療機
器に関する基本情報， 2©診断群分類コード (以下
DPC コード)， 3©医療機器の稼働情報などが必
用となる． 1©医療機器に関する基本情報は医療
機器管理における部門システム (医療機器管理ソ
フトウェア)で管理されており，医療機器の基本

情報 (メーカー名や製造番号，型式，クラス分類
等)，購入額や保守費用などライフサイクルコス
トに関する情報である． 2©DWH より患者番号
から DPC コードを抽出する．DPC データの E
ファイルは「診療明細情報」，Fファイルは「行
為明細情報」を示すため，治療内容から使用した

医療機器の稼働情報が正しく収集されているかを

検証する材料としても活用可能である． 3©医療
機器の稼働情報はWi-Fiによる無線通信が可能な
医療機器からの稼働情報を取得するもの，看護師

が使用しているスマートデバイスを用い医療機器

を使用した日時，部署，患者，使用した期間の情

報を取得するものがある．情報の網羅性と正確性

を向上させるため，保守時に機器の動作履歴情報

を取得することに加え，電源電流の変動を監視す

るWi-Fiデバイスにより稼働情報と位置情報の取
得も行う． 1©および 3©の情報から医療機器の原
価を計算し 2©において患者毎に使用した医療機
器別の時間と医療機器の時間単価を乗じて DPC
コード別医療機器原価を算出する．

進捗状況

現在，新型コロナウイルス感染拡大の影響もあ

り，開発が遅延している．医療機器に関する基本
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図 4 医療機器稼働情報の取得方法

図 5 医療機原価計算に必要な情報

情報および，DPCコードの取得はすでに可能であ
る．また，Wi-Fi通信が可能な医療機器のデータ
連携ソフトウェアもすでに開発されており，Wi-
Fi を用いた位置情報の取得も可能となった．さ

らに，看護師が携帯しているスマートデバイスに

よる医療機器の稼働情報取得ソフトウェアも完成

し，保守時の動作ログも取得可能である．現在は

Wi-Fiによる電流の変動を監視するWi-Fiデバイ
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スの検証を行っている．これらの検証が終わり次

第，実運用におけるデータ取得に取り組む予定で

ある．

おわりに

医療機器の原価および DPCコード別医療機器
原価を明らかにすることで，自院においては医療

機器の回転率や保有台数の検討が可能となるだ

けでなく，将来的には医療機器原価のベンチマー

ク (医療機器の回転率が高いほど原価が低くなる)
が可能となり，病床機能ごとに原価の目安などを

設定できるかもしれない．先にも述べたが，医療

機器管理の目的は安全な医療の提供と医療機器の

効率的な運用である．多くの医療機関が経営難に

直面している現在，臨床工学技士も自らの業務を

もって経営改善に貢献すべきであり，医療機器の

原価計算はこれに資すると考える．

参考文献

1. 日医総研リサーチエッセイ．医療関連データ
の国際比較-OECD Health Statistics 2019-．
https://www.jmari.med.or.jp/download/RE077.pdf，
(参照 2023-03-12)

2. 一般社団法人 全国公私病院連盟．令和 3年病院運
営実態分析調査の概要
https://www.byo-ren.com/pdf/r3gaiyou.pdf，
(参照 2023-03-12)

3. 厚生労働省 HP．第 23回医療経済実態調査の報告
(医療機関等調査)．
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken
/database/zenpan/jittaityousa
/dl/23 houkoku iryoukikan.pdf，
(参照 2023-03-12)．

4. 厚生労働省 HP．第 22回医療経済実態調査の報告
(医療機関等調査)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database
/zenpan/jittaityousa/dl/22 houkoku iryoukikan.pdf，
(参照 2023-03-12)．

5. 日本医師会 ORCA管理機構 HP．診療報酬深堀り
ニュース.　
https://owl.orcamo.co.jp/2021/12/08
/seminar-4/，(参照 2023-03-12)．

6. DPC点数早見表 2022年 4月版．医学通信社，
2022年，p.106-108

7. 西田 博．外保連試案 2022．医学通信社，2022年



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 –25–

マスク：気密性からの再考

本地川 裕之

はじめに

衛生材料としての呼吸用マスクに求められる主

な機能は

1. 呼気・吸気のフィルター機能 (主目的)
2. フィルター部材を回避して漏出入する空気流
を最小化する気密性

である．

いわゆるスペイン風邪流行時に滅菌ガーゼを重

ねたフィルター素材を使ったマスクが感染防止目

的で一般向け市場に登場してから約 1世紀を経た
今日，大きく進歩したフィルター素材に比べて気

密性はどうだろうか．

優れたフィルター性能のＮ 95マスクは，強力な
ゴムで椀型の形状を顔面に圧着することで気密性

を実現する．まず凹凸がある顔面形状の凸部が接

触し，気密性を高めるためにさらに強く押圧して

凹部すなわち谷底に圧着させる．このとき凸部に

加わる押圧は大きく，長時間の装用で顔の凹凸が

大きい人では顔面に圧迫性の損傷 (MDRPU)が
生じることもある．これは画一的な工業製品に対

して，ヒト顔面の側が適応することを前提とした

結果である．すなわち，大量生産を前提とした規

格品であるために個別の顔面形状への対応の代償

として顔面の圧迫痕を甘受することになる．(図
1)

方 法

本案は，大量生産性に優れる工業製品の規格形

状と，個別に異なる顔面形状との間にテーラーメ

イドの連結部材を介在することで，顔面に負担を

強いることなく漏洩する空気流を最小化する提案

である．

実際には単回使用のフィルター素材を再利用可

能なフレーム部材に装着し，フレーム部材と顔面

図 1 頭部の水平断形状
鼻梁の両側は凹部となっており，個別に異
なる形状を呈する

図 2　顔面の凹凸形状に嵌合する接触面をもつ弾性
素材でつくった連結部材

との間に，個別の顔面形状に対応したテーラーメ

イドすなわち個々の顔面がもつ立体的形状に対し

て嵌合する形状に成形した再利用可能な弾性連結

部材を介在させることで顔面との密着性を高め，

より小さな押圧で気密性改善を図る．

弾性部材は 3Ｄスキャン技術で顔面形状データ
を取得して 3Ｄプリント作成してもよいし，従来
より歯科領域で実用されているシリコンゴム採型

本地川医院
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図 3 連結部材に剛性素材でつくったフレー
ム部材を嵌合させる

図 4　フレームにフィルター部材を重ねて
留め具で固定した状態

全体は耳掛けのゴムや後頭部を廻るバンド
で頭部に圧着固定する．

図 5
左：フィルター素材をシートから台形に切り出す
(3つのブロックを説明のために色分けしている)
右：色の境界線で折り曲げて 3 つのブロックを
形成する

図 6
装着対象として作成したダミーヘッド (1/2
縮尺)
マスク試作時のリークをテストする目的で 10
ｍｍφの孔を設けている

技術を転用して直接作成してもよい．医療機関で

あれば就業者各人に弾性部材を数個ずつ支給し，

洗浄処理してリサイクル使用することが可能であ

る．(図 2)

フレーム部材は樹脂や金属など硬性の素材で作

ることで継続的な再利用が可能となる．フレーム

部材はフィルター素材に対して自身を額縁状に固

定する機構と弾性介在部材と嵌合連結する機構を

有する．(図 3，図 4)

本発表の例ではフィルター素材は平面からトム

ソン加工で無駄なく切り出すことを念頭に概ね台

形としたが，既製品マスクの矩形フィルター部分

を転用してもよい．(図 5)
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図 7
本案マスクのフレーム (ナイロンで 3Ｄプ
リント) と連結部材 (Agilus ゴムで 3 Ｄプ
リント)の試作

図 8 ダミーヘッドに試作品を装着した様子

また 1枚の台形を 2カ所で折り曲げた構造では
なく，概ね三角形の部材 3個に分割し異なる機能
を混在することも可能である．(図 10)

例えば左右両側の部材はフィルター素材，正面

に向く部材は透明樹脂板にすると会話中の口の

動きが相手から視認でき医療はもちろん接客や介

護においてフィルター機能を損なわずにコミュニ

ケーション性の改善が図れる．(図 11)

感染性飛沫から眼球を保護する目的でフェイス

ガードが用いられるが，顔面の上半分にある眼球

と呼気を生じる口と鼻が半閉鎖空間に同居するた

め，呼気中の湿気がフェイスガードの内面を曇ら

せてしまい視認透過性が低下することがある．(図
9)

図 9 フレームにアイガードを追加した様子
鼻梁から両側上顎での呼気漏出が減
るのでアイガード内面が曇らない

図 10 フレームを 3 ブロックに区画し，そ
れぞれ個別の素材で機能を持たせることがで
きる．

本案では顔面の上半分と下半分を区画として分

離できるので，フェイスガードの主目的であるア

イガード用シート部材を本案フレームの上部に装

着することでフェイスガードの代替となり得る．
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図 11 フレーム 3区画の中央部を
透明素材とした様子

口元が見えるのでコミュニケーショ
ンの改善が期待できる

今回は縮尺 1/2のダミーヘッドをレジン光造形
で作成し，その口部には今後呼気を模した空気流

のためのチューブ用孔を設けた．(図 6)
マスクのフレームはナイロン素材を 3 Ｄプリ

ント成型し，連結部はＡｇｉｌｕｓゴムで 3Ｄプ
リント造形した．ダミーヘッドへの装着はゴムで

耳介に係止する一般的なマスクの様式を模した．

(図 7，図 8)

結 語

現時点でフィルター素材を実装しての漏洩性評

価などは行っていないが，観測手段を検討しなが

ら，例えば会話時に下顎の可動性に追随できる部

分的柔構造やマスク上部の構造で下方視野が制限

される問題などに対応するべく改善を重ねていき

たい．
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ベイジアンネットワーク解析; COVID-19重症呼吸不全の

呼吸管理法がかかわる統計因果推論

須藤和樹，吉井龍吾，井上敬太，
山崎正記，小尾口邦彦，佐和貞治

1．イントロダクション

新型コロナウィルス感染症 (COVID-19) は，
2019年から世界的なパンデミックを引き起こし
た新興感染症である．ほとんどの患者は軽度の呼

吸器症状を呈するのみであるが，高齢者，肥満，

糖尿病などの基礎疾患を有する患者ではしばしば

重症肺炎を呈し，重症急性呼吸器症候群 (ARDS)
を引き起こすことがある．軽症肺炎の患者では，

経鼻カニューレまたは酸素マスクによる酸素投与

が基本的な酸素療法となるが，重症肺炎に対して

は高流量鼻カニューレ酸素療法 (High-flow nasal
cannula; HFNC)，人工呼吸管理療法 (Mechanical
ventilation; MV)，体外式人工心肺 (ECMO)の適
応となる．HFNCは特に多くの患者で使用されて
いるデバイスで，最大酸素供給量 60L/minを提供
でき，非侵襲的陽圧換気療法 (NIV)よりも患者の
忍容性が高いことで知られている．HFNCで治療
が行われた患者のうち，半数はMVに移行するこ
となく，治療を終えられたという報告もされてい

る 1)．しかし，HFNCで治療中の患者をMVに切
り替えることへの遅れが指摘されている．HFNC
からMVへの切り替えが遅れた場合のMVでの死
亡率は，早期にMVへ切り替えられた際のMVで
の死亡率と比較して，死亡率が上昇する傾向にあ

るといわれている 2,3)．したがって，COVID-19
重症肺炎患者を治療する場合に，HFNCで治療を
継続するか，MVへ切り替えるかの判断を適切に
評価することが必要である．これまで，さまざま

