
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
体腔内組織からの蛍光を励起するための励起光を発生する光源と、
前記体腔内組織を前記励起光により励起して得られる蛍光のうち少なくとも２つ以上の異
なる色調帯域の蛍光像を撮像する第１の撮像手段と、
前記体腔内組織からの前記励起光の反射により得られる反射光像を撮像する第２の撮像手
段と、
前記反射光像を撮像する第２の撮像手段の感度を調節する感度調節手段と、
前記第１及び第２の撮像手段からの出力画像信号を重ね合わせる画像処理手段と、
を備えたことを特徴とする蛍光観察装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、励起光を生体組織の観察対象部位へ照射して励起光による蛍光像を得る蛍光観
察装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、生体組織の観察対象部位へ励起光を照射し、この励起光によって生体組織から直接
発生する自家蛍光や生体へ注入しておいた薬物の蛍光を２次元画像として検出し、その蛍
光像から生体組織の変性や癌等の疾患状態（例えば、疾患の種類や浸潤範囲）を診断する
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技術が用いられつつあり、この蛍光観察を行うための蛍光観察装置が開発されている。
【０００３】
自家蛍光においては、生体組織に励起光を照射すると、その励起光より長い波長の蛍光が
発生する。生体における蛍光物質としては、例えばコラーゲン，ＮＡＤＨ（ニコチンアミ
ドアデニンヌクレオチド），ＦＭＮ（フラビンモノヌクレオチド），ビリジンヌクレオチ
ド等がある。最近では、このような蛍光を発生する生体内因物質と疾患との相互関係が明
確になりつつあり、これらの蛍光により癌等の診断が可能である。
【０００４】
また、薬物の蛍光においては、生体内へ注入する蛍光物質としては、ＨｐＤ（ヘマトポル
フィリン）， Photofrin ，ＡＬＡ（δ－ amino levulinic acid）等が用いられる。これら
の薬物は癌などへの集積性があり、これを生体内に注入して蛍光を観察することで疾患部
位を診断できる。また、モノクローナル抗体に蛍光物質を付加させ、抗原抗体反応により
病変部に蛍光物質を集積させる方法もある。
【０００５】
励起光としては例えばレーザ光，水銀ランプ，メタルハライドランプ等が用いられ、励起
光を生体組織へ照射することによって観察対象部位の蛍光像を得る。この励起光による生
体組織における微弱な蛍光を検出して２次元の蛍光画像を生成し、観察、診断を行う。
【０００６】
このような蛍光観察装置においては、一般に生体組織より発生する蛍光から特定波長帯域
を抜き出して、演算処理を行い画像化して診断を行っている。例えば特開平６－１２５９
１１号公報には、励起光による蛍光像と通常の白色照明光による外観像とを観察可能な内
視鏡装置において、所定の光強度以上の蛍光を検出した場合に、蛍光像を外観像と共に合
成して表示できるようにしたものが開示されている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
前述した特開平６－１２５９１１号公報に記載の装置のように、従来の構成で得られる観
察画像は、蛍光画像と白色光画像とを相互に表示するため、フリッカーにより見づらい画
像となる。また、蛍光画像のみを表示したものでは、観察画像において器官の構造的な影
の部分と病変部との見分けが付けにくく、診断能を低下させてしまう問題点を有していた
。
【０００８】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、蛍光観察時に、器官の構造が明瞭に確認で
き、また通常観察画像と蛍光観察画像を光源や撮像手段を切換えることなく得ることがで
き、正確な診断を行うことが可能な蛍光観察装置を提供することを目的としている。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明による蛍光観察装置は、体腔内組織からの蛍光を励起するための励起光を発生する
光源と、前記体腔内組織を前記励起光により励起して得られる蛍光のうち少なくとも２つ
以上の異なる色調帯域の蛍光像を撮像する第１の撮像手段と、前記体腔内組織からの前記
励起光の反射により得られる反射光像を撮像する第２の撮像手段と、前記反射光像を撮像
する第２の撮像手段の感度を調節する感度調節手段と、前記第１及び第２の撮像手段から
の出力画像信号を重ね合わせる画像処理手段と、を備えたものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１ないし図３は本発明の第１実施形態に係り、図１は蛍光観察装置の概略構成を示す構
成説明図、図２は蛍光観察時の観察画像における各部位の表示色を示す色分布図、図３は
蛍光画像の生成に赤色領域と緑色領域の蛍光像のみを使用した場合と赤色領域及び緑色領
域の蛍光像と青色領域の反射光像を使用した場合の各部位の色表示を示す比較説明図であ
る。
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【００１１】
図１に示すように、本実施形態の蛍光観察装置は、励起光を発生させる光源装置１と、光
源装置１からの励起光を生体内の観察部位に照射して、励起光による蛍光像と励起光の反
射光像とを検出し生体外に伝達する内視鏡２と、内視鏡２で得られた蛍光像と反射光像と
を撮像し電気信号に変換するカメラ３と、カメラ３からの画像信号を処理し、蛍光画像と
反射光画像とを合成し観察画像を生成する画像処理部４と、画像処理部４により生成され
た観察画像を表示するＣＲＴモニタ等からなる表示部５とを備えて主要部が構成されてい
る。
【００１２】
光源装置１は、蛍光を励起するための青色領域の狭帯域（特に４００ｎｍ～４５０ｎｍ）
