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(57)【要約】
【課題】１つの装置でより多くの疾患部位等を区別して
検知することができる歯科用の口腔内の検査装置を提供
する。
【解決手段】口腔内に照射することにより疾患部位から
の蛍光発色光を誘起可能な発色用光源１４を有する光源
ユニット１１と、蛍光発色光のうち、所定の疾患部位か
らの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、これ以外の
波長の光を遮断又は減衰する第一フィルター１９、及び
、蛍光発色光のうち、前記所定の疾患部位とは異なる疾
患部位からの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、こ
れ以外の波長の光を遮断又は減衰する第二フィルター２
０、を備える波長調整手段１６と、第一フィルターを透
過した蛍光発色光、及び第二フィルターを透過した蛍光
発色光、を受光して電気信号に変換する撮像装置２１と
、を備える。
【選択図】図１



(2) JP 2013-34569 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口腔内に照射することにより疾患部位からの蛍光発色光を誘起可能な発色用光源を有す
る光源ユニットと、
前記蛍光発色光のうち、所定の疾患部位からの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、こ
れ以外の波長の光を遮断又は減衰する第一フィルター、及び、前記蛍光発色光のうち、前
記所定の疾患部位とは異なる疾患部位からの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、これ
以外の波長の光を遮断又は減衰する第二フィルター、を備える波長調整手段と、
前記第一フィルターを透過した前記蛍光発色光、及び前記第二フィルターを透過した前記
蛍光発色光、を受光して電気信号に変換する撮像装置と、
を備える口腔内検査装置。
【請求項２】
　さらに白色光源が備えられることを特徴とする請求項１に記載の口腔内検査装置。
【請求項３】
　前記発色用光源が点灯されるとともに前記第一フィルターを透過した光が前記撮像装置
に受光されるように前記第一フィルターが配置される第一ＱＬＦモードと、
　前記発色用光源が点灯されるとともに前記第二フィルターを透過した光が前記撮像装置
に受光されるように前記第二フィルターが配置される第二ＱＬＦモードと、
が自動又は手動により切り替えられることを特徴とする請求項１又は２に記載の口腔内検
査装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の口腔内検査装置を用い、
　前記発色用光源を点灯し、口腔内へ向けて前記発色用光源からの光を照射し、口腔内か
らの光を前記第一フィルターを通して前記撮像装置で受光させ、
　前記発色用光源を点灯し、口腔内へ向けて前記発色用光源からの光を照射し、口腔内か
らの光を前記第二フィルターを通して前記撮像装置で受光させる、
口腔内検査装置の作動方法。
【請求項５】
　請求項２に記載の口腔内検査装置を用い、
　前記発色用光源を点灯し、口腔内へ向けて前記発色用光源からの光を照射し、口腔内か
らの光を前記第一フィルターを通して前記撮像装置で受光させ、
　前記発色用光源を点灯し、口腔内へ向けて前記発色用光源からの光を照射し、口腔内か
らの光を前記第二フィルターを通して前記撮像装置で受光させ、
　前記白色光源を点灯し、口腔内からの光を前記撮像装置で受光させる、
口腔内検査装置の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯科用に用いられる口腔内検査装置、及び口腔内検査装置の作動方法に関し
、特に口腔内の疾患、施された治療部位、及び正常である部位等を区別しやすくできる口
腔内検査装置、口腔内検査装置の作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　口腔内では、各種疾患が生じている部位、既に施された治療部位、及び正常である部位
等（以下、併せて「疾患部位等」と記載することがある。）、軟組織及び硬組織に影響し
ている様々な状態が存在している。これら疾患部位等を全て、肉眼で見分けて把握するた
めには、歯科臨床医による専門的な知識や経験が必要である。また、このような知識や経
