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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　５０５～５１０ｎｍの波長範囲に第１ピーク波長と、６３０～６８０ｎｍの波長範囲に
第２ピーク波長と、を有する照明光を出射する発光部を有する照明器具を備え、
　前記第２ピーク波長の発光レベルが、前記第１ピーク波長の発光レベルよりも高く、
　前記第２ピーク波長の半値幅は、５０ｎｍ以下であり、
　３８０～７８０ｎｍの波長範囲における照明光の放射エネルギーに対する、５０５～５
１０ｎｍの波長範囲及び６３０～６８０ｎｍの波長範囲における照明光の放射エネルギー
の総和の割合が８０％以上であり、
　前記発光部から出射された照明光を拡散して放射する拡散板を更に備えることを特徴と
する医療器具。
【請求項２】
　前記第１ピーク波長の半値幅は、５０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載
の医療器具。
【請求項３】
　前記第１ピーク波長を有する照明光及び前記第２ピーク波長を有する照明光の少なくと
も一方は、単波長固体発光素子によって出射されることを特徴とする請求項１又は請求項
２に記載の医療器具。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の肌と静脈との弁別性を向上させる照明器具及びそれを用いた医療器具
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、病院等の医療施設では、例えば、手術中に動脈と静脈とを判別し易い色差が
得られるようにするため、生体組織のコントラストが高くなるようなスペクトル成分の光
を出射する照明装置が用いられている。
【０００３】
　近年では、この種の医療用の照明装置として、高効率で低消費電力の発光が可能であり
、長寿命で信頼性が高い発光ダイオード（以下、ＬＥＤ）を光源に用いられている（例え
ば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の照明装置は、白色光を出力可能な光源と、緑
色光成分の光量を独立して調整可能な光量調整手段と、を備え、可視光成分である波長３
８０～７８０ｎｍにおける光出力を低くすることで、生体組織のコントラストを高くする
ことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４４５２６０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、診療所等を含む一般的な医療施設の診察室や病室では、静脈注射といった比
較的簡易な医療行為の頻度が多く、そのような医療設備では、患者の肌と静脈との弁別性
の高い照明器具が好適に用いられる。しかしながら、上記特許文献１に記載の照明装置は
、手術室用照明として用いられるものであり、静脈や動脈血の弁別性は高いが、必ずしも
肌と静脈の弁別性が高いものではない。また、上記照明装置は、静脈、動脈血、肝臓、肺
等の複数の生体組織の弁別性を向上させるために、黒体輻射光、白色ＬＥＤ、２波長ＬＥ
Ｄ、第２の２波長ＬＥＤ等といった複数の光源を備えた大掛かりな装置であり、一般的な
診察室や病室用の照明には適さない。
【０００６】
　本発明は、上記課題を解決するものであり、患者の肌と静脈との弁別性を向上させるこ
とができる簡易な照明器具及びそれを用いた医療器具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】
【０００７】
　上記課題を解決するため、本発明の医療器具は、５０５～５１０ｎｍの波長範囲に第１
ピーク波長と、６３０～６８０ｎｍの波長範囲に第２ピーク波長と、を有する照明光を出
射する発光部を有する照明器具を備え、前記第２ピーク波長の発光レベルが、前記第１ピ
