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1. 研究開発の背景と目的 

血液循環のセンシングとコントロールを司る

血管内皮細胞の機能は、その機能不全が心血管

疾患につながるため、機能を定量的に評価する

ＦＭＤ検査１）は、多くの研究２）により有用性が

確認されているが、検査に特化した装置がなく、

また従来の汎用超音波装置を使うＦＭＤ検査で

は正しい計測のために経験と熟練が必要３）である

ことが、普及の大きな障壁となっていた。 

（株）ユネクスでは、プローブの形状を H型とする

ことや、プローブを保持するアームの提供で装置操作

者の負荷が軽減した。本事業では、さらに医療現場の

要望に応じ、操作・計測の自動化、特に、臨床現場の

操作者が難しいとする計測位置にプローブを維持する

操作などを含め、検査の自動化を図ることを目指した。 

 

2. 研究開発の体制 

事業管理機関（株）ユネクスは製品の設計・製

作を受け持ち、再委託先名古屋工業大学は超音波

画像からの血管抽出ならびに画像の追跡技術の基

礎検討を担当、同じく再委託先 東京医科大学は

試作された装置の操作性を臨床評価した。アドバ

イザー（株）デンソーからは機構設計、画像処理

技術を基にした位置制御技術開発の支援を得た。

同じくアドバイザー徳島県立工業技術センターか

らは装置機能検査において支援を受けた。 

 

3. 研究開発の実施内容 

3-1 研究開発の全体像 

本事業では、臨床現場の要望に応えるために以

下の技術案件の開発を行った。 

（１）広い可動範囲と微調整能力をもつアクチュ

エータ開発 

計測対象とする上腕動脈（血管径 2～6mm）を数分

間連続し血管径の数％程度の変化を計測するため

には、超音波プローブのサブ mm の単位の位置制

御と、秒単位でずれ補正制御を必要とする。実現

のための以下の開発を実施した。 

（1－1）機構の改良設計・製作 

（1－2）制御基板の設計・製作 

（1－3）移動操作制御ソフト設計・組込ソフト 

の作成 

（1－4）組み合わせ性能試験 

（２）プローブ操作適正制御のための画像認識技

術の開発 

 本装置では血管画像をフィードバック情報とし

て超音波プローブの位置制御を行う。正しく計測

できる位置へ超音波プローブを導くために、血管

位置ならびに血管内腔境界となる内膜ラインを認

識し、その描出の鮮明度を定量的に判定しながら、

適正位置へ超音波プローブを移動させる必要があ

る。実現のための以下の開発を実施した。 

（2－1）血管断面画像データ分類 

（2－2）血管断面特徴点抽出 

（2－3）特徴点追跡ソフト設計・組込ソフト作成

（2－4）性能検証 
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図 1 自動計測のための技術 
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3-2 ＜機構の改良設計＞ 

現行機構の構造の問題を、試験計測による動作特性

の検証をもとに抽出した。剛性、ガタなどの動作精度

の誤差要因を抑制するため、組立手順や要領の検討も

合わせアーム機構部の誤差要因であるガタを抑制する

改良設計を行った。リニアリティーの向上、ヒステリ

シスの抑制ができた。（図２参照） 

3-3 ＜制御基板の設計＞ 

上記機構の改良設計に則して、多軸機構の高速動作

や、信号処理方法の変更に伴う制御動作タイミングを

反映した操作制御に対応できる制御基板を設計し、試

作した。 

3-4＜機構、制御基板試作＞ 

装置改良目標に向けたアーム機構ユニットの改良

設計制御、信号処置基板の設計に基づき、その結果を

検証するための装置試作を行った。アーム機構、信号

処理基板ならびに制御基板を試作、別途設計した外装

へ配置し、装置組立ておよび動作可能を確認した。 

3-5＜移動操作制御ソフト設計＞ 

機構の改良に合わせて、適切に血管の移動追尾操作

を行なうための制御ソフトを設計した。本装置で、血

管の短軸画像（上流側、下流側）と長軸画像（上下流

間）が同時に得られるようになっている構成を使い、

血管短軸画像の観測で、超音波プローブと血管の相対

的位置を認識し、血管径、血流量を計測するために設

ける長軸断面画像内に、血管長軸断面が得られる位置

にラフに調整する仕組みと、確認できた長軸断面画像

から、血管径が正しく計測できるかどうかを判断し、

超音波プローブを正しく血管径が計測出来る適正位置

へ移動させる仕組みにより移動操作ソフトを構成した。 

 

