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影方向として撮像光学系 1 2 a , 1 2 b の ちの一方のみを選択することで、被検体内において所望方向のみの撮
像を確保することができるよ にした。ここで、複眼型であっても一方のみの撮像であり、撮像する画像子一タや
観察時間を単眼型の場合 と同程度に抑え られる。



技術分野

０００1 本発明は、被検体内に導入されて被検体内画像を撮影するカプセル型内視鏡等

の体内画像撮影装置に関するものである。

背景技術

０００2 近年、内視鏡の分野において、飲み込み型のカプセル型内視鏡が開発されてレ巧

。このカプセル型内視鏡は、撮像機能と無線機能とを備え、体腔内の観察のために

患者の口から飲み込まれた後、人体から自然排出されるまでの間、たとえば食道、胃

、小腸などの臓器の内部をその蠕動運動に従って移動し、順次撮像する機能を有す

る (たとえば、特許文献 参照)。

０００3 体腔内を移動する間、カプセル型内視鏡にょって体内で撮像された画像データは

、順次無線通信にょり体外に送信され、体外の受信装置内に設けられたメモりに蓄

積される。医師もしくは看護師においては、メモりに蓄積された画像データをもとにデ

ィスプレイに表示させた画像に基づいて診断を行ぅことができる。

０００4 特許文献1 特開2００3 9 号公報

特許文献2 米国特許出願公開第2００4 99０6 号明細書

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 ところで、この種のカプセル型内視鏡に関しては、片方のみにCC 等の撮像素子

