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（様式４） 

二国間交流事業 共同研究報告書 

 

平成２７年１月１９日 
 

 独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

共同研究代表者所属・部局大阪大学 臨床医工学融合研究教育センター 

（ふりがな）                                     なかじま きよかず 

職・氏 名  特任教授（常勤） 中島 清一  
 

1. 事 業 名 相手国（ シンガポール ）との共同研究  振興会対応機関（ NUS ） 

2. 研 究 課 題 名  自動送気内視鏡と軟性ロボットの発展的な融合：MASTER-SPACE プロジェクト  

3. 全 採 用 期 間 

平成２５年 ４月 １日 ～ 平成２６年１２月３１日 （ １ 年 ９ ヶ月） 

4. 経 費 総 額 

（1）本事業により執行した研究経費総額  5,000,000 円 

初年度経費 2,500,000 円、 ２年度経費 2,500,000 円、 ３年度経費    円 

（2）本事業経費以外の国内における研究経費総額  0 円 

5．研究組織 

（1）日本側参加者（代表者は除く） 

氏 名 所 属・職 名 

山崎 誠 

高橋 剛 

宮崎 安弘 

東 重慶 

田尻 久雄 

炭山 和毅 

樺 俊介 

妙中 義之 

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科 助教 

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科 助教 

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科 助教 

大阪大学大学院医学系研究科消化器外科 大学院生 

東京慈恵会医科大学消化器・肝臓内科 教授 

東京慈恵会医科大学内視鏡科 講師 

東京慈恵会医科大学内視鏡科 大学院生 

国立循環器病研究センター 研究開発基盤センター長 

（2）相手国側研究代表者 

所属・職名・氏名  シンガポール国立大学 ヨン・ロー・リン医学部 内科学教室 教授 

 Ho Khek Yu  

（3）相手国参加者（代表者は除く） 

氏  名 所 属・職 名 

Phee Soo Jay Nanyang Technological University, Professor 
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6．研究実績概要（全期間を通じた研究の目的・研究計画の実施状況・成果等の概要を簡潔に記載してくださ

い。） 

 

研究目的「MASTER と SPACE の発展的融合」 

本研究交流の目標は、１）シンガポール国立大学（NUS）・南洋理工大学（NTU）にて開発中の軟性手術ロボッ

ト MASTER と、日本側（大阪大学）で開発中の自動送気内視鏡 SPACE に互換性を持たせ、両者を発展的に融合

させることで、全く新しい「自動送気軟性内視鏡ロボット（MASTER-SPACE）」を開発すること、および２）

MASTER-SPACE が相乗的に内視鏡治療の安全性向上、効率化・低侵襲化をもたらし、高難度現行治療の標準化

や次世代治療の推進に寄与し得ることを実証すること、である。 

 

平成 25 年度の研究計画実施状況と成果 

13/04/10 当該年度における研究開発方針をシンガポール側と TV 電話会議にて協議、確認。 

13/07/31～08/02 研究代表者中島が、分担研究者炭山、大谷（東京慈恵会医科大学）とともにシンガポー

ル NUS ラボを訪問し、開発陣と意見交換。第一世代 MASTER の試運転を行った。また、シ

ンガポール、イギリス、香港の医師らとともに日本側テクノロジー「定圧自動送気装置

（SPACE）」（冨士フイルムと共同開発中）を用いた MASTER-SPACE 手術の前臨床試験を実

施。結果を 2014 年春の米国消化器病週間（DDW）にて発表。 

13/11/26〜11/29 シンガポール側研究代表者 Ho 教授を招聘し、27 日と 28 日にわたり開発会議を実施。シ

ンガポール側「MASTER」改良版（第二世代）を日本側「SPACE」に最適化させるための細

部仕様につき相互確認を行った。同時にロボットを消化管腔内へガイドするための専用

オーバーチューブの改良についても日本側共同開発企業を交えて協議。 

14/01/28 第二世代 MASTER の術者側コンソール、インターフェース細部の仕様、ロボットアームの

仕様詳細（関節の位置、可動域、自由度の設定）につき、シンガポール NUS、NTU と TV

電話会議にて集中協議。 

14/02/06〜02/08 シンガポール側共同研究者 Phee 准教授を招聘し 2/7 に技術会議。翌 2/8 には SPACE を

MASTER と融合させるための大型動物実験を実施（於：神戸医療機器開発センター）。 

 

