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(57)【要約】
【課題】実際の手術と同様の視線で、模擬物を使わずに
手術の作業を模擬して行うことができる仮想手術シミュ
レーションシステムを提供する。
【解決手段】使用者が、立体映像表示装置１０の前に立
ち、液晶シャッタ式メガネ４０を掛け、グリップ５１を
動かすと、仮想手術シミュレーションシステム１は、メ
インＰＣ２０で、人体モデルデータ及び手術具モデルデ
ータを基に、液晶シャッタ式メガネ４０を通して見たと
きに立体表示される視差画像を立体映像表示装置１０に
表示して、グリップ５１に重なる仮想手術具及び仮想人
体を使用者の眼前に立体表示し、仮想手術具が仮想人体
に対して接すると、メインＰＣ２０により、仮想手術具
が仮想人体に対して弾性変形、又は、切断、又は、刺通
した作用を演算して、人体モデルデータを更新した仮想
人体を表示し、力覚デバイス５０により仮想人体への作
用に応じた反発力をグリップ５１に発生する。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の仮想空間内に立体映像を表示するための映像表示手段と、
前記仮想空間に患者の一部又は全部を模擬した仮想人体を表示するための人体モデルデー
タ、及び、前記仮想空間に手術具を模擬した仮想手術具を表示するための手術具モデルデ
ータが、前記仮想空間内に表示すべき位置の位置情報を含めて記憶された記憶手段と、
前記仮想空間内における使用者の手又は指の位置を検出する位置検出手段と、
前記位置検出手段にて検出される使用者の手又は指の位置に、前記仮想手術具が変位され
るように、前記仮想手術具の位置情報を更新する位置情報更新手段と、
前記位置情報更新手段にて位置情報を更新された前記仮想手術具が、前記仮想人体に当接
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する位置関係になったと判断される場合に、該位置関係で、実際の手術具を実際の人体に
当接させた場合の該人体における作用を演算して、該演算結果を前記人体モデルデータに
反映するモデルデータ更新手段と、
使用者の視線位置及び視線方向を検出する視線検出手段と、
最新の前記人体モデルデータ及び前記手術具モデルデータにより、前記仮想人体及び前記
仮想手術具を、前記視線検出手段にて検出された視線位置及び視線方向から観察される前
記仮想空間内の立体映像として、前記映像表示手段により表示する映像制御手段と、
を備えることを特徴とする仮想手術シミュレーションシステム。
【請求項２】
前記位置検出手段にて位置を検出される使用者の手又は指に、反発力を与えるための体感
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手段を備え、
前記モデルデータ更新手段は、前記実際の人体における作用を演算する際に、前記実際の
手術具に対する反発力を演算し、該演算結果を基に前記体感手段を介して前記使用者の手
又は指に反発力を与える、
ことを特徴とする請求項１に記載の仮想手術シミュレーションシステム。
【請求項３】
前記モデルデータ更新手段は、
前記仮想人体に当接する箇所の前記仮想手術具の形状の種類毎に、前記実際の人体におけ
る作用を演算するための複数の演算パターンを備え、
前記実際の人体における作用を演算する際には、前記仮想人体に対する前記仮想手術具の
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当接箇所の形状に応じた前記複数の演算パターンを選択し、前記実際の人体における作用
を該演算パターンで演算する、
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の仮想手術シミュレーションシステム。
【請求項４】
前記立体表示手段は、
前記仮想人体及び前記仮想手術具を、手術台に相当する台上面に、視差が設けられた２つ
の視差画像として表示する視差画像表示装置と、
使用者の眼前に装着され、前記視差画像を立体視させる立体視眼鏡と、
で構成されることを特徴とする請求項１〜請求項３にいずれか記載の仮想手術シミュレー
ションシステム。
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【請求項５】
前記記憶手段には、
実在する患者から取得したデータより生成した人体モデルデータが記憶されることを特徴
とする請求項１〜請求項４にいずれか記載の仮想手術シミュレーションシステム。
【請求項６】
現実空間に実在する患者に対して手術具を作用させるために、前記位置検出手段で検出し
た使用者の手又は指の位置を、所定の外部へ出力する外部出力手段を備えることを特徴と
する請求項５に記載の仮想手術シミュレーションシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、手術の技能訓練や、手術の事前検討等のために、実際の人体を用いずに手術の
