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II. 成果の概要（総括研究報告）


研究開発代表者による報告の場合
色素を用いる VAL-MAP 原法の先進医療 B については予定通り 2016 年 9 月 1 日に試験開始、
他施設も順次参加し 2017 年 3 月末時点で、１６施設で実施中である。また先行多施設共同研究
における 500 症例の結果を報告した(Sato M, Kuwata T, Yamanashi K, et al. Safety and
reproducibility of virtual-assisted lung mapping: a multicentre study in Japan. Eur J
Cardiothorac Surg. 2017 Jan 2. pii: ezw395. doi: 10.1093/ejcts/ezw395. [Epub ahead of print]).。
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VAL-MAP2.0 については、大動物を使ってのシミュレーションを開始した。またマイクロコイ
ル開発、プログラム開発において、日本パイオラックスメディカルデバイス、富士フイルムとそ
れぞれ共同研究契約、評価委託契約を締結した。
マッピング補助下超低侵襲肺切除術と、そのための術中・周術期管理実現に向け、中華人民共和
国の施設と共同研究契約を準備中である。

VAL-MAP 1.0 (original method using dye injection) has been registered as an advanced
medical treatment B and the clinical trial was initiated on September 1, 2016. By the end of
March 2017, 16 institutions in Japan have been approved as collaboration centres to
participate in the clinical trial.
We also reported the preceding multi-center trial using VAL-MAP 1.0, accumulating 500
cases (Sato M, Kuwata T, Yamanashi K, et al. Safety and reproducibility of virtual-assisted
lung mapping: a multicentre study in Japan. Eur J Cardiothorac Surg. 2017 Jan 2. pii:
ezw395. doi: 10.1093/ejcts/ezw395. [Epub ahead of print]).
Regarding the next generation of VAL-MAP (VAL-MAP 2.0), we have initiated large animal
experiments. We have also contracted with Piolax Medical Device Inc., and Fuji Film Inc.,
for collaborative research and evaluation of new products, respectively.
We are also preparing for research contract with a Chinese medical center to realize super
minimally invasive thoracic surgery with aid of lung mapping and its intra- and
perioperative patient management.
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