な臨床的データから，呼吸療法を選択する際の判

断基準が議論されてきたが，HFNCからMVへ
切り替える際の指標として ROX indexは広く使

図 1 ベイジアンネットワーク解析の様子
Python に必要なコードを挿入しグラフ
を作成していく

用されている．今回，COVID-19重症肺炎患者の
入院に際して，担当医師の判断が要求される呼吸

管理法として HFNCかMVのどちらを選択すべ
きかという判断において，ROX index，胸部 CT
画像，臨床検査データの与える影響について，ベ

イジアンネットワーク解析を中心とする統計因果

推論を適応させてみたので報告する．

2. ベイジアンネットワーク概説

ベイジアンネットワークは，グラフ表現によるネ

ットワーク図をベースとした変数間の関係を表す

手法である．有向 (Directed)で非循環 (Acyclic)
なグラフである DAG(Directed Acyclic Graph)
を扱う．因果推論の原理から導出されたベイジア

ンネットワークは，DAGと条件付確率分布の組み
合わせとして定義される．DAGは，条件付独立
関係をエンコードし，グラフィカルな分離を使用

して変数の結合確率分布を特徴づける 1)．今回，
1©相関関係を基にしたPCアルゴリズムから関連

京都府立医科大学麻酔科学教室
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性が示唆されるDAGの描出と精度としての BIC
スコアの算出． 2©因果推論による条件付確率を
基にした DAG の描出について MV に至る確率
と死亡率との関係を解析した．ネットワーク作成

にはPython (ver.3.8; https://www.python.org)，
pgmpy (https://pgmpy.org/)を使用した (図 1)．

3. ベイジアンネットワーク・
プログラミングの実際

ベイジアンネットワークの構築には，Ana-
conda(ver 2.2.0)での環境下で作動させた Jupyter
Notebook (v.6.4.12) での Python (ver.3.8) に
よるプログラミングを用いた．Python の科
学演算ライブラリ numpy, データフレーム
ライブラリ pandas, グラフライブラリ mat-
plotlib のほかに，データ可視化ライブラリ
seaborn (https://seaborn.pydata.org), ベイ

ジアンネットワークを扱うためのパッケー

ジ bnlearn(https://pypi.org/project/bnlearn/)，
pgmpy(https://pgmpy.org)およびpgmpyに組み
込まれている BayesianModel を導入した．ベイ
ジアンネットワーク解析に用いた実際の Python
のコードを以下に添付する．

—————————————————————-
# 必要なライブラリを導入
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
import random
import itertools

import pandas as pd
from IPython.display import Image
from sklearn.datasets import load boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

np.random.seed(1234)
random.seed(1234)

# pgmpyから必要なライブライを import
from pgmpy.models import BayesianModel
from pgmpy.estimators import ConstraintBasedEs-
timator

図 2 各変数同士のヒートマップ
MVと最も相関が認められたのは LIVと
ROX indexであった．

# HNFC Data Set 16因子を導入
df = pd.read csv(’C:/Users/df18R.csv’,
encoding=”UTF-8”)

# データ作成
boston = load boston()
df =pd.DataFrame(df scaled,

columns=df.columns)
df.head()

# 標準化
scaler = StandardScaler()
df scaled = scaler.fit transform(df)

# 相関係数，ヒートマップを作製 (図 2)
sns.heatmap(corr matrix, # データ
vmin=-1, vmax=1, # 範囲
annot=True, fmt=’0.2f’, # 数値表示
cmap=sns.color palette(’coolwarm’, 100), # 色指定
# square=True, # ヒートマップを正方形で表示
);
# データタイプの確認
df.info()

# データを離散値に変換
df new = df.copy()

df new[’MV’] = pd.cut(df new[’MV’], 2)
df new[’ROX’] = pd.cut(df new[’ROX’], 4)
df new[’LIV’] = pd.cut(df new[’LIV’], 4)
df new[’Gender’] = pd.cut(df new[’Gender’], 2)
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図 3 相関係数をもとに PCアルゴリズムによる
ベイジアンネットワーク推論の結果

各共変量を PC アルゴリズムに従ってベイジア
ンネットワーク推論を行ったところ，DAGとし
て方向性が示されたのは (LIV → M)，(CCI →
C)，(Mortality → PS) の３つであった．A; 各
共変量から関連性が見られた DAG．方向性はま
だ定められていない．B;PC アルゴリズムから
DAGに方向性を定めた．

図 4 各共変量における偏相関
相関係数は ROX，LIV ともに MV と比較的高
値を示すが，ROX LIVは偏相関も MVと高値
を示していることが示された.

df new[’Age’] = pd.cut(df new[’Age’], 4)
df new[’BMI’] = pd.cut(df new[’BMI’], 4)
df new[’WBC’] = pd.cut(df new[’WBC’], 4)
df new[’Cr’] = pd.cut(df new[’Cr’], 4)
df new[’CRP’] = pd.cut(df new[’CRP’], 4)
df new[’LDH’] = pd.cut(df new[’LDH’], 4)
df new[’Ddim’] = pd.cut(df new[’Ddim’], 4)
df new[’PSI’] = pd.cut(df new[’PSI’], 4)
df new[’CCI’] = pd.cut(df new[’CCI’], 4)
df new[’DtoH’] = pd.cut(df new[’DtoH’], 4)
df new[’DtoHF’] = pd.cut(df new[’DtoHF’], 4)
df new[’Mortality’] = pd.cut(df new[’Mortality’], 2)

# 離散値のデータを確認
df new.head()

# PCアルゴリズム
est = ConstraintBasedEstimator(df new)
skel, seperating sets = est.estimate skeleton
(significance level=0.01)

# 結果
print(”Undirected edges: ”, skel.edges())# DAG と
して成立しないもの

print(”PDAG edges: ”, pdag.edges())

model = est.pdag to dag(pdag)# DAG が成立する
と推定されるもの
print(”DAG edges: ”, model.edges())

# 得られたデータをもとに作図
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt
G = nx.Graph()
G.add nodes from(df.columns)
G.add edges from(skel.edges())
nx.draw circular(G, with labels=True,arrowsize=30,
node size=800, alpha=0.3, font weight=’bold’)
# (図 3A)

DAG model = BayesianModel(model.edges())
nx.draw circular(DAG model, with labels=True,
arrowsize=30,node size=800,alpha=0.3,
font weight=’bold’)
# DAGに方向づけ (図 3B)

# 偏相関を算出 (図 4)
df.pcorr().round(3)

# 条件付確率をもとにしたベイジアンネットワークの
構築
# pip listに pgmpyをインストール
pip install pgmpy

# 必要なライブラリをインポート
from pgmpy.models import BayesianModel
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
import pandas as pd
import random
np.random.seed(1234)
random.seed(1234)
import itertools
import pandas as pd
from IPython.display import Image
from sklearn.datasets import load boston
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import seaborn as sns
matplotlib inline
import pingouin as pg
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図 5 各データを 2つの離散値に変換

from pgmpy.estimators import ConstraintBasedEs-
timator

# データを 2つの離散値にしたものを使用 (図 5)
df = pd.read csv(’C:/Users/df17R.csv’,
encoding=”UTF-8”)

# DAGの方向付け
model= BayesianModel([(’ROX’,’LIV’),
(”LIV”,”MV”),(’ROX’,’MV’),(”ROX”,”Mortality”),
(”LIV”,”Mortality”),(”MV”,”Mortality”),
(”LIV”,”PSI”),(”ROX”,”Ddim”),(”LIV”,”LDH”),
(”Cr”,”PSI”),(”AGE”,”BMI”),(”MV”,”DtoH”),
(”DtoH”,”DtoHF”),(”ROX”,”CCI”),(”AGE”,”PSI”),
(”Gender”,”Cr”),(”MV”,”Cr”),(”PSI”,”CCI”),
(”Gender”,”Ddim”),(”Mortality”,”Ddim”),
(”Ddim”,”LDH”),(”CCI”,”LDH”)])

# グラフ作成 (図 6)
G = nx.Graph(model)
G.add nodes from(df.columns)
nx.draw circular(G,with labels=True,
arrowsize=30,node size=800,alpha=0.3,
font weight=’bold’)
G = BayesianModel(model.edges())
nx.draw circular(G,with labels=True,
arrowsize=30,node size=800,alpha=0.3,
font weight=’bold’)

# 各項目について条件付確率を求めていく
print(model.get cpds(’MV’))
print(model.get cpds(’Mortality’))
print(model.get cpds(’LDH’))
print(model.get cpds(’LIV’))
print(model.get cpds(’ROX’))
print(model.get cpds(’CCI’))
print(model.get cpds(’DtoH’))
print(model.get cpds(’DtoHF’))
print(model.get cpds(’PSI’))
print(model.get cpds(’BMI’))
print(model.get cpds(’Ddim’))
print(model.get cpds(’Cr’))

# 作成したグラフに条件付確率を添付 (図 7)

♯ BICscoreを算出
from pgmpy.estimators import BicScore
print(BicScore(df).score(model))
→-438.3970047712094

♯立体的にグラフを作成 (図 8)
pip install pyvis
from pyvis.network import Network
net.from nx(model)
net.show(”bnmodel.html”)

図 6 各変数にDAGの方向付けをした

図 7 ベイジアンネットワークによる
因果推論と条件付確率

MVに関係が認められたのは ROX indexと
LIVであった．条件付確率からは，ROX in-
dexよりも LIVが重症な患者でMVに至る
傾向が見られた．

図 8 各共変量との関係を立体図に表したもの
実際にはマウスポインターで共変量の位置を
調整したり，動かすことができる．
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4. 呼吸療法選択判断が関わる因果関係
へのベイジアンネットワーク設計

2020年 4月から 2021年 9月までに当院に入院
した重症COVID-19患者 59人が対象とした．人
工呼吸開始の開始の判断基準は，主治医の裁量で行

われた．患者データとして年齢 (Age)，性別，Body
mass index (BMI)，白血球 (WBC)，クレアチニン
(Cr)，CRP，LDH，　D-dimer(Ddim)，Peumo-
nia Severity Index(PSI)，Charlson Comobidity
Index(CCI)，発症から入院までの期間 (DtoH)，
発症からHFNC装着までの期間 (DtoHF)，ROX
Index，Lung Infiltrate Volume(LIV)，死亡率が
用いられた．

1) ROX index

ROX index は肺炎や急性呼吸窮迫症候群
(ARDS) を管理する指標として受け入れられて
おり，HFNCで治療中の COVID-19患者の転帰
を予測できる因子として使用されている 2)．その

計算は，HFNC装着後 6時間後における酸素飽
和度 (SpO2)をHFNCの酸素濃度と呼吸数 (Res-
piratory Rate; RR)で除したものとされている．
(ROX index = SpO2/FiO2/RR) これまでの報
告では人工呼吸導入の目安となる ROX indexの
カットオフ値として，2.7から 5.9までさまざま
であり，決まった値は無い 3)．

2) 胸部CT画像の解析

COVID-19 の流行以来，胸部コンピュータ断
層撮影 (CT) の役割は，急性期を亜急性期の病
状の予測の観点から進化してきた 4,5)．COVID-
19 肺炎は，胸部 CT 画像上で広範な浸潤陰影
が特徴的である．臨床医は酸素化に関するパ

ラメータだけでなく，肺炎の画像的分析によ

る評価も行うため，今回の臨床データとして肺

炎の浸潤領域の分析を行った．肺炎の重症度を

定量的にとらえるために，胸部 CT 画像を 3D
slicer(Ver.4.11，https://www.slicer.org/)に取り
込み，浸潤影 (Lung Infiltrate Volume; LIV)を算
出した．各Houndsfield Units (HU)に従って，胸

部CT画像は 1� 3の体積ごとに正常組織，LIV，
気腫，血管などの軟部陰影に識別された．識別さ

れた LIVの体積を計算し，肺全体からの割合を表
した．

5. 呼吸療法選択判断が関わる因果関係
のベイジアンネットワーク可視化

各変数について，ヒートマップを図 2 に示し
た．MV と最も相関が認められたのは ROX in-
dex (r=-0.53)と LIV(r=0.62)であった．各共変
量の相関係数をもとに PCアルゴリズムによるベ
イジアンネットワーク推論では，DAGとして方
向性が示されたのは (LIV→MV)，(CCI→ Cr)，
(Mortality→PSI)の 3つであった (図 3B)．LIV，
ROX indexは偏相関による影響も大きく，MVと
の相関関係は複雑な関係にあった．条件付確率で