作業を行えるようにするための仮想手術シミュレーションシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、学生による手術の技能訓練などにて模擬的に手術を行う方法として、人体を模擬し
た模擬物（例えば、動物）に対して手術を行う方法が知られている。
しかし、動物愛護の観点から、動物を模擬物として用いることが困難になってきており、
人工の模擬物を用いる場合でも、模擬物を繰り返し用いることが難しく費用がかかるなど
の問題がある。
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【０００３】
この問題を改善するために、患者を模擬した仮想人体、及び、手術具を模擬した仮想手術
具の３次元画像を描画してモニタ画面に表示し、使用者によるモニタ画面の前部に設けら
れた模擬手術具の操作に対して、連動して仮想手術具を表示し、仮想手術具による作用を
仮想人体に対して反映して表示する仮想手術シミュレーションシステムにより、模擬物を
用いず仮想空間内の仮想人体に対して手術を行う方法が知られている（特許文献１参照）
。
【０００４】
【特許文献１】
特許第３１９８１３０号公報
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の仮想手術シミュレーションシステムでは、モニタ画面に表示される画像の
中の仮想人体に対して手術が行われ、使用者の視線が実際の手術時と異なるため、実際の
手術の際の感覚をつかみ難いという問題が考えれられる。
【０００６】
また、実際の手術では、患部の状態を各方向から自分で覗き込んでその状態を確認する場
合があるが、このような場合に対して、従来の仮想手術シミュレーションシステムでは、
ジョイスティックによりモニタ画面の表示範囲を切り換えての確認になるなど、実際の手
術作業とのギャップがある。
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【０００７】
本発明は、こうした問題点に鑑みなされたものであり、実際の手術と同様の視線で、模擬
物を使わずに手術の作業を模擬して行うことができる仮想手術シミュレーションシステム
を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
かかる目的を達成するためになされた請求項１記載の仮想手術シミュレーションシステム
においては、所定の仮想空間内に立体映像を表示するための映像表示手段と、仮想空間に
患者の一部又は全部を模擬した仮想人体を表示するための人体モデルデータ、及び、仮想
空間に手術具を模擬した仮想手術具を表示するための手術具モデルデータが、仮想空間内
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に表示すべき位置の位置情報を含めて記憶された記憶手段とを備える。
【０００９】
そして、位置検出手段が、仮想空間内における使用者の手又は指の位置を検出し、位置情
報更新手段が、位置検出手段にて検出される使用者の手又は指の位置に、仮想手術具が変
位されるように、仮想手術具の位置情報を更新し、この位置情報更新手段にて位置情報を
更新された仮想手術具が仮想人体に当接する位置関係になったと判断される場合には、モ
デルデータ更新手段が、この位置関係で、実際の手術具を実際の人体に当接させた場合の
人体における作用を演算して、この演算結果を人体モデルデータに反映する。
【００１０】
そして更に、視線検出手段が、使用者の視線位置及び視線方向を検出し、映像制御手段が
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、最新の人体モデルデータ及び手術具モデルデータにより、仮想人体及び仮想手術具を、
視線検出手段にて検出された視線位置及び視線方向から観察される仮想空間内の立体映像
として、映像表示手段により表示する。
【００１１】
この結果、本発明の仮想手術シミュレーションシステムによれば、使用者の視線位置及び
視線方向に応じて仮想人体及び仮想手術具が立体映像で表示され、使用者は、手又は指の
位置を移動することにより仮想手術具を動かし、仮想手術具を仮想人体へ当接させて、実
際に手術しているかのように仮想人体を変化させることができる。
【００１２】
このため、手術の技能訓練や、術前の手術方法の検討などのために、使用者は、模擬物を
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使わずに、実際の手術と同様の視線で、実在する患者に対するのと同様に手又は指を動か
して模擬した手術を行える。また、人体モデルデータを元の状態に戻すだけで、容易に手
術の模擬を繰り返して行うことができる。
【００１３】
