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＜全２５８＞微細手術のための高臨場高精細な顕微内視鏡  

および画像処理技術の開発 
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1. 研究開発の背景と目的 

脳神経外科における悪性腫瘍摘出において低

侵襲性を達成するためには、正常組織の温存が

ポイントとなるが、破壊する正常組織を限りな

く小さくすると、顕微鏡における視野が制限さ

れ、結果として絶対観察できない、いわゆる死

角が発生してしまい、この結果、「低侵襲性」

と「確実な摘出」という対極する問題が生じて

しまう。図１（左）は、例えば運動野を近傍に

する腫瘍の例である。運動野を温存し、破壊す

る脳回も最小限にするアプローチのイメージが

図１（右）である。この図より、顕微鏡では観

察できない領域が発生することを示している。 

  

図１ 運動野を近傍とする腫瘍に対する  

低侵襲アプローチ  

 本事業では、脳神経外科における悪性脳腫瘍摘

出のための低侵襲手術に対して、従来の顕微鏡が

宿命的に持つ「死角」を解消し（図１）、広範囲に

わたる高臨場（側視３D と直視３D の統合によ

る）かつ高精細な三次元画像を提示できる内視鏡

とこれらの画像統合のための画像処理装置および

ソフトウエアを開発することを目的とする。 

2. 研究開発の体制 

 研究組織とそれぞれのメンバーの役割は以下の通り

である（カッコ内は主な役割）。 

委託先：国立大学法人九州大学 

 ・九州大学先端医療イノベーションセンター 

  （事業管理機関、事業化の検討、薬事・知 

   財管理、プロジェクト管理） 

 ・九州大学大学院医学研究院先端医療医学 

  （内視鏡の開発、画像処理技術の開発） 

 ・九州大学病院先端医工学診療部 

  （安全性評価および非臨床試験の実施） 

再委託先：（株）アイ・ティ・エンジニアリング 

  （画像処理ハードウエア・ソフトウエアの開発） 

3. 研究開発の実施内容 

3-1 研究開発の全体像 

広範囲にわたる高臨場かつ高精細な三次元画像

を提示できる硬性内視鏡と画像統合のための画像

処理装置およびソフトウエアを開発する。 

本事業で開発した機器を事業終了後２年間で臨

床試験を実施し、事業終了後３年目で薬事申請を

行い、速やかな上市（事業化）を計画している。 

研究の概要は以下の通りである。 

・直径 10mm 以内のハイビジョン画質側視３D

＋直視３D の細径硬性内視鏡の開発 

直径 10mm 以内の細径スコープ内に直径

1.8mm の対物レンズ４枚と４系統のロッド

レンズリレー系、側視および直視に最適

化した照明用グラスファイバーを内蔵し

たハイビジョン画質側視３D＋直視３D の

細径硬性内視鏡を開発する。図２にその

イメージを示す。 

・上記ハイビジョン画質側視３D 映像と直視

３D 映像を画像処理により統合するソフトウ

エアおよびハードウエアの開発 
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内視鏡下の手術において、宿命的に持つ

問題は「カメラで捉えている部位の状態

しか分からない」ことであり、安全な手

技のために視野の拡大が望まれている。 

そのためには対物レンズを広角にするな

どの方法があるが、微細な部位や狭隘な

部位においては限界があり、また広角に

するほど小さく見えることや広角レンズ

の持つ歪曲収差も無視できない。 

そこで、視野拡大の解決策として、図３

に示すようなリアルタイム画像処理を用

いた画像統合による手法を提案し、この

処理を行うためのリアルタイム画像処理

装置（ハードおよびソフトウエア）の開

発を行う 

 

図２ 開発するハイビジョン画質側視３D＋直視

３D の細径硬性内視鏡のイメージ 

 

 