は，ROX index単独よりも，LIVが単独で重症
な患者がMVに至る傾向にあり，ベイジアンネッ
トワークの精度を示す BICスコアは-438.397で
あった (図 7)．

6. まとめ

　今回の事後分析による担当医の判断による

ROX indexのカットオフ値は 6.1で先行研究より
もわずかに高値であった．ベイジアンネットワー

クによる解析では，ROX indexのみがカットオフ
値より下回ると，ＭＶとなる確率 0.4，LIVのみが
カットオフ値より上回った場合のＭＶとなる確率

は 0.57と ROX indexが重症な患者よりも，LIV
が重症な患者が，ＭＶとなる傾向がみられたもの

の，患者数が少ないこと，独立性の検定が不十分

であることもあり，条件付確率をもとに推測され

たベイジアンネットワークの BICスコアからは
精度としては高くないと思われる．しかし，相関

係数及び PCアルゴリズムにてベイジアンネット
ワーク推論では，DAGとしてMVに至る方向性
が示されたのは，(LIV→MV)であり，LIVがMV
に至る要素として関連性があると推測された．
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for severe respiratory failure in COVID-19
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The choice of High flow nasal cannula (HFNC)
or Mechanical Ventilation (MV) as a respiratory
management method for coronavirus infection
(COVID-19) depended on the policy of the at-
tending physician. Bayesian Network (BN) ex-
presses the relationship between variables using

a Directed Acyclic Graph. In this study, we
applied BN to determine which variables were
important for the attending physician’s judg-
ment leading to MV. 59 severe COVID-19 pa-
tients admitted to our hospital from April 2020
to September 2021 were included. Patient data
includes age (Age), gender, body mass index
(BMI), white blood cells (WBC), creatinine,
CRP, LDH, D-dimer, Peumonia Severity Index,
Charlson Comobidity Index, time from onset to
hospital admission, time from onset to HFNC,
ROX Index, Lung Infiltrate Volume (LIV), and
mortality were used. We read chest CT im-
ages into 3Dslicer and calculated LIV accord-
ing to each Houndsfield Units. As a result, BN
constructed using the PC algorithm, three di-
rections were shown as DAG: (LIV → MV),
(CCI → Cr), (Mortality → PSI). Conditional
probability-based BN showed that patients with
high LIV were slightly more likely to introduce
MV than those with severe ROX. It was specu-
lated that LIV is related as a factor leading to
MV.
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脳波モード分解解析ソフトウェアEEG Mode Decompositor

の開発：経験的モード分解 (EMD)，変分的モード分解 (VMD)，

経験的Wavelet変換 (EWT)の比較検討

佐和 貞治，山田 知見，湯浅 健人，小畑 友里江∗

はじめに

対象とする生体信号の周波数特性を把握する場

合，計測データに対してスペクトル解析を行うこ

とが多い．スペクトル解析では三角関数を基底と

するフーリエ解析が一般的に行われる．しかしな

がら，フーリエ解析ではデータの定常性・周期性

を前提としているため，非定常性の強いデータを

扱う場合，解析結果から周波数特性を正確に理解

することはできない．このような非定常性の強い

データの周波数特性を把握する場合，短時間フー

リエ解析やウェーブレット解析などの時間周波

数解析が有効とされる．一方で，これらの方法に

は欠点もある．異なる方法の一つに生体信号など

を多次元時系列データとして捉えて，その中に潜

む特徴的な単位成分であるモードを取り出す手法

をモード分解があり，現象の本質的な理解，簡易

な推定方法構築などに活用できることから，近年

様々な分野における信号解析法として注目されて

いる．脳波のように非線形的で非定常的な信号に

おける周波数成分の解析にも高い適応性が期待さ

れる．モード分解では，特徴的な成分は固有モー

ド関数 (Intrinsic Mode Function, IMF)として取
り出され，取り出されたすべてのモード関数を和

すれば元の信号に戻る (図 1)．

経験的モード分解法 (empirical mode decom-
position, EMD) は，Hilbert 変換と組み合わせ
て Hilbert-Huang変換法 (Hilbert-Huang Trans-
form)として用いられる．他にも変分的モード分
解法 (Variational Mode Decomposition, VMD，
制約付き数理最適化理論に基づく解法)や経験的

図 1 脳波のモード分解法. IMF: 固有モード関数
（Intrinsic Mode Function, IMF)

ウェーブレット変換 (Empirical Wavelet Trans-
form, EWT)などが報告されている．今回，EMD
に加えて，VMDやEWTを組み込んだアプリケー
ション・ソフトウェア EEG Mode Decompositor
を作成した．今回，EMD，VMD，EWTについ
て数学的理論と，EEG Mode Decompositorにつ
いてその概要を解説する．

経験的モード分解法

(empirical mode decomposition，EMD)

EMD法は，1998年にHuang et al.1)によって提
案されたモード分解法であり，取り出された IMF
に対して Hilbert変換を用いて瞬時周波数，瞬時
振幅を求めることと組み合わせてHilbert-Huang
Transform (HHT)法と呼ばれている．その概略
は，元の信号 hnk(t)の極大値を結ぶエンベロープ
l(t)と極小値を結ぶエンベロープm(t) を 3次ス
プライン補間により求め, トレンド成分

µ(t) = [l(t) + m(t)]/2

を求めて，元の信号から差し引く作業

hn(k+1)(t) = hnk(t) − µ(t)

京都府立医科大学麻酔科学教室
∗淀川キリスト教病院麻酔科
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を繰り返していく (図 2)．詳しくは，麻酔・集中
治療とテクノロジー 2022の著者らの論文 2)を参

考にして頂きたい．

EMD法は，簡便なアルゴリズムによってモー
ド分解が可能となる利点があるものの，その分解

信号は，極値点の検出方法，極値点のキャリアエ

ンベロープへの補間，および繰り返し操作の課せ

られる停止基準に大きく依存し，また数学的理論

の脆弱性から，分解法のロバスト性に関する理論

的開発と改善の余地を残しているとされてきた．

変分的モード分解法

(variational mode decomposition，VMD)

VMDでは，2014年にDragomiretskiy K, et al,
よって報告されたモード分解法である 3)．脳波を

複数の IMFから構成される汎関数 (関数を変数と
して構成された関数)として捉えて，この汎関数
においてオンライン推定された中心周波数を保持

しながら，帯域幅を H1ノルムで狭域帯に最適化
して再構築する IMFを探しだす変分問題 (汎関数
を最小化する関数を求める問題)として解く方法
である．制約付き最適化問題として数理解析的に

解法することになるが，解法式には次の 2つの主
要な側面，つまり目的関数 objective functionと
制約 constraintsが含まれる．VMDの目的は，す
べてのモードの合計が元の信号と等しくなければ

ならないという事実を制約として，各モードの中

心周波数で帯域幅 (目的関数)を最小化する．

数式 (式 1)が，VMDの非線形制約つき数理最適
化問題であり，目的関数は：

であり，制約は：

図 2 経験的モード分解法 (empirical mode
decomposition，EMD).

との等式制約条件として示される．ここで fは原
脳波波形，uk は k個にモード分解された脳波を
指す.
上記 (1)の数式のなかで，

は，ヒルベルト変換のインパルス応答として知ら

れており，モード uk(t) に適用され，f(t) は元の
信号である．ヒルベルト変換は信号を周波数領域

に変換するが，時間領域に保持するには，信号と

畳み込む必要がある (周波数領域での乗算は時間
領域での畳み込みである)． *は，乗算記号では
なく，畳み込み演算記号である．畳み込みニュー

ラルネットワークで見られるのと同じ畳み込みで

ある．

この記号は偏微分記号である．目的は，取得した

帯域幅の変動または変化を最小限に抑えること，

または帯域幅が狭くゼロに近いことを確認するこ

とである．

この領域は，取得したい ω を追加して帯域幅が

ω 付近であることを確認する．
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最後に，上記の式の「min」の直後に合計記号が
表示されている．これにより，すべてのモードに

バリエーションが追加されることとなる．そのた

め，目的関数の時間領域にもすべてが表示される

こととなる．

制約付き問題を解くための典型的な戦略は，「制

約無し問題に変形する」ことである．数理最適化

的には，問題 (式 1)を制約無し問題に変形するた
め，拡張ラグランジュ関数を導入して，この制約

付きの問題を制約のない問題に変換する (式 2)．
数理最適化法の詳細は参考書に委ねる 4−6)．

ここで，

は目的関数， は 2次ペナ

ルティ項， はラグラン

ジュ乗数λ項である．

この拡張ラグランジュ関数は，交互方向乗数法

(ADMM)として知られる方法を使用して解く (表
1)．変数をランダムな値で初期化し，最適な値を
検索する．

図 3 変分的モード分解法 (variational mode
decomposition，VMD)：

図 4 経験的ウェーブレット変換法 (empirical
wavelet transform，EWT)：

この問題解くことで最終的に最適化が図られた

中心周波数とモードを取得する (図 3)．

経験的ウェーブレット変換法

(empirical wavelet transform，EWT)

2013年，Jerome Gilles は，与えられた信号を
異なるモードに分解するための適応ウェーブレッ

トフィルターバンクを明示的に構築する EWT法
を導入した 7)．EWT も EMD と同様に，信号か
ら IMFを抽出することを目的としている．EWT
は，時間空間で機能する EMD とは異なり周波数
空間で機能する．強力な数学的背景に支えられた

適応アルゴリズムで，処理された信号に適応した

ウェーブレットのファミリーを構築する方法を用

いる．フーリエの観点からは，この構成は一連の

バンドパスフィルターを構築することに相当して

いる．

フーリエ周波数 [0,π] がN個の連続するセグメ
ントに分割されていると仮定すると，0と π を除

いて N-1個の境界を抽出する必要がある．境界
を見つけるために，スペクトル内の局所的な最大

値が検出され，降順で並べ替えられて，境界は連

続する最大値間の平均として定義される．ωn を

各セグメント間の限界 (ここで ω0 = 0および
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図 5 アプリケーションソフトウエア EEG Mode
Decompositor

ωn = π)とし，各セグメントを Λn = [ωn−1, ωn]
と表すと，

∪n
n=1 Λn = [0, π]，幅 2τnの遷移フェー

ズ Tn(τn = γωn，ここで 0 < γ < 1) は，図 4
に示すように各 Λnの中心付近で定義される．経

験的ウェーブレットは，各 Λnのバンドパスフィ

ルターとして定義される．このために，開発者の

Gillesは，Littlewood-PaleyとMeyerのウェーブ
レットの両方の構築に使用されたアイデアを利用

した．

したがって，∀n > 0 の経験的スケーリング関
数のフーリエ変換と経験的ウェーブレットは，そ

れぞれ式 (式 3) と (式 4)で定義される．

ここで，β(x) は次のような任意の Ck ([0,1]) 関
数（式 5, 式 6）である．

経験的ウェーブレットとスケーリング関数を定

義したので，信号 f(t) の経験的ウェーブレット変
換Wf ∈ (n, t) は，従来のウェーブレット変換と
同様の方法で定義される (式 7) (式 8)．つまり詳
細係数は，経験的ウェーブレットの内積によって

与えられる．

図 6 脳波モード分解 解析ソフトウェア EEG
Mode Decompositorのスクリーン

詳しくは，Gillesの原著を参照のこと 7)．

脳波モード分解解析ソフトウェア EEG Mode

Decompositorの作成

自作の EEG Analyzer を用いて BIS モニ
タから全身麻酔中に記録された脳波デジタル

データを解析の対象とした．ソフトウェア開

発環境には Processing (https://processing.org)
と Java(https://www.java.com/ja/) を用い，
フーリエ変換や複素数演算には Apache Com-
mons Mathematics Library, ヒルベルト変換
には JDSP(Digital Signal Processing in Java,
https://jdsp.dev) を利用した．EMD に加えて，
VMD，EWT クラスを作成してモード分解アル
ゴリズムを構築し，IMF やヒルベルトスペクト
ルをグラフ表示する機能を持ったアプリケーショ