平成 26 年度の研究計画実施状況と成果 

14/06/05～06/08 研究代表者中島が、分担研究者田尻、炭山、樺（東京慈恵会医科大学）とともにシンガポ

ール NUS ラボを訪問し、開発陣と意見交換。双方の技術者とともに第二世代 MASTER ロボ

ットの試運転を行った。また、互換性を高めた MASTER-SPACE による前臨床試験を実施。

結果は MASTER のさらなる改良へ向けフィードバック。 

14/09/19～09/22 研究代表者中島がラスベガスにて開催された米国消化器内視鏡学会（ASGE）にて Colonic 

Endoscopic Submucosal Dissection by a combination of a novel endoscopic robot and 

a novel insufflation device. MASTER-SPACE ESD と題して、本事業の研究成果発表を行

った。 

14/12/12～12/14 研究代表者中島がシンガポール NUS ラボを訪問し、細部の改良を進めた第二世代 MASTER

ロボットの試運転（ex vivo モデル）を実施。NTU 技術者を交えて今後の継続的共同研究

に向けた意見交換を行った。 
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7．派遣・受入実績 

（１） 全研究期間中に相手国または相手国以外の国を訪問した日本側参加者氏名、派遣期間、主たる訪問

先（年度毎に並べ、相手国以外の国における訪問先には下線を引き、国名を明記してください。） 

氏名 
期      間 

（現地到着日～現地出発日） 
主たる訪問先 

（平成 25 年度） 

中島清一・大阪大学臨床医工学融

合研究教育センター 

炭山和毅・東京慈恵会医科大学 

 

大谷友彦・東京慈恵会医科大学 

 

７月 31 日～８月２日 

 

７月 31 日～８月３日 

 

７月 31 日～８月３日 

 

National University of 

Singapore, Singapore 

National University of 

Singapore, Singapore 

National University of 

Singapore, Singapore 

（平成 26 年度） 

中島清一・大阪大学臨床医工学融

合研究教育センター 

田尻久雄・東京慈恵会医科大学 

 

炭山和毅・東京慈恵会医科大学 

 

樺俊介・東京慈恵会医科大学 

 

中島清一・大阪大学臨床医工学融

合研究教育センター 

中島清一・大阪大学臨床医工学融

合研究教育センター 

 

６月５日～６月９日 

 

６月５日～６月８日 

 

６月５日～６月９日 

 

６月５日～６月９日 

 

９月 19 日～９月 23 日 

 

12 月 12 日～12 月 14 日 

 

National University of 

Singapore, Singapore 

National University of 

Singapore, Singapore 

National University of 

Singapore, Singapore 

National University of 

Singapore, Singapore 

United States of America 

 

National University of 

Singapore, Singapore 

計 ９名（延べ人数） 計 ３８日  

 

（２）全研究期間中に受け入れた相手国参加者氏名、来日期間、主たる訪問先（年度毎に並べ、振興会か

ら滞在費等の支給を受けた研究者に＊印をつけてください。） 

氏名 
期      間 

（来日日～離日日） 
主たる訪問先 

（平成 25 年度） 

＊Ho Khek Yu, National 

University of Singapore 

＊Phee Soo Jay Louis, Nanyang 

Technological University 

 

11 月 26 日～11 月 29 日 

 

２月６日～２月８日 

 

福岡サンパレス 

 

大阪大学中之島センター、 

神戸医療機器開発センター 

計 ２名（延べ人数） 計 ７日 