尚、位置検出手段で位置を検出する箇所は手又は指であり、検出する箇所が手の場合、こ
の位置を手術具を握った手の位置、つまり仮想手術具の位置として位置情報更新手段で手
術具の位置を更新する。そして、位置検出手段にて検出する箇所が指の位置の場合は、指
を手術具とするものでも良いし、検出されたいくつかの指の位置により、仮想手術具の例
えば鉗子などを、その指で操作されたように位置情報更新手段で仮想手術具の位置を更新
するものでも良い。
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【００１４】
また、仮想手術具は、２つ以上あっても良い。この場合、各々同じ種類の手術具を模擬し
たものでも良いし、別々の種類の手術具を模擬したものであっても良い。そして、２つ以
上の仮想手術具は、複数人での利用が可能である。
また、位置検出手段で検出する位置は、仮想手術具の数に応じて複数あっても良いし、１
つの仮想手術具に対して複数箇所検出するものであっても良い。
【００１５】
次に、本発明の仮想手術シミュレーションシステムは、請求項２に記載のように、位置検
出手段にて位置を検出される使用者の手又は指に、反発力を与えるための体感手段を備え
、モデルデータ更新手段は、実際の人体における作用を演算する際に、実際の手術具に対
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する反発力を演算し、この演算結果を基に体感手段を介して使用者の手又は指に反発力を
与えるように構成しても良い。
【００１６】
つまり、このように構成すると、立体映像で模擬される視覚に加えて、体感手段により、
仮想手術具により仮想人体に及ぼす作用に応じて使用者の手又は指に生ずる反発力で、触
覚が模擬されて、より現実感がある仮想手術シミュレーションシステムとすることができ
る。
【００１７】
尚、より現実感を出すためには、仮想手術具による作用に応じた音響を発生するようにし
て、視覚、触覚に加え、聴覚を模擬するとより良い。
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ところで、手術で用いられる手術具は、メス類、鉗子類、縫合針類、及び、人の指など種
々ある。これらの手術具による人体に対する作用は、手術具の人体と当接する部分の形状
によってその作用は異なってくる。
【００１８】
このような、手術具による人体への種々の作用を模擬するには、請求項１又は請求項２に
記載の仮想手術シミュレーションシステムを、請求項３に記載のように、モデルデータ更
新手段が、仮想人体に当接する箇所の仮想手術具の形状の種類毎に、実際の人体における
作用を演算するための複数の演算パターンを備え、実際の人体における作用を演算する際
には、仮想人体に対する仮想手術具の当接箇所の形状に応じた複数の演算パターンを選択
し、実際の人体における作用を該演算パターンで演算するように構成すると良い。
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【００１９】
つまり、このように構成すると、仮想手術具の種類や、仮想手術具の使い方などに応じて
、仮想人体に対する作用を変えることができ、仮想手術具による仮想人体への作用を、よ
り実際に近くなるように模擬することができる。
尚、手術における手術具による人体に対する作用には、鉗子や指などにより人体の一部を
押したり、引っ張ったりして弾性変形する作用や、メスなどによる開腹、切除などの切断
する作用や、縫合や吻合する際の縫合針などによる刺通する作用などがある。そして、モ
デルデータ更新手段は、これらの作用を模擬するための演算パターンを備えると良い。
【００２０】
また、請求項１〜請求項３に記載の仮想手術シミュレーションシステムにおいて、立体表
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示手段の具体的な構成は種々考えられるが、この立体表示手段としては、例えば請求項４
に記載のように、視差画像表示装置で、仮想人体及び仮想手術具を手術台に相当する台上
面に、視差が設けられた２つの視差画像として表示し、使用者の眼前に装着される立体視
眼鏡で視差画像を立体視させるように構成すると良い。
【００２１】
つまり、立体表示手段をこのように構成にすると、使用者が装着するのは立体視眼鏡だけ
とすることができ、立体映像を表示するための他の構成であるヘッドマウントディスプレ
イのように、映像を表示するための大がかりな装置を頭部に装着しなくても良く、より自
然な状態で手術作業を体感することができる。
【００２２】
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また、請求項１〜請求項４に記載の仮想手術シミュレーションシステムの記憶手段には、
請求項５に記載のように、実在する患者から取得したデータより生成した人体モデルデー