に波長を持つ励起光を発生する励起用光源６を備えて構成される。
【００１３】
内視鏡２は、生体内へ挿入する細長の挿入部を有し、光源装置１からの励起光を挿入部先
端まで伝達するライトガイド７を含む照明光学系と、観察部位の蛍光像及び反射光像を手
元側の接眼部まで伝達するイメージガイド８を含む観察光学系とを備えて構成される。
【００１４】
カメラ３は、内視鏡２の接眼部に着脱自在に接続され、内視鏡２より入射する蛍光像及び
反射光像を３つの光路に分割するダイクロイックミラー９，ダイクロイックミラー１０，
ミラー１１と、蛍光を検出する波長帯域λ 1 を透過するバンドパスフィルタ１２と、蛍光
を検出する波長帯域λ 2 を透過するバンドパスフィルタ１３と、励起用光源６からの励起
光の反射光の波長帯域のみを透過するバンドパスフィルタ１４と、バンドパスフィルタ１
２を透過した蛍光像を増幅するイメージインテンシファイア（図中では I.I.と略記する）
１５と、バンドパスフィルタ１３を透過した蛍光像を増幅するイメージインテンシファイ
ア１６と、イメージインテンシファイア１５の出力像を撮像するＣＣＤ１７と、イメージ
インテンシファイア１６の出力像を撮像するＣＣＤ１８と、バンドパスフィルタ１４を透
過した反射光像を撮像する感度可変ＣＣＤ１９と、感度可変ＣＣＤ１９の感度を任意に調
整する感度調節装置２０とを備えて構成される。
【００１５】
光源装置１において、励起用光源６により光の波長が青色領域にある励起光λ 0 を発生す
る。この光は内視鏡２のライトガイド７に導光される。ライトガイド７に導光された励起
光λ 0 は、内視鏡２内部を通って挿入部先端部まで伝達され、生体内の観察部位に照射さ
れる。
【００１６】
そして、観察部位からの励起光による蛍光像と反射光像は、内視鏡２のイメージガイド８
を通じて手元側の接眼部まで伝達され、カメラ３に入射される。カメラ３に入射された蛍
光像と反射光像は、ダイクロイックミラー９，ダイクロイックミラー１０，ミラー１１に
より透過及び反射して３つの光路に分割される。分割された３つの光は、それぞれバンド
パスフィルタ１２，バンドパスフィルタ１３，バンドパスフィルタ１４を透過する。
【００１７】
バンドパスフィルタ１２を透過した蛍光像は、イメージインテンシファイア１５で増幅さ
れた後にＣＣＤ１７で撮像されてビデオ信号に変換される。また同様に、バンドパスフィ
ルタ１３を透過した蛍光像は、イメージインテンシファイア１６で増幅された後にＣＣＤ
１８で撮像されてビデオ信号に変換される。バンドパスフィルタ１４を透過した反射光像
は、感度可変ＣＣＤ１９で撮像されてビデオ信号に変換される。
【００１８】
ＣＣＤ１７，ＣＣＤ１８及び感度可変ＣＣＤ１９で得られた蛍光像と反射光像のビデオ信
号は画像処理部４に入力される。画像処理部４では、２つの波長帯域の蛍光像のビデオ信
号と、反射光像のビデオ信号を演算処理して観察画像を生成する。
【００１９】
励起光による観察部位における可視領域の蛍光は、励起光λ 0 より長い波長の帯域の強度
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分布となり、正常部位では特に緑色領域λ 2 付近（特に４９０ｎｍ～５６０ｎｍ）で強く
、病変部では弱くなる。よって、画像処理部４において、緑色領域λ 2 付近と、これより
も波長の長い赤色領域λ 1 付近（特に６２０ｎｍ～８００ｎｍ）の蛍光像の信号を演算処
理することにより、得られる蛍光画像から正常部位と病変部との判別が可能である。
【００２０】
ところで、ＣＣＤ１７，ＣＣＤ１８で得られる蛍光像の明るさは、感度可変ＣＣＤ１９で
得られる反射光像に比べて非常に暗い。従って、そのまま各像を重ね合わせたのでは、反
射光像となんら変わらない画像となってしまう。そこで、感度調節装置２０により感度可
変ＣＣＤ１９の感度を調節し、反射光像の明るさをＣＣＤ１７，ＣＣＤ１８で得られる蛍
光像の明るさに合わせる。そして、各像の画像信号を画像処理部４で演算処理をして、白
色光源を使用して得られる白色光画像とほぼ同等の通常観察画像を生成する。
【００２１】
このとき、赤色領域λ 1 付近の蛍光像、緑色領域λ 2 付近の蛍光像、青色領域の反射光像
を合成演算することにより、Ｒ，Ｇ，Ｂの三原色の画像を合成してカラー画像を得る場合
と同等の処理となり、白色光画像とほぼ同等の通常観察画像を得ることができる。
【００２２】
また、感度調節装置２０により感度可変ＣＣＤ１９の感度を下げ、反射光像の明るさをＣ
ＣＤ１７，ＣＣＤ１８で得られる蛍光像より暗くすることによって、蛍光像の信号のみを
演算したときとほぼ同等の蛍光観察画像を生成する。
【００２３】
画像処理部４により生成された画像信号は、表示部５に送られ、表示部５において観察画
像が表示される。このときの観察画像において、正常部、病変部、器官の構造的な影の部
分の各部位に対応する表示色の分布を図２に示す。また、図３には、蛍光画像の生成に赤
色領域（Ｒ）と緑色領域（Ｇ）の蛍光像のみを使用した場合とＲ，Ｇの蛍光像と青色領域
（Ｂ）の反射光像を使用した場合の各部位の色表示の違いを示す。
【００２４】
蛍光観察画像は青色領域の反射光像の信号が含まれるため、図２及び図３に示すように、
病変部は紫色、正常部は青緑色、器官の構造的な影の部分は黒色で表示される。なお、赤
色領域と緑色領域の蛍光像の信号のみを演算した場合は、病変部は赤色、正常部は緑色、
器官の構造的な影の部分は黒色となり、反射光像の信号を加えた場合と異なる。
【００２５】
このように本実施形態の蛍光観察装置では、励起光からの反射光像の明るさを調節して、
蛍光像に重ね合わせることにより、カメラや光源の交換等の煩雑な操作を行うことなく、
通常観察画像と蛍光観察画像のそれぞれ同等の観察画像を表示することができる。このた
め、操作性が向上すると共に、白色光源を用意する必要がなくなり、装置の小型化をはか
ることができる。
【００２６】
さらに、蛍光観察画像は、緑色，赤色の蛍光像に加えて、青色の反射光像が含まれること