ンソフトウェア EEG Mode Decompositor を作
成した (図 5, 6)．プロポフォールやセボフルラン
による全身麻酔中の脳波解析に適応して，解析の

特徴に考察を加えた．　

まとめ

EMDは脳波時間ドメインでモード分解を適応
する一方で，VMDや EWTは周波数ドメインで
作用する違いがある (図 7)．EMDでは，数学的理
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図 7 3種類のモード解析（ EMD, VMD,
EWT）の特徴

論が希薄である一方で軽快に高周波数帯から特徴

抽出に長けていた．VMDや EWTは，強力な数
理最適化理論に支えられて効果的に脳波を固有数

の狭帯域に分離し，最適化のループ・プロセスで

算定には時間を要したが適切に固有数の狭帯域に

分離した．VMD，EWTモード分解法では EMD
とはまったく異なる理論に基づくが，それぞれに

特徴ある IMFの組み合わせが得られた．今後，一
般的なフーリエ変換による周波数解析 8,9)に加え

て，モード分解法によるヒルベルトスペクトル解

析を加えることで全身麻酔中の脳波変化の評価に

利用できる可能性を示唆していた．
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ABSTRACT

EEG Mode Decomposition Analysis Software:
Comparative Study of Empirical Mode

Decomposition (EMD), Variational Mode
Decomposition (VMD), and Empirical Wavelet

Transform (EWT)

Teiji Sawa*, Tomomi Yamada*, Kento Yuasa*,
Yurie Obata†

Mode decomposition is a method to extract
intrinsic mode functions (IMF) as the major
characteristics of the input signal. Empirical
mode decomposition (EMD) is used in combina-
tion with the Hilbert transform as the Hilbert-
Huang Transform. Variational Mode Decompo-
sition (VMD) and Empirical Wavelet Transform
(EWT) have been reported. In this study, in
addition to EMD, we created a software EEG
Mode Decompositor that incorporates VMD
and EWT. Digital electroencephalogram data
recorded during general anesthesia from a BIS
monitor using a self-made EEG Analyzer was
analyzed. Processing & Java, Apache Commons
Mathematics Library, and JDSP (Digital Sig-
nal Processing in Java) were used for the devel-
opment environment. We created EMD, VMD
and EWT Java classes, constructed a mode de-
composition algorithm, and created an applica-
tion software EEG Mode Decompositor with a
function to graphically display IMF and Hilbert
spectrum. We applied EEG analysis during gen-
eral anesthesia with propofol or sevoflurane and
added considerations to the characteristics of the
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analysis. The VMD and EWT modal decompo-
sition methods are based on completely different
theories from EMD, but each has a characteris-
tic IMF combination. In the future, by adding
more detailed analysis, it could be used to eval-
uate changes in electroencephalograms during
general anesthesia.
* Department of Anesthesiology, Kyoto Prefec-
tural University of Medicine
† Department of Anesthesia, Yodogawa Chris-

tians ’Hospital
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鎮静と鎮痛のバランス設定の変更がロボット麻酔に与える影響

松木悠佳 ，長田理∗ ，松田修子，中西侑子，重見研司

はじめに

私たちの開発したロボット麻酔システムは，患

者情報および連続的に取得する手術中の生体情報

(BIS値，TOF値)を基に，目標とする状態が得
られるように静脈麻酔薬 (プロポフォール，レミ
フェンタニルおよびロクロニウム)の至適投与量，
至適維持濃度を滴定し，各薬剤がセットされたシ

リンジポンプを制御する．レミフェンタニルの投

与は，BIS値が 45となるためのプロポフォールと

レミフェンタニルの効果部位濃度の組み合わせを

双曲線で近似し，鎮痛薬濃度を増やしても必要鎮

静薬濃度が大きく減少しない状況を適切な組み合

わせとして，時々刻々と自動制御している．これ

までは，頂点から極限までのプロポフォール濃度

変化が 20%となる点 (esMIC20)に設定していた
(図 1)．今回，鎮静薬と鎮痛薬のバランス点を示す
値，すなわち鎮痛薬の自動制御指標である esMIC
値を上下させ，その有効性を従来の麻酔科医によ

る麻酔 (手動群)と比較した．

図 1 レミフェンタニルの制御
BIS値を 45とするプロポフォールとレミフェンタニルの効果部位予測濃度の組み合わせを示すライン
を 3つのパラメータの双曲線で近似する．esMIC20 の求め方は，鎮痛と鎮静の変化率が等しい点を中立
点 (

√
c + a,

√
c + b)とし，プロポフォールが中点の 20%となる点とした．

方 法

本研究は当院の認定研究審査委員会で承認後に

実施された特定臨床研究 (jRCTs052200118)であ
り，患者から文書で同意を得た．ASA PS 1か
ら 3の予定手術患者に対して，プロポフォール，

福井大学学術研究院医学系部門医学領域器官制御医学講座　麻酔・蘇生学分野
∗国立国際医療研究センター病院　麻酔科
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表 1 患者背景

表 2 薬剤投与量

レミフェンタニルおよびロクロニウムの持続投与

(ロボット麻酔システム)による調節を，esMIC25

で管理する群 (esMIC25群)と esMIC15で管理す

る群 (esMIC15 群)に割り付けた．手術時間に鎮
静，鎮痛，および筋弛緩の効果がいずれも適切に

維持された時間の割合を，対照群を先行治験の手

動群 (麻酔科医による通常通りの麻酔管理)とし
て非劣性検定 (非劣性マージン：5%)を実施した．
なお，適切に維持されたとは以下のことを満た

す時間とした．鎮静；BIS値が 35以上 55以下か
つ SQIが 80以上である．鎮痛；血圧または心拍
数の急激な変動が認められていない (循環作動薬
投与後 5分以内は除く)．筋弛緩；TOFcount=1
である．また，体動率や術後 48時間における有
害事象の発現割合についても比較した．

結 果

手動群 60 例，esMIC25 群 27 例，esMIC15 群

30例であった．患者背景を表 1に示した．患者
背景に有意な差はなかった．薬剤使用量は，鎮痛

薬であるレミフェンタニルについては，手動群と

esMIC25群は同程度であったが，esMIC15群で約

2倍の投与量であった．筋弛緩薬の投与量につい
ては 3群で差はなかった (表 2)．3剤の適切に維
持された時間の割合 (平均 ±標準偏差)は，手動
群が 65±20%，esMIC25 が 89±15%，esMIC15 群

表 3 適切に維持された時間割合 (％)

図 2 3剤の適切な時間割合と体動率の比較

表 4 有害事象の発生割合 (％)

が 86±14%であり，esMIC25 群と esMIC15 群は

いずれも手動群に対して非劣性であった．なお，

鎮静，鎮痛の 1剤，鎮静と鎮痛の 2剤についても，
esMIC25 群と esMIC15 群はいずれも手動群に対

して非劣性であった (表 3)．体動した割合は，手
動群では 3.4%，esMIC25群が 11%，esMIC15群

が 0%であった (図 2)．術後 48 時間における有
害事象としては，術後疼痛，悪心・嘔吐，悪寒で

あった．術後疼痛の発現割合は，手動群が 55例
(92%)，esMIC25群が 19例 (70%)，esMIC15群が

25例 (83%)であり，有意な差はなかった (表 4)．

考 察

3剤の適切に維持された時間割合は，esMIC値
を変更しても，いずれも手動群に劣らず，有害事象

も差はなかった．体動率は，鎮痛薬の制御目標が
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低い esMIC25群が手動群より多かった．これは，

予期せぬ刺激に対応できないためであると考えら

れた．esMIC25群では，鎮痛薬投与量は手動群と

同等であったが，体動率が高く，esMIC15群では

体動率が 0であるものの鎮痛薬投与量が多かった．
その結果，医師主導治験で用いられた esMIC20が，

両者のバランスの良い調節状態であることが示唆

された．

結 語

鎮痛薬の制御目標の esMIC値は，鎮静薬と鎮
痛薬のバランス点を表すが，今回これを変更して

全身麻酔薬の投与を自動制御した．esMIC値を上
下させても，3剤の適切に維持された時間割合は，
いずれも手動群に劣らなかった．鎮痛薬と鎮静薬

のバランスは，esMIC20が最適であることが示唆

された．
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高Ca2+血症や心筋梗塞早期に発生するドーム状T波は

ジギタリス中毒で説明できる

田中 義文

はじめに

正常な心電図の STセグメントT波は，下に凸
のなだらかな上昇曲線で S字状カーブを描き，頂
点を過ぎると比較的急な S字状下行曲線を示し，
非対称である．しかし，高 Ca2+血症や心筋梗塞

では STセグメントは短縮，又は消失し，対称形，
ドーム状の T波となる．
図 1は血清 Ca2+濃度と心電図の関係，また心

筋梗塞初期に表れる巨大 T波を示す．正常であ
れば STセグメントが存在するが，高 Ca2+血症

になると，短縮そして消失し，図 1Cに示すよう
に S波形と T波の上行部分が融合し，ドーム状
T波になる．この波形は図 1Dに示す心筋梗塞初

図 1 高 Ca2+ 血症の心電図変化と
心筋梗塞初期の巨大 T波

　高 Ca2+ 血症では図 A,B,Cの順に STセグメ
ントが短縮，消失し，S波と融合したドーム状 T
波が出現する．図 Dに示す梗塞初期の巨大 T波
と同様の所見である．(文献 1より一部引用)

期に表れる巨大 T波と同様で鑑別ができない．

図 2 5mM/Lの高 Ca2+ 血症
心電図上では前壁中隔の NSTMIと区別できない．

京都府立医科大学 名誉教授
　 連絡先：tanaka@koto.kpu-m.ac.jp
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図 3 下壁，後壁梗塞
I, aVLの ST低下，II, III, aVFの異常 Q波と ST上昇，
ドーム状 T波，V1 から V4 に至る ST低下と R波増高．

図 2の心電図は前壁中隔梗塞の初期所見に見え
るが，胸痛なく，トロポニン値も正常，血清Ca2+

濃度が 20.0mg/dL (5mmol/L)の高 Ca2+血症で

あった．V2 –V6の S波と融合したドーム状T波
が認められ，また III, aVFは盆状 T波になって
いるが，通常，四肢誘導では盆状T波やドーム状
T波は表れない．
図 3は II, III, aVFの ST上昇，ドーム状 T波

が表れ，またV1 – V4の R波増高と ST低下が見
られることから，下壁，後壁梗塞と診断される．

このように，ST上昇の所見が表れると診断は容易
であるが，NSTEMIでは心電図だけでは高Ca2+

血症と心筋梗塞との鑑別が困難である．

ドーム状T波の発生メカニズム

ドーム状 T波の発生メカニズムを知るために
は心電図のどの要素が活動電位に対応するかを知

り，また何が原因で活動電位に異常が生じるかを

知る必要がある．

1. 心電図測定原理について

図 4は体表心電図の測定原理を示す．心電図は
心臓周囲の細胞外電位の測定であり，決して心筋

の興奮電流の測定ではない．右肩R極は赤色で示
す心内膜側の細胞外電位を検出する．心筋個々の

興奮は心電計の上に表記する細い黒線の重積であ

るが，その活動電位 0相の総和が VAT (ventric-
ular activation time: 心室興奮伝導時間)を作る．
同様に左脚 F極は心室下壁の心外膜側周囲細胞外

図 4 体表心電図の測定原理と反転波形の反転計測
図 A: 右肩 R 電極は心内膜側細胞外電位，すな
わち，心筋活動電位の反転波形 (赤色表示)を計
測する．左脚 F電極は心室筋下壁の細胞外電位
(青色表示)を計測する．
図 B: 反転波形の引き算では理解しにくいため
に，心電計の入力端子を逆にすると活動電位ど
うしの引き算が心電図となる．R波の下行部分，
STセグメント，T波の上行部分までが心外膜側
細胞外電位に対応する．

