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目主

技術分野

０００1 本発明は、体腔内に導入された体腔内導入装置、たとえば飲み込み型のカプセル

型内視鏡を体腔内に留置させる体腔内導入装置用留置装置および体腔内導入装

置留置システムに関するものである。

背景技術

０００2 近年、内視鏡の分野では、撮像機能と無線機能とが装備されたカプセル型内視鏡

が登場している。このカプセル型内視鏡は、観察 (検査)のために被検体である被検

者に飲み込まれた後、被検者の生体 (人体)から自然排出されるまでの観察期間、胃

、小腸などの臓器の内部 (体腔内)をその蠕動運動に伴って移動し、かつ撮像機能

を用いて順次撮像するよぅに構成されている。

０００3 また、これら臓器内の移動によるこの観察期間、カプセル型内視鏡によって体腔内

で撮像された画像データは、順次無線通信などの無線機能により、被検体の外部に

設けられた外部装置に送信され、外部装置内に設けられたメモりに蓄積される。被検

者がこの無線機能とメモり機能を備えた外部装置を携帯することにより、被検者は、カ

プセル型内視鏡を飲み込んだ後、排出されるまでの観察期間、不自由を被ることなく

行動が可能になる。観察後は、医者もしくは看護士によって、外部装置のメモりに蓄

積された画像データに基づいて、体腔内の画像をディスプレイなどの表示手段に表

示させて診断を行ぅことができる。

０００4 この種のカプセル型内視鏡では、たとえば特許文献 に示すよぅな飲み込み型のも

のがあり、カプセル型内視鏡内の撮像機能や無線機能などを実行するための電気

負荷の駆動を制御するため、内部に外部磁場によってオン・オフするリードス不ソチを

備え、この外部磁場を供給する永久磁石を含むパッケージに収容された構成が提案

されている。すなわち、カプセル型内視鏡内に備わるリードス不ソチは、一定強度以

上の磁場が与えられた環境下では、オフ状態を維持し、外部磁場の強度が低下する

ことによってオンする構造を有する。このため、パッケージに収容されている状態では



、上記電気負荷は駆動しない。そして、飲み込み時に、このカプセル型内視鏡をパッ
ケージから取り出すことで、永久磁石から離隔してカプセル型内視鏡が磁力の影響

を受けなくなり、上記電気負荷の駆動を開始する。このょぅな構成を有することにょっ
て、パッケージ内に収容された状態では、上記電気負荷の駆動が防止可能となり、

パッケージから取り出し後は、カプセル型内視鏡の撮像機能にょる画像の撮像おょ

び無線機能にょる画像信号の送信が行われていた。

０００5 特許文献1 国際公開第０ 358 3号パンフレソト

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、最近では、被検体内に挿入される長尺の挿入部を有する通常の内

視鏡の代わりに、胃や小腸などの体腔内にカプセル型内視鏡を留置させて、長時間

にわたって病変部や手術後の観察、たとえば出血などの観察を〒ぅものが要望され

ている。すなわち、通常の内視鏡を観察の一定間隔毎に挿入することに対する患者

の苦痛軽減や病院における内視鏡の衛生管理のコスト軽減などのために、カプセル

型内視鏡を患者に飲み込んでもらって、上記一定間隔毎、同一部位の観察を続行し

たいれづ要望が高まっているからである。ところが、現状のカプセル型内視鏡では、

たとえば 秒あたり2コマの撮像レートで8時間程度の撮像が可能なものであり、この

カプセル型内視鏡を留置装置にょって体腔内に長時間留置すると、カプセル型内視

鏡の電池が消耗してしまぅことがあった。

０００7 本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであって、カプセル型内視鏡の電池の

消耗を低減させることができる体腔内導入装置用留置装置おょび体腔内導入装置

の留置システムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００8 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる体腔内導入装置

用留置装置は、体腔内の情報を取得する体腔内導入装置を保持する保持手段と、

前記体腔内組織に固定するための体腔内組織結合手段と、前記体腔内導入装置の

電源消費動作を制御する体腔内導入装置制御手段と、を備えることを特徴とする。

０００9 また、請求項2の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、上記発明において



、前記体腔内導入装置制御手段は、前記体腔内導入装置の電源ス不ソチを制御す

ることを特徴とする。

００1０ また、請求項3の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、上記発明において

、前記体腔内導入装置制御手段は、外部装置からの入力をぅける第 のインターフェ
ースを有し、前記第 のインターフェースへの入力で、前記体腔内導入装置の制御

状態を変ィビさせることを特徴とする。

００ また、請求項4の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、上記発明において

、前記体腔内導入装置制御手段は、前記体腔内導入装置の動作を制御するための

信号を前記体腔内導入装置へ伝送する第2のインターフェースを有することを特徴と

する。

００12 また、請求項5の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、体腔内導入装置を

装着するため保持手段を備えた留置装置本体と、前記留置装置本体を生体内に取

り付けるための取付部と、前記保持手段に装着した体腔内導入装置に対して動作開

始命令および動作停止命令を出すことができる体腔内導入装置制御手段と、を備え

ることを特徴とする。

００13 また、請求項6の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、上記発明において

、前記体腔内導入装置制御手段が、無線信号を受けて、前記動作開始命令および

動作停止命令を出すものであることを特徴とする。

００14 また、請求項7の発明にかかる体腔内導入装置用留置装置は、上記発明において

、前記体腔内導入装置制御手段が、所定の時間間隔で、前記動作開始命令および

動作停止命令を繰り返し出カするものであることを特徴とする。

００15 また、請求項8の発明にかかる体腔内導入装置留置システムは、体腔内の情報を

取得する情報取得手段と、前記情報取得手段で取得した情報を外部装置に伝送す

る伝送手段と、前記情報取得手段と前記 送手段とを制御する内部制御手段と、前

記各手段に電源を供給する電源供給手段と、前記電源供給手段から前記各手段へ

の電源供給を制御する電源ス不ソチと、を有する体腔内導入装置と、前記体腔内導

入装置を保持する保持手段と、前記体腔内の組織に固定するための体腔内組織結

合手段と、前記体腔内導入装置の電源消費動作を制御する体腔内導入装置制御



手段と、を有する体腔内導入装置用留置装置と、を備えることを特徴とする。

発明の効果

００16 本発明にかかる体腔内導入装置用留置装置および体腔内導入装置留置システム

は、体腔内導入装置用留置装置に体腔内導入装置の電源消費動作を制御する体

腔内導入装置制御手段を設けることで、観察が必要な時にのみ体腔内導入装置 (カ

プセル型内視鏡)の構成部位に電源を供給して動作させて、カプセル型内視鏡の電

池の消耗を低減させることができるれぢ効果を奏する。

００17 図 図 は、本発明にかかる体腔内導入装置用留置装置の好適な実施例である無

線型の被検体内情報取得システムの全体構成を示す模式図である。

図2 図2は、図 に示した実施例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離さ

せた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図3 図3は、同じく、実施例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた

状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図4 図4は、図3の 断面の変形例を示す断面図である。

図5 図5は、図2に示したカプセル型内視鏡の回路構成の一例を示すブロック図で

ある。

図6 図6は、図 に示した実施例 にかかる受信装置と外部監視装置の回路構成を

示すブロック図である。

図7 図7は、図2に示した実施例 にかかる留置装置の制御装置の回路構成を示す

ブロック図である。

図8 図8は、図 に示した実施例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離さ

せた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図9 図9は、同じく、実施例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた

状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図1０図 ０は、同じく、実施例2にかかる受信装置と外部監視装置の回路構成を示

すブロック図である。

図 図 、図 に示した受信本体ュニットの外部構成の一例を示す構成図であ



る。

図12 図 2は、カプセル型内視鏡を体腔内に留置する場合を説明するための図で

ある。

図13 図 3は、図8に示した留置装置の制御装置の回路構成を示すブロック図であ

る。

図14 図 4は、実施例3にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態

での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図15 図 5は、図 4に示した留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図で

ある。

図16 図 6は、実施例3の変形例にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合さ

せた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図17 図 7は、実施例4にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態

での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図18 図 8は、同じく、実施例4にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図19 図 9は、図 7に示した留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図で

ある。

図2０図2０は、実施例4の変形例を説明するためのカプセル型内視鏡を内視鏡に

保持させた場合を示す図である。

図2 1 図2 は、実施例5にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態

での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図22 図22は、同じく、実施例5にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図23 図23は、図2 に示した留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図で

ある。

図24 図24は、実施例6にかかる留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図

である。

図25 図25は、同じく、実施例6にかかるカプセル型内視鏡の回路構成を示すブロッ



ク図である。

図26 図26は、図 に示した実施例7にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分

離させた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図27 図27は、同じく、実施例7にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図28 図28は、図26に示したカプセル型内視鏡の回路構成を示すブロック図である

図29 図29は、実施例7の変形例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離

させた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図3０図3０は、同じく、変形例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図3 1 図3 は、実施例7の変形例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離

させた状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図32 図32は、同じく、変形例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。

図33 図33は、図 に示した実施例8にかかるカプセル型内視鏡の回路構成を示す

ブロック図である。

符号の説明

被検体

2 受信装置

2 無線ュニット

2b 受信本体ュニット

3 カプセル型内視鏡

4 外部監視装置

5 留置装置

7 クリップ

8 内視鏡

9 フード



０イメージセンサ

82

2 CC

3 光学系装置

4 リードスイ、ソチ

5 電源部

6 ヵプセル型箇体

7 無線部

8，87 送信装置

9 アンテナ

2０撮像基板

2 照明基板

22 fa号処理・制御部

23 無線基板

24 72 電池

25 駆動回路

26 CC 駆動回路

27 システムコントロール回路

28 電極基板

29 73 光センサ

3０受信モジュール

3 バ、ソテリ

32 電源スイ、ソチ

33 外部装置コントローラ

34 給電コイル

35 コイルドライバ

36 入カスイ、ソチ



38 52 表示装置

39 5０無線装置

4０受信管体

5 67 75 86 コントローラ

55 保持部 (取付部)

56 結合部

57 制御装置

58 底部

59 筒体

6０突出部材 (掛け止め部)

6 29 穴部

62 受電コイル

63 電源基板

64 整流装置

65 電源装置

66 制御基板

68 ドライバ基板

69 電磁石ドライバ

7０磁性体 (電磁石)

7０a 7０b 端部

7 74 リセット回路

76 モータドライバ

77 永久磁石

77c 77d バイアス磁石

78 一リー

79 紐

8０シャフト



83 ドライバ

84 R 受信装置

85 88 アンテナ

28 ボタンス不ソチ (機械式ス不ソチ)