で、器官の構造が見やすくなり、器官の構造的な影により暗くなっている部分と病変部が
存在することにより暗くなっている部分とが判別しやすくなるため、診断能が向上する。
【００２７】
なお、本実施形態において示した蛍光観察画像の病変部、正常部等の表示色は、一例を示
したにすぎず、これと異なる色であってもよい。
【００２８】
また、励起光の反射光は生体組織からの蛍光の強度に比べ、強い光の強度を持つ。そのた
め、上記実施形態にて示したように励起光の帯域のみを抜き出す手段は必ずしも必要でな
い。そこで、カメラ３内の各ＣＣＤの構成を、図４に示す第２実施形態のカメラ２２のよ
うな構成とし、カメラ２２の可動ミラー３５をハーフミラーに変更すれば、バンドパスフ
ィルタ１４を不要とすることができる。
【００２９】

10

20

30

40

50

(4) JP 3923595 B2 2007.6.6



図４及び図５は本発明の第２実施形態に係り、図４は蛍光観察装置の概略構成を示す構成
説明図、図５はゲインコントロールと蛍光観察画像及び白色光観察画像の輝度との関係を
示す特性図である。
【００３０】
第２実施形態の蛍光観察装置は、白色光画像と蛍光画像を同時に得るものであり、内視鏡
と、白色光観察及び蛍光観察のためのそれぞれの光源装置と、それぞれの光源装置に対応
する撮像装置と、それぞれの撮像装置に対応する画像処理装置とから構成されるようにな
っている。
【００３１】
図４に示すように、励起光と白色光を発生させる光源装置２１と、光源装置２１からの励
起光または白色光を生体内の観察部位に照射して、励起光による蛍光像または白色光によ
る白色光像を検出し生体外に伝達する内視鏡２と、内視鏡２で得られた蛍光像または白色
光像を蛍光観察用撮像装置または白色光観察用撮像装置で撮像して電気信号に変換するカ
メラ２２と、カメラ２２からの蛍光画像信号を処理して蛍光画像を生成する蛍光画像処理
部２３と、カメラ２２からの白色光画像信号を処理して白色光画像を生成する白色光画像
処理部２４と、蛍光画像処理部２３により生成された画像信号の各色信号のゲインを調整
するゲインコントローラ２５と、ゲインを調整後の白色光画像と蛍光画像の画像信号を重
ね合わせるスーパーインポーズ部２６と、スーパーインポーズ部２６からの出力信号を入
力して観察画像を表示するＣＲＴモニタ等からなる表示部５とを備えて主要部が構成され
ている。
【００３２】
光源装置２１は、蛍光を励起するための励起光を発生する励起用光源２７と、白色光像を
得るための白色光を発生する白色光源２８と、白色光を内視鏡２のライトガイド７へ導光
するためのミラー２９と、励起光と白色光を選択的にライトガイド７へ導光する可動ミラ
ー３０と、可動ミラー３０を駆動させるドライバ３１とを備えて構成される。
【００３３】
カメラ２２は、内視鏡２の接眼部に着脱自在に接続され、内視鏡２より入射する蛍光像ま
たは白色光像を選択的に蛍光像撮影用ＣＣＤ３２，蛍光像撮影用ＣＣＤ３３，白色光像撮
影用ＣＣＤ３４へ導くための可動ミラー３５と、可動ミラー３５を駆動させるドライバ３
６と、可動ミラー３５により導光された蛍光像を２つの光路に分割するダイクロイックミ
ラー３７，ミラー３８と、蛍光を検出する波長帯域λ 1 を透過するバンドパスフィルタ３
９と、蛍光を検出する波長帯域λ 2 を透過するバンドパスフィルタ４０と、バンドパスフ
ィルタ３９を透過した蛍光像を増幅するイメージインテンシファイア４１と、バンドパス
フィルタ４０を透過した蛍光像を増幅するイメージインテンシファイア４２と、イメージ
インテンシファイア４１の出力像を撮像する蛍光像撮影用ＣＣＤ３２と、イメージインテ
ンシファイア４２の出力像を撮像する蛍光像撮影用ＣＣＤ３３と、白色光像を撮像する白
色光像撮影用ＣＣＤ３４とを備えて構成される。
【００３４】
また、白色光画像と蛍光画像の切換えタイミングを制御するタイミングコントローラ４３
が設けられ、可動ミラー３０と可動ミラー３５の角度はそれぞれドライバ３１，ドライバ
３６を介してタイミングコントローラ４３により制御されるようになっている。
【００３５】
蛍光観察時には、光源装置２１において、励起用光源２７により励起光λ 0 を発生する。
またこのとき、可動ミラー３０はドライバ３１を介してタイミングコントローラ４３の制
御により励起光λ 0 を内視鏡２のライトガイド７に導光する角度に置かれる。ライトガイ
ド７に導光された励起光λ 0 は、内視鏡２内部を通って挿入部先端部まで伝達され、生体
内の観察部位に照射される。
【００３６】
そして、観察部位からの励起光による蛍光像は、内視鏡２のイメージガイド８を通じて手
元側の接眼部まで伝達され、カメラ２２に入射される。カメラ２２に入射された蛍光像は
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、可動ミラー３５，ダイクロイックミラー３７，ミラー３８により透過及び反射して２つ
の光路に分割される。このとき、可動ミラー３５はドライバ３６を介してタイミングコン
トローラ４３の制御により蛍光像をダイクロイックミラー３７に導光する角度に置かれる
。分割された２つの光は、それぞれバンドパスフィルタ３９，バンドパスフィルタ４０を
透過する。
【００３７】
バンドパスフィルタ３９を透過したλ 1 の波長帯域の成分を持った蛍光像は、イメージイ
ンテンシファイア４１で増幅された後にＣＣＤ３２で撮像されてビデオ信号に変換される
。同様に、バンドパスフィルタ４０を透過したλ 2 の波長帯域の成分を持った蛍光像は、
イメージインテンシファイア４２で増幅された後にＣＣＤ３３で撮像されてビデオ信号に
変換される。
【００３８】
ＣＣＤ３２及びＣＣＤ３３で得られた蛍光像のビデオ信号は蛍光画像処理部２３に入力さ
れる。蛍光画像処理部２３では、２つの波長帯域の蛍光像のビデオ信号を演算処理して蛍
光画像を生成する。
【００３９】
蛍光画像処理部２３で生成された蛍光画像の画像信号はゲインコントローラ２５に入力さ