3-6＜移動操作制御 FPGA 組み込みソフトの作成＞ 

血管情報を得るための超音波信号を一定のタイミング

で処理し、装置を動作させるための信号処理系、なら

びに処理した情報を伝送するため、ＦＰＧＡへ組み込

むため、B モード画像、A モード信号、フロー信号を

フリーラン方式で高速に取得し処理するとともに、処

理された情報を DOS/V ユニットへ高速でデータ送信す

ることを実施できるソフトを作成した。 

3-7＜組み合わせ動作チェック、性能試験＞ 

 機構とその制御系の組合せ試験を実施した。機構動 

 

作のリニアリティーの向上、ヒステリシスの低減によ 

り、動作分解能が向上、ならびに剛性の確保されたこ

とで、制御動作の迅速性と正確さの性能向上を確認し

た。（図 3 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 機構部動作のリニアリティー、 

ヒステリシスの改善 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 制御中の短軸画像の移動 

目標位置（０．０）への収束状況 

 

3-8＜血管断面画像データ分類＞ 

動物実験を含め、生体を使った試験における実測

データの解析結果に基づき、正しい血管径が計測でき

る超音波プローブと血管の適正位置範囲の把握を行っ

た。適正位置からのずれは、併進では±0.25mm 以下、

回転では±0.75 度以下の範囲では許容され、この範

囲内に超音波プローブ保持することで正しい計測が可

能であることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

  図４ 計測可能な超音波プローブ位置 
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併進ズレの許容範囲

 

リニアリティーの向上  ヒステリシスの低減 

併進ずれの許容範囲  回転ずれの許容範囲 
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3-9＜血管画像の特徴点抽出＞ 

上記した精度の適正位置範囲に超音波プローブを維 

持させるために、超音波画像から計測できる血管の移 

動距離をサブピクセル単位で行い、血管画像の追跡す

るために必要な特徴点の抽出選定方法を検討した。 

3-10＜特徴点移動追跡ソフト設計＞ 

 超音波プローブの自動的操作、計測を可能とするた

め、特徴点追跡による特徴点追跡によるサブピクセル

単位での血管位置の特定と、フリーラン方式で記録さ

れている B モード画像により特徴点の移動量をリアル

タイムで計測することで、拡張期末期タイミングを認

識し、拡張期の血管径を計測するソフトを開発した。 

3-11＜画像データによる検出能力のチェック＞ 

特徴点追跡ソフトが正しく動作し、数十μｍの径変

化を約 1 秒で繰り返す上腕動脈血管壁の移動を計測で

きることを確認し、処理の高速化により動作の高速化

ならびに血管位置の測定精度の改善を確認した。 

 

 

 

 

 

図５ 血管壁の拍動による移動の計測 

 

3-12＜特徴点追跡ソフト設計＞ 

改良された機構部の動作とあわせて FMD 計測開始より

計測終了までのフローに、新規に開発した特徴点移動

追跡ソフトを組み込み、実時間で FMD 計測ができる組

み込みソフトを設計した。 

3-13＜組み合わせ動作チェック、性能検証＞ 

ＦＭＤ計測中の機構部の動作の記録を使い、血管の

認識・追尾性能と合わせ、改善具合を検証した。調整

速度、精度、時間内調整能力が必要な仕様を満足でき

ることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-10＜装置臨床適用試験＞ 

 医療施設内にてＦＭＤ検査を実施してきた操作者が、

ボランティアを被験者とし、本装置のＦＭＤ検査自動

化の操作性向上について検証した。ＦＭＤ検査では、

血管の反応を連続的に観察するため、カフによる駆血

や、被験者の呼吸や体動で、血管位置が適正範囲から

大きくずれてしまうが、２０秒以内に元の位置へ復帰

し、計測可能な状態にする必要がある。試作機を使い

臨床検査を行ない、この条件を満たす検査数の割合を

評価の指標とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 臨床評価結果  

短軸調整 15秒以内成功率          ９４％ 

短軸・長軸総合調整時間 20秒以内成功率９２％ 

 

 １００例の検査を行い、９０％以上の成功例が得ら

れたことから、本開発技術の臨床現場での実用性は高

いと判断した。 

 

 