4０ 4 62 63 電極

42 電位計

57 ヒノ

64 抵抗

65 永久磁石

～ 受信用アンテナ

コイル

モータ

発明を実施するための最良の形態

００19 以下に、本発明にかかる体腔内導入装置用留置装置および体腔内導入装置留置

システムの実施例を図 ～図25の図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は

、これらの実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々

の変更実施の形態が可能である。

実施例 1

００2０ 図 は、本発明にかかる体腔内導入装置用留置装置の好適な実施例である無線

型の被検体内情報取得システムの全体構成を示す模式図である。この被検体内情

報取得システムは、被検体内導入装置の一例としてカプセル型内視鏡を用いてレ巧

。図 に示すよぅに、無線型被検体内情報取得システムは、被検体 内に導入され、

体腔内画像を撮像して受信装置2に対して映像信号などのデータ送信を〒ぅ体腔内

導入装置としてのカプセル型内視鏡3と、カプセル型内視鏡3の動作を制御する体

腔内導入装置用留置装置 (以下、単に「留置装置」れづ) 5と、カプセル型内視鏡3

から無線送信された体腔内画像データを受信する外部装置としての受信装置2とを

備える。また、無線型被検体内情報取得システムは、受信装置2が受信した映像信

号に基づいて体腔内画像を監視する外部監視装置4を備え、この受信装置2と外部



監視装置4との間のデータの受け渡しは、受信装置2と外部監視装置4とを有線また

は無線接続することによって行ぅ。

００2 1 受信装置2は、被検体 の対外表面に貼付される複数の受信用アンテナ ～
を有した無線ュニット2 と、複数の受信用アンテナ ～ を介して受信される無線

信号の処理などを行ぅ受信本体ュニット2bとを備え、これらュニットはコネクタなどを

介して着脱可能に接続される。なお、受信用アンテナ ～ のそれぞれは、たとえ

ば被検体 が着用可能なジヤケ、ソトに備え付けられ、被検体 は、このジヤケ、ソトを着

用することによって受信用アンテナ ～ を装着するよぅにしてもよい。また、この

場合、受信用アンテナ ～ は、ジヤケットに対して着脱可能なものであってもよ

い。また、カプセル型内視鏡を留置する場合には、受信用アンテナは 個であればよ

く、留置を行った後に、カプセル型内視鏡からの送信信号の受信を良好に行える位

置に 個のアンテナをはりつけることでもよい。

００22 カプセル型内視鏡3と留置装置5とは、体腔内導入装置留置システムを構成してお

り、カプセル型内視鏡3は、留置装置5に保持された状態で被検体 内に飲み込まれ

る。次に、図2、図3を用いて、カプセル型内視鏡3について説明する。図2は、図 に

示した実施例 にかかるカプセル型内視鏡3と留置装置5とを分離させた状態での体

腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図3は、同じく、カプセ

ル型内視鏡3と留置装置5とを結合させた状態での体腔内導入装置留置システムの

内部構成を示す断面図である。カプセル型内視鏡3は、被検体 の体腔内部を照明

する照明手段としてのたとえば と、体腔内の画像を撮像する撮像手段として

のたとえばCC と、体腔内の画像をCC の撮像位置に結像させる光学手段と

しての光学系装置 3とを有する情報取得手段としてのイメージセンサ ０と、CC

で撮像された画像データを送信する伝送手段としての 送信装置 8と、アンテナ

9とを有する無線部 7とを備え、このイメージセンサ ０と無線部 7とを、電源ス不ソチ

としてのリードス不ソチ 4を介して、これらに電力を供給する電源供給手段としての電

源部 5に接続されており、これらをカプセル型箇体 6内に配置した構成となってい
る。なお、リードス不ソチ 4は、図示しない電源制御回路をオン オフさせる制御信

号を出カするトリガス不ソチを構成する回路構成としてもよい。



００23 カプセル型箇体 6は、たとえばイメージセンサ ０と無線部 7をそれぞれ覆ぅ透明

な半球ドーム状の先端カバー箇体と、先端カバー箇体と係合し、水密状態に保たれ

た内部に電源部 5を介在させてイメージセンサ ０と無線部 7が配設される円筒形

状の胴部箇体とからなり、被検体 の口から飲み込み可能な大きさに形成されてレ巧

。胴部箇体は、可視光が不透過な有色材質により形成されている。

００24 CC は、撮像基板2０上に設けられて、 からの照明光によって照明され

た範囲を撮像し、光学系装置 3は、このCC 2に被写体像を結像する結像レンズ

からなる。また、 は、照明基板2 上に搭載され、結像レンズの光軸を中心に

その上下左右の近傍4箇所に配置されている。さらに、イメージセンサ ０において、

撮像基板2０の背面側には、各部を処理または制御するための信号処理・制御部22

がイメージセンサ ０と 送信装置 8とを制御する内部制御手段として搭載されて

いる。また、撮像基板2０、照明基板2 、信号処理・制御部22および無線基板23は

、適宜フレキシブル基板により電気的に接続されている。

００25 電源部 5は、たとえば胴部箇体の内径にほぼ一致する直径のボタン型の電池24

24により構成されている。この電池24 24は、酸ィロ銀電池、充電式電池、発電式

電池などを用い得る。また、 送信装置 8は、無線基板23の背面側に設けられ、

アンテナ 9は、無線基板23上に搭載されている。

００26 次に、カプセル型内視鏡3の回路構成を、図5を用いて説明する。図5は、図2に示

したカプセル型内視鏡3の回路構成の一例を示すブロック図である。このカプセル型

内視鏡3は、イメージセンサ ０として、 およびCC 2を備え、信号処理・制御

部22として、 の駆動状態を制御する 駆動回路 25と、CC の駆動状

態を制御するCC 駆動回路 26と、 駆動回路 25 CC 駆動回路 26および

送信装置 8の動作を制御する制御手段としてのシステムコントロール回路 27とを備

え、無線部 7として、 送信装置 8と、アンテナ 9とを備える。

００27 カプセル型内視鏡3は、システムコントロール回路 27を備えることにより、このカプセ

ル型内視鏡3が被検体 内に導入されている間、 によって照射された被検部

位の画像データをCC 2によって取得するよぅに動作している。この取得された画

像データは、さらに 送信装置 8によって f 号に変換され、アンテナ 9を介し



て被検体 の外部に送信されている。さらに、ヵプセル型内視鏡3は、リードス不ソチ

4を介してシステムコントロール回路 27に電力を供給する電池24を備えており、シス

テムコントロール回路 27は、電池24から供給される駆動電力を他の構成要素 (

駆動回路 25 CC 駆動回路 26 R 送信装置 8) に対して分配する機能を有して

いる。

００28 リードス不ソチ 4は、外部から加わる磁石の磁場の影響で磁ィビして接点同士が接

触してオン状態となって、電池24からシステムコントロール回路 27へ駆動電力の供

給を可能にする。なお、リードス不ソチ 4は、外部から加わる磁石の磁場の影響で磁

ィビして接点同士が非接触となってオフ状態となり、磁場の影響がなくなると接点同士

が接触してオン状態となって、電池24からシステムコントロール回路 27へ駆動電力

の供給を可能にするよぅに構成することも可能である。

００29 次に、受信装置2の回路構成を、図6を用いて説明する。図6は、図 に示した実施

例 にかかる受信装置2と外部監視装置4の回路構成を示すブロック図である。なお

、この実施例 では、無線ユニット2aと受信本体ユニット2bとの回路構成を つのブロ

、ソクとして図5に示す。この受信装置2は、受信モジュール3０と、アンテナ ～ を

備えている。受信モジュール3０は、アンテナ ～ にて補足された電波の信号を

増幅して復調する機能を果たし、無線ユニット2a部分により構成されている。

００3０ 受信装置2は、バッテリ3 、電源ス不ソチ32、外部装置コントローラ33、入カス不ソ

チ36、メモり37、小型の液晶ディスプレイなどからなる表示装置38と、無線装置39と

を備え、受信本体ユニット2b部分により構成されている。電源ス不ソチ32は、バッテリ

3 からの電源を各構成部分に供給することを可能にオン オフ動作する。外部装置

コントローラ33は、受信モジュール3０が受信した体腔内の画像情報の画像処理を行

ってメモり37に記憶させるとともに、この画像情報を表示装置38に表示させるよぅに

表示制御を 、竹 、無線装置39から外部監視装置4に送信するよぅに通信制御を行ぅ

００3 1 外部監視装置4は、ヵプセル型内視鏡3によって撮像された体腔内画像などを表

示するためのものであり、たとえば図6のブロック図に示すよぅに、無線装置5０によっ
て受信されたデータに基づいてコントローラ5 が表示装置52に画像表示させるワ一



クステーションなどのよぅな構成を有する。具体的には、外部監視装置4は、C ディ

スプレイ、液晶ディスプレイなどによって直接画像を表示する構成としても良いし、プ

リンタなどのよぅに、他の媒体に画像を出カする構成としても良い。

００32 次に、図2、図3を用いて留置装置5について説明する。図2は、図 に示した実施

例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態での体腔内導入装置
。留置システムの内部構成を示す断面図であり、図3は、同じく、実施例 にかかるカフ