れ、ゲインコントローラ２５においてＲＧＢの各色信号のゲイン調整を行うことにより輝
度が調整される。この輝度調整後の画像信号は蛍光観察画像としてタイミングコントロー
ラ４３により制御されたスーパーインポーズ部２６内のメモリに蓄えられる。
【００４０】
次に、白色光源２８より発生した白色光は、ミラー２９により反射され、タイミングコン
トローラ４３の制御により白色光をライトガイド７に導光する角度に移動した可動ミラー
３０に反射して、内視鏡２のライトガイド７に導光される。この白色光は、内視鏡２内部
を通って挿入部先端部まで伝達され、生体内の観察部位に照射される。
【００４１】
そして、観察部位からの反射光による白色光像は、内視鏡２のイメージガイド８を通じて
手元側の接眼部まで伝達され、カメラ２２に入射される。カメラ２２に入射された白色光
像は、ＣＣＤ３４で撮像されてビデオ信号に変換される。このとき、可動ミラー３５はド
ライバ３６を介してタイミングコントローラ４３の制御により内視鏡２の接眼部とＣＣＤ
３４の間の光路を妨げない位置に移動される。
【００４２】
ＣＣＤ３４で得られた白色光像のビデオ信号は白色光画像処理部２４に入力される。白色
光画像処理部２４では、公知の画像信号処理により白色光画像を生成する。白色光画像処
理部２４で生成された白色光画像の画像信号はゲインコントローラ２５に入力され、ゲイ
ンコントローラ２５においてＲＧＢの各色信号のゲイン調整を行うことにより輝度が調整
される。この輝度調整後の画像信号は白色光観察画像としてタイミングコントローラ４３
により制御されたスーパーインポーズ部２６内のメモリに蓄えられる。
【００４３】
これらの蛍光観察画像，白色光観察画像の生成、及びメモリへの書き込みは、タイミング
コントローラ４３によって１／３０秒～１／６０秒間隔で交互に行われる。
【００４４】
ゲインコントローラ２５においては、図５に示すように、ゲインコントロールの高低に対
して白色光観察画像と蛍光観察画像の輝度レベルが段階的に反比例して変化するように、
輝度調整がなされる。
【００４５】
ゲインコントローラ２５により、輝度を調整されてスーパーインポーズ部２６に蓄えられ
た蛍光観察画像と白色光観察画像は、Ｒ，Ｇ，Ｂの各信号毎に重ね合わされ、表示部５に
送られて画像表示される。
【００４６】
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このように、蛍光観察画像と白色光観察画像とを重ね合わせて表示する際に、これらの画
像の相対的な輝度を調節し、病変部が存在することにより暗赤色に表示されているのか、
あるいは単に構造的な影によって暗く表示されているのかを明確に判別できるようにする
。蛍光観察画像において暗赤色に表示されている部分は病変部であり、白色光観察画像に
おいて暗黒色に表示されている部分は器官の構造的な影であると考えられる。例えば、蛍
光観察画像の輝度を高くし、暗赤色に表示されている部分があった場合は、白色光観察画
像の輝度を高くして、この部分が単に構造的な影で暗くなっているのかどうかを判別する
。
【００４７】
第２実施形態によれば、蛍光観察装置の観察画像において、病変部であるか構造的な影の
部分であるか判別困難な場合に、蛍光観察画像と白色光観察画像とを重ね合わせ、ゲイン
コントロールを行って蛍光観察画像と白色光観察画像の相対的な輝度を調整することによ
り、容易に組織性状の判別を行うことが可能となる。これにより、蛍光観察時の診断能を
向上させることができる。
【００４８】
上述した第１実施形態あるいは第２実施形態の構成に対して、以下に示すような蛍光観察
装置の変形例の構成を追加することもできる。
【００４９】
第３実施形態として、蛍光観察装置の変形例の一つを説明する。図６は第３実施形態に係
る蛍光観察装置の概略構成を示す構成説明図、図７は蛍光検出波長範囲を切り換える回転
フィルタの概略構成を示す構成説明図、図８は回転フィルタの透過波長帯域を示す特性図
である。
【００５０】
図６に示すように、蛍光観察装置は、励起光を発生させる光源１と、光源１からの励起光
を生体内の観察部位に照射して、励起光による蛍光像を検出し生体外に伝達する内視鏡２
と、内視鏡２で得られた蛍光像を撮像し電気信号に変換するカメラ４４と、カメラ４４か
らの画像信号を処理し、蛍光観察画像を生成する蛍光画像処理部２３と、蛍光画像処理部
２３により生成された蛍光観察画像を表示するＣＲＴモニタ等からなる表示部５とを備え
て主要部が構成されている。
【００５１】
カメラ４４は、内視鏡２の接眼部に着脱自在に接続され、内視鏡２より入射する蛍光像を
２つの光路に分割するダイクロイックミラー３７，ミラー３８と、検出する蛍光の波長帯
域を可変させる回転フィルタ４５と、回転フィルタ４５を回転させるモータ４６と、回転
フィルタ４５の回転角を制御する波長範囲切換え手段４７と、回転フィルタ４５を透過し
た蛍光像を増幅するイメージインテンシファイア４１，４２と、イメージインテンシファ
イア４１，４２からの出力像を撮像するＣＣＤ３２，３３とを備えて構成される。
【００５２】
回転フィルタ４５は、図７に示すように、円板状の回転体に波長透過帯域の異なる３つの
フィルタ領域４５ａ，４５ｂ，４５ｃを有して構成され、回転位置によって異なる波長帯
域の蛍光像を透過するようになっている。
【００５３】
図８に示すように、回転フィルタ４５のフィルタ領域４５ａは６００ｎｍ以上の赤色の波
長の光を透過する帯域特性を持ち、フィルタ領域４５ｂは４９０～５６０ｎｍの緑色の波
長を透過する帯域特性を持ち、フィルタ領域４５ｃは６２０～７００ｎｍの波長の光を透
過する帯域特性を持つ。
【００５４】
内視鏡を用いた蛍光観察による診断の初期において、カメラ４４に導光された蛍光像は、
ダイクロイックミラー３７，ミラー３８により２つの光路に分割される。分割された２つ
の光の一方は、回転フィルタ４５のフィルタ領域４５ａを透過してイメージインテンシフ