図３ 視野拡大のための画像統合手法 

3-2 サブテーマ＜１＞ハイビジョン側視３D＋直視

３ D 硬性内視鏡の開発（国立大学法人九州大学大

学院医学研究院先端医療医学） 

実施内容： 

・既に九州大学において開発したハイビジョ

ン画質側視３D＋直視２D の細径硬性内視鏡を

改良し、ハイビジョン画質側視３ D＋直視３ D

の硬性内視鏡を設計する。 

・上記設計をもとに、硬性内視鏡を製作する。 

・歪曲収差補正のための点像分布を計測する。 

実施結果： 

・直径 7.8mm のハイビジョン画質側視３D＋直視

３D の細径硬性内視鏡を完成させた（図４，５）。 

・ 歪曲収差補正のための点像分布を計測した。 

 

図４ 開発した硬性内視鏡 

 

図５ スコープ先端対物レンズ群 

3-3 サブテーマ＜２＞２系統のハイビジョン３ D

画像を統合する画像処理ハードウエアの設計・

開発（株式会社アイ・ティ・エンジニアリン

グ） 

 図３に示すようなリアルタイム画像処理を用

いた画像統合による手法で、この処理を行うた

めのリアルタイム画像処理装置の開発を行う。  

実施内容： 

・広角レンズの歪曲収差補正  

 広角レンズが持つ歪曲収差をレンズの伝達関

数と定義し、その逆関数による処理で歪曲収差

をリアルタイムに補正するソフトウエア（サブ
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テーマ＜３＞）を実行可能な画像処理ハードウ

エアの開発を行う。  

・３D 画像の統合 

 歪曲収差補正後の画像を画像処理による画像

統合を行うためのリアルタイム画像処理ソフト

ウエア（サブテーマ＜３＞）を実行可能な画像

処理ハードウエアの開発を行う。  

実施結果： 

 リ ア ル タイ ム で 実行可 能 な 画 像イ ン ター

フェースボード、画像処理メインボード、コン

トローラー、電源を統合し、画像処理ハードウ

エアとして完成させた（図６）。 

 

図６ 画像処理ハードウエア 

（基板類を見えるように配置した） 

 

3-4 サブテーマ＜３＞２系統のハイビジョン３ D

画像をリアルタイムに統合する画像処理制御ソ

フトウエアの設計・開発（株式会社アイ・

ティ・エンジニアリング）  

図３に示すリアルタイム画像処理を用いた画像

統合による手法で、この処理を行うためのリア

ルタイム画像処理アルゴリズムの開発を行う。  

実施内容：  

・広角レンズの持つ歪曲収差の補正 

広角レンズが持つ歪曲収差をレンズの伝達

関数と定義し、その逆関数による処理で歪

曲収差をリアルタイムに補正するアルゴリ

ズムの開発を行う。 

・３D 画像の統合 

補正後の画像を画像処理による画像統合

（ステッチング）を行うためのリアルタイ

ム画像処理アルゴリズムの開発を行う。 

実施結果：  

 硬性内視鏡にて格子模様を撮影することで、これら

が持つ点像分布を計算し、この点像分布から逆伝達関

数を定義して、歪曲収差の良好なリアルタイム補正を

行う画像処理アルゴリズムおよび補正後の L・R 画像

２組をαブレンディングにより繋ぎ、１８０度以上の

視野角を実現する画像処理アルゴリズムを完成させた

（図７，８）。 

 

図７ 処理前画像 

 

