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第4間衛生工学シンポジウム

1996.11北海道大学学術交流会館

2-9 
生体内熱移動解析フ。ログラムの開発とその応用

1. はじめに

北大衛生工学科落藤研究室では、温熱環

境の評価と鰐御のために、部位別特性を考産

した体櫨調節モデルの開発に敢り組んできた。

これまで生体内熱移動方程式の差分法による

シミュレーション1)、境界要素法のアルゴリ

ズムについて報告してきた 2.3)。本報では、

人体の各部位を円筒多層モデルとした場合の

新しいアルゴリズムについて述べる。

このアルゴリズムに基づいて開発されたプ

ログラムは、温熱環境国子のみの入力変更で、

生体内温度分布、熱流東の算出が可能で、さ

らに従来のものと比較すると計算ステップが

大幅に低減化されているため、計算時間が非

常に短いという利点をもっている。

2. 人体部位のそデノレ化

人体のモデルとしては、解剖学と生理学の

知見から全身を 16分割し、それぞれの部位を

円鱒層近似とした。内部構造については、内
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表 l 生体内熱移動方程式

-組織 (tissue)
oT VC 

ρC7=λvh」(丸一 T)十 Ha(乙-T)+H，，(穴-T)十 M
of V 

・動脈系プーノレ (ar加rialpooI) 
グT_ ，_ _ ， r 

ρb CbVaヨ子口VaCb(九m 一乙)+tHa(T-に)dV十Hav(民一乙)

・静~系プーノレ (venouspooI) 
oT. r(VCL __I 

PbC此 372川(九ーに)+ jvl子十H，.)(T-T，.)dV +HQI.(に-T，.) 

、、z''・2A，，z
、、

(2) 

(3) 

ρ:比重量[kg/m3]， C:比熱[.JlkgOC]， T:温度["C]， λ:熱伝導率[W/moC]，ν:血流量[kg/s]， V:体積[n{]， 

M:産熱量刊{1m3]，H:熱伝達を表わす係、数[W/m30C] 添字 b:血液，a:動脈系， V:静脈系，am: 

隣接部位の動脈系， ν'11:隣接部位の静脈系
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蔵層、骨層、筋肉層、脂肪層、皮膚層の多磨

モデノレとした(函 1，2)。部位のモデル寸法は、

過去の資料と測定を基にした値を用いて、 16

部位について求めた。

3. 生体内熱移動方程式の解法

プログラム開発の基本となる生体内熱移動

方程式を表 1に示す。式(1)の左辺は、単位体

積当たりの組織の蓄熱項である。右辺第 l項

は温度拡散項、第2項は組織に流入する動脈

血液の保有する熱量がもたらす移流項、第3、

4項はそれぞれ動脈系車管、静脈系血管と組

織との熱依違を表す項、第5項は産熱項であ

る。また動脈、静脈系についての熱収支式が

式(2)，(めである。

今回の円筒層モデルにおいて部位毎の筋産

熱、血流量、また温熱環境が円周方向に均質

とみなせる場合、式(1)の定常状態の式は更に

簡便化され、以下の式となる。

d2 T(r) . 1 dT(r) 
一 一 +ァ一-alT(小 k= 0 (4) 
改 2 . r dr 

dzi(Ednd")(5) 
λ¥v ノ

k = ~I ( ~~b + Hn ) T十H..T..+M  1 (6) 
λI ¥. V “ノ u

また、 Pennes(1948)日以来の詳細な皮膚温

度分布報告や最近のサーモグラフイ}の報告

によれば、同一部位内では混度変異がほとん

どみられない。従って、各部伎の円筒モデル

の軸方向すなわち Z方向に変異がないものと

して、解析を進めた。

式(4)において定数項 kを含まない方程式

は、 O次の変形 Bessel方複式と呼ばれ、そ

の一般解は、 O次の第 1種変形Bessel関数ん

とO次の第 2積の変形 Bessel関数Koの線形

結合で表される。従って、方程式(4)の一般解

は、一定のポテンシヤノレ項k/ω2が付加した

形となり、式(7)で恭される。

T(r) = c1Io(ωr)+c2KO(ωr)吋 /ω2 (7) 

また、式(7)を変数rで微分すると、式(8)

が得られ、熱流東Qを求めることができる。

dT 
dr 叩 I1(ωr)一明K1(ωr) (8) 

dT 
十一λ?

ar 
(9) 

今対象としている多麗モデ1レのように、複

数の異質な部分領域が結合された領域に対し

ては、部分領域開の適合条件(混慶一致条件)

と平衡条件(熱流東一致条件)により、一つの

連立方程式に帰蕃させることができる。

適合条件と平衡条件は、例えば骨層Bと筋

肉麗M の境界(r口 1)においては、以下の式の

ようになる。

適合条件: 九(1'1)=ら(r1) (10) 

平衡条件 QB(r1)ロ -QM(η) (11) 

