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研究成果の概要（和文）：本研究は、生体内超音波計測、生体内超音波制御、生体モニタリング、生体内超音波伝搬計
算の４つの要素技術の開発とシステム評価を行った。治療ビーム可視化技術や、音響放射力を用いた凝固領域の可視化
技術、乳腺と脂肪の音速差も考慮した生体内超音波伝搬の精密な計算技術を確立した。この結果、長さ10mm程度の凝固
領域に対して、相対誤差10%の精度で１秒毎の計測が可能であり、悪性腫瘍に対しても漏れの無い治療が可能な見通し
を得た。

研究成果の概要（英文）：Following 4 key technologies; beam measurement, beam control, monitoring and 
numerical calculation of wave propagation have been developed and prototype system has beem evaluated. 
Especially, visualization of therapeutic beam, coagulation monitoring on the basis of acoustic radiation 
force and wave propagation through realistic mammary structure with sufficient accuracy have been 
researched. Accoriding to these results, coagulated area with length of 10 mm can be detected with 10% of 
relative error and 1 s time interval. These results show that the proposed method can be applied to 
malignant tumors with compleate volume treatment.

研究分野： 流体工学

キーワード： 超音波治療

  １版
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１．研究開始当初の背景 
集束超音波治療は、術後の患者の QOL

（Quality of Life:生活の質）の確保を見込む
ことができる次世代の低侵襲治療として期
待されている。前立腺肥大、子宮筋腫治療な
どが既に臨床現場で使われており、最近では
振顫に対する頭蓋内治療も高い注目を集め
ている。しかし、これらの良性腫瘍等への治
療に比べ、膵がん、腎がん、肝がん、乳がん
等の悪性腫瘍に対しては、研究は進むものの
実用化には至っていない。 
良性腫瘍の治療においては腫瘍体積の縮

小が治療のゴールであるが、悪性腫瘍におい
ては、治療領域内において腫瘍細胞を完全に
消滅させることが治療ゴールとなる。しかし、
患者毎に超音波伝搬経路の特性が異なるた
めに、現状では体内の全細胞を処理すること
で、治療効果を完全に制御することは難しい。
具体的には、音速や減衰率の分布が患者毎に
異なるために、生体内を伝搬した超音波が焦
点に到達した時に、音響特性の不均一の影響
を受け、超音波ビーム形状やピーク音圧が変
化する。この効果を事前に推定することが困
難であり、悪性腫瘍を標的にした超音波治療
は確立していない。 
 
２．研究の目的 
 悪性腫瘍のターゲットとして乳癌を選び、 
これを対象とした超音波治療技術の確立を
行う。特に生体不均一の影響を抑制し、治療
効果が高精度に管理可能な技術を実現する。 
 
３．研究の方法 
（１）生体内超音波計測技術 
治療ビームを空間的に固定、受信ビームを

治療ビーム周囲で走査することにより、生体
の音響インピーダンスの空間微分に応じて
散乱する治療ビームのエコー信号を取得し、
強度分布を計測することで、生体内の治療ビ
ーム形状を計測する手法を構築する。 
（２）生体内超音波制御技術 
前記の計測された超音波ビーム形状を確

認しながら、素子の位相分布を最適化して、
治療ビームの乱れを抑制する。 
（３）生体モニタリング技術 
熱凝固に伴い硬さが変化した領域を可視

化する技術の開発を行う。具体的には治療ビ
ームがもつ音響放射力と、それに対する力学
的な応答としての生体組織歪の関係を調べ
ることで、硬さの分布を可視化する手法の検
討を行う。特に治療ビーム強度の時間変調を
加えることで、数十ミクロンオーダーの振幅
をもつ振動を焦点組織に励起し、この振幅を
パルスエコー法で計測、硬さの変化の空間分
布を計測する手法を確立する。 
（４）生体内超音波伝搬の計算技術 
皮膚、乳腺、脂肪、水の 4 成分からなる生体
シミュレーションモデルを臨床データから
構築し、超音波ビームや熱分布に対する生体
構造の影響評価を行う。 

（５）システム開発 
動物実験により、システム評価を行う。 

 
４．研究成果 
（１）生体内超音波計測技術 
当初想定した手法では、散乱体の不均一分

布に起因して、音圧分布推定精度が大きく低
下するという課題が見つかった。これに対し
て最尤推定により散乱体分布と治療ビーム
の音圧分布を分離評価する手法を考案、有効
性を確認した。 
（２）生体内超音波制御技術 
直径 120 mm、周波数 2 MHz のトランス

デューサにおいて、256 ch の素子を構成し、
これに接続可能な 256 ch 高出力アンプを開
発した。開発した高出力アンプの特徴は、生
体モニタリング技術で重要となる振幅変調
が可能となる構成とした。このプロトタイプ
により、ビーム制御が可能であることを確認
した。 
（３）生体モニタリング技術 
計測対象となる凝固サイズに応じて、局所

振動領域の広がりを最適化して、検出の感度
と精度を向上するために、変調周波数を最適
化する手法を確立した。結果、凝固領域の成
長に合わせ、200 Hz から 30 Hz まで変調周
波数を下げていくことで、高精度な凝固モニ
タリングが可能であることを示した。豚レバ
ーでの評価により、一秒毎のリアルタイム計
測が可能であることと、計測サイズの相対誤
差が 12%であることを確認し、その実用性の
高さを確認した。 

 
図１ 熱凝固サイズのリアルタイム評価 
（上：変位分布、下；変位変化率の分布） 

図２ 凝固領域の二次元像（左）と対応する断面写真 
 



（４）生体内超音波伝搬の計算技術 
乳房は乳腺と脂肪から構成され、それぞれ

の音速差 82 m/s（乳腺の音速に比べると相対
誤差 5%）と、十分に小さいものの、トラン
スデューサから照射された超音波はその焦
点までに波長の 100~200 倍の距離を伝搬す
るので、小さな音速差も、伝搬の結果蓄積し
た焦点での位相誤差は大きくなる。従来、骨
などが存在する場合は、治療ビームの乱れが
大きいことが明らかにされていたが、今回の
研究で乳房のような骨を含まない軟部組織
においても治療ビームの乱れが大きいこと
が明らかになった。図３に計算モデル、図４
に結果の一例を示す。 

 
図３ 乳房の計算モデル（MRI 画像から構築） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４ 均質な伝搬路での治療ビーム（左）及び 
乳房内での治療ビーム（右）の計算結果 

 
（５）システム開発 
ウサギを用いた実験により、呼吸や拍動な

どの体動を伴い、かつ血流のある系において
も熱凝固領域の検出が可能であることを実
証した。また担癌マウスを用いた実験により、
今回開発したトランスデューサを保持する 5
軸のロボットを用いてトランスデューサ位
置を変えながら照射を行うことで皮膚熱傷
リスクを抑制しながら焦点での凝固形成が
可能であることを実証した。これにより提案
システムの安全性と有効性が臨床における
実用性を示していることを確認した。 
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