ーク波長の発光レベルよりも高く、前記第２ピーク波長の半値幅は、５０ｎｍ以下であり
、３８０～７８０ｎｍの波長範囲における照明光の放射エネルギーに対する、５０５～５
１０ｎｍの波長範囲及び６３０～６８０ｎｍの波長範囲における照明光の放射エネルギー
の総和の割合が８０％以上であり、前記発光部から出射された照明光を拡散して放射する
拡散板を更に備えることを特徴とする。
 
【００１０】
　上記医療器具において、前記第１ピーク波長の少なくとも一方の半値幅は、５０ｎｍ以
下であることが好ましい。
【００１３】
　上記医療器具において、前記第１ピーク波長を有する照明光及び前記第２ピーク波長を
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有する照明光の少なくとも一方は、単波長固体発光素子によって出射されることが好まし
い。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、６００～７８０ｎｍの波長範囲では、静脈上の肌とその周囲の肌との
分光反射率の差分が高いので、６１０～６８０ｎｍの波長範囲の第２ピーク波長の発光レ
ベルを、４９５～５１０ｎｍの波長範囲の第１ピーク波長の発光レベルよりも高くするこ
とで、患者の肌と静脈との弁別性を簡易に向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る照明器具及びこれを用いた医療器具の側面図。
【図２】上記照明器具の側断面図。
【図３】同照明器具のブロック構成図。
【図４】同照明器具から出射される照明光の分光スペクトルの一例を示す図。
【図５】（ａ）同照明器具の第１発光部の側断面構成図、（ｂ）同照明器具の第２発光部
の側断面構成図。
【図６】上記照明器具の発光部の別の構成例を示す側断面構成図。
【図７】実施例、比較例１及び比較例２の照明器具から出射される照明光の分光スペクト
ルを示す図。
【図８】（ａ）は一般的な照明器具を用いたときの肌と静脈の見え具合を示すイメージ図
、（ｂ）は上記実施例の照明器具を用いたときの肌と静脈の見え具合を示すイメージ図。
【図９】上記照明器具が出射する照明光の２つのピーク波長の組み合わせパターンを説明
する図。
【図１０】上記照明器具が出射する照明光の波長範囲の放射エネルギーの割合と、色差と
の関係を示す図。
【図１１】上記照明器具が出射する照明光の好ましい色温度帯を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態に係る照明器具及びこれを用いた医療器具について、図１乃至図１
１を参照して説明する。図１に示すように、本実施形態の照明器具１は、キャスタ１１を
有するナースカート１２に可動アーム１３を介して設置されて、医療用器具１４に組み込
まれる。この医療用器具１４は、例えば、静脈注射が施術される患者がいるベッドに横付
けされ、看護師等の医療従事者が可動アーム１３を適宜の位置及び角度に移動させること
で、患者の腕に照明器具１からの光を照射する。
【００１９】
　図２に示すように、照明器具１は、２種の発光部２ａ，２ｂ（総称して発光部２という
）と、発光部２を搭載する基板３と、発光部２に給電する電源回路４と、基板３を保持し
且つ電源回路４を収容する器具本体５と、を備える。また、照明器具１は、発光部２から
出射された照明光の配光を制御する反射板６と、反射板６を収容し且つ基板３と対向する
位置に開口を有する筐体７と、筐体７の開口に設けられて発光部２ａ，２ｂから出射され
た照明光を拡散して放射する拡散板８と、を備える。なお、器具本体５には、発光部２の
発光により生じた熱を放熱するための放熱板（不図示）が設けられる。
【００２０】
　発光部２ａ，２ｂは、図例では、サーフェイスマウントデバイス（ＳＭＤ）方式により
基板３に実装された構成を示すが、チップオンボード（ＣＯＢ）方式で実装されていても
よい。なお、ＣＯＢ方式では、上記拡散板８に換えて、封止樹脂に蛍光体又は拡散剤を添
加することで、各発光部２ａ，２ｂの発光による粒々感や、色ムラを抑制することができ