ァイア４１に入射する。また、もう一方は回転フィルタ４５のフィルタ領域４５ｂを透過
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してイメージインテンシファイア４２に入射する。
【００５５】
イメージインテンシファイア４１，４２に入射した蛍光像は、それぞれ増幅された後にＣ
ＣＤ３２，３３で撮像されてビデオ信号に変換され、蛍光画像処理部２３で信号処理され
て蛍光観察画像として表示部５に表示される。
【００５６】
蛍光観察において、病変部は赤色の蛍光が強調される。従って、回転フィルタ４５のフィ
ルタ領域４５ａによって赤色の波長帯域の蛍光を広帯域で取ることにより、病変部が発見
しやすくなる。
【００５７】
次に、病変部らしき部分を発見した後、波長範囲切換え手段４７により、モータ４６を駆
動して回転フィルタ４５を回転させる。このとき、イメージインテンシファイア４１には
回転フィルタ４５のフィルタ領域４５ｃを透過した光が入射する。
【００５８】
回転フィルタ４５のフィルタ領域４５ｃによって透過する蛍光の波長範囲を狭め、赤色の
波長帯域の蛍光を少なくすることにより、病変部以外の赤く観察される部分（例えば組織
の構造的な影の部分）は赤色を発しなくなる。このため、蛍光観察による診断能を向上さ
せることができる。
【００５９】
このように、第３実施形態では、まず赤色の蛍光を広帯域で取ることにより、病変部の発
見を容易にすることができる。また、次に、赤色領域の蛍光の波長範囲を狭めることによ
り、病変部が存在することにより暗くなっている部分か、あるいは器官の構造的な影によ
り暗くなっている部分であるか、判別困難な部分の組織性状の判別を容易に行うことがで
きる。よって、観察能及び診断能を向上させることができる。
【００６０】
なお、本実施形態においては、赤色の蛍光波長帯域を変化させたが、緑色の蛍光波長帯域
を変化させ、観察初期に緑色のある帯域を観察し、次にこの緑色領域よりも広い帯域を観
察するようにしても良い。
【００６１】
次に第４実施形態として、蛍光観察装置の他の変形例を説明する。図９は第４実施形態に
係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図、図１０は接続アダプタの構成を示す
図９のＡ－Ａ線断面図である。第４実施形態は内視鏡２と蛍光像を撮像するカメラ５１と
を接続する接続アダプタを設けた構成例であり、この接続アダプタに関する特徴部分につ
いてのみ説明する。
【００６２】
図９に示すように、蛍光観察装置は、励起光を生体内の観察部位に照射して励起光による
蛍光像を検出し生体外に伝達する内視鏡２と、内視鏡２で得られた蛍光像を撮像し電気信
号に変換する蛍光観察用カメラ５１と、蛍光観察用カメラ５１からの画像信号を処理して
蛍光観察画像を生成する蛍光画像処理部２３と、蛍光画像処理部２３により生成された蛍
光観察画像を表示する表示部５とを備えると共に、蛍光観察用カメラの接続アダプタとし
て、内視鏡２と蛍光観察用カメラ５１とを接続するためのアダプタ本体４８が設けられて
主要部が構成されている。
【００６３】
アダプタ本体４８は、アダプタ本体４８に対して回転可能に取り付けられ、内視鏡２の接
眼部に着脱自在に接続される接眼回転部４９と、内視鏡２からの蛍光像を蛍光観察用カメ
ラ５１に伝送する伝送ライトガイド５０とを有して構成される。接眼回転部４９は、筒状
のアダプタ本体４８の一端部に内嵌された円柱状の部材からなり、図１０に示すように、
接眼回転部４９の外周の一部には、アダプタ本体４８内部のストッパ４８ａに対して当接
することで接眼回転部４９の回転を規制する回転規制部材５２が突設されている。
【００６４】
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内視鏡２の接眼部は、接眼回転部４９に接続固定され、アダプタ本体４８に対して回転可
能となっている。伝送ライトガイド５０は、内視鏡２の接眼部側では接眼回転部４９に固
定されており、蛍光観察用カメラ５１側ではアダプタ本体４８に固定されている。また、
伝送ライトガイド５０は、その端面付近以外は固定されておらず、ねじれることが可能で
ある。
【００６５】
内視鏡２からの蛍光像は、アダプタ本体４８内の伝送ライトガイド５０を通り、蛍光観察
用カメラ５１に導かれて撮像され、蛍光画像処理部２３で蛍光観察画像が生成されて表示
部５に表示される。
【００６６】
蛍光観察中、内視鏡２を回転させると、これに伴って接眼回転部４９が回転する。しかし
、アダプタ本体４８及び蛍光観察用カメラ５１は接眼回転部４９に対して回転自在である
ため回転しない。接眼回転部４９が回転すると、伝送ライトガイド５０の接眼回転部４９
側は回転するが、蛍光観察用カメラ５１側は回転しないため、伝送ライトガイド５０の中
央部がねじれて回転が吸収される。このとき、接眼回転部４９に設けられた回転規制部材
５２によって、アダプタ本体４８に対して接眼回転部４９の回転量を規制することにより
、伝送ライトガイド５０がねじ切れることを防止している。
【００６７】
このように、第４実施形態では、内視鏡２と蛍光観察用カメラ５１との間に回転自在な像
伝送手段として伝送ライトガイド５０を配設したアダプタを装着することにより、蛍光観
察中に内視鏡２を回転させても、伝送ライトガイド５０がねじれることにより、観察画像
が回転せずカメラ自体を固定することができる。
【００６８】
蛍光検出用のカメラは大型であるため、従来の構成では、消化管における観察のような内
視鏡を複雑に回転操作することがある場合には、操作性を低下させてしまう問題点を有し
ていた。
【００６９】
本実施形態の構成によれば、内視鏡の回転に伴って大型のカメラを回転させる必要が無い
ため、蛍光観察時に内視鏡の操作を妨げたり操作に支障をきたすことがなく、内視鏡の操
作性を向上させることができる。
【００７０】
図１１に第５実施形態として第４実施形態の変形例を示す。第５実施形態は、第４実施形