4. 得られた成果 

本研究開発では血管径計測のための適正位置に超音

波プローブを迅速に適性位置にあわせるための改善を

行なった。 

ＦＭＤ検査において、血管径計測の適正位置に超音

波プローブを設置し、保持する機能については、正確

な血管径が計測できる範囲を特定した。結果、継続的

な計測を行うためには、適正位置よりのずれは、 

水平方向で±0.25mm以内、 

回転方向で 0.75度以内 

の範囲に維持されている必要がある。一方、検査に必

要な駆血や、呼吸などの体動でずれが生じる。このず

れを、血管の反応の速度を鑑み、20 秒以内で補正す

ることが目標となる。 

表1 アーム機構、制御アルゴリズム

改良による操作性の向上 

             従来  改良後 

１）短軸検索成功率    ８７％→９８％ 

２）短軸検査１３秒完了率 ７３％→９１％ 

３）長軸検索20秒以内成功率７０％→９３％ 

４）長軸検索15秒以内完了率５７％→８６％ 

 

 

目標範囲 



 

＜全 041＞-4 

 

機構部では、機構のガタや剛性の弱さが、指示通り

にアーム機構が動作しない要因であることを明確にし、

目標精度を確保できるよう機構の改良設計を行った。

結果、リニアリティーの改善、ヒステリシスの低減、

剛性の確保により、0.02mm／パルスの精度で機構を指

示通り動作させることが出来るようになった。また、

指示した移動量を高速に動かすことが出来るようにな

り、適正位置へのプローブの合わせ込みの回数（時間

20秒以内）を低減することができるようになった。 

計測適正位置がサブミリ単位であるため、画像を

使った位置情報の制度をあげるために、特徴点追跡方

法を加え、サブピクセル単位で移動量を計測できるよ

うにした。 

適正位置かどうかの判断は、画像信号の鮮鋭度など

をスコア化（定量化）することで、移動量情報ととも

に、適正度情報を合わせ、位置制御のフィードバック

情報として利用できるようにした。 

これらの技術開発結果、臨床現場で満足できる成功

率で自動計測ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 薬事対応の状況 

 本開発の事業化にため、第二種医療機器製造販売業

の申請を行い、平成 23 年度中に認可をとる。また、

装置の薬事申請に向け、第三者認証機関における安全

性試験などへの準備をすすめ、平成 24 年度中に申請

書を提出する。平成 25 年度中に認証を受ける予定。 

 

6. 開発過程で創出した知的財産、新規技術等の成果 

本事業における研究開発過程において、再委託先、

アドバイザー、ユーザーなどより提案された課題、ま

た、本装置実現において新たな課題として気付いた点

などについて、その解決策を特許化した。 

 

 

表２ 本事業開発製品に関する特許出願 

発明の名称・内容等 

 
出願番号 

出願

年・月 

 

生体血管パラメータ測定装置 

 

PCT/JP2012/52

190 

2012

年 1月 

生体の動脈内皮機能測定装置 

 

特願 2012-

013571 

2012

年 1月 

生体の動脈内皮機能測定装置 

 

PTC/JP2012/53

935 

2012

年 2月 

 

7. 開発した製品の市場性 

血管内皮機能障害から心血管疾患がはじまるとされ

て、血管内皮機能検査は今後必要になる検査と認識さ

れている。４）５）６）７）ＦＭＤ検査の有用性に関する学

術的な評価は数多く出され、血管内皮機能を検査する

方法として、心血管疾患者の治療や術後のリハビリ効

果や、心血管疾患や腎疾患へ移行しやすい糖尿病患者

の治療効果の評価や、二次予防において使われはじめ

ている。簡便で多くの施設で使える検査装置が要望さ

れる所以でもある。 

 

本事業の研究開発のようにＦＭＤ検査の簡便性を目

指す一方、別な代替指標で血管内皮機能を簡便に計測

しようとする動きがある。製品となっているものでは

指先の脈波の変化を代替指標としている。その他研究 

開発段階のものもあるが、異なる指標が現行のＦＭＤ 

検査と同等と評価されるまでには、多くの臨床成果な

どのエビデンス作りが必要である。 

市場規模として、前例とする血管硬さ、詰まりを検

査する PWV／ABI検査装置では、発売後約 10年で国内 

累計 2 万台約 400 億円の市場規模がある。本装置は同

一の領域ではあるが、これまでの形態検査、器質検査

に新たに機能検査という情報を加わることで、血管能 

能検査市場の拡大につながるものとなる。検査の操作

性の向上により、これまで検査の困難さから専任の人

的配置が可能な大学病院や大病院に限られた市場から、

中小病院、診療所などを含む市場の確立をめざせる。

また、検査の認知度があがるに伴い、今後の心血管疾

患発症の早期診断のための検査方法として、診療所、

人間ドック、健診などで利用されるようになることで、

対象とする市場規模は広がる。 

 

