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Abstract: The surgeon requires intensive training and experience to acquire the necessary quality surgical skills in
minimally invasive surgery (MIS). This is particularly true in Endoscopic Sinus Surgery (ESS), due to the sinus’es
complex structure and its location adjacent to such vital organs as the optic nerve, the brain, and arteries. ESS training
opportunities are not satisfactory, however, since there is no appropriate animal model for human nasal structure and
availability of cadavers is decreasing. The authors have developed a precise model of the human sinuses for ESS
training. With Rapid Prototyping technology and newly developed materials and structures, the model provide precise
nasal structure and tactile perceptions that are similar to the human body. This makes it possible for the surgeon to
practice basic surgical techniques, such as cutting and removing tissues (Ethmoidectomy, Sphenoidectomy through
the ethmoidal sinus, opening the natural ostium of the maxillary sinus, etc.), using actual surgical instruments. Since
the model is X-ray CT compatible as well, it is useful as a phantom patient for such systems as surgical navigation.
This model should contribute to an increase in ESS with improved safety.
Keywords: ESS training simulator, Rapid Prototyping, CT compatibility, surgical navigation system

1. 背景

(3) 動物: 高価ではあるが、腹部ならばブタを用い
た研修が可能である。しかし、鼻など適当な
動物モデルのない部位も多い。さらに、動物
を用いた手術研修は今後実施が困難になるこ
とが予想される。

内視鏡下で行なう低侵襲手術は、患者にとっては
体力的・経済的負担が軽減されるため福音である。
一方、執刀する医師にとっては、従来の手術に比べ
視野・操作空間とも著しく制約された手術であり、
高度な手術技能が要求されるため、適切な訓練が必
要とされる。内視鏡下鼻内手術では特に、構造が極
めて複雑で、しかも薄い骨の壁を隔てて視神経・脳
・動脈等の重要臓器に隣接する副鼻腔を対象として
おり、十分な手術手技の研修が必須である。しかし
現状では、以下の理由により研修の機会は十分であ
るとは言い難い。

(4) 人体模型: 腹腔・関節部位では、かなり精度の
よい市販品が存在するが、鼻・耳など適当な
模型のない部位も多い。
(5) 医療現場における熟練医の指導に基づいた研
修: 熟練医の指導下とはいえ、技術的に未熟な
状態で患者に接することによる潜在的危険性
は否定できない。

(1) 教科書やビデオによる学習: 安価で、基礎的な
学習は可能であるが、内視鏡下手術操作に必
要な３次元的な手術器具の操作を２次元の教
材のみで学習することは困難である。
(2) 献体 (ご遺体): 解剖学的に「正しい」が、ホル
マリン固定のため軟部組織の形状・質感が生
体とは著しく異なる。献体による研修の実施
数は十分とは言えず、しかも、その実施は今
後ますます困難になることが確実である。ま
た感染症の危険性も指摘されている。

(6) バーチャル・リアリティ (VR) 技術による手
術シミュレータ: 計算機技術の進歩により、か
なりリアリティの高いシミュレータが開発さ
れるようになってきている。しかし、破壊を
伴う手術操作のシミュレーションは、組織変
形・破断を計算するソフトウェア面および反
力(手ごたえ)呈示装置というハードウェア面
でもいまだ研究開発途上であり、しかも非常
に高価である。
以上の問題意識から、筆者らは、減少する献体を
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補うことのできる、解剖学的に正確かつ精密で、実
際に内視鏡手術操作が可能なヒト鼻腔模型を開発し
たので報告する。

2. 精密ヒト鼻腔模型
従来、医学教育用の人体模型は、献体や骨格標本
の型取りによって作成されてきた。しかし、型取り
で写し取れるのは表面形状のみで、副鼻腔、特に篩
骨蜂巣のように複雑な内部構造は複製できない。ま
た、眼窩紙様板のようにもろく薄い骨で構成されて
いるものは、型から取り出す際に破損してしまうた
め、模型を作ることができなかった。
そこで筆者らは、実際のヒトの X 線 CT 画像から
骨格の三次元形状を再構成したデータを基に、専門
医師の協力のもとに解剖学的知見を踏まえて計算機
上で精密な骨格形状を構築し、ラピッドプロトタイ
ピング (RP) 技術 1) により複雑で内部構造のある副
鼻腔形状を再現した。ただし、RP 造形装置の解像
度にも限界があり (約 0.5mm 程度)、0.1mm といった
薄い副鼻腔の骨の壁をそのままの寸法で再現するこ
とはできない。そこで、材料と構造を様々に変えた
模型を試作し、専門医師による模型「手術」時の
「手ごたえ」を報告してもらい、試行錯誤を重ね
た。その結果、RP 技術の解像度ぎりぎりで造形可
能な構造に樹脂膜の被覆を組み合わせることで、精
密な形状と生体に近い手応えを両立した模型の試作
に成功した。

Fig. 1 に、模型の外観と模型手術操作時の内視鏡画
像を示す。実際の手術での内視鏡画像と比較して
も、出血以外は非常に良く似た光景が展開してい
る。本模型の試作には、二種の粉体 RP 造形機を用
いた: 石膏材料による Z406 (Z Corp., U.S.A.) および
ナ イ ロ ン 材 料 に よ る SinterStation 2500 plus (DTM,
U.S.A.)。なお、手術操作で切除・開放の対象となる
部位は交換可能な部品として設計してあり、研修の
低コスト化を図ることができる。また、本模型は手
術器具を選ばないため、新しい手術器具や術式の開
発にも用いることができる。さらに、CT を含む X
線画像の撮影が可能であるため、手術ナビゲーショ
ンシステムの研修にも適用可能である。(Fig. 2)

3. 今後の方向
本模型は、平成15年度中に共同研究先である株式
会社 高研からの製品化が予定されている。今後は、
手術操作情報（患者に加えた力・内視鏡位置など）
の計測・呈示システムなどと統合し、手術スキル評
価 2) も可能な手術手技研修システムとして発展させ
る予定である。同時に、鼻以外の部位への応用も視
野に入れて研究を進めていきたい。
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Fig. 1 A precise model of the human paranasal sinuses for
ESS training. LEFT: Overview, RIGHT: Ethmoidectomy:
(TOP) The right anterior ethmoidal sinus is being opened
using tweezers. (BOTTOM) The posterior part is being
exposed.
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Fig. 2 The model in use with a surgical navigation
system "Evans". It is X-ray compatible. (Courtisy of
Prof. Koichi Tomoda (Dept. of Otolaryngology,
Kanazawa Medical University, Kanazawa, Japan) and
Tomiki Medical Instruments, Co., Ltd. (Kanazawa,
Japan).)