タを記憶するようにしても良い。
つまり、このようにすると、仮想手術シミュレーションシステムを用いた手術作業により
、手術の方法に対する問題の有無を事前に確認し、執刀する医者の手術の作業に対する熟
練度を上げて、人体モデルデータを生成した患者を手術する際の成功率を上げることがで
きる。
【００２３】
また、請求項５に記載の仮想手術シミュレーションシステムを、現実空間に実在する患者
に対して手術具を作用させるために、請求項６のように、外部出力手段で、位置検出手段
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で検出した使用者の手又は指の位置を、所定の外部へ出力するように構成すると良い。
【００２４】
つまり、このように構成すると、外部出力手段の出力先を、出力された位置により手術具
を制御して動かすロボットなどの機器とすれば、人体モデルデータを実在する患者から取
得したものとし、仮想手術シミュレーションシステムでの医師による手術作業と、ロボッ
トによる手術作業をシンクロさせて、遠隔地にいる患者に対して手術を行うことができる
。つまり、仮想手術シミュレーションシステムを、いわゆるテレサージェリーシステムの
入力装置とすることができる。
【００２５】
また、仮想手術シミュレーションシステムを、ミクロな世界で手術するマイクロサージェ
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リーシステムの入力装置として、外部出力手段の出力先を、ミクロな医療ロボットとし、
表示する仮想人体の患部を拡大表示することにより、使用者がミクロな世界に入り込んで
手術しているようにすることもできる。
【００２６】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施例を図面と共に説明する。
本実施例の仮想手術シミュレーションシステム１の全体構成を図１に表す。
仮想手術シミュレーションシステム１は、図１に示すように、立体映像表示装置１０と、
メインパーソナルコンピュータ（以降、メインＰＣと呼ぶ）２０と、映像処理用ワークス
テーション（以降、映像処理用ＷＳと呼ぶ）３０と、液晶シャッタ式メガネ４０と、位置
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センサ４５と、力覚デバイス５０とで構成され、技能訓練などを目的として、患者を模擬
した仮想人体を立体映像で所定の空間に表示し、使用者が、この仮想人体に対して仮想的
に手術を行うためのシステムである。
【００２７】
尚、立体映像表示装置１０においては、半球ドーム形状で半透明の球面ディスプレイ１２
が球面を上にして、箱形のコンソール１１上部の開放された部分に装着され、映像を投影
表示する２台の液晶プロジェクタ１３，１４が、コンソール１１内の球面ディスプレイ１
２の下方に、それぞれ球面ディスプレイ１２の内面に映像を重ねて投影するように投光部
を向けて装着され、液晶プロジェクタ１３，１４の投光部の前部にそれぞれメカニカルシ
ャッタ１５，１６が配置されている。
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【００２８】
また、メカニカルシャッタ１５，１６は、メインＰＣ２０から同期信号を受けて、これに
合わせて所定の時間毎（例えば、１／６０秒毎）に交互にシャッタを開閉する。このよう
に、液晶プロジェクタ１３，１４が投光する映像は、所定時間毎に交互に球面ディスプレ
イ１２の内面に投影され、球面ディスプレイ１２の外面に表示される。
【００２９】
また、液晶シャッタ式メガネ４０は、左右のレンズ部がそれぞれ電気信号により開閉する
液晶シャッタとなっており、メカニカルシャッタ１５，１６と同じタイミングの同期信号
が、メインＰＣ２０から赤外線などにより入力されて、これに合わせて左右交互に液晶シ
ャッタを開く。よって、液晶シャッタ式メガネ４０と、メカニカルシャッタ１５，１６と
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の開閉タイミングは同期する。
【００３０】
このように、使用者は、液晶シャッタ式メガネ４０を通して、球面ディスプレイ１２に表
示される映像を見ると、使用者の両目の内の一方（例えば、右目）は、液晶プロジェクタ
１３からの映像しか見えず、もう一方の目（例えば、左目）は、液晶プロジェクタ１４か
らの映像しか見えないようになっている。
【００３１】
このため、立体映像を表示するために視差を持った２つの画像のうち、右目用の画像を液
晶プロジェクタ１３、左目用の画像を液晶プロジェクタ１４に入力し、立体映像表示装置
１０の球面ディスプレイ１２に表示すると、使用者は、右目用の画像を右目で見て、左目