セル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体腔内導入装置留置システムの

内部構成を示す断面図である。これら図において、留置装置5は、カプセル型内視

鏡3を内部に保持する保持手段としての保持部55と、この体腔内組織に固定するた

めの体腔内組織結合手段としての結合部56と、カプセル型内視鏡3の動作を制御

する体腔内導入装置制御手段としての制御装置57とを備える。保持部55は、一端

が有底になった底部58を有する円筒形状の筒体59からなり、筒体59の内径は、カ

プセル型内視鏡3の胴部箇体の外径と略同一に構成され、底部58は、カプセル型

内視鏡3の先端カバー箇体の外形と略同一に構成されている。これにより、カプセル

型内視鏡3は、図3に示すよぅに、保持部55の筒体59内に保持可能に収容されて、

留置装置5とともに体腔内導入装置留置システムを構成する。

００33 結合部56は、筒体59の外周面に突出して2つ設けられた耳部形状の突出部材6０

で構成されており、この突出部材6０には、表と裏に貫通する円形状の穴部6 が設け

られている。したがって、結合部56の穴部6 にクリップを通して、体腔内の組織にク

リッピングすることでカプセル型内視鏡3が体腔内に長時間留置される。

００34 制御装置57は、電源基板63上に設けられる光検知手段としての光センサ73と、リ

セット回路74とコントローラ75を構成する制御基板66とを備え、これらは第 のインタ

ーフェースを構成している。また、制御装置57は、電源基板63下に設けられて電磁

石ドライバ69を構成するドライバ基板68と、磁性体7０とを備え、これらは第2のインタ

ーフェース (電磁石)を構成している。

００35 磁性体7０は、磁性体端部7０a 7０bを有する二股形状に構成されており、カプセ

ル型内視鏡3が留置装置5に保持された時に、両端部7０，7０bがリードス小ソチ 4

の同凶立置に配置されるよぅに形成されている。この磁性体7０には、コイル が巻か



れており、このコイル に電磁石ドライバ69から電流を流すことで磁性体7０が磁ィビさ

れて、たとえば端部7０aに磁極 が、端部7０bに磁極Sが発生して電磁石として機能

する。ここで、磁性体7０が電磁石として機能すると、リードスイソチ 4の電極を介して

磁気回路が形成される。この磁気回路が形成されると、リードスイ、ソチ 4が磁ィビされ

て接点間に磁気引力が発生して、接点が接触してオン状態になる。光センサ73は、

保持部55の底部58側の先端に設けられ、外部から照射される光を検知して、電池7

2からの電源供給を可能にするスイッチの機能を有する。

００36 次に、図7を用いて留置装置5の制御装置57の内部構成について説明する。図7

は、図2に示した実施例 にかかる留置装置5の制御装置57の回路構成を示すブロ

、ソク図である。図7において、制御装置57では、被検体 内にカプセル型内視鏡3と

留置装置5が飲み込まれる前に、予め外部から光を光センサ (スイ、ソチ) 73に照射し

て起動状態になった後に、被検体 によって飲み込まれる。電池72からの電源供給

があると、リセット回路74によるシステムリセットがかかった後に、コントローラ75は、一

定時間間隔ごとに電磁石ドライバ69を動作制御して、コイル に電磁石ドライバ69か

ら電流を流すことで磁性体7０が磁ィビされる。この磁性体7０の磁ィビによって、リードス

イ、ソチ 4との間に磁気回路が形成されて磁場が発生し、リードスイ、ソチ 4の接点同

士が接触して、カプセル型内視鏡3の各部に電源部 5から電源が供給される。

００37 この実施例 では、体腔内導入装置留置システムが被検体 内に飲み込まれた後

に、カプセル型内視鏡3を動作制御することができないので、飲み込む前に予め留

置装置5を起動させておく必要があり、飲み込み後に留置装置5が一定時間ごとにカ

プセル型内視鏡3を動作制御してイメージセンサによる体腔内画像の撮像および好

線部による画像データの送信を〒ぅものである。すなわち、この実施例では、コントロ

ーラ75に一定時間間隔でカプセル型内視鏡3の動作制御を〒ラコマンド、つまりは

電磁石ドライバ69を一定時間間隔で動作制御するコマンドをプログラムしておき、た

とえば3０分とか 時間に 回の一定時間間隔で上記動作制御を繰り返すとレリコマン

ド制御を行ぅ。

００38 このよぅに、この実施例 では、ス小ソチ機能を有する光センサが光を検知すると、コ

ントローうが一定時間間隔ごとに電磁石の駆動制御を行って、カプセル型内視鏡の



リードスイ、ソチをオン状態にして電源供給を可能にし、イメージセンサや無線部を動

作させて体腔内の撮像および撮像された画像の送信を〒うので、観察の必要な時間

に、電磁石を駆動させてリードスイソチをオン状態にすることができ、観察の必要がな

い時には、電磁石を停止させてリードスイソチをオフ状態にすることができ、つまりイメ

ージセンサや無線部が動作する時間間隔を長くすることができる。これによりカプセ

ル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。つまり制御装置57は、カプセル

型内視鏡の電源消費動作を制御していることとなる。このため、この実施例では、撮

影時間間隔を長くすることができて、不必要な画像データの削減およびカプセル型

内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００39 なお、リードスイ、ソチの構成としては、たとえば磁場が加わると、接点同士が接触し