図８ 処理後画像 

（歪曲補正・αブレンディングのよるステッチ） 

3-5 サブテーマ＜４＞ 

開発したハイビジョン側視３D＋直視３D 硬性内

視鏡の安全性評価および実験動物を用いた検証

および非臨床試験の実施（国立大学法人九州大学

病院先端医工学診療部） 

実施内容： 

 速やかな上市のため、開発したハイビジョン

側視３D＋直視３D 硬性内視鏡の安全性評価を

実施すると共に実験動物を用いた検証および非

臨床試験を実施する。 
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実施結果： 

 硬性内視鏡スコープは既存（薬事承認済み）製品と

同一の素材・製造方法にて製造し、CCD カメラは既存

の薬事承認品を無改造で使用するため、先行製品の延

長として捉えて構わないことが判明したため、非臨

床試験は割愛した。 

3-6 サブテーマ ＜５＞開発したハイビジョン側視

３D＋直視３D 硬性内視鏡および画像処理装置の

製品化および事業化（国立大学法人九州大学先端

医療イノベーションセンター）  

実施内容：速やかな上市のため、ドキュメント作

成・関係機関への相談・研究の管理を行う。 

実施結果：計画通りの開発が達成され、また薬事申請

に向けた準備を開始した。 

3-7 サブテーマ＜６＞プロジェクトの管理・運営（国

立大学法人九州大学先端医療イノベーションセン

ター） 

実施内容：プロジェクトの管理・運営 

実施結果：プロジェクトの円滑な実施ができ、計画通

りの開発が達成できた。 

4. 得られた成果 

 従来の顕微鏡が宿命的に持つ図１に示す「死

角」を解消し、広範囲にわたる高臨場（側視３D

と直視３D の統合による）かつ高精細な三次元画

像を提示できる硬性内視鏡の製作および歪曲収差

補正と画像統合をリアルタイムで処理できる画像

処理装置の開発を達成した、当初目標（3-2〜3-

7）をすべて達成した。 

5. 薬事対応の状況 

 先行して立体視の神経内視鏡の薬事申請を行ってお

り、この先行機器と同一の素材・製造方法で本事業の

硬性内視鏡製造を行ったことで、薬事承認のプロセス

を簡略させ、早期の上市を実現可能となる。 

 2012 年度中に薬事申請を行い、承認後、早期の上

市を計画している。 

6. 開発過程で創出した知的財産、新規技術等の成果 

 直径 7.8mm 以内の細径スコープ内に直径

1.8mm の対物レンズ４枚と４系統のロッドレン

ズリレー系、側視および直視に最適化した照明

用グラスファイバーを内蔵したハイビジョン画

質側視３D＋直視３D の細径硬性内視鏡および上

記ハイビジョン画質側視３D 映像と直視３D 映像

を画像処理により統合するソフトウエアおよび

ハードウエアを知財化する計画である。 

7. 開発した製品の市場性 

 内視鏡下手術適応となる疾患すべてが対象になり、

年間の手術実施数は２万例に到達しようとしている。 

 内視鏡下手術を実施する医療機関は国内で 1,886 機

関であり、内視鏡下低侵襲手術適応患者数が多い医療

機関すべてが顧客となる。 

 事業化する医療機器の市場規模を電子内視鏡および

内視鏡能動処置具の市場規模をベースに推定した結果、

10％以上の成長率が期待される。 

 これにより、新たな診断・治療方法の創出に繋がり、

また低侵襲をより加速させる効果もあるため、患者の

苦痛の軽減や根治性の向上、医療費の削減が大きく期

待できる。 

8. 今後の事業展開計画 

 ２０１２年度内に薬事承認・量産体制構築し、事業

化を計画している。 

9. まとめ 

 本事業では医療現場のニーズ・課題を解決し、

脳神経外科における悪性脳腫瘍摘出のための低侵

襲手術に対して、従来の顕微鏡が宿命的に持つ

「死角」を解消し、広範囲にわたる高臨場かつ高

精細な三次元画像を提示できる直径 7.8mm の硬性

内視鏡とこれらの画像統合のための画像処理装置

およびソフトウエアを開発した。これらの開発に

より、様々な臨床各科において、従来の内視鏡で

は適用外の部位や手技の手術が可能となる。 

 従って、患者の肉体的負担および経済的負担の

大幅な低減、医療機関・医療従事者においては病

院稼働率の向上、手術負担の軽減が可能となり、

ひいては国の医療費の大幅低減と国産医療機器の

輸出や標準化の獲得など我が国の医療行政や国産

医療機器産業の発展に寄与するものと確信する。 
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