験があっても、より簡単に疾患部位等を見分けることができれば施術者にとって利便性が
よい。また、患者は自分の口腔内の通常の撮影画像や映像を見せられても疾患部位等の存
在に関して容易に理解することができず、歯科医も患者に明確に説明することが困難であ
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る場合があった。
【０００３】
　口腔内の硬組織や軟組織に対して、所定の波長領域内にピーク値を有する光を照射する
と、口腔内に生じている歯周疾患部位や歯牙に埋められた樹脂は、照射光より長い波長の
蛍光を発光する性質があることが知られている。この性質を利用して疾患部位等を定量的
に把握する方法として「ＱＬＦ法（定量的光誘発蛍光法、Quantitative Light-Induced F
luorescence）」が知られている（以下、「ＱＬＦ」と記載することがある。）。
【０００４】
　例えば特許文献１にもＱＬＦを用いて疾患部位等を定量的に検査する歯科用検査装置が
開示されている。また、特許文献２には疾患部位を明確にすることを目的としてＱＬＦを
適用した歯表面の検査のための歯科用器具が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－１７４９７７号公報
【特許文献２】特開２００４－６５９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した歯科用検査装置、歯科用器具では、歯科医が一部の疾患部位等
しか明確に区別することができなかったり、疾患部位及び疾患の種類を特定することにつ
いて複雑な処理を必要としていた。従って１つの装置、機器で複数の疾患を検知すること
ができれば非常に有益である。
【０００７】
　そこで本発明は上記問題点に鑑み、１つの装置でより多くの種類の疾患部位等を簡易的
に検知することができる歯科用の口腔内検査装置、及び口腔内検査装置の作動方法を提供
することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下、本発明について説明する。ここでは分かり易さのため、添付図面の参照符号を括
弧書きで付記するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【０００９】
　請求項１に記載の発明は、口腔内に照射することにより疾患部位からの蛍光発色光を誘
起可能な発色用光源（１４、１５）を有する光源ユニット（１１）と、蛍光発色光のうち
、所定の疾患部位からの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、これ以外の波長の光を遮
断又は減衰する第一フィルター（１９）、及び、蛍光発色光のうち、前記所定の疾患部位
とは異なる疾患部位からの蛍光発色光が有する波長の光を透過し、これ以外の波長の光を
遮断又は減衰する第二フィルター（２０）、を備える波長調整手段（１６）と、第一フィ
ルターを透過した蛍光発色光、及び第二フィルターを透過した蛍光発色光、を受光して電
気信号に変換する撮像装置（２１）と、を備える口腔内検査装置（１０）である。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の口腔内検査装置（１０）において、さらに
白色光源（１３）が備えられることを特徴とする。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の口腔内検査装置（１０）において、
発色用光源（１４、１５）が点灯されるとともに第一フィルター（１９）を透過した光が
撮像装置（２１）に受光されるように第一フィルターが配置される第一ＱＬＦモードと、
発色用光源が点灯されるとともに第二フィルター（２０）を透過した光が撮像装置に受光
されるように第二フィルターが配置される第二ＱＬＦモードと、が自動又は手動により切
り替えられることを特徴とする。
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【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の口腔内検査装置（１０
）を用い、発色用光源（１４）を点灯し、口腔内へ向けて発色用光源（１４）からの光を
照射し、口腔内からの光を第一フィルター（１９）を通して撮像装置（２１）で受光させ