る。
【００２１】
　反射板６は、反射性を有する椀型の板材が、基板３の周囲を覆うように配置されたもの
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である。反射板６は、例えば、上記形状に形成された樹脂構造体に、高反射性の白色塗料
を塗装して作製された光拡散反射板が好適に用いられる。なお、単に筐体７の内側面に上
記処理が施されたものであってもよい。筐体７は、反射板６を収容できればよく、反射板
６よりも僅かに大きな椀形状又は筒状の構造体であり、アルミ等の金属材料又は耐熱性樹
脂等により形成される。拡散板８は、アクリル樹脂等の透光性樹脂に酸化チタン等の拡散
粒子を添加した乳白色材料を、筐体７の開口の内寸形状と略同形状に形成加工した板状部
材である。なお、拡散板８は、透明なガラス板又は樹脂板の表面又は裏面に、サンドブラ
スト処理を施して粗面としたもの、又はシボ加工を施したもの等であってもよい。この拡
散板８を用いることにより、各発光部２ａ，２ｂから出射された照明光が混色され、色ム
ラやグレアの少ない自然な照明光を得ることができる。
【００２２】
　図３に示すように、各発光部２ａ，２ｂは、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ２０ａ，２
０ｂ）から構成されており、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂは、夫々複数個がパッケージとして基
板３に実装される。なお、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂの個数は図例の個数に限られず、また、
例えば、ＬＥＤ２０ａの個数が、ＬＥＤ２０ｂの個数よりも少なくてもよい。基板３には
、同種のＬＥＤ２０ａ，２０ｂが１つのパッケージとして直列に接続されるように、配線
回路（図例では配線回路３１ａ，３１ｂ）が形成されている。また、基板３の配線回路３
１ａ，３１ｂの電極端子が、配線４１ａ，４１ｂを介して電源回路４の出力端子ａ，ｂに
夫々接続されている。
【００２３】
　基板３は、汎用の発光モジュール用の基板であり、例えば、酸化アルミニウム（Ａｌ２

Ｏ３）や窒化アルミニウム（ＡｌＮ）等の電気絶縁性を有する金属酸化物（セラミックス
を含む）、金属窒化物、又は金属、樹脂、ガラス繊維等の材料から構成される。基板３に
形成された配線回路３１は、絶縁材料によって被覆され、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂの各正負
電極と接続される箇所及び配線４１ａ，４１ｂと接続される箇所が夫々電極端子として露
出している（不図示）。
【００２４】
　電源回路４は、照明器具１を点灯させる電源ユニット（不図示）として構成されており
、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂのパッケージの種類に応じた複数の出力端子（図例では、出力ａ
，ｂ）を備える。また、電源回路４は、商用電源（不図示）からの給電を受けてこれを所
定の直流電流に変換すると共に、操作部９で設定された発光レベルに相当するｄｕｔｙ信
号に対応するよう各ＬＥＤ２０ａ，２０ｂへの印加電圧を制御する整流変圧回路（不図示
）を有する。
【００２５】
　また、照明器具１は、発光部２の点灯及び発光レベルを制御するための操作部９（図３
参照、図２では不図示）。操作部９は、器具本体５に設けられていてもよいし、器具本体
５とは離れた位置に設けられて、有線又は無線で電源回路に対して所定の調光制御信号を
伝送可能なように構成されていてもよい。操作部９は、発光部２の発光レベルを調整する
ためのボリュームコントローラ９１を有する。ボリュームコントローラ９１は、ユーザに
よる摘みの回転操作によって、照明器具１をオフ状態からオン状態へ切り替え、回転範囲
に応じて発光部２の発光レベルを変化させる。なお、ボリュームコントローラ９１は、照
