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I. 基本情報 

事  業  名 ： （日本語）未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 

      （英 語）Development of medical devices and systems for advanced medical services 

 

研究開発課題名： （日本語）磁気ナノ粒子によるセンチネルリンパ節の特定とがん転移の迅速診断法 

の開発 

      （英 語）Development of magnetic nanoparticle techniques for identifying 

sentinel lymph node and rapid diagnosis of tumor metastasis 

 

研究開発担当者  （日本語）大学院医学研究科 乳腺外科学分野 大学院教授 武井 寛幸 

所属 役職 氏名： （英 語）Department of Breast Surgery, Graduate School of Medicine, Professor, 

Hiroyuki Takei 

      

実 施 期 間： 平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 3 月 31 日 

 

分担研究     （日本語）磁気ナノ粒子・磁気プローブシステムを用いたセンチネルリンパ節生検 

の臨床的有効性・安全性の検討 

開発課題名：   （英 語）Evaluation of clinical efficacy and safety of sentinel lymph node biopsy 

using magnetic nanoparticle and magnetic probe 
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Hiroyuki Takei 

         （日本語）大学院医学研究科 乳腺外科学分野 特別研究生 塩澤 幹雄 

         （英 語）Department of Breast Surgery, Graduate School of Medicine, Researcher, 

Mikio Shiozawa 

 

 

II. 成果の概要（総括研究報告） 
研究開発代表者：国立大学法人東京大学・大学院工学系研究科・関野正樹 総括研究報告を参照。 
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III. 成果の外部への発表 
（１）学会誌・雑誌等における論文一覧（国内誌 0 件、国際誌 1 件） 

1. Miki Kaneko, Kaichi Ohashi, Shinichi Chikaki, Akihiro Kuwahata, Mikio Shiozawa, 
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