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｢第 30 回 豊田理研懇話会｣ 開催のご案内 

第 30 回豊田理研懇話会を、下記の予定にて開催させていただきます。 

今回は、東京大学大学院情報学環／生産技術研究所教授 大島まり先生にご講演をお願いしました。 

皆様の参加をお待ちしております。 

 日時  2023 年 3 月 16 日（木） 13：10～15：00 
会場  豊田理化学研究所 井口洋夫記念ホール内 井口ホール 

または、オンライン 
主催  公益財団法人 豊田理化学研究所 
協賛  株 式 会 社 豊田中央研究所 

講師 大島まり 氏 Prof. Marie OSHIMA

東京大学大学院情報学環／生産技術研究所 教授

 Professor Interfaculty Initiative in Information Studies/ institute of Industrial Science, 
The University of Tokyo 

演題 「医用画像×血流シミュレーション×機械学習の新しい展開：脳内
循環に対する予測医療」 
A New Medical Perspective of Medical Images ×Blood Flow Simulation×Machine Learning 

Technique: Predictive Medicine for Cerebral Circulation 

概要 脳卒中は世界の死因第二位であるとともに、寝たきりなどを引き起こす重篤な疾患である。脳卒

中を避けるために、重度狭窄を有する患者に対して手術を行うが、医用画像と血流シミュレーショ

ンを融合し、患者個別で術後の脳循環を予測することで、より効果的な手術手法を提案することが

可能である。

一方、医用画像にはデータの不確かさが存在し、その不確かさがシミュレーションを通して伝搬す

るため、結果に影響を与える。そこで、機械学習を取り入れ、血流シミュレーションを用いたデータ

駆動型代理モデルを開発することで、不確かさを含めて手術後の脳内循環を予測する。医用画

像×血流シミュレーション×機械学習で拡がる医療分野における新しい展開を紹介する。

Stroke is the second leading cause of death in 
the world and is a serious disease that causes 
bedridden conditions. Surgery is performed on 
patients with severe stenosis to avoid stroke. By 
combining medical images and blood flow 
simulations, more effective surgical techniques can 
be developed for individual patients as predictive 
medicine. On the other hand, there are uncertainties 
in medical images. The uncertainties propagate 
through the simulation and affect the results. 
Therefore, we have been developing a data-driven 
surrogate model based on blood flow simulation by 
incorporating a machine-learning technique to 
predict postoperative cerebral circulation with consideration of uncertainties. The seminar will touch upon an 
emerging area in the medical field by combining medical imaging, blood flow simulation, and machine learning. 

Figure Schematic illustration of blood simulation based on 
medical images for predictive medicine 
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＜講演者紹介＞ 

大島まり 氏 

大島まり  Professor Marie OSHIMA 

東京大学大学院工学系研究科博士課程を修了。博士（工学）。その後、東京大学生産技術研究所の

助手として勤務、講師、助教授を経て、2005 年教授に昇任。2006 年より東京大学情報学環 教授と生産

技術研究所 教授を兼務、現在に至る。

主な研究内容はバイオ・マイクロ流体工学。脳動脈瘤や動脈硬化症などの循環系疾患のための血流

シミュレーション統合システムの開発に取り組んでいる｡ また、2011 年より東京大学生産技術研究所

次世代育成オフィスの室長、STEAM（Science, Technology, Engineering, Arts, and mathematics）教育にも

取り組んでいる｡2017 年に一般財団法人 機械学会会長に就任。

現在、株式会社 豊田中央研究所の社外取締役を兼任し、産学連携の推進に尽力されている。

PROFILE:  After graduated from the Department of Engineering, the University of Tokyo with Ph.D., 
professor Marie Oshima started her career as a research associate at the Institute of Industrial Science (IIS), 
the University of Tokyo. She became an assistant professor and was promoted to be a professor in 2005. 

Her main research field is computational hemodynamics, particularly medical image-based modeling and 
blood flow simulation of cardiovascular diseases such as atherosclerosis for clinical applications. She has 
been the director of the Office for the Next Generation (ONG) at IIS since 2011, working on STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) education for the young generation. She 
became the first female president in 2017 of the JSME (Japan Society of Mechanical Engineers), which is 
one of the largest academic societies in Japan. She is the outsider board director of Toyota Central R&D 
Labs to bridge industry and academia. 

https://forms.gle/Y3jNqh6SEFLi4mCg8
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