明器具１の発光レベルが低い間は相対的に低色温度の光を照射し、摘みを更に回転させる
ことによって、発光レベルを高くすると共に、漸次的に低色温度から高色温度の光を照射
するよう構成されていてもよい。
【００２６】
　図４に示すように、発光部２ａ、２ｂの一方（以下、第１発光部２ａという）は、４９
５～５１０ｎｍの波長範囲に第１ピーク波長を有する照明光を出射し、他方（以下、第１
発光部２ａという）は、６１０～６８０ｎｍの波長範囲に第２ピーク波長を有する照明光
を出射する。また、照明器具１は、第２発光部２ｂから出射された照明光の第２ピーク波
長の発光強度が、第１発光部２ａから出射された照明光の第１ピーク波長の発光強度より
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も高くなるように、第１発光部２ａ及び第２発光部２ｂを制御する。第１ピーク波長及び
第２ピーク波長の両方又は一方の半値幅は、５０ｎｍ以下であることが好ましい。
【００２７】
　図５（ａ）に示すように、第１発光部２ａのＬＥＤ２０ａは、断面矩形状の基材２０と
、基材２０上に実装されたＬＥＤチップ２１ａと、ＬＥＤチップ２１ａを取り囲む凹部を
有する枠体２２と、枠体２２に充填される充填材２３と、を備える。充填材２３には、シ
リコン等が用いられる。基材２０の一側面にはカソード電極２４が、他側面にはアノード
電極２５が設けられ、基材２０の下面両端部に形成された外部接続電極２６，２７に夫々
接続される。また、カソード電極２４及びアノード電極２５は、ワイヤ２８によってＬＥ
Ｄチップ２１ａの各電極端子（不図示）に夫々接続される。枠体２２の内周面は、光の導
出方向に開口した円錐面として形成されており、円錐面の表面は光反射機能を有する。
【００２８】
　ＬＥＤチップ２１ａには、４９５～５１０ｎｍの波長範囲、より好ましくは５０５～５
１０ｎｍの波長範囲にピーク波長を有するシアン（青緑）色光を出射する素子が用いられ
る。また、ＬＥＤ２０ａには、適宜に出射光の配光を制御するためのレンズ部材（不図示
）が設けられていてもよい。
【００２９】
　図５（ｂ）に示すように、第２発光部２ｂのＬＥＤ２０ｂは、６１０～６８０ｎｍの波
長範囲、より好ましくは６３０～６８０ｎｍの波長範囲にピーク波長を有する赤色光を出
射するＬＥＤチップ２１ｂが用いられる点を除き、上記ＬＥＤ２０ａと同様の構成である
。
【００３０】
　第１ピーク波長を有する照明光及び第２ピーク波長を有する照明光の少なくとも一方は
、単波長固体発光素子（ＬＥＤチップ）によって出射されることが好ましい。蛍光体を用
いてＬＥＤチップからの出射光を変換した場合、分光スペクトル上、ＬＥＤチップの自発
光に由来するピーク波長が含まれる。そのため、所望のピーク波長の発光強度が十分に得
られず、また、ピーク波長の半値幅も大きくなり易く、第１ピーク波長及び第２ピーク波
長のコントラストが不鮮明になる虞がある。一方、ＬＥＤ２０ａ，２０ｂの両方又は一方
のＬＥＤチップに単波長固体発光素子を用いれば、分光スペクトル上、不要なピーク波長
が少なくなるので、第１ピーク波長及び第２ピーク波長のコントラストを鮮明にすること
ができる。
【００３１】
　なお、上述した発光スペクトルを得られるなら、図６に示すように、発光部２は、ＬＥ
Ｄチップ２１ａが出射光を、６１０～６８０ｎｍの波長範囲にピーク波長を有する赤色光
に変換する蛍光体２９が充填材２３に添加されたＬＥＤ２０’により構成されていてもよ
い。発光部２自体は一種類でよく、拡散板８を要さずに、２つのピーク波長を含む照明光
を混光して放射することができる。
【００３２】
　ここで、本実施形態の照明器具１が、一般的な照明器具と比べて、肌と静脈との弁別性
を向上させることができるかを検証した。ここでは、図７に示す分光スペクトルのように
、本実施形態の照明器具１の照明光（実施例（２ピーク光）、図中の実線）と、一般的な
３波長型蛍光灯を用いた照明器具の照明光（比較例１、図中の点線）と、一般的な屋内用