電位を検出し，青色で示す．心内膜側細胞外電位

の興奮はR極を−に振らし，その電位が心電計の
−端子に入力するためにR波の上行部分が形成さ
れる．その間，F極は心室興奮が到達しないから
+端子は静止電位のままである．心内膜心筋の興
奮が心外膜側に達すると，F極の細胞外電位が−
になり，心電計の+電位が低下する．そのために
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図 5 正常心電図と左心肥大ストレイン波形
図 A,B共に上に心電図，下に心室筋活動電位を
示す．心内膜側電位は赤色，心外膜側電位は青色
表示．
図 A: 正常心電図，心外膜側電位を反転して，引
き算演算をしている．STセグメントは基線に戻
り，再分極は陽性 T波になる．
図 B: 左室肥大．心外膜側活動電位は心室筋肥厚
のために遅れて脱分極し，高電位になる．そのた
め引き算演算の結果，ST低下，T波陰性化のス
トレイン波形が出現する．

R波の下行部分が形成される．R極の電位は活動
電位 2相が維持されるために，この間−端子に電
位変化は生じない．なお，R波の下行部分は ID
(intricicoid deflection: 基線に戻る振れ)と呼ばれ
ているが，正しくは心外膜側活動電位表面の興奮

伝導時間である．

細胞外電位どうしの引き算は理解しがたいため

に図 4Bに示すように心電計の接続を逆にすると，
活動電位どうしの引き算演算ができる．逆の逆は

真という理屈である．心内膜側活動電位を赤色，

心外膜側活動電位を青色で示し赤色波形から青色

波形を引き算すると，心電計の出力が示すように，

R波の下行部分，STセグメント，再分極T波の上
行部分までが心外膜側活動電位の責任領域になる．

この心電図測定原理で右室，前壁，側壁，後壁

などの細胞外電位の影響はというと，+端子，−
端子同等に信号が入力されると相殺されて，信号

が出力されない．ここに差動入力アンプの特徴が

表れている．

本心電図測定原理の真偽を確かめるために正常

と左室肥大の心電図の比較検証を行った．その結

果を図 5に示す．図 5Aは正常心電図，その下に心
内膜側を赤色，心外膜側活動電位を青色で表示し

図 6 推定される心外膜側活動電位
　図 1 での高 Ca2+ 血症心電図で推定される心
外膜側活動電位を青色破線で示す．(文献 1より
一部引用)

図 7 ジギタリス中毒での心内膜側，
心外膜側の活動電位変化

　左側に心内膜側活動電位，右図は心外膜側活動
電位のジギタリスによる時間経過を示す．
(文献 2より一部引用)

ている．心室筋は始めに心内膜側が脱分極し，そ

の興奮は細胞間伝導で心外膜側心筋に伝播する．

再分極は心外膜側より始まり，心内膜側に至る．

従って R波の上行部分は心内膜側心筋の興奮が
受け持ち，下行部分は心外膜側が受け持つ，ST
セグメントはそれぞれの 2相の電位差になり，正
常では殆ど変わらず，心電図は基線を描く，再分

極の上行部分は心外膜側，下行部分は心内膜側で

受け持ち，それぞれ色で識別した．図 5Bに示す
左室肥大では心外膜側心室筋電位が大きくなり，

また脱分極時間も延長するので引き算すると ST
低下，T波逆転のストレイン波形が描かれる．こ
のように，心外膜側活動電位の変化が異常心電図

発生の原因となる．

2. ドーム状 T波の成因とシミュレーション

図 1の高 Ca2+血症心電図の復元は図 5Aの正
常心電図の応用である．すなわち心電図の青色で

示すR波の下行部，STセグメント，T波の上行部
に沿った心外膜側細胞外電位の反転波形を作成す

ればよい．その結果を図 6の青色破線で示す．特
徴としては，心外膜側細胞外電位の 2相が短縮す
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図 8ドーム状 T波のシミュレーション
　左側に正常心電図，右図は図 7 心外膜側活動
電位の 3.5時間目の波形をもちている．
(文献 3のシミュレーションを用いた)

ればそれだけ STセグメントの短縮が生じる．ま
た，3相再分極を示す S字状下行曲線の開始部分
が急峻であればそれだけドーム状 T波の立ち上
がりが鋭くなり，T波の波高や幅が大きくなる．
また，心外膜側活動電位の再分極終了がなだらか

であれば T波の頂点が丸くなると考えればよい．
この様な心外膜側活動電位波形は文献 2に示すジ
ギタリス中毒波形，図 7右図の 3.5時間目の波形
に酷似している．その心外膜側活動電位をもちい

てシミュレーション 3) をすると，図 8の結果と
なり，図 1Dに示す心筋梗塞初期の巨大 T波の波
形と酷似した．

おわりに

ジギタリスの心縮力増加作用は Na+–K+ AT-
Paseのブロックを作り，細胞内Ca2+イオンの蓄

積による．間接的な ATP欠乏状態だとも言って
よい．高 Ca2+血症は細胞外 Ca2+濃度の増加に

より Na+–Ca2+ 交換体の機能不全を作り，また

細胞内外の濃度勾配による直接的な細胞内 Ca2+

流入の可能性もある．心筋梗塞でのドーム状T波
の発生は梗塞部位での細胞内 ATPの枯渇により
発生する筋小胞体での Ca2+ポンプの機能不全が

最も疑わしい．しかも ST上昇や異常Q波発生以
前で Ca2+ポンプ不全が発生し，それが心電図上

にドーム状 T波が発生し，その後，ST上昇や異
常 Q波発生してもドーム状 T波が持続すること
は妥当な考え方である．

近年心筋梗塞に対して NSTEMIの段階での診
断要求が高まり，ドーム状T波の認識が益々重要
になってきた．一歩考え方を進め，「ドーム状 T
波＝細胞内 ATPの枯渇」と割り切って言っても
過言ではない．図 1Dに示した心筋梗塞初期での
巨大 T波の理解に役立てば幸いである．
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代数多様体としての動脈系について

横山博俊　

はじめに

動脈系の圧力分布は血管軸を中心とする円盤状

に分布する．圧力は軸に垂直な面で血管壁を伸展

させるので，血管軸を中心とする同心円の層で構

成できる．動脈系は代数方程式の零点集合から形

成される幾何学的対象に置き換えて検討すること

が可能であり，したがって代数多様体と考えるこ

とができる．代数多様体とは代数的な式から構成

される様々の図形を意味する．円の方程式，

x2 + y2 = r2

を変形し，

x2 + y2 − r2 = 0

の形に変形した集合を零点集合と呼ぶ．動脈系は

血管軸を中心に正円からなる血管壁から構成され

る．円の方程式そのものを代数多様体といっても

よいが，動脈系は 3次元上の構造物だから，円の
方程式を空間に並べた幾何学構造を動脈系と考え

ることができる．動脈系を具体的な幾何学的対象

に置き換えることによって，動脈系の問題を医学

的な循環動態学から，幾何学的な数学的問題に変

換することができる．数学の問題なのだから，数

学的な理論考察が可能になり，それでなければわ

からない機序を理解することができる．

代数幾何学とは何か?

代数方程式 (多項式)の幾何学的性質を利用し
て代数学を研究する分野を「代数幾何学」という．

現代数学という意味での代数幾何学は，幾何学的

問題を代数的に解決するのではなく，代数問題を

幾何学の技術を利用して解決する．しかし，動脈

図 1　動脈系のトーラスモデル
　圧力波動は血管軸を中心に置く円形に分布
するため，代数多様体と考えることができる

系は代数問題ではなく幾何学的問題なのだから，

動脈系での代数幾何学は，幾何学的問題を代数学

の技術を利用して解決することになる．

円の方程式　　

x2 + y2 = r2

は，円の座標上の値を正確に計算できる方程式と

みることができるし，同時に円そのものを表す幾

何学的対象ととらえることもできる．ここでは，

円の方程式が円そのものを意味する幾何学的対象

と考える．血管軸に沿って円が分布するわけだか

ら，円の方程式の存在する座標系は血管軸に沿っ

て動いていると考えれば，血管軸の方程式と円の

方程式によって動脈系を意味する幾何学的対象を

得ることができる．

物理法則は幾何学的対象の幾何学的
関係によって表現される

金沢医療センター 麻酔科
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1970 年に出版された Misner, Thorne &
Wheeler の「重力 (Gravitation)」には「あらゆ
る物理量は幾何学的対象によって記述可能でなけ

ればならず，物理学の法則はすべてこの幾何学的

対象間の幾何学的関係によって記述可能でなけれ

ばならないという観念は，フェリックス・クライ

ンのエルランゲン・プログラム (1872年)に思想
的起源を有し，アインシュタインの一般共変性の

原理およびヘルマン・ワイル (1925年)の著作で
物理学に接近し，ヴェブレンとホワイトヘッドに

よって初めて明確に定式化され，今日，特殊およ

び一般相対性論理論に行きわたっている．」とあ

る．この考え方に従って，代数多様体として動脈

系について明らかにすることができるのではない

だろうか．すべての物理現象が幾何学的に解明で

きるならば，動脈系に対しても，幾何学的対象に

よる幾何学的関係を見つけることができると思わ

れる．数学全体が代数学的方向に向かっている現

在，数理物理学的な応用に有利な幾何学的解釈は

重要なのではないだろうか．

動脈系に代数幾何学を適用する

代数方程式で構成された動脈モデルには壁の内

部に流体粒子を含んでいる．実際の血液は血漿成

分に加えて，赤血球や血漿蛋白を含んでいる複雑

なものだが，ここでは流体粒子として非常に単純

化して考察することができる．血液は水より粘性

の高い液体だから，その点にも注意が払われなけ

ればならない．血管内では血液が隙間なく満たさ

れているが，数値シミュレーションを行う場合で

は，単純化した流体粒子を設定し，血液の流れの

軌跡を算出することが可能である．

動脈系は血管軸を中心に同心円状に圧力が分布

している．ここでは典型的な動脈系を対象に数学

化しているから，動脈瘤など軸を中心とした同心

円ではない場合については考えない．動脈壁を非

線形波動が伝搬するので，動脈圧波形が伝搬する

部分は同心円の直径が拡大し，幾何学的膨大部を

形成し，その幾何学的膨大部が順行性に伝搬する

物理的描像が得られる．その過程で内部の血液を

意味する流体粒子が間歇的に前方へ移動する物

理的機序が現れる．この過程が拍動流であり，幾

何学的膨大部分が前方移動するに従って，内部の

血液を順次前方へ移動させる．この時，内部の血

液の移動は滑らかな螺旋状の移動を呈する．内部

の流体粒子が血管空内で軸を中心とする螺旋状

の経路を取るのは流体粒子相互の摩擦を最小限に

抑え，血液を一つの塊として運動させることが可

能になる．流体粒子がこの運動経路を取ることに

よって，流体粒子間の摩擦が発生することを押さ

せ，運動エネルギーを消耗することを避けること

ができる．この運動の原理はハミルトンの最小作

用の原理であり，流体粒子は運動エネルギーの停

留曲線に沿って空間の運動経路を選択することに

なる．

動脈系には内部の血流に関しても特徴がある．

波動は内部の運動エネルギーを最も損耗しない経

路を選択するため，血管内部の血液の層状構造は

一体化して運動する．これは，ハミルトンの最小

作用の原理による．代数多様体に対しては幾何学

的な性質を反映した線形空間を見つけ出すことが

重要である．動脈系では血管軸を中心とした層状

構造にして考えると都合がよい．また，動脈系は

代数多様体でありながら，同時に滑らかな血管壁

構造を持っているため，微分可能多様体でもある．

内部の流体粒子は幾何学的膨大部内部で螺旋状の

経路を取ると考えられるが，これは逆に言えば内

部の流体粒子の運動は線形運動である．つまり，

流体粒子は軸を中心とする 3行 3列の行列で移動
位置を計算できる線形運動である．

血管壁は動脈圧波動伝搬によって螺旋状に屈曲

し，血管軸を変形させる．血管壁の変形運動はベ

クトルで表現できる．ベクトルの経路は曲面上の

直線であり，測地線である．結果的に動脈系は血

管内部の流体粒子の運動に代数学的な表現を用い

ることができる．内部の流体粒子は粘性摩擦によ

る運動エネルギーの消耗を避けるために，整然と

した運動経路を取らなければならないからである．
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動脈系の特殊性：非線形力学系から
線形現象が導かれる