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用の画像を左目で見るため、結果的に球面ディスプレイ１２に表示される映像が立体映像
として見えることになる（いわゆる立体視）。
【００３２】
尚、立体視させる場合には、視線に対して直交方向に画像を表示することが理想的であり
、その点、本立体映像表示装置１０は、映像を投影する球面ディスプレイ１２が半球形状
であり、コンソール１１上面のどの方向から見られても直交方向の画像を表示することが
でき、立体視させることができる。
【００３３】
また、位置センサ４５は、直交コイルを内蔵し、液晶シャッタ式メガネ４０に装着されて
いる。そして、立体映像表示装置１０の脇に、直交コイルで構成され、交流電流を与える
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と磁気を発生するトランスミッタ４６が置かれていて、位置センサ４５は、トランスミッ
タ４６による磁界中に置かれると誘起電流を生じ、これを検出回路４７で時分割に測定し
て、Ｘ、Ｙ、Ｚの３次元座標値（つまり、視線位置）、及び、ピッチ、ヨー、ロールのオ
イラー角（つまり、視線方向）の信号をメインＰＣ２０へ出力する。
【００３４】
また、力覚デバイス５０は、使用者に握られるグリップ５１を、Ｘ，Ｙ，Ｚ軸方向に移動
することができるように多関節の支持部材５２で支持した構成で、コンソール１１の上面
に配置される。そして、グリップ５１先端の３次元座標位置を、各関節に設けられたエン
コーダなどにより検出し、メインＰＣ２０に検出した位置信号を出力する。また、力覚デ
バイス５０の各関節には、ＤＣモータが設けられていて、メインＰＣ２０からのＤＣモー
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タに対する駆動電流を受けて、グリップ５１に対して３自由度方向の反発力を発生する。
【００３５】
また、メインＰＣ２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、外部記憶装置、Ｉ／Ｏなどからなる
周知のパーソナルコンピュータで構成され、力覚デバイス５０及び位置センサ４５からの
信号を入力して、メカニカルシャッタ１５，１６及び液晶シャッタ４０への同期信号と、
力覚デバイス５０への駆動電流と、仮想人体及び仮想手術具を立体表示するように視差を
設けて生成した２つの視差画像の映像処理用ＷＳ３０へのアナログＲＧＢ信号とを出力す
る。尚、立体映像表示装置１０にて表示する画像が、各入力に応じてリアルタイムに変化
して表示されるように、メインＰＣ２０には、処理能力が十分高速なものが用いられてい
る。
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【００３６】
また、映像処理用ＷＳ３０は、周知のワークステーションで構成され、入力される２つの
視差画像が、方形のディスプレイへ表示するための画像であるため、球面形状の球面ディ
スプレイ１２内面に投影したときに歪んだ映像にならないように、ビデオ信号に対して映
像の補正処理を行い、立体映像表示装置１０の液晶プロジェクタ１３，１４に出力する。
【００３７】
尚、映像処理用ＷＳ３０には、ビデオ信号変換器３１を備え、メインＰＣ２０から送られ
てくるアナログＲＧＢ信号による視差画像は、ビデオ信号変換器３１を通され、ビデオ信
号として入力される。
ところで、立体画像表示装置１０により映像が立体的に表示される範囲を仮想空間とし、
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仮想空間内の所定の場所に表示される仮想人体の状態を表す人体モデルデータと、同じく
仮想空間内の所定の場所に表示される仮想手術具の状態を表す手術具モデルデータとが、
メインＰＣ２０の外部記憶装置に記憶された基本データを基に、それぞれの位置情報を含
めてＲＡＭ上に記憶されている。
【００３８】
尚、人体モデルデータの基本データは、人体の一部を撮影したＣＴ（コンピュータ断層撮
影装置）や、ＭＲＩ（核磁気共鳴映像法）などの医療用画像から、輪郭線抽出を行い、デ
ローニー三角形や、ボロノイ図を利用して輪郭線間の面生成を行い生成された、人体内部
の情報も含む３次元形状データに、各組織毎の弾性係数など、人体の特性に関する各種情
報を含んでいる。
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【００３９】
また、手術具モデルデータは、メスや、縫合針などの手術具の形状をデータ化した複数の
３次元形状データで構成され、各仮想手術具の各部分は、その形状が種別分類され、メス
など刃物状の形状部分が種別「Ｂ」、縫合針など、針状の形状部分が種別「Ｃ」、それ以
外が種別「Ａ」として分類された形状特性のデータを有している。
【００４０】
続いて、メインＰＣ２０での処理手順と共に、仮想手術シミュレーションシステム１の動