を搭載した単眼型のカプセル型内視鏡が一般的であり、一方向 (一端側方向)のみ

の撮影が可能とされている。ところが、単眼型のカプセル型内視鏡の場合、カプセル

型内視鏡を飲み込む時、または飲み込んだ後で体内を移動する時に、カプセル型

内視鏡の撮影方向が前と後ろとのどっちを向いて進むのかが判りにくいれづ欠点が

ある。これにょり、たとえば、カプセル型内視鏡を飲み込んだ後、食道から胃に至る直

前の噴門部の様子を上から下方向を覗き込むょぅに撮像して観察したいょぅな場合、

カプセル型内視鏡の撮影方向が逆向き(ｱ向き、または後ろ向き)の状態で体内を



進んでしまぅと、このよぅな観察要求に応えることができないれづよぅな不都合がある

０００6 これに対して、近年では、進行方向の前後両方向 (両端方向)の画像を撮影可能と

した複眼型 (または、両眼型)のカプセル型内視鏡も提案されている (たとえば、特許

文献2参照)。複眼型のカプセル型内視鏡によれば、進行方向に対して前後両方向

の撮像画像が得られるので、カプセル型内視鏡がどっちを向いて進んでも支障ない
ものとなる。

０００7 ところが、複眼型のカプセル型内視鏡の場合、撮像した画像を後でディスプレイ等

によって観察する際に、前後両方向の大量の撮像画像を観察しなければならない。

一般に、単眼型のカプセル型内視鏡の場合でも観察には長時間要するものであり、

複眼型の場合には観察に極めて多大な時間を要するものとなってしまぅ。また、複眼
。型のカプセル型内視鏡の場合、撮像された画像データが単純計算で単眼型のカフ

セル型内視鏡の場合の2f となってしまい、カプセル型内視鏡から受信機に対して

データ送信する上で、単眼型の場合よりも広い帯域で送る必要が生じてしまい、制約

が大きくなる。

０００8 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、被検体内において所望方向のみ

の撮像を確保することが可能な体内画像撮影装置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

０００9 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる体内画像撮影装

置は、被検体内に導入可能であって、両端方向の撮影が可能な撮像光学系を内蔵

したカプセル型箇体と、前記被検体内における該カプセル型箇体の重カ方向を検

出する重カセンサと、該重カセンサによる重カ方向の検出結果に基づいて前記撮像

光学系の撮影方向として両端方向のぅちの一方の方向を選択する撮像選択部と、を

備えたことを特徴とする。

００1０ また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記撮像光学系

は、それぞれ撮像素子を個別に有して撮影方向を異ならせた2つの撮像光学系から

なり、前記撮像選択部は、2つの前記撮像光学系のぅちの一方を選択することを特徴

とする。



００11 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記撮像光学系

は、両端方向の撮影に共用される つの撮像素子と、両端方向で個別に設けられて

前記撮像素子に撮影画像を結像させる2つの結像光学系と、該2つの結像光学系の

ぅちの一方のみの撮影画像を前記撮像素子に対して選択的に有効とさせる切換えミ

ラーとを備え、前記撮像選択部は、前記切換えミラーを切換えて2つの前記結像光

学系のぅちの一方を選択することを特徴とする。

００12 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記切換えミラ

ーは、 s (マイクロ・ェレクトロ・メカニカル・システム) ミラーであることを特徴とす
る。

００13 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記重カセンサ

は、加速度センサであることを特徴とする。

００14 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記撮像選択部

は、前記重カセンサにより検出された重カ方向側が撮影方向となるよぅに両端方向

のぅちの一方の方向を選択することを特徴とする。

００15 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記切換えミラ

ーの切換えは、前記撮像素子の撮像期間以外の期間に行われることを特徴とする。

００16 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、被検体内に導入可能であって、一端

側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内蔵したカプセル型箇体と、該カプセル

型箇体の他端側に設けられて、該カプセル型箇体の前記一端側が前方向となって

前記被検体内を進むよぅにガイドする方向付けガイド部材と、を備えたことを特徴とす
る。

００17 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記方向付けガ

イド部材は、尾びれ状部材からなることを特徴とする。

００18 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記方向付けガ

イド部材は、複数の糸状部材からなることを特徴とする。

００19 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記方向付けガ

イド部材は、複数の羽根状部材からなることを特徴とする。

００2０ また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記方向付けガ



イド部材は、前記被検体内において溶ける材料からなることを特徴とする。

００2 1 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記方向付けガ

イド部材は、前記被検体内導入前に前記カプセル型箇体に後付けされる別部材から

なることを特徴とする。

００22 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、被検体内に導入可能であって、一端

側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内蔵したカプセル型箇体と、該カプセル

型箇体の重心位置よりも端部側位置の両側に設けられた一対の凸状部材と、を備え

たことを特徴とする。

００23 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記端部側位置

は、重心位置よりも他端側の端部側位置であることを特徴とする。