動脈系が上記のような代数学的にきれいな構造

を持っていること，内部の血液粒子の運動が線形

空間の変換群としてひとまとめに扱うことがで

きることは非常に不思議な現象であると言わな

ければならない．なぜなら，動脈壁の非線形弾性

による物理的応答が非線形波動を作り出し，その

運動方程式は非線形偏微分方程式であるにも関わ

らず，生み出される非線形波動が伝搬することに

よって，動脈系に代数的な線形空間を形成するか

らである．動脈系は非線形力学系から線形現象が

導かれる特異的な物理システムである．

動脈系は圧力波動が伝搬するが，それは幾何学

的膨大部が血管軸に沿って移動することを意味す

る．血管軸は完全に固定されて李のではなく，幾

何学的膨大部の部分だけ，従来の位置から移動し

ており，始点から終点にかけて紡錘状形態を螺旋

状に巻き付いた形態をとる．血管は圧力によって

円周方向と血管軸方向に伸展するが，注意を要す

るのは軸方向の伸展である．軸方向にまっすぐに

進展すると，幾何学的膨大部よりも末梢側も進展

によって運動することになる．これは遠方の血管

を瞬時に移動させることになるが，これでは移動

の伝達速度が無限大になってしまう．このような

ことは実際には起こりえず，幾何学的膨大部の軸

方向の伸展は膨大部の始点と終点の間に収束させ

なければならない．始点と終点の間の数学的に滑

らかな収束とは，従来の血管軸の周りを螺旋状に

軸が変形することを意味する．数学的に均等な収

束には螺旋状の収束しか存在しない．ただし，螺

旋状の収束には，中枢から末梢側を見て，時計方

向回転と反時計方向の 2種類が存在する．どちら
かが選択されなければならない．実際の生体では

中枢側から見て，時計方向回転が選択されている．

血管軸が特殊な運動をすることに注目しなければ

ならない．

なぜ，動脈系に対して代数幾何学を

適用するのか?

動脈系を代数的に処理できるということには大

きな利点がある．血管内部の流体粒子の運動に対

し軸を中心とする回転，すなわち 3 × 3 の回転
行列で表現することができるからである．もし，

動脈系に代数的構造がなければ，つまり内部の血

流運動に代数的構造がなければ，血流は乱流とな

り，数学的に統一性・単純性が求められないだけ

でなく，内部の粘性摩擦によって血流の運動エネ

ルギーがどれだけか消失することになる．これは

エネルギー効率的に問題があるので，血管内部の

血流は乱流をできるだけ避けなければならない．

したがって，血管内部に安定したエネルギー効率

の良い流れを成立させるためには，必然的に血管

内部の血流に代数的構造が内在すると考えなけれ

ばならない．

血管軸を中心とした円筒構造なのだから，軸に

垂直に分布する円で数学的に分析することは，内

部の圧力分布と完全に一致するので都合がよい．

逆に言えば，円筒構造だから，どのような輪切り構

造をとることも数学的に可能ではある．しかし，

動脈系では軸を中心に垂直に分布する円で構成す

ることが最も適切で全体から見ても最も調和的な

のである．したがって，このような分布を取る層

全体を動脈系の調和形式と考えることができる．

これは圧力分布に沿った層状の構造で動脈系を構

成することが最も適切で，同時に調和的であると

いえるからである．

波動が伝搬している部分のみ動脈系は膨大して

いるが，膨大部分は内部の血管軸によって完全に

統制されている．血管軸を中心とした血管内部の

血液の円盤状の層，そして層の中の血液の流体粒

子の完全に制御された運動はすべて非線形波動に

よってもたらされたものだと考えることができる．

したがって，血管軸を中心として考察することは，

動脈系に対し調和的な考えといえる．

血管軸を中心に置く代数的サイクルの集合体で

ある．血管壁は円周方向にも軸方向にも非線形弾

性応答を持つが，その結果生じる非線形波動が，
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動脈系を考察するうえで血管軸を中心としたサイ

クルをふさわしいものにしていると考えなければ

ならない．動脈系に対し，もっともふさわしい代

数的サイクルを選択することができ，それは血管

軸に垂直に分布する代数的サイクルである．この

ように代数多様体であり，同時に微分可能多様体

である動脈系に唯一もっとも適切な輪切り構造を

与えることができる．しかも，この適切な輪切り

構造は唯一つのみ存在する一意性を持っている．

コンパクトな代数多様体，もしくは微分可能多

様体に最も適切な代数的サイクルを一つ決定でき

るという考えは，最初に調和積分によってもたら

された．その後，調和積分論は層の理論に取って

代わられている．結局，数学的構造物である動脈

系の構造を内部の流体粒子の運動を含めて，大域

的および局所的に解析するには層の理論が最も有

効と考えられる．動脈系の数学的構造は層の理論

で明解に説明することが可能である．血管内部の

血液の層は内部の血液粒子の層と同一の関係にあ

り，実際の血液の流れと代数的関係に非常に強い

結びつきがあるところが動脈系の特徴といえる．

結 語

動脈系は数学的問題として研究することができ

る．動脈系に対し，数学的に明解な幾何学的描像

が得られることは重要である．なぜなら，そのよ

うな数学的対象と考えることによって，様々な状

況の設定が可能になる．現在は単純なモデルで検

討しているが，例えば大動脈瘤の場合，血流はど

のように流れているのだろうか．数学的モデルか

ら様々な状況に対する数値シミュレーションモデ

ルを作ることが可能になる．心臓や大動脈を含め

て，心臓シミュレータを計算機上に作ることが可

能になる．左心室から大動脈への血液の駆出，お

よびその後の大動脈内における血液の移動は「非

線形波動による物質の移動」であると私は考えて

いるが，現在，巷に存在する心臓シミュレータでは

そのような考え方は採用されていない．したがっ

て，血液の移動が「非線形波動による物質の移動」

だとする考えに基づいた心臓シミュレータをこれ

から作っていかなければならない．

数学は近年，代数学的な研究が重要視されてお

り，抽象化している．物理的応用もなされるが，

それらは応用数学として日本ではあまり高い評価

を得ていない．しかし，数学は現実の問題に適用

されて初めてその真価を発揮する．幾何学の重要

性は非常に高いので，この分野を重要視しなけれ

ばならない．
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ABSTRACT

Arterial systems as algebraic manifolds

Hirotoshi Yokoyama

The ability to treat arterial systems alge-
braically has significant advantages. This is be-
cause the motion of fluid particles inside blood
vessels can be represented as a rotation about an
axis, i.e., a 3 x 3 rotation matrix. If there is no
algebraic structure in the arterial system, that
is, if there is no algebraic structure in the in-
ternal blood flow motion, the blood flow will be
turbulent, and not only will mathematical uni-
formity and simplicity be impossible to achieve,
but the kinetic energy of the blood flow will be
lost to some extent due to internal viscous fric-
tion. This is problematic in terms of energy ef-
ficiency, so blood flow inside blood vessels must
avoid turbulence as much as possible. Therefore,
in order to establish a stable and energy-efficient
flow inside a blood vessel, one must necessarily
assume that an algebraic structure is inherent in
the blood flow inside the vessel.

Since it is a cylindrical structure centered on
the vascular axis, it is convenient to mathemat-
ically analyze it in terms of circles distributed
perpendicular to the axis, since they are per-
fectly consistent with the internal pressure dis-
tribution. Conversely, because of the cylindrical
structure, it is mathematically possible to take
any kind of circular structure. However, in an
arterial system, it is most appropriate and most
harmonious from the overall viewpoint to config-
ure the arterial system with circles distributed
vertically around the axis. Therefore, the entire
layer taking such a distribution can be consid-
ered the harmonic form of the arterial system.
This is because it is most appropriate and at
the same time most harmonic to construct the
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arterial system in a layered structure along the
pressure distribution.

The arterial system is enormous only in the
area where the waves are propagating, but the
enormous area is completely controlled by the
internal vascular axis. The disk-like layers of
blood inside the vessels centered on the vascular
axis and the perfectly controlled motion of the
fluid particles of blood within the layers can all
be considered to be brought about by nonlinear
waves. Therefore, considering the vascular axis
as the center is a harmonic idea to the arterial
system.

It is a collection of algebraic cycles 　 cen-
tered on the vascular axis. The vascular wall

has a nonlinear elastic response both circum-
ferentially and axially, and the resulting nonlin-
ear wave motion must be considered to make a
cycle centered on the vascular axis appropriate
for considering the arterial system. The most
appropriate algebraic cycle can be selected for
the arterial system, and it is an algebraic cycle
distributed perpendicular to the vascular axis.
Thus, the arterial system, which is an algebraic
variety and at the same time a differentiable va-
riety, can be given only the most appropriate
looping structure. Moreover, this proper ring
structure is unique, for there can be only one.

Kanazawa medical center, department of anes-
thesia 　
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「非線形波動による物質の移動」とは何か?

横山 博俊

はじめに

心臓から大動脈へ駆出される血液の運動は「非

線形波動による物質の移動である」と 2021年の
日本麻酔・集中治療テクノロジー学会で報告した．

しかし，「非線形波動による物質の移動」につい

て情報を得ることは困難である．大抵の事項はイ

ンターネットで調べると，概略的な情報が得られ

るが，上記事項はその限りではないため，説明を

行いたい．

非線形波動の始まり

1965年の physical Review Lettersに掲載され
た N.J.ZabuskyとM.D.Kruskalが「無衝突プラ
ズマ中での“ソリトン”の相互作用および初期状態

への回帰」と題する論文を発表し，非線形波動，特

に形を変えない粒子的な性質を持つ“ソリトン”が

注目されるようになった．媒質の応答が非線形で

ある場合，形を変えずに伝搬する波動が出現する．

これが非線形波動である．特に，媒質の非線形弾

性応答が均一である場合，波形の伝搬速度と波形

が変化しない．このような波動を「ソリトン」と

呼ぶ．ソリトンは波動でありながら，エネルギー

の集合体，いわば粒子的に運動するため，solitary
waveに粒子の語尾につける on を加えて soliton
と命名された．発見されたきっかけは，非線形波

動の運動方程式である非線形偏微分方程式を数値

解析することによってであり，具体的な物理現象

から始まっていない．このことが，「非線形波動」

および「ソリトン」に関する教科書のほとんどが

数学的な記載にのみ終始する理由と思われる．

非線形波動とは何か?

非線形波動は，非線形弾性応答を持つ媒質に伝

搬する波動であり，波動自体が一つのエネルギー

図 1 非線形波動は弾性応答に非線形関係の
ある媒質から発生する波動である．

図 2 非線形波動の数値シミュレーション
非線形波動の運動方程式は非線形偏微分方
程式であり，多くの場合，数値解析によって
のみ解の動向を知ることができる．

の塊としての粒子として振る舞う点が線形波動と

異なる．線形波動は物理的に様々の周波数からな

る波動の合計として物理的に表出されているため，

物理的な説明も様々の周波数の重ね合わせで説明

金沢医療センター 麻酔科
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される．線形波動における伝搬では周波数毎の伝

搬速度が異なるため，伝搬に従って波形はなだら

かになっていく．これに対し，非線形波動は様々

の周波数の波動の合計という説明はできず，波動

自体が一つのエネルギーの塊であり，物理的に分

解することができないものである．非線形波動は

エネルギーの塊として伝搬するため，媒質の非線

形弾性応答が一定ならば，波動は形を変えずに伝

搬する．

波動は媒質に発生した振幅をもつ運動である．

媒質に加えられた応力と振幅の間に線形関係があ

るものが線形振動であり，応力と振幅の間に非線

形関係がある場合が非線形振動である．単一のバ

ネの場合では振幅と時間の 2つの変数が存在し，
加えられた応力によって時間的に変動する振幅が

発生する．バネが複数個数珠状につながっていれ

ば，複数個のバネを波動が伝搬する．波動では，

振幅，位置，時間の三つの変数が存在する．3個の
変数を扱う必要が生じるため，運動方程式は偏微

分方程式になる．バネに加えられた応力と振幅の

間に非線形関係が存在すれば，運動方程式は非線

形偏微分方程式にならざるを得ない．この場合，

一般的には数値解析でなければ解を得ることがで

きない．　　

「非線形波動による物質の移動」
とは何か?