 
図７ 装置概観 
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8. 今後の事業展開計画 

早期の上市を目指す。平成 23 年度中に株式会社ユ

ネクスは、本装置を製造販売できるように、第二種医

療機器製造販売業を取得する。取得により、本装置の

薬事申請を株式会社ユネクスが行う。本研究開発結果

を基に量産試作を行い、第三者認証機関において安全

性試験等の薬事申請の準備にはいる。平成 24 度末ま

たは平成 25 年度早々に薬事申請を行い、認可を待つ。 

薬事認可を得られる平成 25年度には上市する。 

本装置製作の主要な部品については、対応できる技

術を有する医療機器製造業を持つメーカと連携を強め、

部品調達に支障ないよう複数の医療機器取扱い商社か

らの調達ルートを確保する。また、顧客への販売に関

しては、主には医療機器販売ディラーをはじめ、医療

機器製造販売業メーカ、医療機器取扱い商社を通じて

販売する。また、リース会社と組み、リースも行なう。 

 

9. まとめ 

心血管疾患発症抑制のために、予兆となる血管内皮

細胞の機能低下を評価するＦＭＤ検査の普及を目指し、

その導入障壁となる操作者の負担を軽減するために、

操作の自動化を図った。ＦＭＤ検査は細い血管の径の

変化を連続的に計測する必要から、超音波装置の取り

扱いに一定以上の技量が必要となるとともに負担の大

きい検査であるため、普及が遅れている。特に、検査 

技師などの選任の操作者をおけない医療機関では、装

置の操作において操作者の技量に期待ができなくなる

ため、検査の自動化が望まれている。 

そこで本事業では、操作者の負荷を軽減するため、

超音波プローブと血管の相対的な位置が分かり易い準

３次元的なイメージを描ける装置の超音波プローブの

特徴を生かし、超音波プローブを保持し微小な調整が 

正確に出来るアーム機構を装備し、血管画像認識によ

る血管位置の計測と、この結果に基づくプローブの位

置制御指示により、適正計測範囲に超音波プローブを

移動、維持させる技術を提供することで、従来検査技

師が行っていたわずらわしい操作を代行し、負荷を軽

減する装置の実現を目指した。 

改良設計では、名古屋工業大学における基礎試験、 

ならびに生体計測のデータ解析により得られた必要な

制御精度に関する情報を踏まえることで、超音波プ 

 

ローブの移動維持のための機構の改良設計仕様を固め

ることができた。また、アドバイザとして参画した株

式会社デンソーより、民生で利用されるロボットアー

ムなどに使われる機構設計・制御技術の活用に関する

開発支援を受けることで、機構制御の効率的に開発を

進めることができた。また同じくアドバイザである徳

島県工業技術センターでは、装置の特性評価のため、

試験装置などを使用させていただき、装置動作の検証

に関してご支援いただいた。 

開発試作した装置を用い、その操作性の向上につい

ての臨床検証は東京医科大学にて実施した。社内外の

ボランティア１００例の計測では、９０％以上で制御

動作の目標とした、20 秒以内のずれ市から適正計測

範囲への復帰動作を満足しており、実用化できる技術

と評価した。また、目標から外れた症例に関しても、

その要因が判明しており、装置の改良点としてフィー

ドバックすることができた。 

さらに、本事業における研究開発過程において、

再委託先、アドバイザ、ユーザーなどより提案された

課題、また、本装置実現において新たな課題として気

付いた点など、本装置の強みとできる課題については、

その解決策を特許化した。 

今後、デザインを含めコストの適正化検討を行い、

量産試作ができた段階で薬事申請のための準備に入る。

また、本事業で開発された製品を、株式会社ユネクス

が製造販売できるように、株式会社ユネクスは第二種

医療機器製造販売業の認可を受ける。今後 1 年半から

2年を目処に薬事の認可を受け、上市することを 

計画する。 

 

 本事業では、共同体の開発をさまざまな点で、ご

指導ご支援いただいた伴走コンサルティングの皆様方

に謝辞を申し上げます。 
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