００24 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、被検体内に導入可能であって、一端

側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内蔵したカプセル型箇体と、該カプセル

型箇体の径よりも大きく形成されて、該カプセル型箇体の重心位置よりも端部側位置

の両側に回転 自在に設けられた一対の車輪状部材と、を備えたことを特徴とする。

００25 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記端部側位置

は、重心位置よりも他端側の端部側位置であることを特徴とする。

００26 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記カプセル型

箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心位置であることを特徴とする。

００27 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記カプセル型

箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心より片側に偏心させた位置であること

を特徴とする。

００28 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記カプセル型

箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心位置であることを特徴とする。

００29 また、本発明にかかる体内画像撮影装置は、上記発明において、前記カプセル型

箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心より片側に偏心させた位置であること

を特徴とする。

発明の効果

００3０ 本発明にかかる体内画像撮影装置によれば、両端方向の撮影が可能な複眼型の



ヵプセル型箇体の被検体内における重カ方向を検出し、その検出結果に基づいて

撮影方向として両端方向のうちの一方の方向を選択するようにしたので、撮像光学

撮像させることで、被検体内において所望方向のみの撮像を確保することができ、複

眼型であっても撮像する画像データや観察時間を単眼型の場合と同程度に抑えるこ

とができるとレづ効果を奏する。

００3 また、本発明にかかる体内画像撮影装置によれば、一端側方向のみの撮影が可能

な単眼型のカプセル型箇体の他端側に、該カプセル型箇体の一端側が前方向とな

って被検体内を進むよぅにガイドする方向付けガイド部材を備えたので、被検体内に

おいてカプセル型箇体を撮影可能な一端側が常に前方向となって進むよぅに方向付

けガイド部材によってガイドすることができ、単眼型において前方向側を所望の撮影

方向とする撮像を確保することができるとレづ効果を奏する。

００32 また、本発明にかかる体内画像撮影装置によれば、一端側方向のみの撮影が可能

な単眼型のカプセル型箇体の重心位置よりも端部側位置の両側に一対の凸状部材

を備えるので、該凸状部材を重心位置よりも他端側または一端側のぅちで所望の端

部側位置に位置させておくことで、たとえばカプセル型箇体が食道内を下降する場

合において撮影方向が所望の方向でなくても管腔内壁に接触して回転軸となる得る

凸状部材に対して、カプセル型箇体の重心位置が上方となるため、重心位置が凸状

部材よりも下側となるよぅにカプセル型箇体が凸状部材を中心に回転することとなり、

単眼型において所望方向のみの撮像を確保することができるれづ効果を奏する。

００33 また、本発明にかかる体内画像撮影装置によれば、一端側方向のみの撮影が可能

な単眼型のカプセル型箇体の重心位置よりも端部側位置の両側にカプセル型箇体

の径よりも大きな一対の車輪状部材を備えるので、該車輪状部材を重心位置よりも他

端側または一端側のぅちで所望の端部側位置に位置させておくことで、たとえばカプ

セル型箇体が食道内を下降する場合において撮影方向が所望の方向でなくても管

腔内壁に接触して回転軸となる得る車輪状部材に対して、カプセル型箇体の重心位

置が上方となるため、重心位置が車輪状部材よりも下側となるよぅにカプセル型箇体

が車輪状部材を中心に回転することとなり、単眼型において所望方向のみの撮像を



確保することができるといぅ効果を奏する。

図 図 は、本発明にかかる体内画像撮影装置の好適な実施の形態である無線型

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 に示したカプセル型内視鏡の概略構成を示す縦断側面図である。

図3 図3は、カプセル型内視鏡の内部回路構成を示す概略ブロック図である。

図4 図4 は、体腔内におけるカプセル型内視鏡の進行例の一例を示す縦断

側面図である。

図4 2 図4 は、体腔内におけるカプセル型内視鏡の進行例の他例を示す縦断

側面図である。

図5 図5は、本発明の実施の形態2のカプセル型内視鏡の概略構成を示す縦断側

面図である。

図6 図6は、カプセル型内視鏡の内部回路構成を示す概略ブロック図である。

図7 図7 は、体腔内におけるカプセル型内視鏡の進行例の一例を示す縦断

側面図である。

図7 2 図7 は、体腔内におけるカプセル型内視鏡の進行例の他例を示す縦断

側面図である。

図8 図8 は、本発明の実施の形態3のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて

概略構成を示す側面図である。

図8 2 図8 は、図8 の平面図である。

図9 図9は、変形例 のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示す側面

図である。

図1０図 ０は、変形例2のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示す

側面図である。

図11 図 は、本発明の実施の形態4のカプセル型内視鏡の一部を切り欠い

て概略構成を示す側面図である。

図11 2 図 は、図 の平面図である。

図 図 2は、カプセル型内視鏡の食道内の進行状況を模式的に示す説明図であ



る。

図13 図 3 は、変形例3のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を

示す側面図である。

図13 図 3 は、図 3 の平面図である。

図14 図 4は、カプセル型内視鏡の食道内の進行状況を模式的に示す説明図であ

る。

図 5 図 5は、本発明にかかる体内画像撮影システムの好適な実施の形態である

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16 図 6は、ビュアの内部回路構成を示す概略ブロック図である。