、発色用光源（１５）を点灯し、口腔内へ向けて発色用光源からの光を照射し、口腔内か
らの光を第二フィルター（２０）を通して撮像装置で受光させる、口腔内検査装置の作動
方法である。
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項２に記載の口腔内検査装置を用い、発色用光源（１４
）を点灯し、口腔内へ向けて発色用光源からの光を照射し、口腔内からの光を第一フィル
ター（１９）を通して撮像装置（２１）で受光させ、発色用光源（１５）を点灯し、口腔
内へ向けて発色用光源からの光を照射し、口腔内からの光を第二フィルター（２０）を通
して撮像装置で受光させ、白色光源（１３）を点灯し、口腔内からの光を撮像装置で受光
させる、口腔内検査装置の作動方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、１つの口腔内検査装置で、従来より多くの種類の複数の疾患部位等を
検知することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】１つの実施形態にかかる口腔内検査装置の概念図である。
【図２】図１の口腔内検査装置を紙面右方向から見た図である。
【図３】波長調整手段の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の上記した作用及び利得は、次に説明する発明を実施するための形態から明らか
にされる。以下、本発明を図面に示す実施形態に基づき説明する。ただし本発明はこれら
実施形態に限定されるものではない。
【００１７】
　図１は、１つの実施形態に係る口腔内検査装置１０を概念的に示した図である。図２は
、図１の紙面右方向から口腔内検査装置１０を見た図である。
  口腔内検査装置１０は、光源ユニット１１、波長調整手段１６、撮像装置２１、及び処
理手段２２を備えている。
【００１８】
　光源ユニット１１は、図１、図２からわかるように、フード１２、白色光源１３、第一
発色用光源１４、及び第二発色用光源１５を有して構成されている。
  フード１２は、有底円筒状の部材であり、底板には円筒の軸心を中心とした円形の孔１
２ａが設けられている。該孔１２ａを通して後述する波長調整手段１６や撮像装置２１に
光が到達する。フード１２は、白色光源１３、第一発色用光源１４、及び第二発色用光源
１５から出射される光が効率良く口腔内に導かれるように、いわゆる導光手段として機能
する。これに加え、フード１２により、白色光源１３、第一発色用光源１４、及び第二発
色用光源１５からの光が施術者や患者の目に直接に入ることを防止することもできる。
  フード１２の内面は光反射性の高い面とされていることが好ましい。これにより光源か
ら出射された光を効率よく口腔内に導くことができ、導光手段としての機能を向上させる
ことが可能となる。光反射性が高い面としては例えば鏡面を挙げることができる。
【００１９】
　白色光源１３は、可視光領域でその全域に亘る波長を具備する光を発する光源である。
これには口腔内観察をする際に用いられる照明のための通常の光源を用いることができる
。従って白色光源１３の種類は特に限定されるものではないが、光源の寿命や明るさ、及
び消費電力の観点から白色の発光ダイオード（白色ＬＥＤ）であることが好ましい。
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【００２０】
　第一発色用光源１４は、口腔内に特定の波長の光を照射するための第一の発色用光源で
ある。第一発色用光源１４の当該特定の波長は、後述する波長調整手段１６に備えられる
フィルターとの関係で疾患の情報抽出に適した範囲であれば特に限定されることなく適宜
選択することができる。光源の種類は特に限定されることはないが、光源の寿命や出射す
る光の明るさ、及び消費電力の観点から当該波長領域内にピーク波長を有する発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）であることが好ましい。
  第一発色用光源１４によれば後述するように、波長調整手段１６に備えられるフィルタ
ーとの関係で各種疾患部位等を検出することができる。
【００２１】
　第二発色用光源１５は、口腔内に上記第一発色用光源１４とは異なる波長の光を照射す
るための第二の発色用光源である。第二発色用光源１５の当該特定の波長は、後述する波