てオフ状態となり、磁場が加わらなくなると、接点同士が離れてオン状態になるものも

ある。このような構成の場合には、初期状態の時に留置装置の電磁石を駆動させてリ

ードスイ、ソチに磁場を加えてオフ状態にしておき、必要な時にリードスイ、ソチに磁場が

加わらないように電磁石を動作制御することでオン状態にすれば、実施例 と同様に

、カプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。また、リードスイ、ソチは、

所定のパターンによってオン オフ動作を〒うものもあり、この場合もそのパターンに

あわせて電磁石を動作制御すれば、実施例 と同様の作用効果を奏することができ

る。

００4０ また、図4は、図3の 断面の変形例を示す断面図である。図3のように留置装

置5の保持部55の磁性体端部7０a 7０bの内側面に、バイアス磁石77a 77bを配

置し、電磁石を駆動しない場合は、リードスイ、ソチ 4の接点同士が接触してオフ状態

になり、電磁石を駆動するとリードスイ、ソチ 4を通る磁場が弱くなり、リードスイ、ソチ 4

の接点が離れてオン状態になるように構成してもよい。

００41 この変形例のように構成することで、カプセル型内視鏡を動作させたいときのみ電

磁石に電流を流せばよいことになり、留置装置の消費電力も低く抑えることができる。

また、リードスイ、ソチ 4は、直接電源を制御するものでなく、別に設けられた電源制御

回路 ( C) にオン オフ信号を発生するためのスイ、ソチとして構成されていてもよい。

実施例 2



００42 次に、実施例2にかかる体腔内導入装置留置システムについて説明する。なお、図

8、図9に示したカプセル型内視鏡3および図 ０に示した外部監視装置4は、実施例

と同様の構成なので、ここでは説明を省略する。

００43 受信装置2は、実施例 の構成の他に、給電コイル34と、給電コイル34を駆動させ

るコイルドライバ35とを備える。外部装置コントローラ33は、実施例 と同様の機能を

行ぅとともに、入カス不ソチ36がオン状態になると、コイルドライバ35を動作制御して、

給電コイル34に電力を供給して磁場を発生させる。

００44 この実施例2にかかる受信本体ュニット2bは、たとえば図皿の外部構成に示すよぅ

に、給電コイル34が接続されるとともに、電源ス不ソチ3 2、入カス不ソチ36、表示装

置38を表面に配設し、その他の構成部分を内部に備える受信管体4０によって構成

されている。この実施例では、給電コイル34を被検体 に近づけて、入カス不ソチ36

を押下することによって、給電コイル34に磁場を発生させて、被検体 内に飲み込ま

れた後述する留置装置5へ電力供給を〒ぅことを可能にする。

００45 外部監視装置4は、カプセル型内視鏡3によって撮像された体腔内画像などを表

示するためのものであり、たとえば図6に示すよぅに、無線装置5０によって受信された

データに基づいてコントローラ5 が表示装置52に画像表示させるワークステーション

などのよぅな構成を有する。具体的には、外部監視装置4は、C ディスプレイ、液

晶ディスプレイなどによって直接画像を表示する構成としても良いし、プリンタなどの

よぅに、他の媒体に画像を出カする構成としても良い。

００46 次に、図8、図9を用いて留置装置5について説明する。これら図において、留置装

置5は、カプセル型内視鏡3を内部に保持する保持手段としての保持部55と、この体

腔内組織に固定するための体腔内組織結合手段としての結合部56と、カプセル型

内視鏡3の動作を制御する体腔内導入装置制御手段としての制御装置57とを備え

る。保持部55は、一端が有底になった底部58を有する円筒形状の筒体59からなり、

筒体59の内径は、カプセル型内視鏡3の胴部箇体の外径と略同一に構成され、底

部58は、カプセル型内視鏡3の先端カバー箇体の外形と略同一に構成されている。

これにより、カプセル型内視鏡3は、図3に示すよぅに、保持部55の筒体59内に保持

可能に収容されて、留置装置5とともに体腔内導入装置留置システムを構成する。



００47 結合部56は、保持部55の底部58の外側に突出して設けられた舌片形状の突出

部材6０で構成されており、この突出部材6０には、表と裏に貫通する円形の穴部6

が設けられている。したがって、図 2に示すよぅに、結合部56の穴部6 にクリップ7

を通して、体腔内の組織にクリッピングすることでヵプセル型内視鏡3が体腔内に長

時間留置される。

００48 制御装置57は、受電コイル62と、整流装置64と電源装置65を構成する電源基板

63と、電源基板63上に設けられてコントローラ67とリセット回路7 を構成する制御基

板66とを備え、これらは外部から電力の供給を受ける第 のインターフェース (電力

受信手段 )を構成している。また、制御装置57は、電源基板63下に設けられて電磁

石ドライバ69を構成するドライバ基板68と、磁性体7０とを備え、これらは第2のインタ

ーフェース (電磁石)を構成している。

００49 受電コイル62は、保持部55の底部58の周縁に設けられ、被検体 外部の給電コイ

ル34から供給される電力を受信する。磁性体7０は、端部7０a 7０bを有する二股形

状に構成されており、ヵプセル型内視鏡3が留置装置5に保持された時に、両端部7

Oa 7０bがリードス不ソチ 4の同凶立置に配置されるよぅに形成されている。この磁性

体7０には、図示しないコイルが巻かれており、このコイルに電磁石ドライバ69から電

流を流すことで磁性体7０が磁ィビされて、たとえば端部7０aに磁極 が、端部7０bに

磁極Sが発生して電磁石として機能する。ここで、磁性体7０が電磁石として機能する

と、リードス不ソチ 4の電極を介して磁気回路が形成される。この磁気回路が形成さ

れると、実施例 と同様に、リードス不ソチ 4が磁ィビされて接点が接触してオン状態に

なる。

００5０ 次に、図 3を用いて留置装置5の制御装置5 7の内部構成について説明する。図

3において、制御装置57では、外部の受信装置2の給電コイル34から交流の電力供

給があると、誘導起電力が発生して受電コイル62に電流が流れる。この電流を整流

装置64で整流することで、電源装置65からは、安定した電力を得ることができる。コ

ントローラ67は、リセット回路7 によってシステムリセットがかかった後に、電磁石ドラ

イバ69を動作制御して磁性体7０(以下、「電磁石7０」と ぢ を駆動させることが可能

となる。



００5 1 したがって、被検体 の体腔内に体腔内導入装置留置システムが留置された状態

で、受信装置2の給電コイル34を必要に応じて、被検体 に近づけて人カスイソチ3

6を押下すれば、受電コイル62を介して留置装置5内へ電力供給が行われ、コントロ

ーラ67によって電磁石7０が駆動制御される。この電磁石7０の駆動制御によってリー

ドスイソチ 4との間に磁気回路が形成されて磁場が発生し、リードスイソチ 4の接点

同士が接触して、カプセル型内視鏡3の各部に電源部 5から電源が供給される。こ

の電源供給により、カプセル型内視鏡3のイメージセンサ ０が動作して体腔内を撮

像することができ、このイメージセンサ ０によって撮像された体腔内の画像は、無線

部 7から外部の受信装置2に送信され、ここで表示装置38に表示されて出血の有

無などを医師などが確認することができる。

００52 また、観察が終了すると、給電コイル34を被検体 から遠ざけることで、外部から留

置装置5への電力供給が停止されるので、電磁石7０が駆動停止制御され、リードス

不ソチの接点同士が離れてオフ状態になってカプセル型内視鏡3内の電源供給が停

止し、イメージセンサ ０や無線部 7の動作が停止制御されることとなる。

００53 このよぅに、この実施例2では、受信装置の給電コイルからの外部給電を、受電コイ

ルで受けて被検体の体腔内に留置された体腔内導入装置留置システムの留置装置

に電力を供給し、留置装置の電磁石を駆動させてカプセル型内視鏡のリードスイソ

チをオン状態に制御して、イメージセンサや無線部を動作させて体腔内の撮像およ

び撮像された画像の送信を行ぅので、医師が観察などの必要な時に、受信装置の給

電コイルを被検体に近づけてカプセル型内視鏡を動作させて体腔内の観察を行丈
とができ、観察の必要がない時には、給電コイルを被検体から遠ざけて外部給電を

終了することができ、これによりカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることが

できる。このため、この実施例では、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要な

画像データの削減およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００54 また、この実施例2では、外部から留置装置に電力を供給することで、カプセル型

内視鏡の動作制御を外部から行ぅことができ、汎用性の向上を図ることができる。また

、この実施例では、必要に応じてカプセル型内視鏡を動作させるので、留置する目

的に適合したカプセル型内視鏡の動作を留置装置からの制御で実現できる。



実施例 3

００55 図 4は、実施例3にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での

体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図 5は、図 4に示

した留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図である。図 4において、この

実施例が、実施例 と異なる点は、第2のインターフェースとして、電磁石の代わりに

永久磁石77を用いた点である。

００56 すなわち、この実施例3では、制御装置57は、光検知手段としての光センサ73、リ

セット回路74とコントローラ75を構成する制御基板66とからなる第 のインターフェー

スの他に、電源基板63下に設けられてモータドライバ76を構成するドライバ基板68

と、モータドライバ76によって駆動制御されるモータ と、シヤフト8０を介してモータ

と接続される永久磁石77とからなる第2のインターフェース (磁性体と前記磁性体

を可動する可動部)を備える。

００57 光センサ73は、実施例 と同様に、保持部55の底部58側の先端に設けられ、外部

から照射される光を検知して、電池72からの電源供給を可能にするス不ソチの機能

を有する。シヤフト8０は、二股形状に構成されており、先端には、 極とS極の永久磁

石77がそれぞれ設けられている。シヤフト8０は、カプセル型内視鏡3が留置装置5に

保持された時に、両端の永久磁石77がリードスイ、ソチ 4の同凶立置に配置されるよぅ

に形成されている。モータ は、シヤフト8０の両端の永久磁石をカプセル型内視鏡3

の周方向に回転させる。なお、結合部56は、実施例 と同様なので、ここでは説明を

省略する。

００58 次に、図 5を用いて留置装置5の制御装置5 7の内部構成について説明する。図

5において、制御装置57では、被検体 内にカプセル型内視鏡3と留置装置5が飲

み込まれる前に、予め外部から光を光センサ (スイ、ソチ) 73に照射して起動状態にな

った後に、被検体 によって飲み込まれる。電池72からの電源供給があると、リセット

回路74によるシステムリセットがかかった後に、コントローラ75は、一定時間間隔ごと

にモータドライバ76を動作制御して、モータ がシヤフト8０をカプセル型内視鏡3の

周方向に回転させ、永久磁石77をリードス不ソチ 4がオン状態になる位置に移動さ

せる。この永久磁石77の移動制御によって、リードスイ、ソチ 4との間に磁気回路が形



成されて磁場が発生し、リードス不ソチ 4の接点同士が接触して、実施例 と同様に

、カプセル型内視鏡3の各部に電源部 5から電源が供給される。

００59 この実施例3では、体腔内導入装置留置システムが被検体 内に飲み込まれた後

に、カプセル型内視鏡3を動作制御することができないので、飲み込む前に予め留

置装置5を起動させておく必要があり、飲み込み後に留置装置5が一定時間ごとにカ

プセル型内視鏡3を動作制御してイメージセンサによる体腔内画像の撮像および無

線部による画像データの送信を行ぅものである。すなわち、この実施例では、コントロ

ーラ75に一定時間間隔でカプセル型内視鏡3の動作制御を行ぅコマンドをプログラ

ムしておき、たとえば3０分とか 時間に 回の一定時間間隔で上記動作制御を繰り

返すとレづコマンド制御を行ぅ。

００6０ このよぅに、この実施例3では、ス不ソチ機能を有する光センサが光を検知すると、コ

ントローうが一定時間間隔ごとにモータの駆動制御を行って、永久磁石をカプセル

型内視鏡のリードス不ソチがオン状態になる位置に移動させて、イメージセンサや無

線部を動作させて体腔内の撮像および撮像された画像の送信を行ぅので、観察の必

要な時間に、永久磁石をリードス不ソチがオンする位置に近づけてカプセル型内視

鏡を動作させて体腔内の観察を行ぅことができ、観察の必要がない時には、永久磁

石をリードス不ソチから遠ざけるよぅに動作制御することができ、これによりカプセル型

内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。このため、実施例 と同様に、撮影

時間間隔を長くすることができて、不必要な画像データの削減およびカプセル型内

視鏡の長時間駆動が可能となる。

００6 1 図 6は、実施例3の変形例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。この変

形例が実施例3と異なる点は、実施例3が永久磁石77をカプセル型内視鏡3の周方

向に回転制御したのに対し、永久磁石77をカプセル型内視鏡3の長手方向に移動

制御する点である。この移動制御を実現するために、この変形例 では、モータの回

転軸に紐79が繋がれたプ一リー78を配設し、紐79の先端に繋がれたシヤフト8０を、

図中右方向に移動させて、先端の永久磁石をリードス不ソチ 4がオン状態になる位

置から遠ざける構成とした。また、モータが停止すると、シヤフト8０は、バネ8 の付勢



力によって図中左方向に移動され、先端の永久磁石77をリードスイ、ソチ 4がオン状

態になる位置に近づける。

００62 この変形例 の場合も、光センサが光を検知すると、コントローうが一定時間間隔ご

とにモータの停止制御を行って、永久磁石をカプセル型内視鏡のリードス不ソチがオ

ン状態になる位置に移動させて、イメージセンサや無線部を動作させて体腔内の撮

像および撮像された画像の送信を〒うので、観察の必要な時間に、永久磁石をリー

ドス不ソチがオンする位置に近づけてカプセル型内視鏡を動作させて体腔内の観察

を〒うことができ、観察の必要がない時には、永久磁石をリードスイ、ソチから遠ざける

ように動作制御することができ、実施例3と同様の作用効果を奏することができる。

００63 また、実施例 でも述べたリードス不ソチの構成として、磁場が加わると接点同士が

接触してオフ状態となり、磁場が加わらなくなると接点同士が離れてオン状態となるも

のに対しては、観察の必要な時簡に永久磁石をリードスイ、ソチの接点が離れるように

、永久磁石をリードスイ、ソチの端部から離し、観察が必要ないときは永久磁石をリード

スイ、ソチの端部に近づけリードスイ、ソチの接点が接触するように制御すれば、同様の

作用効果を得ることができる。

実施例 4

００64 図 7は、実施例4にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態での

体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図 8は，同じく、実

施例4にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体腔内導入装

置留置システムの内部構成を示す断面図である。この実施例4が実施例3と異なる点

は、リードスイ、ソチ 4の代わりに、カプセル型内視鏡3の電池24の電極基板28上に

光検知手段としての光センサ29を設ける。この光センサ29は、電源スイ、ソチの機能

を有する。また、カプセル型内視鏡3が留置装置5に保持された時に、この光センサ2

9と同凶立置の保持部55の筒体59内に、たとえば赤外線の照射を〒う発光素子とし

て 82を設け、この をドライバ基板68の ドライバ83で動作させる点であ

る。この 82と ドライバ83は、第2のインターフェースを構成し、光センサ73

、リセット回路74、コントローラ75は、制御装置57を構成する。

００65 次に、図 9を用いて留置装置5の制御装置5 7の内部構成について説明する。図



9において、制御装置57では、被検体 内にカプセル型内視鏡3と留置装置5が飲

み込まれる前に、予め外部から光を光センサ (スイソチ) 73に照射して起動状態にな

った後に、被検体 によって飲み込まれる。電池72からの電源供給があると、リセット

回路74によるシステムリセットがかかった後に、コントローラ75は、一定時間間隔ごと

に ドライバ83を動作制御して、 82を点灯させる。この 82の点灯制御

によって、光センサ29は、光を検知してオン状態になり、電源部 5からカプセル型内

視鏡3の各部への電源が供給される。

００66 この実施例4でも、実施例3と同様に、コントローラ75は、一定時間間隔でカプセル

型内視鏡3の動作制御を繰り返すれづコマンド制御を〒ぅことで、一定時間間隔ごと

のイメージセンサによる体腔内画像の撮像および無線部による画像データの送信を
一，
行っ。

００67 このよぅに、この実施例4では、留置装置のスイソチ機能を有する光センサが光を検

知すると、コントローうが一定時間間隔ごとに の駆動制御を行って を点灯

させ、カプセル型内視鏡のスイソチ機能を有する光センサが光を検知して、イメージ

センサや無線部を動作させて体腔内の撮像および撮像された画像の送信を〒ぅので

、観察の必要な時間に、 を点灯させ光センサに光を検知させてカプセル型内視

鏡を動作させて体腔内の観察を〒ぅことができ、観察の必要がない時には、 の

点灯を制御して光センサを介して動作制御することができ、これによりカプセル型内

視鏡の電池の消耗を低減させることができる。このため、実施例4では、実施例 と同
。

様に、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要な画像データの削減および力フ

セル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００68 図2０は、実施例4の変形例 を説明するためのカプセル型内視鏡3を内視鏡8に