ＬＥＤ照明器具の照明光（比較例２、図中の一点差線）と、を用いた。比較例１の３波長
型蛍光灯は、Ｒ（赤色）、Ｇ（緑色）Ｂ（青色）波長範囲のピーク波長を含む複数のピー
ク波長の照明光が出射されるように構成される。比較例２の屋内用ＬＥＤ照明器具は、青
色ＬＥＤの出射光をＹＡＧ系黄色蛍光体で波長変換することにより、青色ＬＥＤの自発光
に由来するピーク波長と、黄色波長を中心とする緩やかなピーク波長とを含む照明光が出
射される。
【００３３】
　下記表１は、実施例、比較例１及び比較例２の各照明器具から出射される照明光の光特
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性（色度座標（ｘ，ｙ）、相関色温度Ｔｃｐ［Ｋ］、黒体放射軌跡からの色偏差ｄｕｖ、
演色性（平均演色評価数Ｒａ））を示す。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　また、下記表２に、実施例、比較例１及び比較例２の各照明器具から出射される照明光
によって、静脈上の肌と、その周辺の肌における色差ΔＥと、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系座標を
示す。
【００３６】

【表２】

【００３７】
　実施例は、比較例１，２に比べて、赤色光の発光レベルが高いので、ＣＩＥＬＡＢ色空
間における赤・マゼンタ色と間において赤色寄りの位置を示すａ＊の値が高い。一方、シ
アン色光の発光レベルが赤色光に比べて低いので、黄色と青色の間において黄色寄りの位
置を示すｂ＊の値は低い。
【００３８】
　人間（主に白人及び黄色人種）の肌は、６００～７８０ｎｍの波長範囲では、４７０～
５２５ｎｍの波長範囲に比べて、静脈上の肌とその周囲の肌との分光反射率の差分が高い
値となる。そこで、実施例では、６１０～６８０ｎｍの波長範囲にピーク波長を有する赤
色光の発光レベルを高くすることで、静脈上の肌と、その周辺の肌における色差ΔＥが２
．３５となり、比較例１，２（夫々１．２５、１．２０）に比べて、肌と静脈との弁別性
を大きく向上させることができる。また、単に赤色光を出射する発光部（第２発光部２ｂ
）のみを用いた場合、肌の色が、赤味がかって不自然な色に見える。そこで、シアン色光
を出射する発光部（第１発光部２ａ）を用いることにより、肌と静脈との弁別性を向上さ
せながらも、肌の赤味がかりを抑制し、肌を自然な色に見せることができる。その結果、
図８（ａ）に示すような静脈を、図８（ｂ）に示すように、分別し易くすることができる
。また、実施例では、光源として、上記２ピーク波長を出射できる発光部を用いればよく
、従来の手術室用照明のような大掛かりな装置ではなく、簡易な照明器具に適用すること
ができる。
【００３９】
　図９に示すように、上記照明器具１が出射する照明光の２つのピーク波長、すなわち第
１ピーク波長と、第２ピーク波長とを、如何に組み合わせるかによって、静脈上に肌と、
その周囲の肌との色差ΔＥが変化する。それらの組み合わせのパターンとしては、パター
ンとしては、４９５～５１０ｎｍ×６１０～６８０ｎｍの組み合わせで、色差ΔＥが２．
１８以上となり、５０５～５１０ｎｍ×６３０～６８０ｎｍの組み合わせで、色差ΔＥが
２．６８以上となる。一般に、色差ΔＥは、１．５以上であれば一般の人が感知し得る色
差であり、３．０以上では誰もが著しい色の差を感知することができる。なお、図中の楕
円で囲う領域の組み合わせは、色差ΔＥが２．１８以下であっても、ある程度の弁別性は
あるが、色差向上は乏しい。
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【００４０】
　従って、第１ピーク波長は、４９５～５１０ｎｍの波長範囲に存在することが好ましく
、５０５～５１０ｎｍの波長範囲に存在することが、より好ましい。静脈自体の弁別性を
高めるには、上述したように６１０～６８０ｎｍの波長範囲に第２ピーク波長を有する照