長調整手段１６に備えられるフィルターとの関係で、第一発色用光源１４によるものとは
異なる種類の疾患の情報抽出に適した範囲であれば特に限定されることなく適宜選択する
ことができる。光源の種類は特に限定されることはないが、光源の寿命や出射する光の明
るさ、及び消費電力の観点から当該波長領域内にピーク波長を有する発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）であることが好ましい。
  第二発色用光源１５によれば後述するように、波長調整手段１６に備えられるフィルタ
ーとの関係で各種疾患部位等を検出することができる。
【００２２】
　第一発色用光源１４、第二発色用光源１５の波長についてはフィルターとの関係で、次
のように考えることができる。すなわち、光源は、可視光、紫外線、近赤外線を用いるこ
とができる。可視光領域では、紫、青、及び緑の光を用いて多くの有効な検査が可能であ
る。
  このような可視光、紫外線、近赤外線のうちいずれかを用いると、フィルターとの組み
合わせにより、口腔内のエナメル及び象牙質における、虫歯、歯牙酸蝕症、及び歯牙表面
の空隙からのミネラル損失の初期形成の存在する部位から、光源光とは異なる波長の光（
蛍光発色光を含む。）を得ることができ、これら疾患を検知することができる。従って、
白色光のみを用いた従来の目視検査よりもミネラルを損失した空洞化される前のエナメル
領域も検知することも可能である。
  また、同様にして、青の光、紫の光、及び紫外線はフィルターとの関係で、例えば軽度
のフッ素症、大きく堆積した歯垢や歯石、表面下の空隙、又は表面空隙等を検知すること
が可能である。さらには、歯科補修物が形成された部位、着色された歯牙も区別すること
ができる。例えば従来において、銀アマルガム、チタン、金による修復物の検出は非常に
難しく、修復物が歯の色をしたポリマー、セラミック等である場合にはその存在及び歯科
修復物の境界を検知することが困難であった。今日における歯科技術では、適用される修
復物の多くはこのように歯の色をした物質であることから、これを区別することができる
本発明は非常に有用である。
【００２３】
　一例を挙げると、青の光、紫の光、及び紫外線の光の下では、歯の表面に堆積した歯垢
、修復物、入れ歯、及びその他の歯科修復物から光源光よりも長い波長（例えば赤）の蛍
光発色光が生じる。この蛍光発色光を後述のフィルターにより適切に分離することでこれ
らの検出が可能となる。
  一方、同様に一例を挙げると、軟組織病変に関しても、青の光、紫の光、又は紫外線の
照射に基づいて光源光よりも長い波長（例えば緑）の蛍光発色光が生じる。口腔粘膜上皮
細胞のケラチンにより生成された蛍光発色光を後述のフィルターにより適切に分離するこ
とにより潰瘍、角質化、慢性の炎症、癌の範囲等の粘膜に関する病理の範囲を検出するこ
とができる。
【００２４】
　白色光源１３、第一発色用光源１４、及び第二発色用光源１５は、図１、図２からわか



(6) JP 2013-34569 A 2013.2.21

10

20

30

40

50

るように、フード１２の底部に該フード１２の円筒軸を中心とした同心円周上に所定の間
隔を有してそれぞれ複数配置されている。このような光源の複数の配置は、口腔内を均一
に照射することができるように、用いられた光源の色の種類に応じて均等に配置される。
また、白色光源１３、第一発色用光源１４、及び第二発色用光源１５は、口腔内に影がで
きないように無影効果が得られるような配置で複数個設けられることが好ましい。
【００２５】
　光源ユニット１１は、白色光源１３が点灯し、第一発色用光源１４及び第二発色用光源
１５が消灯する通常観察モードと、第一発色用光源１４が点灯し、白色光源１３及び第二
発色用光源１５が消灯する第一ＱＬＦモードと、第二発色用光源１５が点灯し、白色光源
１３及び第一発色用光源１４が消灯する第二ＱＬＦモードと、を選択、切り替え可能とさ
れている。各モードについては後で説明する。
  光源の選択（モードの選択）は後述するように手動で切り替えられるように構成されて
いてもよいし、シャッターが切れる回数等に応じて所定の条件に基づいて自動で切り替え
られることができてもよい。また、口腔内検査装置の設定によって使用者が任意に切り替
えることができる構成であってもよい。
【００２６】
　次に波長調整手段１６について説明する。図３に波長調整手段１６の斜視図を示した。