保持させた場合を示す図である。この変形例では、カプセル型内視鏡3と留置装置5

の内部構成は、実施例4と同様であるが、光センサ73をスイソチとして動作させ制御

装置57の電源をオンした後に光の照度を検知する照度センサとして使用する。光セ

ンサ73で検知される照度があるレベルより高い場合には、カプセル型内視鏡3のイメ

ージセンサによる体腔内画像の撮像および無線部による画像データの送信のレート

を早く設定し、また光センサ73で検知される照度があるレベルより低い場合には、上



記レートを遅く設定するものである。

００69 すなわち、図2０に示すよぅに、体腔内導入装置留置システムを内視鏡8の先端に

設けたフード9で保持させて被検体 内に導入する場合、内視鏡8から照射された光

を留置装置5の光センサ73が検知するので、検知された照度が上がることとなり、体

腔内に留置され内視鏡8が体腔内からぬかれた後は、光センサ73が検知する光の

照度は下がることとなる。そこで、この変形例では、コントローラ75に高い照度の時に

は早いレートで画像の撮像および送信を行ぅコマンドをプログラムし、たとえばカプセ

ル型内視鏡を常時オンとして、たとえば ・5秒に 回の撮像を行わせ、また低い照度

の時には遅いレートで画像の撮像および送信を行ぅコマンドをプログラムしておき、た

とえば3０分に 回とか、 時間に 回とかの時間間隔で上記動作制御を繰り返すれ、

ラコマンド制御を行ぅ。

００7０ また、光センサ29も照度を検出する構成とし、 82に照度を可変する機能を設

けることで、 82を動作制御する時の照度を変更させて、光センサ29での 8

2の照度検知を可能にする。カプセル型内視鏡3のシステムコントロール回路 27では

、光センサ29で検知された照度情報の違いによって上記レートを可変する制御を組

み込んであり、これにより上記レートを変更して画像の撮像および送信を行ぅことが可

能なよぅに構成してもよい。

００7 1 このよぅに、この変形例 では、光センサへの入力で、カプセル型内視鏡の制御状

態 (レート)を変ィビさせることができるので、実施例4と同様の作用効果を奏するととも

に、システムの汎用性を向上することができる。

００72 なお、この実施例4では、画像の撮像や送信のレートを変更させて体腔内の情報を

取得するタイミングを制御したが、上記レートは変更させることなく、電源スイソチの機

能を有する光センサのオンとオフの時間間隔を変ィヒさせることでも、画像の撮像や送

信の間隔を変ィヒさせて、体腔内の情報を取得するタイミングを制御することもできる。

００73 また、この実施例4の他の変形例2としては、留置装置5の光センサ73の代わりに、

磁気検知手段としての磁気センサを設けることも可能である。この場合には、被検体

の外部から飲み込まれた留置装置5に永久磁石を近づけて、スイソチ機能を有する

磁気センサでこの永久磁石の磁気を検知させることで、実施例4と同様に、カプセル



型内視鏡のイメージセンサや無線部を動作させて体腔内の撮像および撮像された画

像の送信を行ぅので、実施例4と同様の作用効果を奏することができる。

００74 また、この実施例4の他の変形例3としては、留置装置5の光センサ73の代わりに、

無線受信手段としての無線装置を設けることも可能である。この場合には、留置装置

5に外部の無線装置から制御用のコマンド信号を送信し、留置装置5の無線装置で

このコマンド信号を受信することで、コントローラ75がコマンド信号に基づく制御を行

ぅことで、実施例4と同様に、カプセル型内視鏡のイメージセンサや無線部を動作さ

せて体腔内の撮像および撮像された画像の送信を行ぅので、実施例4と同様の作用

効果を奏することができる。

００75 また、この変形例3では、たとえばカプセル型内視鏡3の電源ス不ソチが、実施例

に示したリードス不ソチの場合であっても反応する磁場の強度の設定を留置装置5の

磁気センサ (磁気ス不ソチ)の方を低く設定しておけば、誤動作することなくカプセル

型内視鏡を動作制御することができる。

００76 また、この実施例4では、留置装置の電源をオンにする機能と、その後の動作を制

御する機能を つの第 のインターフェースで行っているが、本発明はこれに限らず、

たとえば電源をオンにするス不ソチと、その後の動作を制御するセンサを別々に構成

してもよい。

実施例 5

００77 図2 は、実施例5にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態での

体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図22は、同じく、実

施例5にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体腔内導入装

置留置システムの内部構成を示す断面図である。この実施例は、実施例 (図8、図9

参照) と実施例 (図 8参照)を組み合わせた構成である。すなわち、この実施例5で

は、実施例2と同様に、保持部55の底部58の周縁に、被検体 外部の給電コイル34

から供給される電力を受信する受電コイル62を設ける。また、この実施例5では、実

施例4と同様に、カプセル型内視鏡3の電池24の電極基板28上に電源ス不ソチの機

能を有する光センサ29を設け、カプセル型内視鏡3が留置装置5に保持された時に

、この光センサ29と同凶立置の保持部55の筒体59内に 82を設ける。この受電



コイル62と 82とは、電源基板63に電気的に接続されている。

００78 次に、図23を用いて留置装置5の制御装置5 7の内部構成について説明する。図2

3において、制御装置57では、外部の受信装置2の給電コイル34から交流の電力供

給があると、誘導起電力が発生して受電コイル62に電流が流れる。この電流を整流

装置64で整流することで、電源装置65からは、安定した電力を得ることができる。コ

ントローラ67は、リセット回路7 によってシステムリセットがかかった後に、一定時間

間隔ごとに ドライバ83を動作制御して、 82を点灯させる。この の

点灯制御によって、光センサ29は、光を検知してオン状態になり、電源部 5からカ

プセル型内視鏡3の各部への電源が供給される。

００79 この実施例5では、受信装置の給電コイルからの外部給電を、受電コイルで受けて

被検体の体腔内に留置された留置装置に電力を供給し、コントローうが の駆動

制御を行って を点灯させ、カプセル型内視鏡のス不ソチ機能を有する光センサ

が光を検知して、イメージセンサや無線部を動作させて体腔内の撮像および撮像さ

れた画像の送信を行ぅので、医師が観察などの必要な時に、受信装置の給電コイル

を被検体に近づけてカプセル型内視鏡を動作させて体腔内の観察を行ぅことができ

、観察の必要がない時には、給電コイルを被検体から遠ざけて外部給電を終了する

ことができ、これによりカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。こ

のため、この実施例5では、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要な画像デ

ータの削減およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００8０ また、この実施例5では、外部から留置装置に電力を供給することで、カプセル型

内視鏡の動作制御を外部から行ぅことができ、汎用性の向上を図ることができる。また

、この実施例では、必要に応じてカプセル型内視鏡を動作させるので、留置する目

的に適合したカプセル型内視鏡の動作を留置装置からの制御で実現できる。

実施例 6

００8 1 図24は、実施例6にかかる留置装置の制御回路の回路構成を示すブロック図であ

り、図25は、同じく、実施例6にかかるカプセル型内視鏡の回路構成を示すブロック

図である。この実施例6では、たとえぼ図6に示す受信装置2の無線装置39または外

部監視装置4の無線装置5０からは、カプセル型内視鏡3の動作開始または動作停



止を命令するためのコマンドを無線信号として送信されており、留置装置5は、この送

信されるコマンドを受信しており、このコマンドに応じた指示命令 (カプセル型内視鏡

3に対する動作開始命令および動作停止命令 )をカプセル型内視鏡3へ送信する。

００82 具体的には、留置装置5の制御装置57は、 受信装置84と、体腔内導入装置制

御手段としてのコントローラ86と、 送信装置87とを備える。無線装置39または5０

から無線信号に変調されて送信されたコマンドは、アンテナ85を介して 受信装置

84 によって復調されて受信されており、この 受信装置84が受信したコマンドを、コ

ントローラ86が認識して、このコマンドに応じた指示命令を 送信装置87へ出カす

る。 送信装置87は、このコントローラ86から出力された指示命令を無線信号に変

調して、アンテナ88を介してカプセル型内視鏡3へ送信している。

００83 図25において、カプセル型内視鏡3は、図5の構成の他にたとえば無線部4 として

受信装置42と、アンテナ43とを備える。留置装置5からの送信された指示命令

は、アンテナ43を介して 受信装置42によって復調されて受信されており、この

受信装置42が受信した指示命令を、システムコントローラ回路 27が認識して、この指

示命令に応じた、 駆動回路 25 CC 駆動回路 26および 送信装置 8の動

作開始または動作停止を制御している。なお、この場合、無線装置39 5０から留置

装置5に送信する無線信号の無線周波数と、留置装置の 送信装置87からカプセ

ル型内視鏡3に送信する無線信号の無線周波数とは、異なる周波数帯域に設定さ

れており、受信装置側では、該当する周波数帯域のバンドパスフィルタを備えて、無

線信号の受信を可能にしている。

００84 このよぅに、この実施例6では、生体外部の受信装置や外部監視装置からカプセル

型内視鏡に対する動作開始命令および動作停止命令のコマンドを留置装置に送り、

この留置装置からコマンドに応じた指示命令をカプセル型内視鏡に送って、カプセ

ル型内視鏡に対する動作開始および動作停止を〒ぅので、生体外部からカプセル

型内視鏡の動作を制御することができ、これによりカプセル型内視鏡の電池の消耗

を低減させることができる。このため、この実施例6では、観察が必要な時にのみ画像

データの取得を行ぅことができて、不必要な画像データの削減およびカプセル型内

視鏡の長時間駆動が可能となる。



００85 また、留置装置5において、制御装置57のコントローラ86が内部にタイマを備える

よぅに構成し、受信装置や外部監視装置からの上記コマンド受信に対して、このタイ

マを計数することによって所定の時間間隔、たとえば3０分とか 時間に 回の一定時

間間隔で動作開始命令および動作停止命令を繰り返すよぅに設定することも可能で

ある。この場合には、断続的にカプセル型内視鏡3を動作させることができ、さらに観

察が必要な時にのみ画像データの取得を行ぅことができて、不必要な画像データの

削減およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００86 また、実施例 と同様に、コントローラ86に一定時間間隔でカプセル型内視鏡3の