作を図２に示すフローチャートにより説明する。
まず、Ｓ１００（Ｓはステップを表す）にて、力覚デバイス５０からグリップ５１の位置
信号を取得し、この位置信号の位置を仮想手術具の表示位置として（つまり、グリップ５
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１に重なって仮想手術具が表示されるように）手術具モデルデータの位置情報を変更する
。
【００４１】
次に、Ｓ１１０にて、手術具モデルデータ及び人体モデルデータから、立体映像表示装置
１０にて仮想手術具を表示する領域が、仮想人体を表示する領域に接するか判別する。こ
れらの領域が接する場合はＳ１２０へ移行し、接しない場合はＳ１９０へ移行する。
【００４２】
次に、Ｓ１２０にて、表示される仮想手術具の仮想人体に接する部分の形状の種別を判別
する。そして、形状の種別が「Ａ」の場合Ｓ１３０へ移行し、形状の種別が刃物状の「Ｂ
」の場合Ｓ１５０へ移行し、形状の種別が針状の「Ｃ」の場合Ｓ１７０へ移行する。
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【００４３】
Ｓ１３０では、仮想手術具が接する仮想人体を弾性体として、仮想手術具により変形され
る仮想人体の状態を有限要素方とニュートンの運動方程式とを組み合わせたモデルで計算
を行い、この計算による変形量を反映した仮想人体となるように人体モデルデータを変更
する。そして、Ｓ１４０にて、仮想手術具に対する反発力としてＳ１３０で計算の変形量
に対する弾性力を求めて、Ｓ１９０へ移行する。
【００４４】
Ｓ１５０では、仮想手術具の刃物状形状が接する仮想人体部分を、位相変形手法として頂
点の再配置法により、ある程度滑らかな切断面にするように人体モデルデータを変更し、
Ｓ１６０にて、仮想手術具に対する反発力としてＳ１５０で計算した切断の際の反発力を
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求めて、Ｓ１９０へ移行する。
【００４５】
Ｓ１７０では、仮想手術具の針状形状が重なる仮想人体部分を、頂点の再配置と増殖を行
って、刺通穴を生成するように人体モデルデータを変更し、Ｓ１８０にて、仮想手術具に
対する締め付け力に起因するＳ１８０での刺通穴の刺通抵抗を求めて、Ｓ１９０へ移行す
る。
【００４６】
次に、Ｓ１９０にて、位置センサ４５からの視線位置及び視線方向の信号を取得する。
次に、Ｓ２００にて、人体モデルデータ及び手術具モデルデータを基に、それぞれの位置
情報の位置に表示する仮想人体及び仮想手術具を、Ｓ１９０で取得した視線位置及び視線
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方向から見た場合の３次元画像に視差を持たせた、２枚の視差画像を生成する。
【００４７】
次に、Ｓ２１０にて、Ｓ２００で生成した画像を、映像処理用ＷＳ３０へ出力して立体映
像表示装置１０に表示し、Ｓ１４０又はＳ１６０又はＳ１８０で計算された反発力に基づ
く駆動電流を力覚デバイス５０へ出力し、Ｓ１００へ戻る。尚、コンソール１１の上方の
所定の位置に、他の仮想手術具を並べて表示し、使用者によりグリップ５１をこの仮想手
術具の位置に重ねられると、その仮想手術具をグリップ５１に重ねて表示している仮想手
術具と入れ替えて表示する。
【００４８】
これにより、使用者が、立体映像表示装置１０の前に立ち、液晶シャッタ式メガネ４０を
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掛け、グリップ５１を動かすと、仮想手術シミュレーションシステム１は、仮想人体及び
仮想手術具を使用者の眼前に立体表示し、この仮想手術具をグリップ５１に重ね、仮想手
術具が仮想人体に対して接すると、仮想手術具の仮想人体と接する部分の形状に応じて弾
性変形、又は、切断、又は、刺通したように仮想人体を変形して表示し、グリップ５１に
反発力を発生する。例えば、仮想手術具が仮想メスの場合、グリップ５１が移動され、仮
想メスの刃物形状部分が仮想人体に接すると、仮想メスが接した部分で切断した形状に仮
想人体を変形して表示し、力覚デバイス５０によりメスで切断しているような反発力を発
生させて、使用者に対して仮想メスが仮想人体を切り込んでいるように感じさせる。
【００４９】
以上のように、仮想手術シミュレーションシステム１によれば、使用者は、実際の手術を
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行う際と同様に、立体映像で表示される仮想人体及び仮想手術具を使用者の視線に応じて
視認でき、仮想手術具を操作するようにグリップ５１を移動して、仮想人体に対して仮想
手術具を作用させることができる。また、仮想手術具により仮想人体に対して作用を及ぼ