明光の発光レベルを高める必要がある。一方、静脈上の肌と静脈との弁別性を向上させる
には、４９５～５１０ｎｍの波長範囲、好ましくは５０５～５１０ｎｍの波長範囲に存在
する第１ピーク波長を有する照明光も、一定の発光レベルで用いる必要がある。特に、高
い色差ΔＥが得られる第１ピーク波長の波長範囲は、第２ピーク波長の波長範囲に比べて
狭い。そのため、第１ピーク波長を有する照明光を出射する発光部（第１発光部２ａ）は
、そのピーク波長を高精度で調整することができ、且つ第１ピーク波長の半値幅を小さく
（５０ｎｍ以下）することができるＬＥＤ（ＬＥＤ２０ａ）が好適に用いられる。そこで
、第１発光部２ａのＬＥＤチップ２１ａに、ピーク波長が５０５～５１０ｎｍの波長範囲
に存在する単波長固体発光素子を用いることで、所望の発光特性を有する発光部を得るこ
とができる。
【００４１】
　また、第２ピーク波長は、６１０～６８０ｎｍの波長範囲に存在することが好ましく、
６３０～６８０ｎｍの波長範囲に存在することが、より好ましい。
【００４２】
　照明器具１では、第１ピーク波長（４９５～５１０ｎｍ）と、第２ピーク波長（６１０
～６８０ｎｍ）の２つのピーク波長を有する照明光を用いて静脈上の肌とその周囲の肌と
の色差を大きくしており、上記波長範囲以外の波長成分の光は少ないことが望ましい。
【００４３】
　図１０に示すように、可視光を示す３８０～７８０ｎｍの波長範囲における照明光の放
射エネルギーに対する、４９５～５１０ｎｍの波長範囲及び６１０～６８０ｎｍの波長範
囲における照明光の放射エネルギーの総和の割合は、色差ΔＥと強い正の相関関係がある
。具体的には、可視光を示す３８０～７８０ｎｍの波長範囲における照明光の放射エネル
ギーに対する、４９５～５１０ｎｍの波長範囲及び６１０～６８０ｎｍの波長範囲におけ
る照明光の放射エネルギーの総和の割合が６０％以上であることが望ましく、上記割合は
８０％以上であることがより望ましい。つまり、４９５～５１０ｎｍの波長範囲及び６１
０～６８０ｎｍの波長範囲の照明光の発光レベルを高くし、それ以外の波長範囲を低くす
ることで、上記２つのピーク波長のコントラストが大きくなり、色差ΔＥをより大きくす
ることができる。
【００４４】
　６１０～６８０ｎｍの波長範囲に第２ピーク波長の発光レベルが、４９５～５１０ｎｍ
の波長範囲に第１ピーク波長の発光レベルよりも高ければ、それらの発光比率は特に限定
されず、照明器具１から出射される照明光の色温度も限定されない。なお、図１１に示す
ように、ＪＩＳ　Ｚ　９１１２で規格されているＬＥＤの光源色区分のうち、温白色、白
色、昼白色を含む、相関色温度３２５０～５０００Ｋであることが望ましい。また、この
ときの色偏差ｄｕｖは－１０≦ｄｕｖ≦１０の範囲であることが望ましい。
【００４５】
　なお、本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。照明器具１は、上述し
たナースカートに設置された医療用器具１４に限らず、例えば、患者用ベッドの上方の天
井に吊り下げられて電源や医療用ガスを供給するメディカルハンガ（不図示）に組み込ま
れてもよい。また、上述した発光部２以外の波長特性を有する光を出射することができ、
室内灯や読書灯等としても利用できる一般の照明器具に組み込まれていてもよい。
【符号の説明】
【００４６】
　１　　照明器具
　２　　発光部
　２０　　ＬＥＤ
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　２１ａ　　シアン色光を出射するＬＥＤチップ（単発光固体発光素子）
　２１ｂ　　赤色光を出射するＬＥＤチップ（単発光固体発光素子）
　８　　拡散板
　Ｐ１　　第１ピーク波長
　Ｐ２　　第２ピーク波長

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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