皮膚表面の熱流束は生体と環境問の熱授受

量に相当する。皮j膏からの放熱については、

対流、放射、水分蒸発の 3経路を考蔵した。

対流熱伝達率は、強制対流と自然対流の双方

の影響を考厳し、Oosthuizenら6)の無次元式

から求めた。

また円筒モテツレにおいて、中心(r=O)の熱

流束は Oであるから、r→0のとき K1(r)→+∞
より、中心の層での K1にかかる係数 C2は O

という条件式が導かれる。

以上の条件式より、係数 cぃ句を未知数と

する連立方程式を形成する。

4. 血管系モヂノレ

血管系は、生体内熱移動現象で熱輸送の最

も重要な役割を担っている。血管系のそデノレ

概念を図 3に示す。各部位には動脈血液大プ

図 3 虫管系のモデノレ概念図
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表 2 モデノレの生体物性値

熱僻事率比重量比熱 産熟議血流量

FV!moCJ [kglnrJ日/ばじ][W!nrJ [mν10伽lmin]

骨 2.208 1418 2092 545 0.32 

筋

E割方
到曹

出液

O.必5

0.203 

1. 580 

0.518 

1239 

917 

12∞ 
1056 

3724 629 O. 12 
2510 449 0.45 

3390 493 3.50 
3問。

ーノレと静脈血液大プールを一つずつ、また層

毎に動脈血液小プーノレと静献血液小プーノレを

設ける。動脈血液大プールは大動脈に、静脈

血液大プーノレは大静脈に相当する。動脈血液

小プ"-'}レは小動瓶一動脈系毛線車管lこ、静脈

車被小プーノレは静脈系弔細血管一小静脈に相

当する。血流量については、過去の報告を基

に慎重に検討して割り当てた。

血管系に関する熱収支式(2)，(3)は、各プー

ノレにおいてそれぞれ成り立ち、式の中には組

織温度、隣接するプーノレの畠液温度が含まれ

ており、連立して解く必要がある。さらに、

大動脈血液プーノレ・大静脈血液プーノレにより

各部位が連結され、全身モデルとして一括し

て解くことにより、全身の組織温度、血液温

度の算出が可能になる。

5. プログラムの開発と計算結果

各層の任意係数 C!，Cz、動脈系、静脈系血液

温度九、れを未知ベクトノレとする連立方程式

を構成し、それらの値と式(7)から生体内温度

分布、式(9)から熱流東を求めるアノレゴノレズム

を考え、それに基づくプログラムを開発した。

各部位レベノレにおける計算のブローチャート

を留 4に示した。このプログラムによれば、

祖熱環境因子のみの入力変吏で、多様な条件

下の生体内温度分布、熱流東分布の同定が可

能である。さらに、既存の当研究室のものと

比較すると、計算ステップが大幅に低減化さ

れているため、計算時間が非常に短くてすむ

とし、う特徴を有している。

subroutin~ ANATOMY 
総織の解剖学的データの入カルーチン

subroutin(> INITIAL 
皮l宵i鼠度、中惚ili度の初期仮設定ルーチン

Compute Elemcnts of Matrix A and Right Vrctor b 
係数7 トジクス，右辺ベクトルの各~~特の計算

Compute Temp. Flux and D100d T(>mp. 
内部i毘皮・黙流家・血液ili皮算出

図4 計算フロー図

表2はプログラムに既設定されている各層

の熱物性催、産熱量、出流量のまとめである。

このプログラムの応用例の中から、屈肢部

についての計算結果の例を園 5に掲げた。生

体頓.IJの条件としては安静裸体の定常時を想定

した。温熱環境条件は、気撮 30.00C、放射温

度 30.00C、感速 0.5m!s、相対湿度 50%であ

る。また、この条件での血液祖度を大腿部と

下腿部について模式的に図 6に示す巾

皮膚表面からの放熱量は、大腿部において

48. 7 [W!ni]、上腕部では 44.9 [W!rr打、足部で

は46.9 [W!nf]であった。

大腿部については、安静立位条件下での極
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生体内部温度計算結果

平均放射温度 300C，風速 0.5m/s，相対湿度 50%)
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図 5
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医画

(気温 30
0

C，

細針型熱電対による生体内部視度実測結果が

あり、気温、放射温度の設定条件が若干異な

るが、実機結果と比較すると類似の?量産分布 皮j禽脂肪筋肉1t 

単位 ℃ 37.0 

島被温度計算結果

34.0 I 

臨 6

となっている。

6.おわりに

今西開発したプログラムは、混熱環境問子

のみの入力変更で、多様な条件下の生体内温

度分布、熱流東分布の同定が可能で、さらに

従来のものと比較すると計算ステップが大幅

に低減化されているため、計算時間が非常に

短いという利点、を持っている。

設定された温熱環境条件に対して計算され

た組織温度、熱流束、血液混度は、部位別特

性を十分に皮映したものとなった。特に、熱

物性艦、発熱量、血流最の既知量の予瀦精度

が高いと考えられる四肢部では、高い再現性

ノレゴリズム引致良とその応用.空知郡日・衛生工学会物騒霞実

鋸霞蕗従た換が61-6倒(1卸5) 4)禍幻:生体内需移銀現

象羽街宣た明翠審flJ1壬会(19幻 5)Pennes: Analy邸 of

宮邸ueand Arterial B1∞d Temperature:s in the Resting 

Human FOrBlffill. .1. of App1ied Pl恐怖，logy.pp93-1部(1部8)

6) 0ωth山zen:白 mbined白町民は¥'eHeat. Tnmsfer From 
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.ASl¥也pp194(1970)

au 
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を示した。
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