したときの反発力がグリップ５１に発生するため、使用者は、触覚的にも仮想人体が実在
しているように感じることができる。
【００５０】
このように、仮想手術シミュレーション１は、使用者の技能訓練などに対して、実際の手
術と同様の視線で、模擬物を使わずに手術の模擬作業を行わせることができる。
また、手術具による仮想人体への作用として、弾性変形、切断、刺通の演算パターンのい
づれかが、手術具の形状に応じて選択されて演算されるため、種々の仮想手術具による種
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々の操作に応じた仮想人体への作用を模擬できる。
【００５１】
また、人体モデルデータを、実際に手術を行う患者からのデータとして、当該仮想手術シ
ミュレーションシステム１で手術の作業を手術前に行うようにすれば、手術を行う際の問
題の有無を確認し、手術の作業に対する熟練度を上げ、手術の成功率を上げることができ
る。
【００５２】
［本発明との対応関係］
本実施例の映像処理用ＷＳ３０及び立体映像表示装置１０が本発明の視差画像表示装置に
相当し、液晶シャッタ式メガネ４０が立体視眼鏡に相当し、メインＰＣ２０のＲＡＭが記
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憶手段に相当し、力覚デバイス５０が位置検出手段及び体感手段に相当し、位置センサ４
５が視線検出手段に相当し、メインＰＣ２０におけるＳ１００での処理が位置情報更新手
段に相当し、メインＰＣ２０におけるＳ１１０〜Ｓ１８０での処理がモデルデータ更新手
段に相当し、メインＰＣ２０におけるＳ１９０〜Ｓ２１０での処理が映像制御手段に相当
する。
【００５３】
［変形例］
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な実施形態に限定さ
れず、このほかにも様々な形態で実施することができる。
例えば、本実施例では、コンソール１１上に仮想人体の立体映像を表示する構成であるが
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、そのほかの方法で立体映像が表示されるものであっても良く、例えば、ヘッドマウント
ディスプレイにより、眼前に仮想空間を３次元画像で立体表示するものであっても良い。
但し、本実施例のコンソール１１上に映像表示する方法では、ヘッドマウントディスプレ
イのように、映像を表示する大がかりな装置を頭部に装着しなくても良く、より自然な状
態での手術作業を体感することができる。
【００５４】
また、本実施例では、力覚デバイス５０が１つだけ装着され、グリップ５１の状態で１つ
の仮想手術具が操作される構成としたが、力覚デバイス５０を複数設けたものであっても
良く、このような構成にすると、複数の仮想手術具を両手もしくは複数人で行う手術を模
擬できるようにしたり、複数の力覚デバイス５０を指先で操作できるようにして、鉗子な

30

どの仮想手術具を指の動きで操作したり、指による手術作業を行えるようにするなど、手
術のいろいろな状態を模擬するようにできる。
【００５５】
また、力覚デバイス５０からの位置信号を、外部出力器９０により外部へ出力するように
構成しても良く、このようにすれば、人体モデルデータを実際の患者のものとし、外部出
力器９０による位置信号の出力先を、位置信号に応じて実際の手術具を動かすロボットと
して、本仮想手術シミュレーションシステム１で手術の作業を行うことにより、ロボット
を操作し遠隔地にいる患者に対して手術を行うことができる。このような、テレサージェ
リーシステムの入力装置とすることができる。
【００５６】
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また、ミクロな世界にて手術するマイクロサージェリーシステムの入力装置として、力覚
デバイス５０からの位置信号を、外部出力器９０によりミクロな医療ロボットに入力し、
表示する仮想人体で、患部を拡大表示することにより、実際にミクロな世界に入り込んで
手術をするようにもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の仮想手術シミュレーションシステム１の全体構成を表す図である。
【図２】本実施例のメインＰＣの処理手順のフローチャート図である。
【符号の説明】
１…仮想手術シミュレーションシステム、１０…立体映像表示装置、１１…コンソール、
１２…球面ディスプレイ、１３，１４…液晶プロジェクタ、１５，１６…メカニカルシャ
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ッタ、２０…メインパーソナルコンピュータ、３０…映像処理用ワークステーション、４
０…液晶シャッタ式メガネ、４５…位置センサ、４６…トランスミッタ、５０…力覚デバ
イス、９０…外部出力器。

【図１】

【図２】

