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Abstract: Surgery using a catheter has many advantages such as shortened operation time and early recovery. However,
since the cerebral blood vessels are thin and complicatedly bent, catheter operation is extremely difficult and dangerous in
real surgery. Furthermore, due to the lack of skilled doctors, it is difficult to provide stable guidance from skilled doctors.
In this research, we aim to develop a catheter surgery skill training system that can improve the skills of doctors.

1. はじめに
近年、脳動脈瘤や脳梗塞の治療として、カテーテルを
用いた低侵襲医療が注目されている。この治療は手術
時間の短縮や早期回復など多くの利点がある。しかし
ながら、脳血管は細く複雑に曲がっているため、カテー
テル操作は非常難しく高度な技術が必要である。さら
に、熟練者の人数が少ないため、熟練者からのしっかり
とした指導が難しい。そのため、カテーテル操作ミスに
よる医療事故が後を絶たない[1]。特に、カテーテル手
術の遠隔化を求める時代において、熟練者の育成は必
要となる。本研究では、操作者のスキルを高める可能な
システム開発を目指す。

2. 研究目的とアプローチ
本研究室では、遠隔カテーテル操作支援システムの
研究を行ってきた。従来のカテーテル操作システムは、
実際に患者の体内に挿入するスレーブ側とシステムを
コントロールするマスター側が構成された。操作者技
術の技術を高めるために、カテーテルを挿入する際に
先端にかかる力を把握することは重要である。しかし、
スレーブ側の先端にあるカテーテル自体は剛体ではな
いため,変形しやすく,力の伝わりが悪いという特徴を
持つので,実際の力覚情報をより正確に測定すること
がと難しいという問題点がある［2］。本研究では、圧電
ゴームのピエゾ効果を利用し、カテーテル先端の圧力
を計測する。さらに、Bluetooth モジュールを用いて、
無線振動提示装置を設計し、触覚的なフィードバック
ができるようなシステムを提案する。このようなシス
テムを基に、未熟練者をトレーニングさせて、操作スキ
ルを高めることは本研究の目的である。

Fig.1 提案したマスター・スレーブロボットシステム
ーブ側の力に応じて触覚力を発生させ、医師の手に作
用する。スレーブ側の力を、接触力、摩擦力、粘性力の 3
つに分類する。しかしながら、カテーテル先端の接触力は、
手術の安全性に影響を与える最も重要な要素である［3］。し
たがって、血管介入手術における触覚力を抽出することは
トレレーニングの第一歩として考えられる。そのため、圧力
センサーを設計し、以下の文に述べる。

4. 圧力センサーの設計と試作
圧力センサーの設計を Fig.2 (a)と Fig.(b)に示す。信
号出力端子として 2 つの銅電極が使用され、その間に
圧力ゴーム充填されている。リングフォースセンサー
の外径は 4 mm、長さは 6 mm である。Fig.2（c）はカテ
ーテル先端に取り付けられた力センサーの物理写真で
ある。これの利点は、ガイドワイヤーとカテーテルの共
同操作に影響を与えず、手術中にカテーテルの先端と
血管壁の間の接触力をうまく抽出できることである。
なお、本稿で使用したカテーテルは 4Fr である。

3. 提案したシステムの構成
マスター・スレーブロボットシステムの概念を Fig.1 に示す。
外科医は、マスター側のマスターマニピュレーターを操作し
て、スレーブロボットを制御し、ガイドワイヤーとカテーテル
を操作して手術を完了する。ガイドワイヤーとカテーテルの
力情報がセンサーで検出され、マスター側に送信し、力フ
ィードバックを実現する。マスターマンイプレーターは、スレ
Fig.2 力センサーの設計
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5. 実験方法と結果
力センサーの測定回路を Fig.3 に示す。回路の入力
電圧は 5V で、抵抗 R2、R3、R4 は 330kΩである。抵
抗 R は感圧ゴームセンサーと見なすことができる。
ブリッジが平衡している場合、つまり R1 = R2 = R3 =
R4 の場合、出力電圧 U0 = 0 となる。ブリッジが不平
衡の場合、出力電圧 U0 は式（1）で計算できる。

(1)
電圧と圧力の関係を得るために、測定実験を行った。
計測結果は Fig.4 に示す。結果により、圧力の電圧の
関係を式(2)に表すことができる。
Fig.5 シミュレーション実験
(2)
Fig.5 にはシミュレーション実験を示す。カテーテル
をガラス管の位置 A から D まで挿入し、カテーテルに
かかる圧力を計測する。
計測結果は Fig.6 に示している。

Fig.6 実験結果

6. 結論

Fig.3

圧力センサーの測定回路

実験結果により、提案した圧力センサーを用いてカ
テーテル先端の接触力を計測することは有効だと分か
る。接触力の変化を把握できれば、トレーニングの積み
重ねとともに、操作技術の向上は期待できる。ただし、
計測された結果は誤差が生じることが明らかになった。
信号処理により、誤差を減らすことができると考えら
れる。

［1］

［2］

［3］

Fig.4 力センサーのキャリブレーションの実験結果
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