図１に表れる波長調整手段１６は、図３に矢印Ｉで示した方向から見た図である。波長調
整手段１６は、所定の波長域内の光を遮断又は光量を減衰させる手段である。具体的に本
実施形態では波長調整手段１６は、並列された３つの孔を有する板状の部材であるケース
１７と、該ケースの３つの孔のそれぞれに嵌めこまれた白色光源用フィルター１８、第一
フィルター１９、及び第二フィルター２０を備えている。
【００２７】
　白色光源用フィルター１８は、白色光源１３が点灯されたときに用いられる光学フィル
ターである。具体的には白色光源用フィルター１８は波長によらず概ね全ての光を透過す
るフィルターでよい。従って、本実施形態では白色光源用フィルター１８がケース１７の
孔のうちの１つに配置されているが、その代わりにこの孔には何も配置しない態様であっ
てもよい。
【００２８】
　第一フィルター１９は、第一発色用光源１４が点灯されたときに用いられる光学フィル
ターである。第一フィルター１９は、当該第一フィルター１９を透過しようとする光のう
ち、例えばプラーク、歯石等のような生物由来の有機的な組織を有するいわゆる軟組織に
よる疾患部位等から発色された光を効率よく透過し、これ以外の波長の光を遮断する又は
光量を減衰させる手段であってもよい。第一フィルター１９の波長特性の具体的な態様は
、第一発色用光源１４との組み合わせにより機能を奏するように決められればよく特に限
定されることはない。
  具体的な一例として、第一発色用光源として近紫外線（２００ｎｍ～３８０ｎｍにピー
ク波長を有する）光源を用い、第一フィルターとして赤色又はオレンジ色（５９０ｎｍ～
７５０ｎｍ以外の波長を減衰させるフィルター）を用いた場合に、歯肉の縁の歯牙に堆積
した歯石を、周囲とは異なる蛍光色として明確に視覚可能に抽出することができた。
【００２９】
　第二フィルター２０は、第二発色用光源１５が点灯されたときに用いられる光学フィル
ターである。第二フィルター２０は、当該第二フィルター２０を透過しようとする光のう
ち、例えば口腔内の硬組織（エナメル及び象牙質）おける虫歯、歯牙酸蝕症、及び歯牙表
面の空隙からのミネラル損失の初期形成の存在する部位から発色された光を効率よく透過
し、これ以外の波長の光を遮断する又は光量を減衰させる手段であってもよい。第二フィ
ルター２０の波長特性の具体的な態様は、第二発色用光源１５との組み合わせにより機能
を奏するように決められればよく特に限定されることはない。
  具体的な一例として、第二発色用光源として近紫外線（２００ｎｍ～３８０ｎｍにピー
ク波長を有する）光源を用い、第二フィルターとして赤色（６２０ｎｍ～７５０ｎｍ以外
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の波長を減衰させるフィルター）を用いた場合に、エナメル質のミネラル欠損部分が暗く
なり、歯科補修物である樹脂の部分が他に比べて明るくなることにより、明確に視覚可能
に抽出することができた。
【００３０】
　すなわち、用いられる光源の波長、これが照射される疾患部位等の種類、及び適用され
るフィルターの組み合わせにより、疾患部位等が周囲と異なる色、明暗として抽出され、
当該抽出された疾患部位を肉眼でも明確に区別することができるようになる。
【００３１】
　第一フィルター１９、第二フィルター２０としては、このように波長を調整することが
できれば特に限定されるものではなく、汎用の光学フィルターを用いることもできる。ま
た、第一フィルター１９、第二フィルター２０のうち、フード１２側となる面には曇りを
防止する表面処理がなされていることが好ましい。これにより、口腔内からの呼気等に起
因する曇りを防止することができる。
【００３２】
　以上のような波長調整手段１６は、図３に矢印ＩＩＩに示した方向に摺動可能に光源ユ
ニット１１と撮像装置２１との間に配置される（図１参照）。すなわち、波長調整手段１
６を摺動させることにより、白色光源用フィルター１８、第一フィルター１９、及び第二
フィルター２０のうちいずれかを選択して光源ユニット１１のフード１２の孔１２ａを塞
ぐように配置し、撮像装置２１に取り込まれる口腔内からの光の波長を調整することが可
能となる。具体的には後で詳しく説明する。
【００３３】
　本実施形態では、波長調整手段１６のケース１７を図３のように一方向に長い板状とし
、各フィルターをその長手方向に並列させて配置することによりケース１７を摺動させて
