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〈表紙の写真〉
「BIOTEXTURE Wet Modelによるロボット支援手術シミュレーション（肝切除術）」　写真提供：杉本真樹
BIOTEXTURE Wet Modelは，柔らかさ，水分含有量がほぼ実物臓器と同様に設計でき，変形や歪みなどの外的刺激に対する反応も実際の
臓器に近似している。また，エナジーデバイス使用により，血管損傷時に疑似出血があっても，数秒後には半固形血液素材が凝固し凝固
止血反応まで再現される。縫合結紮時にちぎれることなく，縛りこむ強度や，組織同士を寄せ合わせる感覚までも再現される。メスや鉗子，
針などの手術機器がこのモデルに接触する際の組織抵抗も非常に生体に近い感触であり，あらゆる手術操作を再現できる実体シミュレー
タである。→詳細はp.53参照。
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