動作制御を行ぅコマンド、つまり電磁石ドライバ6 9を一定時間間隔で動作制御するコ

マンドをプログラムしておき、受信装置や外部監視装置からの上記動作開始命令の

コマンド受信に対して、たとえば3０分とか 時間に 回の一定時間間隔で上記動作

制御を繰り返すコマンド制御を行い、リードス不ソチ 4をオン オフ制御してもよい。

また、動作停止命令のコマンド受信に対して、上記コマンド制御を停止するよぅにして

もよい。

００87 また、この実施例6では、上述した磁気の場合に限らず、たとえば実施例4に示した
。

82の場合も、この ドライバ83を一定時間間隔で動作制御するコマンドをフ

ログラムしておき、受信装置や外部監視装置からの上記動作開始命令のコマンド受

信に対して、一定時間間隔で上記動作制御を繰り返すコマンド制御を行って、断続

的にカプセル型内視鏡3を動作させることも可能である。

実施例 7

００88 次に、実施例7にかかる体腔内導入装置留置システムについて説明する。図26は

、図 に示した実施例7にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させた状態で

の体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図27は、同じく、

実施例7にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体腔内導入

装置留置システム (生体内情報取得装置留置システム)の内部構成を示す断面図で

あり、図28は、図26に示したカプセル型内視鏡の回路構成を示すブロック図である。

なお、この被検体内情報取得システムは、被検体内導入装置 (生体内情報取得装置

本体)の一例としてカプセル型内視鏡を用いている。また、この実施例7では、無線ュ



二ット2aと受信本体ュニット2bとの回路構成を つのブロックとして図4に示す。また、

受信装置2および外部監視装置4の回路構成は図6と同様なので、ここでは説明を

省略する。

００89 この実施例7にかかるカプセル型内視鏡3は、図26、図27に示すよぅに、カプセル

型箇体 6の表面近傍にスイ、ソチ手段 (要求人力手段、動作モード切替要求スイ、ソチ

) としての機械式のボタンスイ、ソチ 28と、ボタンスイ、ソチ 28上のカプセル型箇体 6

の表面に設けられた穴部 29とを備え、この穴部 29を介してボタンスイ、ソチ 28の

後述するピン 5 7による押下を可能にする。ボタンス不ソチ 28は、このピン 57の押

下によって、オン状態になり、ヒノ 57による押下がなくなると、たとえば図示しないバ

ネの付勢力などによってオフ状態に復帰するよぅに構成されている。なお、上記以外

の構成では、イメージセンサ ０、 CC 2) 、光学系装置 3、リードス不ソ

チ 4、電源部 (ボタン型電池24 24)、カプセル型箇体 6、無線部 送信

部 8、アンテナ 9) 、システムコントロール回路 27は実施例 と同様なので、ここでは

説明を省略する。

００9０ 次に、図26、図27を用いて留置装置5について説明する。これら図において、留

置装置5は、カプセル型内視鏡3を内部に保持する保持手段としての保持部 (取付

部) 55と、この体腔内組織に固定するための体腔内組織結合手段としての結合部56

と、この保持部55がカプセル型内視鏡3を保持した場合、ボタンスイ、ソチ 28を押下

する押下手段 (要求出力手段、動作モード切替要求手段 ) としてのピン 57とを備え

る。保持部55は、一端が有底になった底部58を有する円筒形状の筒体59からなり、

筒体59の内径は、カプセル型内視鏡3の胴部箇体の外径と略同一に構成され、底

部58は、カプセル型内視鏡3の先端カバー箇体の外形と略同一に構成されている。

これにより、カプセル型内視鏡3は、図27に示すよぅに、保持部55の筒体59内に保

持可能に収容されて、留置装置5とともに体腔内導入装置留置システムを構成する。

００9 1 結合部56は、保持部55の底部58の外側に突出して設けられた舌片形状の突出

部材6０で構成されており、この突出部材 (掛け止め部) 6０には、表と裏に貫通する

円形の穴部6 が設けられている。したがって、図 2と同様に、結合部56の穴部6

にクリップ7を通して、体腔内の組織にクリッヒングすることでカプセル型内視鏡3が体



腔内に長時間留置される。

００92 ヒン 57は、筒体59の内周面から垂直に突出して設けられており、カプセル型内

視鏡3が保持部55の筒体59内に保持可能に収容された場合に、カプセル型内視鏡

3の穴部 29と係合して、ボタンスイ、ソチ 28を図27中、下方に押下して上記ボタン

スイ、ソチ28をオン状態にする。

００93 次に、カプセル型内視鏡3の回路構成を、図28を用いて説明する。なお、この実施

例7において実施例 と異なる点は、ボタンス不ソチ 28は、電池24およびシステムコ

ントロール回路 27と接続されており、システムコントロール回路 27は、ボタンスイ、ソチ

28のオン オフ状態を、たとえば入カする電圧の変ィビで参照してカプセル型内視鏡

3の動作モードを認識している。すなわち、ボタンスイ、ソチ 28がオフ状態と認識した

場合には、システムコントロール回路 27は、カプセル型内視鏡3が通常モード(第一

の動作モード)の場合と判断して、 ・5秒ごとにイメージセンサ ０で体腔内の撮像を

行って、全画像データをR 送信装置 8から送信するように、イメージセンサ ０や

送信装置 8の動作制御を行う。また、ボタンスイ、ソチ 28がオフ状態と認識した場

合には、システムコントロール回路 27は、カプセル型内視鏡3が留置モード(第二の

動作モード)の場合と判断して、たとえば5分に 回、イメージセンサ ０で体腔内の撮

像を行って、全画像データを 送信装置 8から送信するように、イメージセンサ ０

や 送信装置 8の動作制御を〒う点である。

００94 このように、この実施例7では、カプセル型内視鏡が留置装置に保持されると、ピン

がボタンスイ、ソチを押下し、このボタンスイ、ソチのオン状態をシステムコントロール回路

が認識して、撮像および送信のフレームレートを ・5秒ごとの通常モードから、5分に

回の留置モードに変更するので、カプセル型内視鏡内の電力消費が削減され、こ

れによってカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。このため、こ

の実施例7では、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要な画像データの削減

およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

００95 また、この実施例7では、ボタンスイ、ソチの押下で、カプセル型内視鏡の制御状態 (

レート を変化させることができるので、システムの汎用性を向上することができる。

００96 図29は、実施例7の変形例 にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させ



た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図3０は

、同じく、変形例にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体腔

内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。この変形例では、電極間

の電位の変化を計測して通常モードと、留置モードの切り替えを〒ぅものである。すな

わち、この変形例 では、カプセル型内視鏡3の電池24の一極と十極に接続される

電極 4０ 4 がカプセル型箇体 6の表面の所定位置に配設されている。また、こ

の電極 4０ 4 間の電位を計測する電位検知手段としての電位計 42が無線基

板23上に搭載されている。この電位計 42が測定した電位はシステムコントロール回

路 27によって認識される。

００97 また、留置装置5側では、保持部55の筒体59の内周面に、2つの電極 62 6 3

が配設されており、この電極 62 6 3同士は、電位手段としての所定抵抗値の抵抗

64を介して接続されている。そして、カプセル型内視鏡3が保持部55の筒体59内

に保持可能に収容された場合に、カプセル型内視鏡3の電極 4０ 4 が、留置装

置5の電極 62 6 3にそれぞれ接続されることとなり、電位計 42で測定される電

位が変ィビすることとなる。システムコントロール回路 27は、この電位の変ィビを認識して

、撮像および送信のフレームレートを ・5秒ごとの通常モードから、5分に 回の留置

モードに切り替える。

００98 このよぅに、この変形例 では、カプセル型内視鏡が留置装置に保持されると、電位

計が測定する電位が変化し、この変ィビをシステムコントロール回路が認識して、撮像

および送信のフレームレートを ・5秒ごとの通常モードから、5分に 回の留置モード

に変更するので、実施例 と同様に、カプセル型内視鏡内の電力消費が削減され、

これによってカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。

００99 図3 は、実施例7の変形例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを分離させ

た状態での体腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図であり、図32は

、同じく、変形例2にかかるカプセル型内視鏡と留置装置とを結合させた状態での体

腔内導入装置留置システムの内部構成を示す断面図である。この変形例2では、実

施例 の機械式ス不ソチ 28の代わりに、磁気手段としての永久磁石を用いて通常モ

ードと、留置モードの切り替えを〒ぅものである。すなわち、この変形例2では、留置



装置5側で保持部55の筒体59内に永久磁石 65を配設する。この永久磁石 65は

、カプセル型内視鏡3が保持部55の筒体5 9内に保持可能に収容された場合に、磁

気検出手段としてのリードスイ、ソチ 4をオン オフ制御できる位置に配設されている

０1００ このリードスイソチ 4は、所定の磁場を形成することが可能な永久磁石 65が近づ
くと、オン状態になり、永久磁石 65を離すと、オフ状態になる。そこで、この変形例