態におけるアダプタ本体４８を軟性の管状部材からなるアダプタ部材５３に変更して構成
したものである。
【００７１】
この構成によれば、アダプタ部材５３は十分長く、蛍光観察用カメラ５１を内視鏡２の接
眼部より離しておくことができるため、操作性が更に向上する。
【００７２】
次に第６実施形態として、蛍光観察装置の他の変形例を説明する。図１２は第６実施形態
に係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図である。
【００７３】
蛍光観察装置は、励起光または白色光を生体内の観察部位に照射して、励起光による蛍光
像または白色光による白色光像を検出し生体外に伝達する蛍光観察用内視鏡５４と、蛍光
画像を得るための光源及び撮像部と白色光画像を得るための光源及び撮像部とを一つのユ
ニットとした蛍光観察ユニット５９とを備えて主要部が構成されている。
【００７４】
蛍光観察ユニット５９は、蛍光画像を得るための、励起光を発生させるレーザ光源５５，
蛍光観察用カメラ５６と、白色光画像を得るための、白色光源５７，白色光観察用ＣＣＤ
５８とを有して構成される。
【００７５】
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蛍光観察用内視鏡５４は、ライトガイド７とイメージガイド８を有し、これらの端面部は
コネクタ６０により一体に保持固定された構成となっている。蛍光観察ユニット５９には
、コネクタ６０に対応した白色光観察用コネクタ受け６１と蛍光観察用コネクタ受け６２
とが設けられ、これらのコネクタ受け６１，６２のいずれかにコネクタ６０が装着される
ようになっている。白色光観察用コネクタ受け６１は、コネクタ６０のライトガイド７，
イメージガイド８端部と白色光源５７，白色光観察用ＣＣＤ５８とをそれぞれ接続するよ
うに構成される。蛍光観察用コネクタ受け６２は、コネクタ６０のライトガイド７，イメ
ージガイド８端部とレーザ光源５５，蛍光観察用カメラ５６とをそれぞれ接続するように
構成される。
【００７６】
白色光観察時には、蛍光観察ユニット５９の白色光観察用コネクタ受け６１に内視鏡５４
のコネクタ６０を装着し接続する。白色光源５７からの白色光は、ライトガイド７に導光
され、内視鏡５４内部を通って挿入部先端部まで伝達され、生体内の観察部位に照射され
る。そして、観察部位からの白色光の反射による白色光像は、内視鏡５４のイメージガイ
ド８を通じて白色光観察用ＣＣＤ５８に伝達され、白色光観察用ＣＣＤ５８によりビデオ
信号に変換される。
【００７７】
蛍光観察時には、内視鏡５４のコネクタ６０を蛍光観察ユニット５９の蛍光観察用コネク
タ受け６２に差し替えて装着する。レーザ光源５５において光の波長が青色領域にある励
起光λ 0 が発生し、この励起光は内視鏡５４のライトガイド７に導光される。ライトガイ
ド７に導光された励起光は、内視鏡５４内部を通って挿入部先端部まで伝達され、生体内
の観察部位に照射される。そして、観察部位からの励起光による蛍光像は、内視鏡５４の
イメージガイド８を通じて蛍光観察用カメラ５６まで伝達され、蛍光観察用カメラ５６に
よってビデオ信号に変換される。
【００７８】
白色光観察用ＣＣＤ５８，蛍光観察用カメラ５６で得られたビデオ信号は、他の実施形態
で示したものと同様に、画像処理部に送られて観察画像が生成され、モニタに表示される
。
【００７９】
このように、第６実施形態では、白色光観察から蛍光観察へ切り換えるとき、カメラと光
源の双方の交換を１つの操作で行うことができる。このため、操作性をより向上させるこ
とができる。
【００８０】
次に第７実施形態として、蛍光観察装置の他の変形例を説明する。図１３は第７実施形態
に係る蛍光観察用内視鏡の主要部の構成を示す構成説明図である。蛍光観察装置の基本構
成は他の実施形態と同じであるため、ここでは特徴となる部分のみ説明する。
【００８１】
図１３には第７実施形態における蛍光観察用内視鏡６３の挿入部先端部の概略構成が示さ
れている。蛍光観察用内視鏡６３は、挿入部先端を伸縮させるブタジエンゴム等のポリマ
ーからなる蛇腹部６４と、蛍光観察用内視鏡６３の挿入部先端に蛇腹部６４と合わせて気
密部分を形成するシール部材６５と、前記気密部分に一端が連通したガス送気、吸引用の
ダクト６６と、ダクト６６を通して前記気密部分にガスを送気またはこの気密部分からガ
スを吸引する加圧・吸引駆動部６７と、加圧・吸引駆動部６７を制御する制御部６８とを
有して構成されている。
【００８２】
蛍光観察用内視鏡６３は、挿入部内にライトガイド７とイメージガイド８を有し、これら
ライトガイド７とイメージガイド８の先端部は蛇腹部６４において蛇行配置されており、
蛇腹部６４の伸縮を妨げないように配設されている。通常時には、蛇腹部６４とシール部
材６５により形成される気密部分にはガスが注入されておらず、蛇腹部６４は収縮状態に
ある。
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【００８３】
制御部６８は、加圧・吸引駆動部６７を制御して前記気密部分に対するガスの送気・吸引
を行う。蛍光観察用内視鏡６３の挿入部先端を伸長させる際には、加圧・吸引駆動部６７
によってガスをダクト６６を介して気密部分に送り込む。送り込まれたガスは気密部分に
充満して蛇腹部６４を伸展させ、この結果、挿入部先端が伸長する。これにより、蛍光観
察用内視鏡６３の挿入部先端を観察組織に接近させることができ、容易に接近観察が可能
となる。
【００８４】
第７実施形態では、蛍光観察時に必要な組織の遠方よりの観察から近方への観察への移動
を、内視鏡の先端部のみを伸縮させて移動させることにより、内視鏡全体の複雑で微妙な
操作を行うことなく、容易に行うことができる。従って、遠方から近方への観察点の移動
が容易にできるため、操作性が向上する。
【００８５】
次に第８実施形態として、第７実施形態の変形例を説明する。図１４は第８実施形態に係
る蛍光観察用内視鏡の主要部の構成を示す構成説明図である。基本構成は第７実施形態と