フィルターの選択をすることができるように構成した。ただしこれに限定されるものでは
なく、例えばケースを円板状とし、円板内に同心円状にフィルターを並べて配置してもよ
い。これによれば、円板状のケースを回転させることによりフィルターを選択して光源ユ
ニット１１のフード１２の孔１２ａを塞ぐように配置することができる。
【００３４】
　次に図１に戻り撮像装置２１について説明する。撮像装置２１は、波長調整手段１６を
透過した口腔内からの光を受光し、これを画素ごとに電気信号に変換する装置である。す
なわち撮像装置２１は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の受光素子を有していればよく、かかる装置
であれば特に限定されることはない。撮像装置２１として例えばデジタルスチールカメラ
又はデジタルビデオカメラを用いることができる。
【００３５】
　処理手段２２は、撮像装置２１で得られた画像電気信号に対し、予め定められた所定の
処理をし、これを画像や映像として出力可能とする手段である。従って処理手段２２は例
えば、撮像装置２１からの信号が入力される入力ポート、所定の演算式や必要な情報が予
め記録された記憶装置（ＲＯＭ）、演算を行う中央演算子（ＣＰＵ）、作業領域や一時的
な情報の保存領域として機能する記憶装置（ＲＡＭ）、及び演算結果を出力する出力ポー
トを備えるものを挙げることができる。
【００３６】
　本実施形態の処理手段２２は、次の３つのモードに対応して３つの処理を切り替えて処
理できるように構成されている。すなわち第一は、白色光源１３が点灯し、白色光源用フ
ィルター１８が適用されるとともに、第一発色用光源１４、第二発色用光源１５が消灯す
る通常観察モードに対する処理である白色光源処理である。これによれば通常の画像や映
像を得ることができる。
  第二は、第一発色用光源１４が点灯し、第一フィルター１９が適用されるとともに、白
色光源１３、第二発色用光源１５が消灯する第一ＱＬＦモードに対する第一ＱＬＦ処理で
ある。
  第三は、第二発色用光源１５が点灯し、第二フィルター２０が適用されるとともに、白
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色光源１３、第一発色用光源１４が消灯する第二ＱＬＦモードに対する第二ＱＬＦ処理で
ある。
  各モードについては、口腔内検査装置１０の作用と併せて後で説明する。
【００３７】
　ただし、後述するように撮像装置２１で受光した情報には疾患部位等を区別するのに十
分な情報が含まれているので、処理手段２２はさらに見やすい画像や映像とするための補
助をする手段である。
【００３８】
　本実施形態で処理手段２２は、撮像装置２１に内蔵される。これにより、コンパクトで
使用しやすい口腔内検査装置１０とすることができる。ただし、処理手段２２を撮像装置
２１とは別に設けることを妨げるものでなく外部接続の態様であってもよい。
【００３９】
　また、撮像装置２１には、光源ユニット１１、波長調整手段１６の切り替え、撮像装置
２１、及び処理手段２２を動作させるための電源を備えてもよい。これにより携帯性及び
装置の取り扱いを容易とすることができる。
【００４０】
　次に口腔内検査装置１０の作用について図１～図３を参照しつつ説明する。
【００４１】
　口腔内検査装置１０により口腔内の通常の観察を行う場合には、口腔内検査装置１０を
通常観察モードに設定して口腔内を観察する。その際には白色光源１３が点灯し、白色光
源用フィルター１８が適用されるとともに処理手段２２において白色光源処理が選択され
た状態となる。このとき第一発色用光源１４、第二発色用光源１５は消灯されている。
【００４２】
　白色光源１３からの光は図１にＩａ、Ｉａに示したように歯牙・歯肉に照射される。歯
牙・歯肉から反射した光は、図１にＩｂで示したように撮像装置２１に到達する。すなわ
ち、反射光はフード１２の孔１２ａを通過し、波長調整手段１６の白色光源用フィルター
１８を透過する。その際には全ての波長の光が概ねそのまま白色光源用フィルター１８を
透過する。そして、撮像装置２１は透過した光を受光し、これが電気信号に変換される。
従って、この時点で撮像装置２１は口腔内を白色光源１３で照射した状態を概ねそのまま
受光している。従って、処理手段２２では特に大きな補正をすることなく、得られた画像
や映像を出力すればよい。ただし、ここでは例えば歯肉組織の色彩をより通常の歯肉組織
の色彩に近づける等の色調補正が行われても良い。