において通常モードでは、永久磁石 65をリードスイソチ 4に近づけて、次に離して

使用する。すなわち、リードスイ、ソチ 4がオフ、オン、オフと動作した場合、システムコ

ントロール回路 27は、通常モードと判断する。そして、 ・5秒ごとのフレームレートで

イメージセンサ ０と 送信装置 8を動作制御する。また、留置モードでは、カプセ

ル型内視鏡3が保持部55の筒体59内に保持可能に収容されて、永久磁石 65が

近づいて、その状態が一定時間保持されて使用する。すなわち、リードスイ、ソチ 4が

オフから一定時間オン状態に動作した場合、システムコントロール回路 27は、留置モ

ードと判断する。そして、撮像および送信のフレームレートを5分に 回の留置モード

に切り替えて、イメージセンサ ０と 送信装置 8を動作制御する。

０1０1 このように、この変形例2では、永久磁石をリードスイ、ソチに近づけたり離したりする

ことで、リードスイ、ソチをオン オフ状態を変ィビし、この変ィビをシステムコントロール回

路が認識して、撮像および送信のフレームレートを ・5秒ごとの通常モードから、5分

に 回の留置モードに切り替えるので、実施例 と同様に、カプセル型内視鏡内の電

力消費が削減され、これによってカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させること

ができる。このため、この実施例では、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要

な画像データの削減およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

０1０2 また、この変形例2では、カプセル型内視鏡の構成を追加する必要がなく、留置装

置に永久磁石を設けるだけで、通常モードの動作と留置モードの動作を切り替えるこ

とができ、従来のカプセル型内視鏡の操ィモ，注を向上させることができる。

０1０3 なお、リードスイ、ソチの構成としては、たとえば磁場が加わると、接点同士が接触し

てオフ状態となり、磁場が加わらなくなると、接点同士が離れてオン状態になるものも

ある。このような構成の場合には、初期状態の時に留置装置の永久磁石をリードスイ



、ソチに近づけて磁場を加えてオフ状態にしてぉき、必要な時に永久磁石をリードスイ

、ソチから離して磁場が加わらないように動作させることでオン状態にすれば、上記変

形例と同様に、カプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる。また、リー

ドスイ、ソチは、所定のパターンによってオン オフ動作を〒うものもあり、この場合もそ

のパターンにあわせて永久磁石を動作すれば、変形例 と同様の作用効果を奏する

ことができる。

０1０4 また、この他の変形例3としては、たとえば機械式スイ、ソチの代わりに、カプセル型

内視鏡3に圧力検知手段としての圧カセンサを配設して、カプセル型内視鏡3が圧

力手段としての保持部55の筒体59内に保持可能に収容された時に、カプセル型箇

体に加わる圧力をシステムコントロール回路が認識するように構成しても、実施例比
同様の効果を奏することができる。

００5 さらに、この他の変形例4としては、たとえば機械式スイッチの代わりに、カプセル型

箇体に磁気検出手段としての磁気センサを配設して、留意装置には、磁気手段とし

ての永久磁石を配設することで、カプセル型内視鏡3が保持部55の筒体59内に保

持可能に収容された時に、磁気センサがこの永久磁石からの磁気を検出し、この検

出された磁気おンステムコントロール回路が認識するように構成しても、実施例 と同

様の効果を奏することができる。

０1０6 なぉ、この実施例7では、留置モード時のフレームレートを5分に 回としたが、本発

明はこれに限らず、たとえばイメージセンサによる撮影は ・5秒ごとに行う撮像レート

で、 送信装置によるデータの送信は5分に 回ごとに行う送信レートに設定するこ

とも可能である。この場合には、実施例 と同様の効果を奏するとともに、 がO・5

秒間隔で点灯するので、カプセルの飲み込み前にカプセル型内視鏡が動作してい
ることを容易に確認することができる。

０1０7 また、この変形例5として、留置モードの場合には、撮像は行わずに の点灯の

みを ・5秒間隔で行い、撮像ぉよびデータ送信は5分間隔で行うように設定すること

も可能である。この場合にも、実施例 と同様の効果を奏するとともに、 がO・5秒

間隔で点灯するので、カプセルの飲み込み前にカプセル型内視鏡が動作しているこ

とを容易に確認することができる。



０1０8 さらに、この変形例7として、留置モードの場合には、撮像は行わずに 送信装置

からたとえば ・5秒間隔でビーコンのみを送信し、そのビーコンを体外の受信装置で

受信して確認し、撮像は5分間隔で行ってデータ送信を行ぅよぅに設定することも可

能である。この場合には、データ送信を伴わない、ビーコンの送受信だけで受信装置

がカプセル型内視鏡の動作を容易に確認した上で、留置作業を行ぅことができる。

０1０9 さらにまた、この変形例7として、カプセル型内視鏡3および体外装置 (受信装置2)