同じであるため、ここでは特徴となる部分のみ説明する。
【００８６】
図１４には第８実施形態における蛍光観察用内視鏡６９の挿入部先端部の概略構成が示さ
れている。蛍光観察用内視鏡６９は、挿入部先端を伸縮させるブタジエンゴム等のポリマ
ーからなる蛇腹部６４と、蛇腹部６４を含む挿入部先端を引っ張るための牽引用ワイヤ７
０と、牽引用ワイヤ７０を移動させるアクチュエータ７１と、アクチュエータ７１の駆動
を制御する制御部７２とを有して構成されている。
【００８７】
蛍光観察用内視鏡６９は、挿入部内にライトガイド７とイメージガイド８を有し、これら
ライトガイド７とイメージガイド８の先端部は蛇腹部６４において蛇行配置されており、
蛇腹部６４の伸縮を妨げないように配設されている。
【００８８】
制御部７２は、アクチュエータ７１を駆動制御して牽引用ワイヤ７０の引っ張り量を制御
する。牽引用ワイヤ７０の先端部は蛇腹部６４の挿入部先端側で接続固定されており、通
常時は蛇腹部６４を収縮させた状態に保っている。
【００８９】
蛍光観察用内視鏡６９の挿入部先端を伸長させる際には、制御部７２はアクチュエータ７
１を制御して牽引用ワイヤ７０の引っ張り量を下げ、蛇腹部６４を伸展させる。この結果
、挿入部先端が伸長し、蛍光観察用内視鏡６９の挿入部先端を観察組織に接近させること
ができ、容易に接近観察が可能となる。
【００９０】
第８実施形態においても第７実施形態と同様に、蛍光観察時に必要な組織の遠方よりの観
察から近方への観察への移動を、内視鏡の先端部のみを伸縮させて移動させることにより
、内視鏡全体の複雑で微妙な操作を行うことなく、容易に行うことができる。従って、遠
方から近方への観察点の移動が容易にできるため、操作性が向上する。
【００９１】
なお、前述の第７，第８実施形態で示した蛇腹部の部組を内視鏡先端部から着脱自在の構
成としても良い。これにより、専用の内視鏡とする必要がなく、汎用の内視鏡の先端部に
装着して用いることができるため、低コストにて同様の機能を実現できる。
【００９２】
次に第９実施形態として、蛍光観察装置の他の変形例を説明する。図１５は第９実施形態
に係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図である。蛍光観察装置の基本構成は
他の実施形態と同じであるため、ここでは特徴となる部分のみ説明する。
【００９３】
第９実施形態の蛍光観察装置は、内視鏡２の処置具チャンネル７３に挿通可能に設けられ
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た励起光を検出するセンサ７４と、このセンサ７４と接続されセンサ７４の出力信号を処
理する励起光強度検出装置７５とをさらに備えている。
【００９４】
励起光強度検出装置７５は、センサ７４の出力信号を処理して光強度値を生成する信号処
理部７６と、信号処理部７６により生成された光強度値を記録するメモリ７７と、メモリ
７７に記録された治療前の光強度値と信号処理部７６により生成された現在の光強度値を
比較する比較部７８と、比較部７８の出力に基づいて両者の光強度値が等しくなったこと
を知らせる告知部７９とを備えて構成される。
【００９５】
ＥＭＲ（内視鏡的粘膜切除術）等の治療前に蛍光観察を行う際、蛍光観察開始時に、内視
鏡２の処置具チャンネル７３にセンサ７４を挿通して内視鏡先端より突出させ、病変組織
に接近または接触させる。そして、光源装置１からの励起光をセンサ７４で検出する。セ
ンサ７４からの出力信号は、信号処理部７６へ伝達されて信号処理され、光強度値が測定
される。信号処理部７６で生成された治療前の光強度値はメモリ７７に記録される。
【００９６】
次に、治療後の蛍光観察の際に、前述の蛍光観察開始時と同様にセンサ７４を病変組織に
接近または接触させ、センサ７４の出力信号を信号処理部７６で信号処理して現在の光強
度値を測定する。そして、治療前の蛍光観察時に記録したメモリ７７からの値と、信号処
理部７６からのリアルタイムで変動する値とを、比較部７８に送る。比較部７８は、メモ
リ７７からの値と信号処理部７６からの値とを比較する。
【００９７】
この状態で、内視鏡２を操作して挿入部先端と病変組織との距離を変化させ、センサ７４
と励起光照射端面との距離を変化させる。これにより、信号処理部７６からの光強度値は
リアルタイムで変動する。比較部７８は、メモリ７７に記録された光強度値と信号処理部
７６からの光強度値とがある一定の範囲内で等しくなったところで、その結果として検知
信号を告知部７９に出力する。告知部７９は、比較部７８からの検知信号を受けて、ブザ
ー等で告知音を発するなどの手段によって術者に前回との観察条件が等しくなったことを
知らせる。
【００９８】
このように第９実施形態では、病変部に照射される励起光の強度を測定してメモリに保存
しておき、現在の光強度値と比較することにより、治療処置の前後の蛍光観察条件を等し
くすることができる。これにより、治療後の経過観察、比較等を正確に行うことが可能と
なる。
【００９９】
［付記］
（１）　体腔内組織からの蛍光を励起するための励起光を発生する光源と、
前記体腔内組織を前記励起光により励起して得られる蛍光のうち少なくとも２つ以上の異
なる色調帯域の蛍光像を撮像する第１の撮像手段と、
前記体腔内組織からの前記励起光の反射により得られる反射光像を撮像する第２の撮像手
段と、
前記反射光像を撮像する第２の撮像手段の感度を調節する感度調節手段と、
前記第１及び第２の撮像手段からの出力画像信号を重ね合わせる画像処理手段と、
を備えたことを特徴とする蛍光観察装置。
【０１００】
（２）　前記蛍光像の色調帯域は緑色帯域と赤色帯域であり、前記反射光像の色調帯域は
青色帯域であることを特徴とする付記１に記載の蛍光観察装置。
【０１０１】
（３）　前記感度調節手段は、蛍光観察時には、前記蛍光像を撮像する第１の撮像手段の
感度よりも、前記反射光像を撮像する第２の撮像手段の感度を下げ、白色光観察時には、