非線形波動は媒質の非線形応答が均一ならば，

形を変えずに末梢側へ伝搬する．血管壁の物理的

性質が波動運動を決定するが，内部の血液の微小

な圧縮性が理論的に不可欠である．波動によって

血管に幾何学的膨大部分が形成され，この部分が

前方へ移動することによって，内部の血液を徐々

に前方へ移動させる．このような過程で生じる血

液の移動現象を「非線形波動による物質の移動」

と考える．心臓は血液を力強く押し出しているの

ではなく，血管壁の運動によって動かされている

と考えなければならない．したがって，左心室が

力強く血液を押し出すのではなく，血液は大動脈

に吸い込まれていると考えなければならない．心

臓は機械的なポンプではなく，圧力波動を発生さ

せるだけである．圧力波動が伝搬する過程で血液

は前方へ移動ずる．圧力波動の伝搬そのものが物

質を移動させる機能を持っていると考えなければ

ならない．

非線形波動も線形波動も波動であり，媒質を伝

搬するという点では同一だが，なぜ非線形波動に

物質の移動があると述べるのかという点を説明し

なければならない．数学的に 1次元非線形格子は
教科書的にしばしば取り上げられるが，このよう

な格子上を波動が伝搬する数学モデルを検証して

も，物質が移動する機序は発生しない．これは線

形格子上を伝搬する線形波動においても同様であ

る．非線形波動において物質の移動があると説明

するためには，もう少し物理的に詳細な設定が必

要になる．動脈系においては，血管壁の弾性応答

に非線形性があるために，動脈系を伝搬する波動

は非線形波動にならざるを得ない．この時に動脈

系を伝搬する波動は内部の圧力によって，動脈に

対し幾何学的膨大部を形成する．この幾何学的膨

大部の内部には血液が充満しており，この部分が

末梢側へ伝搬するに従って，内部の血液を順次前

方へ移動させる．これが，動脈系における「非線

形波動による物質の移動」である．結局，内部の

媒質が波動の伝搬に従って順次前方に移動するこ

とになる．動脈の血流が断続的な拍動流になるの

はこのためである．

「非線形波動による物質の移動」
に関する教科書の記載

非線形波動による物質の移動とは身近にある存

在なのだろうか．教科書を調べても具体例を挙げ

て説明しているものは少ない．したがって，非線

形波動を具体的な物理現象を通して理解すること

は難しい．調べた範囲内では戸田盛和先生の「非

線形波動とソリトン」(第 2版)P108に以下の記
載が認められるのみである．「“ふつうの波では物

質は移動しないが，ソリトンでは物質の移動があ
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る”とよくいわれるが，これは間違いであろう．

ふつうの波でも 2 次の効果として物質の移動は
あるが，非線形波のソリトンでは 1次効果として
物質の移動がある, といった方が正しいと思われ
る．」この部分が戸田先生の上記の教科書における

非線形波動による物質の移動に関する唯一の記載

だが，この記載では具体的にどのような物理的機

序を意味しているのか，理解することは難しい．

動脈系における非線形波動

左心室から圧力波動が大動脈へ向けて発射され

る．波動は非線形波動として大動脈基部へ到達し，

大動脈基部を幾何学的に膨大させる．大動脈基部

が拡大する過程で血液を左心室から引き込む．大

動脈基部に発生した幾何学的膨大部，すなわち非

線形波動はそのまま末梢側へ伝搬する．幾何学的

膨大部が連続的に移動するわけだから，その内部

では順次血液が前方へ移動する．血液が移動する

部位は幾何学的膨大部，すなわち非線形波動が伝

搬している部分のみである．幾何学的膨大部が末

梢側へ伝搬する過程で順次血液の移動が行われる

が，この血液の前方移動が「非線形波動による物

質の移動」である．

心臓は機械的なポンプではなく，左心室で圧力

波動を形成することが主であり，圧力波動は独立

した運動体として自動的に大動脈基部へ伝搬し，

大動脈基部を拡張させる働きを持つ．この作用に

よって，大動脈弁は開放し，左心室内部の血液を大

動脈基部へ誘導する．血液は左心室から大動脈へ

引っ張りだされていると考えなければならない．

大動脈基部に伝搬した圧力波動は dicrotic notch
以降に第二の非線形波動を形成し，左心室と大動

脈基部で形成された非線形波動は大動脈を末梢側

へ向かって伝搬する過程で血管壁内部の血液を順

次前方に移動させる．左心室から大動脈への血液

の移動も，その後の大動脈壁内部での血液の移動

もすべて「非線形波動による物質の移動」である

と考えられる．

非線形波動の概念は広まっていない

1965年に非線形波動の特徴的性質に注目が集
まり，50年以上たったのだから，もっと物理的応
用に関する研究が進展していてもよさそうだが，

現実はそのようになっていない．これには幾つか

理由が挙げられる．1981年，佐藤幹夫先生が非
線形波動のKP方程式の解が無限次元グラスマン
多様体であるという報告を行った．これは非線形

偏微分方程式の解であるソリトンに代数的構造が

あることを解明したものである．上記報告によっ

てソリトン問題のもっとも重要な数学的問題が解

決された．佐藤先生が非線形波動の最大の難問を

解いてしまったので，つまり非線形波動の代数的

構造に関する研究がほぼ完了されたため，運動方

程式が非線形偏微分方程式である非線形波動に数

学者の注目が集中することは今後難しいように思

われる．非線形波動の運動方程式が非線形偏微分

方程式となっているために，解析的に解くことが

難しく，一般の場合は数値解析の方法に頼らなけ

ればならないことにある．数学者が論文を書く場

合，数値解析は不可であり，代数学的もしくは解

析学的に書かなければならない．数学論文に図が

載ることは珍しく，幾何学的証明は好まれていな

い．現代数学は代数学的傾向が強く，物理学的応

用とはすこし離れた位置にいるように思われる．

このような状況なので，今後しばらくは非線形波

動が話題の中心に取り上げられることはなさそう

である．

非線形波動の具体例「津波」

「非線形波動による物質の移動」は動脈のみに限

られたものではなく，津波による海水の移動もそ

れに該当すると考えられる．津波とは，海底の急

速な上昇によって圧縮性非線形波動が深海に形成

され，海底に沿って伝搬する．前方の海水を引き

込みながら進行し，浅瀬に乗り上げると津波はエ

ネルギーの塊としての性質を表在化させ，大量の

海水を陸上に運ぶ．ただし，今でも津波に関して

調べると高波の説明と同じである．津波は当然，

非線形波動であると考えなければならないのにな
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ぜか，そのようにはなっていない．

非線形波動の物理学的な応用分野

光ファイバーやプラズマイオンは非線形波動の

応用例として取り上げられる分野だが，一般的に

はなじみ深い分野ではない．非線形波動は応用分

野が少ないように思われているが，物理的に重要

な分野があると思われる．量子力学では，光は波

であり同時に粒子でもあるとされている．この現

象はとても不思議なので，量子力学が確率的な物

理現象であり，かつ幾何学的な描像をもつことが

できない大きな理由とされている．しかし，光 (電
磁波)が非線形波動であると考えればどうだろう
か．非線形波動は粒子的性質と波動的性質を同時

に持っているのだから，光 (電磁波) の物理的 2
重性を無理なく説明できる．光 (電磁波)と同様
に，陽子，電子も波動的性質と粒子的性質を同時

に持っているので，これらも非線形波動であると

考えるべきではないだろうか．

空間には非線形弾性応答が存在し，エネルギー

を与えると空間を媒質にした光の非線形波動が発

生するのではないだろうか．また，空間を収縮さ

せる幾何学的非線形性が存在するのではないだろ

うか．前者は光波 (電磁波)であり，後者は重力波
である．真空は何もない空間ではなく，波動を伝

搬させる媒質としての物理的性質を持つと考えな

ければならない．したがって，光波 (電磁波)と重
力波はともに非線形波動であり，これらは幾何学

的対象の幾何学的関係によって記述できると考え

られる．

重力波も非線形波動である

物質からは絶え間なく重力波が放出されてい

る．なぜ，物質，すなわち陽子や中性子から重力

波が放出されているのであろうか．これは物質の

根源に関わる問題であろう．以下はかなり大胆な

推測を含む．恐らく陽子の中心には空間が収縮し

たコアがあり，その周りを光波 (電磁波)が周回し
ていると考えられる．コアは空間的に収縮してい

るため強い重力が発生し，光波を引き寄せて周回

させていると考えなければならない．光波の周回

によって，コアから空間のひずみである重力波が

連続的に放射される．また，陽子はエネルギーを

消費せずに重力波を発生していると考えられる．

なぜなら，陽子は無限もしくはほぼ無限の寿命を

持っているからである．

重力波にも物質の移動が認められる．重力波を

出している物質に対し，他の物質が近づいていく

からである．ここでいう物質とは，陽子，中性子

および電子である．重力波は空間を収縮させる非

線形波動であると推定され，空間を伝搬する過程

で伝搬の範囲が広がっていくため，空間が収縮す

る程度は物質から離れるに従って小さくなる．ゆ

えに，物質に近いほど空間の収縮程度は強く，離

れると空間の収縮程度は小さくなる．物質は非常

に短い時間間隔で重力波を発生しているから，空

間的に収縮した領域は連続的に物体の周囲に分布

していると考えられる．空間的に収縮した領域と

は，時間の経過速度がやや遅くなる領域でもある．

もちろん，重力波による空間の変動は極めて小さ

く，観測は困難である．重力波から離れたところ

に存在する物質は，空間変動に誘導され，重力波

の発生源である物質に近づくように運動する．動

脈圧波動では空間が部分的に広がってその部分が

末梢側へ伝搬する過程で血液を末梢側へ移動させ

たが，重力波は空間を収縮させるため，遠方の物

質を少しずつ引き寄せる．どちらも「非線形波動

による物質の移動」だが，動脈系と重力系では波

動発生源に対する物質の移動方向が真逆である．

物質はエネルギーを消費せずに重力波を発生し続

けるが，重力によって引き寄せられて近づいてく

る物質に運動エネルギーが発生する点は不思議な

現象である．したがって，空間から物質が生み出

されるように，空間からエネルギーが発生すると

考えなければならない．また，空間の基本単位は

全宇宙で均一ではないかも知れない．あるいは空

間を収縮させる重力波の効果が全宇宙では均一で

はないかも知れない．つまり，重力係数 Gは場
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所によって異なる可能性がある．ディラックは宇

宙が拡張し続けると重力係数 Gは大きくなるだ
ろうと述べている．空間が拡大して空間の基本単

位が拡大すると，空間を収縮させる重力波の効果

が強くなることによって重力係数 Gは大きくな
ると推定される．

結 語

心臓から大動脈への血液の移動は従来考えられ

ているような力ずくで血液を押し出す機械的ポン

プではなく，心臓で作られた圧力波動が非線形波

動としての物理的性質をもって末梢側へ伝播して

血管に幾何学的膨大部を形成し，その過程で血液

を順次前方に移動させると考えなければならない．

したがって，左心室から大動脈への血液の移動は，

大動脈が左心室から血液を吸い込むと考えなけれ

ばならない．このような物理的現象を「非線形波

動による物質の移動」と考える．

重力波も非線形波動である．重力の発生原因に

ついての現在の説明は十分ではない．アインシュ

タインは重力が空間の幾何学的な原因によって発

生すると述べているが，空間の幾何学的変形がな

ぜ発生するのかの明確な説明は得られていないか

らである．したがって，重力の根本的な物理的機

序は現在のところ不明である．物質が空間を伝搬

する非線形波動 (光波・電磁波)から作られるとす
れば，重力波は空間を歪ませる非線形波動であり，

重力の性質はこの非線形波動による空間変形で説

明できなければならない．重力による物質の運動

も「非線形波動による物質の移動」であると考え

られる．非線形波動に関しては，数学者の数学的

論文に終始しているが，循環動態学に加えて，大

きな物理学的応用分野を持つと私は考える．　
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ABSTRACT

What is ”nonlinear wave-induced mass
transfer?”