が、第 および第2の送信手段と第 および第2の受信手段としての送受信可能な無

線装置を備える構成とし、体外装置からカプセル型内視鏡に撮像の要求があった時

にのみ、イメージセンサが撮像を 、竹 、無線装置から体外ヘデータを送信するよぅに

設定することも可能である。この場合には、操作者が画像を確認したい時にのみ、体

腔内の被処置部を撮像することができる。また、撮像の要求があるまでは、無線装置

の受信機能以外の回路を電源オフ状態にして待機するよぅに設定することができる

ので、電源 (電池 ) の節約を図ることができる。この変形例6では、カプセル型内視鏡

3と留置装置5の他に受信装置2が体腔内導入装置留置システムの構成要素となる。

０11０ なお、この実施例7では、画像の撮像や送信のレートを変更させて体腔内の情報を

取得するタイミングを制御したが、上記レートは変更させることなく、システムコントロ

ール回路がイメージセンサや 送信装置に電力を供給するタイミングを制御して、イ

メージセンサや 送信装置をオンとオフの時間間隔を変ィヒさせることでも、画像の

撮像や送信の間隔を変ィビさせて、体腔内の情報を取得するタイミングを制御するタイ

ミングを制御することもできる。

実施例 8

０111 図3 3は、図 に示した実施例8にかかるカプセル型内視鏡の回路構成を示すブロ

、ソク図である。なお、このカプセル型内視鏡の内部構成は、図3 に示した構成と同様

であるので、説明は省略する。図3 3において、実施例7と異なる点は、ヒノ 5 7によ

るボタンス不ソチ 28の押下のよぅに、外部からの状態制御要求の入力を直接的に受

けることなく、白装置の取得した情報から間接的に通常モードと留置モードを判断す

るカプセル型内視鏡3を提供するものである。すなわち、このカプセル型内視鏡3は、

情報取得手段としてのイメージセンサ ０を構成する およびCC を備え、信



号処理・制御部22として、 の駆動状態を制御する 駆動回路 25と、 C

2の駆動状態を制御するCC 駆動回路 26と、 駆動回路 25 CC 駆動回

路 26および通信手段としての 送信装置 8の動作を制御するシステムコントロー

ル回路 2 7とを備え、無線部 7として、 送信装置 8と、アンテナ 9とを備え、 C

2で撮像した画像を明るさ検知手段としての画像処理機能を有する 送信装置

8 に取り込んで、画像の明るさを検知し、この検知した画像の明るさに基づいて、制

御手段としてのシステムコントロール回路 27が動作モードを判断する点である。

０112 通常、カプセル型内視鏡では、画像の撮像を〒う場合、 2の発光と同時にイ

メージセンサ ０を動作させ無線部 7から外部に送信する。この実施例では、システ

ムコントロール回路 27は、イメージセンサ ０による撮像の間に を発光させずに、

データ取得を〒うように、このイメージセンサ ０を動作制御する。この動作制御は、電

源投入後、たとえば2分後から 5分後など一定時間のみで行う。

０113 この一定時間内に撮像された画像が一定の明るさ (閾値) よりも、明るかった場合に

は、システムコントロール回路 27は、たとえば被検体 内で内視鏡による作業が行わ

れているものと判断して、カプセル型内視鏡3の撮像および送信のフレームレートを

・5秒ごとの通常モードから、5分に 回の留置モードに切り替える。また、この一定時

間内に撮像された画像が一定の明るさよりも、暗かった場合には、システムコントロー

ル回路 2 7は、通常の観察が行われているものと判断して、カプセル型内視鏡3の撮

像および送信のフレームレートを ・5ごとの通常モードに切り替える。なお、体腔内

の明るさを確認するセンサは、イメージセンサ ０を用いてもよいが、別に明るさを検

出するセンサを配置してもよい。

０114 このように、この実施例8では、画像の撮像を〒ライメージセンサを用いて取り込ん

だ画像の明るさが一定の明るさよりも明るい場合には、動作モードを通常モードから

留置モードに切り替えるので、実施例7と同様に、カプセル型内視鏡内の電力消費

が削減され、これによってカプセル型内視鏡の電池の消耗を低減させることができる

。このため、この実施例では、撮影時間間隔を長くすることができて、不必要な画像

データの削減およびカプセル型内視鏡の長時間駆動が可能となる。

０115 また、実施例8の変形例 としては、たとえばカプセル型内視鏡3の電源投入後、一



定時間までの間に特定の画像パターンを撮像させ、この画像パターンをカプセル型

内視鏡に内蔵した画像パターン検知手段としてのパターン認識回路で認識させてモ

ード変更要求をシステムコントロール回路 2 7 に出カすることで、通常モードから留置

モードへの切り替えを行ぅ。

０1 1 6 このよぅに、この変形例 では、モード切り替え用の画像パターンをカプセル型内視

鏡で撮像して、パターン認識を行ぅことで、動作モードの切り替えを行ぅので、実施例

8 と同様の作用効果を得ることができる。

０1 1 7 また、その他の変形例2 としては、たとえば特開2００5 号公報の構成を利

用して、外部のりモート操作部 (磁気パターン発生手段としてのパターン発生回路と

電磁石) に2 つ以上の電源オンの磁気パターンとしての発生パターンを準備する。カ

プセル型内視鏡では、磁気検知手段としての磁気センサがこの2 つの発生パターン

を検知し、この発生パターンに対応して通常モードでの電源オン、留置モードでの電

源オンが可能なよぅに、2 つの動作モードを設定する。システムコントロール回路は、

この発生パターンの取得により、システムコントロール回路が動作モードを通常モード

または留置モードに切り替え制御する。

０1 1 8 このよぅに、この変形例2 では、2 つの動作用の発生パターンを設定し、留置用の発

生パターンに対応してシステムコントロール回路が動作モードを留置モードに切り替

えるので、実施例8 と同様の作用効果を奏することができる。

０1 1 9 また、この実施例8 では、外部から留置装置に電力を供給することで、カプセル型

内視鏡の動作制御を外部から行ぅことができ、汎用性の向上を図ることができる。また

、この実施例8 では、必要に応じてカプセル型内視鏡を動作させるので、留置する目

的に適合したカプセル型内視鏡の動作を留置装置からの制御で実現できる。

０1 2０ なお、これら実施例 ～8 では、情報取得手段としてイメージセンサの場合を一例に

説明したが、本発明はこれに限らず、この情報取得手段として体腔内の を測定す

る センサ、体腔内の温度を測定する温度センサ、体腔内の圧力を測定する圧カ

センサ、体腔内の特定のたんぱく質を検出する酵素センサ、体腔内の血液を検出す

る血液センサなども、イメージセンサと同様に動作制御することができる。

産業上の利用可能性



０121 以上のよぅに、本発明にかかる体腔内導入装置用留置装置および体腔内導入装

置留置システムは、カプセル型内視鏡のよぅに人体の内部に導入されて、被検部位

を観察する医療用観察装置に有用であり、特に、カプセル型内視鏡の電池の消耗を

低減させるのに適している。

０122 (付記

上述の説明によれば、以下の付記に挙げる各項およびこれらの項を任意に組み合

わせた発明が得られる。

０123 (付記項 ) 体腔内情報を取得する情報取得手段と、

前記取得手段で取得された情報を外部装置に送信する送信手段と、

白装置の制御状態を変化させる状態制御要求の入力を受ける要求人力手段と、

前記要求人力手段による前記状態制御要求の入力に基づいて、前記取得手段お

よび前記送信手段の少なくとも一方の手段の動作状態を制御する制御手段と、

を備えることを特徴とする体腔内導入装置。

０124 (付記項2) 前記要求人力手段が、白装置の外装部表面に配置されることを特徴と

する付記項 に記載の体腔内導入装置。

０125 (付記項3) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての押下が可

能なス不ソチ手段からなることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内導入装

置。

０126 (付記項4) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての圧力変ィビ

を検知する圧力検知手段からなることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内

導入装置。

０127 (付記項5) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての磁気変ィビ

を検出する磁気検出手段からなることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内

導入装置。

０128 (付記項6) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての電位変ィビ

を検知する電位検知手段からなることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内

導入装置。

０129 (付記項7) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての無線信号



を受信可能な受信手段からなることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内導

入装置。

０13０ (付記項8) 前記要求人力手段は、前記情報取得手段が所定時間内に取得した前

記状態制御要求としての前記体腔内情報の明るさを検知する明るさ検知手段からな

ることを特徴とする付記項 または2に記載の体腔内導入装置。

０131 (付記項9) 前記要求人力手段は、前記情報取得手段が取得した前記状態制御要

求としての特定の画像パターンを検知する画像パターン検知手段からなることを特徴

とする付記項 または2に記載の体腔内導入装置。

０132 (付記項 ０) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての磁気発

生パターンを検知する磁気発生パターン検知手段からなることを特徴とする付記項

または2に記載の体腔内導入装置。

０133 (付記項 ) 前記情報取得手段は、

前記体腔内を照明する照明手段と、

前記照明手段で照明された前記体腔内を撮像する撮像手段と、

前記体腔内の画像を前記撮像手段に結像させる光学手段と、

を備えるイメージセンサからなることを特徴とする付記項 に記載の体腔内導入装

置。

０134 (付記項 2) 前記情報取得手段は、

前記体腔内の を測定する センサからなることを特徴とする付記項 に記載の

体腔内導入装置。

０135 (付記項 3) 前記情報取得手段は、

前記体腔内の温度を測定する温度センサからなることを特徴とする付記項 に記載

の体腔内導入装置。

０136 (付記項 4) 前記情報取得手段は、

前記体腔内の圧力を測定する圧カセンサからなることを特徴とする付記項 に記載

の体腔内導入装置。

０137 (付記項 5 前記情報取得手段は、

前記体腔内の特定のたんぱく質を検出する酵素センサからなることを特徴とする付



記項 に記載の体腔内導入装置。

０138 (付記項 6) 前記情報取得手段は、

前記体腔内の血液を検出する血液センサからなることを特徴とする付記項 に記載

の体腔内導入装置。

０139 (付記項 7) 前記体腔内導入装置は、

カプセル型内視鏡からなることを特徴とする付記項 に記載の体腔内導入装置。

０14０ (付記項 8) 生体内情報取得装置本体と、

この生体内情報取得装置本体に設けられ当該生体内情報取得装置本体外から動

作モード切替要求を受けることが可能な動作モード切替要求ス不ソチと、

この動作モード切替要求ス不ソチが切替要求を受けたとき、前記生体内情報取得

装置本体における動作状態を、切替要求を受ける前の第一の動作モードから、当該

第一の動作モードとは異なる動作状態である第二の動作モードヘ変更する制御部と

を備えることを特徴とする生体内情報取得装置。

０14 1 (付記項 9 ) 複数の動作モードを有し、動作モード切替要求ス不ソチと、この動作モ

ード切替要求ス不ソチが切替要求を受けたとき、生体内情報取得装置本体における

動作状態を、切替要求を受ける前の第一の動作モードから、当該第一の動作モード

とは異なる動作状態である第二の動作モードヘ変更する制御部とを備える生体内情

報取得装置本体と、

この生体内情報取得装置本体を取り付けることができる取付部と、この取付部に前

記生体内情報取得装置本体を取り付けると前記動作モード切替要求ス不ソチに動作

モード切替要求を出す動作モード切替要求手段と、生体内に掛け止めることができ

る掛け止め部とを具備する留置装置と、

から構成されていることを特徴とする生体内情報取得装置留置システム。

０142 (付記項2０) 生体内情報取得装置本体を取り付けるための取付部と、

この取付部に取り付けた前記生体内情報取得装置本体に動作モード切替要求を

出すための動作モード切替要求手段と、

生体内に掛け止めることができる掛け止め部と、



を具備することを特徴とする生体内情報取得装置用留置装置。

０143 (付記項2 ) 体腔内情報を取得する情報取得手段と、前記取得手段で取得された

情報を外部装置に送信する送信手段と、白装置の制御状態を変ィビさせる状態制御

要求の入力を受ける要求人力手段と、前記要求人力手段による前記状態制御要求

の入力に基づいて、前記取得手段および前記送信手段の少なくとも一方の手段の

動作状態を制御する制御手段とを有する体腔内導入装置と、

体腔内の情報を取得する体腔内導入装置を保持する保持手段と、前記体腔内組

織に固定するための体腔内組織結合手段とを有する体腔内導入装置用留置装置と

を備えることを特徴とする体腔内導入装置留置システム。

０144 (付記項22) 前記体腔内導入装置用留置装置は、

前記状態制御要求を出カする要求出力手段を

さらに備えることを特徴とする付記項2 に記載の体腔内導入装置留置システム。

０145 (付記項23) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての押下が

可能なス不ソチ手段からなり、

前記要求出力手段は、前記保持手段が前記体腔内導入装置を保持した場合、前

記ス不ソチ手段を押下する押下手段からなることを特徴とする付記項2 に記載の体

腔内導入装置留置システム。

０146 (付記項24) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての圧力変

ィビを検知する圧力検知手段からなり、

前記要求出力手段は、前記保持手段が前記体腔内導入装置を保持した場合、前

記体腔内導入装置の外表面に圧力を加える圧力手段からなることを特徴とする付記

項2 に記載の体腔内導入装置留置システム。

０147 (付記項25) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての磁気変

ィビを検出する磁気検出手段からなり、

前記要求出力手段は、前記保持手段が前記体腔内導入装置を保持した場合、前

記体腔内導入装置に磁気を加える磁気手段からなることを特徴とする付記項2 に記

載の体腔内導入装置留置システム。



０148 (付記項26) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての電位変

ィビを検知する電位検知手段からなり、

前記要求出力手段は、前記保持手段が前記体腔内導入装置を保持した場合、前

記体腔内導入装置に所定の電位を加える電位手段からなることを特徴とする付記項

2 に記載の体腔内導入装置留置システム。

０149 (付記項27) 前記要求人力手段は、外部からの前記状態制御要求としての磁気パ

ターンを検知する磁気パターン検知手段からなり、

前記要求出力手段は、前記保持手段が前記体腔内導入装置を保持した場合、前

記体腔内導入装置に所定の前記磁気パターンを出カする磁気パターン発生手段か

らなることを特徴とする付記項2 に記載の体腔内導入装置留置システム。

０15０ (付記項28) 体腔内情報を取得する情報取得手段と、前記取得手段で取得された

情報を外部装置に送信する第 の送信手段と、白装置の制御状態を変ィビさせる状態

制御要求の入力を受ける要求人力手段としての第 の受信手段と、前記第 の受信

手段による前記状態制御要求の入力に基づいて、前記取得手段および前記送信手

段の少なくとも一方の手段の動作状態を制御する制御手段とを有する体腔内導入装

体腔内の情報を取得する体腔内導入装置を保持する保持手段と、前記体腔内組

織に固定するための体腔内組織結合手段とを有する体腔内導入装置用留置装置と

前記送信手段から送信された情報を受信する第2の受信手段と、前記受信手段で

受信された情報に基づいて、前記状態制御要求としての無線信号を送信する第2の

送信手段とを有する外部装置と、

を備えることを特徴とする体腔内導入装置留置システム。



請求の範囲

体腔内の情報を取得する体腔内導入装置を保持する保持手段と、

前記体腔内組織に固定するための体腔内組織結合手段と、

前記体腔内導入装置の電源消費動作を制御する体腔内導入装置制御手段と、

を備えることを特徴とする体腔内導入装置用留置装置。

2 前記体腔内導入装置制御手段は、前記体腔内導入装置の電源ス不ソチを制御す

ることを特徴とする請求項 に記載の体腔内導入装置用留置装置。

3 前記体腔内導入装置制御手段は、外部装置からの入力をぅける第 のインターフェ
ースを有し、前記第 のインターフェースへの入力で、前記体腔内導入装置の制御

状態を変ィビさせることを特徴とする請求項 に記載の体腔内導入装置用留置装置。

4 前記体腔内導入装置制御手段は、前記体腔内導入装置の動作を制御するための

信号を前記体腔内導入装置へ伝送する第2のインターフェースを有することを特徴と

する請求項 に記載の体腔内導入装置用留置装置。

5 体腔内導入装置を装着するため保持手段を備えた留置装置本体と、

前記留置装置本体を生体内に取り付けるための取付部と、

前記保持手段に装着した体腔内導入装置に対して動作開始命令および動作停止

命令を出すことができる体腔内導入装置制御手段と、

を備えることを特徴とする体腔内導入装置用留置装置。

6 前記体腔内導入装置制御手段が、無線信号を受けて、前記動作開始命令および

動作停止命令を出すものであることを特徴とする請求項5に記載の体腔内導入装置

用留置装置。

7 前記体腔内導入装置制御手段が、所定の時間間隔で、前記動作開始命令および

動作停止命令を繰り返し出カするものであることを特徴とする請求項5または6に記

載の体腔内導入装置用留置装置。

8 体腔内の情報を取得する情報取得手段と、

前記情報取得手段で取得した情報を外部装置に伝送する伝送手段と、

前記情報取得手段と前記 送手段とを制御する内部制御手段と、

前記各手段に電源を供給する電源供給手段と、



前記電源供給手段から前記各手段への電源供給を制御する電源ス不ソチと、

を有する体腔内導入装置と、

前記体腔内導入装置を保持する保持手段と、

前記体腔内の組織に固定するための体腔内組織結合手段と、

前記体腔内導入装置の電源消費動作を制御する体腔内導入装置制御手段と

を有する体腔内導入装置用留置装置と、

を備えることを特徴とする体腔内導入装置留置システム。
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