【００４３】
　第一のＱＬＦによる口腔内の観察を行う場合には、第一ＱＬＦモードを用いる。その際
には、第一発色用光源１４が点灯し、第一フィルター１９が適用されるとともに処理手段
２２において第一ＱＬＦ処理が選択された状態となる。このとき白色光源１３、及び第二
発色用光源１５は消灯されている。
【００４４】
　第一発色用光源１４からの光は、白色光源１３の場合と同様に、図１にＩａ、Ｉａに示
したように歯牙・歯肉に照射される。第一ＱＬＦモードの場合、その光源の性質により、
例えば軟組織（歯牙・歯肉のうち、プラーク、歯石等のような有機的な組織を有する部位
）による疾患部位等からは、照射された光や硬組織からの蛍光とは異なる波長の蛍光の色
が発色がされる。そして、歯牙・歯肉から反射した光、及び疾患部位等からの蛍光発色光
は、図１にＩｂで示したように撮像装置２１に到達する。その際には、反射光・蛍光発色
光はフード１２の孔１２ａを通過し、第一フィルター１９を透過する。ただしその際には
少なくとも軟組織からの蛍光発色光の波長以外の波長成分の光は遮断され、又は光量が減
衰される。ここで、第一発色用光源１４の反射光及び硬組織からの蛍光発色光は、第一フ
ィルター１９により遮断され、又は光量が減衰される波長にピーク強度を有する光である
から、第一フィルター１９によりこれらの光はほとんどが遮断され、又は光量が減衰され
る。一方、軟組織による疾患部位等からの蛍光発色光は、第一発色用光源１４とは異なる
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波長を有し、第一フィルター１９を透過し得る光であるから撮像装置２１により受光、検
出されて電気信号に変換される。
【００４５】
　ここで、同じ軟組織からの蛍光発色光であっても、疾患等の種類により（例えば歯石と
歯垢）若干波長や蛍光発色光の強度が異なる。従って、これら疾患の種類や状態を輝度の
差として捉えることもでき、疾患の種類や状態をさらに細かく区別することも可能である
。
【００４６】
　処理手段２２では、第一ＱＬＦモードに対応した第一ＱＬＦ処理が選択され、上記受光
した電気信号に対して処理を行う。具体的には、受光した電気信号に基づいて、特に蛍光
発光した部位を強調し、その部位が視覚的に認識し易い画像や映像を形成する。このとき
、当該部位を明確に表すとともに、蛍光発色した部位以外の部位については自然に近い口
腔内の色合いに調整してもよい。これにより、視覚的にもわかりやすい画像や映像とする
ことができる。
【００４７】
　第二のＱＬＦによる口腔内の観察を行う場合には、第二ＱＬＦモードを用いる。その際
には第二発色用光源１５を点灯し、第二フィルター２０が適用されるとともに処理手段２
２において第二ＱＬＦ処理が選択された状態となる。このとき白色光源１３、及び第一発
色用光源１４は消灯されている。
【００４８】
　第二発色用光源１５からの光は、白色光源１３の場合と同様に、図１にＩａ、Ｉａに示
したように歯牙・歯肉に照射される。第二ＱＬＦモードの場合、その光源の性質により、
例えば硬組織（歯科印象材、歯科修復材等の無機的な組織を有する物が配置された部位、
及び正常な歯牙等）による疾患部位等からは、照射された光や軟組織からの蛍光とは異な
る波長の蛍光の色が発色がされる。そして、歯牙・歯肉から反射した光、及び疾患部位等
からの蛍光発色光は、図１にＩｂで示したように撮像装置２１に到達する。その際には、
反射光・蛍光発色光はフード１２の孔１２ａを通過し、第二フィルター２０を透過する。
ただしその際には少なくとも硬組織からの蛍光発色光の波長以外の波長成分の光は遮断さ
れ、又は光量が減衰される。ここで、第二発色用光源１５の反射光及び軟組織からの蛍光
発色光は、第二フィルター２０により遮断され、又は光量が減衰される波長にピーク強度
を有する光であるから、第二フィルター２０によりこれらの光はほとんどが遮断され、又
は光量が減衰される。一方、硬組織による疾患部位等からの蛍光発色光は、第二発色用光
源１５とは異なる波長を有し、第二フィルター２０を透過し得る光であるから撮像装置２
１により受光、検出されて電気信号に変換される。
【００４９】
　ここで、同じ硬組織からの蛍光発色光であっても、疾患等の種類により（例えば歯科印
象材と健康な歯牙、その他の疾患）若干波長や蛍光発色光の強度が異なる。従って、これ
ら疾患の種類や状態を輝度の差として捉えることもでき、疾患の種類や状態をさらに細か