Hirotoshi Yokoyama

The movement of blood from the heart to the
aorta must be considered not as a mechanical
pump pushing blood by force as conventionally
thought, but as pressure waves created by the
heart propagating to the periphery with physical
properties as nonlinear waves, moving the blood
forward sequentially in the process. Thus, the
movement of blood from the left ventricle to the
aorta must be considered as the aorta sucking
in blood from the left ventricle. Such a physical
phenomenon is considered to be the ”movement
of matter by nonlinear wave motion.

Current explanations of the causes of gravity
are inadequate. This is because although Ein-
stein stated that gravity is caused by the geom-
etry of space, no clear explanation of why geo-
metrical deformation of space occurs has been
obtained. Thus, the underlying physical mecha-
nism of gravity is currently unknown. If we con-
sider that nonlinear waves propagating through
space create matter, gravity is also a nonlin-
ear wave motion, and the properties of gravity
must be explained by wave propagation in space.
The author believes that there is a large field of
physics in addition to circulatory dynamics, al-
though the author has been working on a math-
ematical paper by a mathematician on nonlinear
wave motion.
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石川県金沢市下石引町 1-1
金沢医療センター 麻酔科
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仰臥位と側臥屈曲位でのCT撮影による腰部脊柱の形態学的変化

岩瀬 良範, 臣永 麻子, 堀越 雄太, 長坂 浩

はじめに

硬膜外および脊髄くも膜下麻酔施行時に側臥屈

曲位が標準的に用いられる．この屈曲による穿刺

の容易さ，すなわち棘間と椎弓間隙 (interlaminar
space)の拡大を正確に検討した研究は見当たらな
い．今回我々は，演者 (I)の CT撮影の際に側臥
屈曲位での撮像も行い 3D構築を行い仰臥位像と
比較検討した．

方 法

本研究は前向き観察研究として本院 IRBの承
認を受けている．被験者は 62歳男性で加齢に伴
う軽度の側彎がある．別件の定期的なCT検査の
際に，追加で上記 2体位の 0.6mmスライス単純
CT撮像を行った．結果の DICOM画像を DVD
に転送し，3DSlicer(http://www.slicer.org) に取
り込んで L1から S1の 3D構築を行い，それぞれ
の全体像の変化，棘間の距離，脊柱管側から計測

した正中部の椎弓間隙の距離を測定し，屈曲によ

る増加率を求めた．

結 果

右側臥屈曲により脊柱の側弯は直線化した．屈

曲の効果は腰椎よりも頚胸椎で著明だった (図 1)
が，すべての腰仙椎で棘間 (仰臥位 2.6～13.2→
屈曲 7.8～15.7mm，増加率 1.2～3.0倍)は拡大し
た (図 2)が，椎弓間隙 (仰臥位 16.7～22.8→屈曲
17.0～23.6mm，増加率 0.95～1.06倍)は，わずか
拡大に留まった (図 3)．

考 察

この被験者の場合，屈曲により棘間および椎弓

間隙の拡大とその程度は本法で計測できた．屈曲

の効果は棘間で大だったが，椎弓間隙はわずかだっ

た．これは関節突起や黄靭帯の効果と思われる．

多数の麻酔科医が，脊髄くも膜下麻酔や硬膜外麻

酔の困難例を経験する．しかし，その「困難」の

原因は施行者のスキルが足りないのか，あるいは

埼玉医科大学病院 麻酔科
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患者の脊柱が原因で不可能なのかの判別は容易で

はない．術者側スキルの問題は，本学会における

1991年の片山ら 1)，2000年の萩平ら 2)，2009年
の岩瀬ら 3)は，穿刺ルートが適切ならば，「その

通りに穿刺すれば間違いなく脊柱管に到達するは

ず」という結果が，CTあるいは内視鏡の所見か
ら示されいる． 次に患者側の要因は，基本的に

は解剖学的な問題である．瓦状の椎弓および椎弓

間隙で，すべてが骨に隠されていたら，穿刺針は

「必ず」骨に当たり，穿刺針は通過できない．次

に，体型が穿刺時体位に影響する可能性がある．

側臥位とすることで，肥満やるい痩によって脊椎

骨は「ねじれ」て，穿刺方向そのものが変化する

ことになる．そして，一般的な「側臥屈曲位」は，

どれだけ有用か，という疑問である．側臥屈曲の

ために，患者自身に力を入れさせたり，介助者に

よる力強い「抑制」は，果たして有効なのだろう

か？ むしろ有害ではないかと感じる場面もあり，

本研究を企画した．

本撮影法による検討は，腰部の麻酔前に穿刺困

難が予測される際の検討に有用と思われたが，実

施の際には CTのガントリー2は仰臥位以外には

不適と言わざるを得なく，体位保持の介助もほぼ

不可能である．さらなる画像診断の自由度の進歩

を期待したい．
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ABSTRACT

Morphological changes of the lumbar spine by
CT imaging in the supine and lateral flexion

positions

Yoshinori Iwase, Asako Tominaga, Yuta
Horikoshi and Hiroshi Nagasaka

Introduction:
The lateral flexion position is standard for

epidural and spinal anesthesia. No studies have
been found that have precisely examined the
ease of puncture due to this flexion, the expan-
sion of the interspinous and interlaminar spaces.
This time, we performed a 3D reconstruction by
imaging the performer (I) in the lateral flexion
position during the CT imaging, and compared
it with the supine position image.

Methods:
This study was approved by the IRB of this

hospital as a prospective observational study.
The subject was a 62-year-old man with mild
age-related scoliosis. During another regular
CT examination, additional 0.6 mm slice sim-
ple CT imaging in the above two positions was
performed. The resulting DICOM images were
transferred to a DVD, imported into 3DSlicer
(http://www.slicer.org), and 3D construction of
L1 to S1 was performed. The distances of inter-
spinous and interlaminar space at midline were
measured and compared with two positions.

and 3D construction of L1 to S1 was per-
formed. Measure the measured midline inter-
laminar distance and we calculated the rate of
increase based on.

Results:
The scoliosis of the spine was straightened by

right lateral lateral flexion. The effect of flex-
ion was more pronounced in the cervico-thoracic

2X 線管球と受光部を格納する輪形の構造物，https://www.ct-tekijyuku.net/basic/equipment/equipment001.html
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spine than in the lumbar spine (Fig. 1), but
the interspinous interspinous area (2.6-13.2 in
supine position → 7.8-15.7 mm in flexion, 1.2-
3.0 times increase) increased in all lumbosacral
spines. However, the interlaminar space (16.7-
22.8 mm in supine position → 17.0-23.6 mm in
flexion, rate of increase 0.95-1.06 times) was only
slightly enlarged (Fig. 3).

Discussion and Conclusion:

In this subject, lateral flexion position in-
creased in lumbar interspinous distance, but not
in interlaminar spaces. These findings might be
affected by articular process and flavum liga-
ments. Current method might predict the dif-
ficulty of lumbar puncture.

Department of Anesthesiology, Saitama Med-
ical University Hospital, Moroyama, Saitama
3500495, Japan



麻酔・集中治療とテクノロジー 2023 – 63–

第 40回日本麻酔・集中治療テクノロジー学会
会長： 廣瀬 崇孝 (兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座 主任教授)

会期： 2022年 12月 2,3日 (金・土)

会場： ホテル ヒューイット甲子園

抄録抜粋
特別講演 1　重力とは何か
大栗 博司 (カリフォルニア工科大学 東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構
重力は，私たちを地球の表面に縛り付ける，自然界で最も身近な力です．一方，宇宙を理解するための鍵であ
り，最も謎に包まれた力でもあります．この数十年の間に，理論と観測の両面から目覚ましい発見があり，空
間，時間，重力に対する私たちの見方は大きく変わりました．今回の講演では，重力の 7 つの不思議をご案内
し，最近の研究について説明します．

イブニングセミナー これがわが社の黒歴史～ＪＳＴＡ特別版～
荻野 芳弘 (日本光電工業株式会社)
戦後まもなく創業した日本光電工業株式会社は昨年七十周年を迎えた．すでに百周年を超えている同業他社

のテルモ社やアコマ社に比べればまだまだ若輩企業であるがそれでもサラリーマンの社会人としての人生を考
えれば完全に二世代分に近い．これまでの日本光電の歴史の中には市場からの華々しい評価により会社の業績
に大いに貢献したヒット商品もある傍らで，世間の記憶に残ることもなく，あるいはそもそも日の目を見るこ
ともなく人知れず消え去っていった失敗作もあまた存在する．「着想が早すぎて時代のニーズにマッチしなかっ
たもの，開発の隘路が切り崩せなかったもの，外国特許を取らなかったもの等々の一つ一つの理由を克明に検
証してゆくことが必要である．」とは日本光電創業者の故荻野義夫が遺した言葉である．
新しいヒラメキやアイデアの段階から広く世間に周知された製品となるまでの長い過程を「研究」「開発」「製品
化」「産業化」の四段階に分けると，それぞれの過程から次の過程へと移行する困難さは「魔の川（Devil River）」
「死の谷（Valley of Death）」「ダーウィンの海（Darwinian Sea）」という不穏な名称で定義されている．製品
開発の失敗には様々な要因が考えられるが，多くはその「川・谷・海」を越えることができず，あるものは流さ
れ，あるものは干され，あるものは溺れ・・・そして滅び去っていった．本日はいくつかの失敗例を紹介しなが
らその黒歴史を紐解いていきたい．
「とにかく元気を出せ．フォーカスを絞れ，そして自分の仕事を好きになり，熱中し，やりがいを感じるよう
になって欲しい．」これも創業者荻野の言葉である．

O1-1 多角鎮痛法によるNRガイド下全身麻酔の術後合併症の発症に及ぼす影響：
ランダム化比較試験 (中間報告)
岡本 智史，緒方 洪貴，植木 隆介，狩谷 伸享，廣瀬 宗孝
(兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座)
全身麻酔中は，外科的侵襲による侵害受容と麻酔による抗侵害受容のバランスにより神経内分泌－代謝反応

や炎症－免疫反応を来すが，これらの反応が強すぎると術後合併症を来すことが知られている．そこで本研究
では侵害受容と抗侵害受容のバランスを数値化する NR (Nociceptive Response) 値をガイドにして行う麻酔管
理が，術後合併症の発症に及ぼす影響について検討した．対象は，予定の腹腔鏡下消化管手術を受ける患者で，
ASA-PSI/II，術前の血中 C反応性タンパク濃度を 0.3mg/dL未満とした．これらの患者を，区域麻酔，オピオ
イドおよびβ遮断薬を用いた多角鎮痛法を用いて術中の NR値を 0.85未満に制御する群（NR群）と，通常の麻
酔管理を行う群（C群）でランダム化比較試験を行った．術後 30日以内の術後合併症の発症は Clavien-Dindo
分類 II以上とした．術後痛の評価は，術後 1日目の創部の安静時痛の強さを Numericalratingscale(NRS)を用
いて行った．その結果，NR群 32例と C群 32例で比較検討し，患者背景，手術時間に有意差はなかった．術
中平均 NR 値 (0.76 ± 0.01 vs 0.81 ± 0.01, p<0.01)，Clavien-Dindo 分類≧ II (12.5% vs 43.8%, p<0.01)，
術後 1日目の安静時 NRS値 (1[0-2] vs4 [2-5], p<0.01) は NR群で有意に低いことが明らかになった．またレ
ミフェンタニル使用量（0.20 ± 0.01 vs 0.16 ± 0.01µg/kg/min, p<0.01）は NR群で有意に高値であった．本
研究により，NRガイド下全身麻酔は，術後合併症の発症に寄与する可能性が示唆された．