前記第２の撮像手段の感度を前記第１の撮像手段の感度と同レベルとなるように調節する
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ことを特徴とする付記１に記載の蛍光観察装置。
【０１０２】
（４）　前記蛍光像の波長帯域は、４９０ｎｍ～５６０ｎｍの緑色帯域と、６２０ｎｍ～
８００ｎｍの赤色帯域であることを特徴とする付記１に記載の蛍光観察装置。
【０１０３】
（５）　前記反射光像の波長帯域は４００ｎｍ～４５０ｎｍの青色帯域であることを特徴
とする付記１に記載の蛍光観察装置。
【０１０４】
（６）　体腔内組織からの蛍光を励起するための励起光を発生する光源と、
前記体腔内組織を前記励起光により励起して得られる蛍光より複数の波長帯域の蛍光像を
撮像する第１の撮像手段と、
前記体腔内組織からの前記励起光の反射により得られる反射光像を撮像する第２の撮像手
段と、
前記第１の撮像手段において検出する複数の蛍光像の波長帯域をそれぞれ異なる色調帯に
設定する蛍光像波長帯域設定手段と、
前記反射光像を撮像する第２の撮像手段の感度を調節する感度調節手段と、
前記第１及び第２の撮像手段からの出力画像信号を重ね合わせる画像処理手段と、
を備えたことを特徴とする蛍光観察装置。
【０１０５】
（７）　白色照明光による反射像を撮像して白色光画像を得る白色光画像生成手段と、
生体組織からの蛍光を検出して蛍光画像を得る蛍光画像生成手段と、
前記白色光画像と蛍光画像とを重ね合わせて表示する画像合成手段と、
前記白色光画像と蛍光画像の輝度を段階的に変化させる輝度調整手段と、
を備えたことを特徴とする蛍光観察装置。
【０１０６】
（８）　前記輝度調整手段は、前記白色光画像と蛍光画像の輝度を反比例的に変化させる
ことを特徴とする付記７に記載の蛍光観察装置。
【０１０７】
（９）　体腔内組織からの蛍光を励起するための励起光を発生する光源と、
前記体腔内組織を前記励起光により励起して得られる蛍光より複数の波長帯域の蛍光像を
撮像する撮像手段と、
前記撮像手段で撮像する蛍光像の複数の波長帯域のうちの少なくとも一つの波長帯域を可
変とする蛍光像波長帯域可変手段と、
を備えたことを特徴とする蛍光観察装置。
【０１０８】
（１０）　前記複数の蛍光像の波長帯域は、緑色帯域と赤色帯域であり、前記蛍光像波長
帯域可変手段においてその一方の波長帯域幅を可変とすることを特徴とする付記９に記載
の蛍光観察装置。
【０１０９】
（１１）　前記蛍光像波長帯域可変手段は、広帯域の特定波長を透過する広帯域透過フィ
ルタと、前記広帯域の波長範囲に含まれる透過波長帯域を持つ狭帯域透過フィルタと、前
記広帯域透過フィルタから前記狭帯域透過フィルタに切り換える帯域変更手段と、を有し
てなることを特徴とする付記９に記載の蛍光観察装置。
【０１１０】
（１２）　生体組織からの蛍光を導光する内視鏡と、前記蛍光による像を撮像する蛍光観
察用カメラと、前記内視鏡の接眼部と接続可能な接続部と前記蛍光観察用カメラと接続可
能な本体部とを有するアダプタと、を有し、
前記アダプタは、前記接続部が前記本体部に対して回転可能に設けられ、前記接続部に一
端を固定し他端を前記本体部に固定した像伝送手段を備えたことを特徴とする蛍光観察装
置。
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【０１１１】
（１３）　前記像伝送手段はファイババンドルよりなることを特徴とする付記１２に記載
の蛍光観察装置。
【０１１２】
（１４）　前記接続部は、前記本体部との回転量を規制する回転規制部材を備えたことを
特徴とする付記１２に記載の蛍光観察装置。
【０１１３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、蛍光観察時に、器官の構造が明瞭に確認でき、また
通常観察画像と蛍光観察画像を光源や撮像手段を切換えることなく得ることができ、正確
な診断を行うことが可能となる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る蛍光観察装置の概略構成を示す構成説明図
【図２】蛍光観察時の観察画像における各部位の表示色を示す色分布図
【図３】蛍光画像の生成に赤色領域と緑色領域の蛍光像のみを使用した場合と赤色領域及
び緑色領域の蛍光像と青色領域の反射光像を使用した場合の各部位の色表示を示す比較説
明図
【図４】本発明の第２実施形態に係る蛍光観察装置の概略構成を示す構成説明図
【図５】ゲインコントロールと蛍光観察画像及び白色光観察画像の輝度との関係を示す特
性図
【図６】第３実施形態に係る蛍光観察装置の概略構成を示す構成説明図
【図７】蛍光検出波長範囲を切り換える回転フィルタの概略構成を示す構成説明図
【図８】回転フィルタの透過波長帯域を示す特性図
【図９】第４実施形態に係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図
【図１０】接続アダプタの構成を示す図９のＡ－Ａ線断面図
【図１１】第５実施形態に係る蛍光観察装置の概略構成を示す構成説明図
【図１２】第６実施形態に係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図
【図１３】第７実施形態に係る蛍光観察用内視鏡の主要部の構成を示す構成説明図
【図１４】第８実施形態に係る蛍光観察用内視鏡の主要部の構成を示す構成説明図
【図１５】第９実施形態に係る蛍光観察装置の主要部の構成を示す構成説明図
【符号の説明】
１…光源装置
２…内視鏡
３…カメラ
４…画像処理部
５…表示部
６…励起用光源
１２，１３，１４…バンドパスフィルタ
１７，１８…ＣＣＤ
１９…感度可変ＣＣＤ
２０…感度調節装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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