く区別することも可能である。
【００５０】
　処理手段２２では、第二ＱＬＦモードに対応した第二ＱＬＦ処理が選択され、上記受光
した電気信号に対して処理を行う。具体的には、受光した電気信号に基づいて、特に蛍光
発光した部位を強調し、その部位が視覚的に認識し易い画像や映像を形成する。このとき
、当該部位を明確に表すとともに、蛍光発色した部位以外の部位については自然に近い口
腔内の色合いに調整してもよい。これにより、視覚的にもわかりやすい画像や映像とする
ことができる。
【００５１】
　本実施形態では、さらに見やすい画像や映像を得ることができるという利点から処理手
段２２を用いて信号の処理を行った。すなわち、当該信号の処理は疾患部位等を強調する
程度の簡易な処理とすることができる。従って、口腔内検査装置１０によれば、撮像装置
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２１が受光した情報により十分に疾患部位等を区別して検知することが可能であり、複雑
な信号処理を必要としない。これにより観察における誤差を抑制することもできる。
【００５２】
　以上のように、口腔内検査装置１０によれば１つの装置により、従来より多くの種類の
複数の疾患部位等について簡易的にこれを区別して検出することができる。本実施形態の
ようにさらに白色光源による観察も可能とすれば通常の口腔内観察もでき、疾患部位等の
観察画像との対比もしやすくなる。すなわち、白色光及び他の色の光を用いて複数の画像
や映像を得ることができるので、病変の検査を強化することが可能である。白色光による
画像や映像を組み合わせたＱＬＦは、早い段階で口腔内病変の懸念すべき部位を顕在化さ
せて認識することを可能とする。その際にはこのように簡易的であり、患者は苦痛を伴わ
ず、非侵襲性である。そして患者等に対する口腔内の衛生教育にも役立てることができる
。
【００５３】
　通常観察モード、第一ＱＬＦモード、及び第二ＱＬＦモードの切り替えは、手動、自動
又はその両方を適宜選択することができることが好ましい。手動によれば必要な画像や映
像を適宜撮影することができる。この時には光源、フィルター及び処理手段の選択が切り
替えスイッチ１つでできることが利便性の観点から好ましい。また、自動では通常観察モ
ード、第一ＱＬＦモード、及び第二ＱＬＦモードが順番に１又は２回の撮影ごとに自動に
切り替わるように設定されることが考えられる。これによれば、使用者は特に現在のモー
ドを考慮することなく所定の回数の撮影をするのみで、全てのモードの撮影を終えること
ができる。
【００５４】
　また、本実施形態では、２つのＱＬＦモードで異なる複数の疾患部位等を区別して検知
することができる態様を説明した。しかしながら、これに限定されることなく、必要に応
じてさらに他の特徴を有する光源、フィルター及び処理手段のモードを加えて備えること
も可能である。発色用光源とフィルターとの組み合わせによりさらに多くの疾患部位等を
詳細に区別することもできる。従って、発色用光源の種類及びこれに対応するフィルター
の種類を上記実施形態より多く備えてもよい。又は、本実施形態では第一及び第二の発色
用光源を別々に点灯することによりそれぞれのモードとなるように構成したが、第一及び
第二の発色用光源を同時に点灯し、これに対応するフィルターを備えることにより広範な
疾患検出を可能とすることもできる。これらによりさらに多くの種類の疾患部位等を区別
して検知することができる。すなわち、第三、第四、…のＱＬＦモードが加えられてもよ
い。
【００５５】
　本発明では、上記したＱＬＦを行う際に、フルオレセイン二酢酸、ナトリウム蛍光色素
のような染料を用いてもよい。これら染料は歯垢を着色し、紫色の光、及び紫外線による
検知をさらに向上させることができる。
【符号の説明】
【００５６】
　　１０　口腔内検査装置
　　１１　光源ユニット
　　１２　フード
　　１３　白色光源
　　１４　発色用光源
　　１５　発色用光源
　　１６　波長調整手段
　　１７　ケース
　　１８　白色光源用フィルター
　　１９　第一フィルター
　　２０　第二フィルター
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　　２１　撮像装置
　　２２　処理手段

【図１】 【図２】

【図３】
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