図17 図 7は、カプセル飲み込み前のカプセル型内視鏡の撮像画像観察の様子を

示す正面図である。

図18 図 8は、口腔内位置にカプセル型内視鏡が存在する場合の方向検出の様子

を示す正面図である。

図19 図 9は、本発明の実施の形態6の体内画像撮影システムに用いられるカプセ

ル型内視鏡の概略構成を示す縦断側面図である。

図2０図2０は、カプセル型内視鏡の内部回路構成を示す概略ブロック図である。

符号の説明

被検体

2 カプセル型内視鏡

皿 カプセル型箇体

2 2a 2b 撮像光学系

3 加速度センサ

5 5a 5b CC

27 撮像選択部

3 a 3 b 結像光学系

32 Sミラー

35 撮像選択部

4０カプセル型内視鏡



4 カプセル型箇体

42 撮像光学系

43 尾びれ状部材

45 CC

47 糸状部材

48 羽根状部材

5０カプセル型内視鏡

5 カプセル型箇体

53 凸状部材

55 CC

58 車輪状部材

発明を実施するための最良の形態

００36 以下に、本発明にかかる体内画像撮影装置および体内画像撮影システムの実施

の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、実施の形態に限定され

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。

００37 (実施の形態 )

図 は、本発明にかかる体内画像撮影装置の好適な実施の形態である無線型の被

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、体内画像撮影装置の一例としてカプセル型内視鏡を用いている。図 に

おいて、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

して映像信号などのデータ送信を〒ラカプセル型内視鏡2と、被検体 内に導入され

たカプセル型内視鏡2から送信される無線信号の受信処理に用いられる受信装置3

を備える。この受信装置3は、被検体 に携帯された状態で使用され、カプセル型内

視鏡2から受信した無線信号の受信処理を〒ぅためのものである。

００38 また、本実施の形態の被検体内情報取得システムは、受信装置3が受信した映像

信号に基づいて体腔内画像を表示する表示装置4と、受信装置3と表示装置4との

間でデータの受け渡しを〒ぅための携帯型記録媒体5とを備える。受信装置3は、被



検体 の体外表面に貼付される複数の受信用アンテナ ～ を有するアンテナユ

ニット3aと、このアンテナユニット3aを介して受信された無線信号の処理などを〒ぅ受

信本体ユニット3bとを備え、これらのユニット3a 3bは、コネクタを介して着脱可能に

接続される。なお、受信用アンテナ ～ は、たとえば被検体 が着用可能な受信

ジヤケ、ソトに備え付けられ、被検体 は、この受信ジヤケ、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 ～ 、ジヤケットに対して着脱自在なものであってもよい。

００39 表示装置4は、カプセル型内視鏡2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、携帯型記録媒体5等によって得られるデータに基づいて画像表示

を〒ラ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、表示装置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よい
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よい。

００4０ 携帯型記録媒体5は、コンパクトフラッシュ(登録商標 )メモりなどが用いられ、受信

装置3および表示装置7 対して着脱可能であって、両者に対して挿着された時に

情報の出力または記録が可能な構造を有する。本実施の形態 では、携帯型記録媒

体5は、たとえば検査前には、ワークステーションの表示装置4に挿着されて検査

などの識別情報が記憶され、さらに検査の直前には、受信装置3に挿着され、この受

信装置3によって、この識別情報が読み出されて受信装置3内に登録される。また、

カプセル型内視鏡2が被検体 の体腔内を移動している間は、携帯型記録媒体5は

、被検体 に取り付けられた受信装置3に挿着されてカプセル型内視鏡2から送信さ

れるデータを記録する。そして、カプセル型内視鏡2が被検体 から排出された後、

つまり、被検体 の内部の撮像が終了した後には、受信装置3から取り出されて表示

装置4に挿着され、この表示装置4によって、携帯型記録媒体5に記録されたデータ

が読み出される構成を有する。たとえば、受信装置3と表示装置4とのデータの受け

渡しを、携帯型記録媒体5によって行ぅことで、被検体 が体腔内の撮影中に自由に

動作することが可能となり、また、表示装置4との間のデータの受け渡し期間の短縮

にも寄与している。なお、受信装置3と表示装置4との間のデータの受け渡しは、受

信装置3に内蔵型の他の記録装置、たとえばハードディスクを用い、表示装置4との



間のデータの受け渡しのために、双方を有線または無線接続するよぅに構成してもよ

００41 ここで、図2を参照して、カプセル型内視鏡2について説明する。図2は、図 に示し
。たカプセル型内視鏡2の概略構成を示す縦断側面図である。本実施の形態 のカフ

セル型内視鏡2は、図2に示すよぅに、被検体 の体腔内に導入可能なカプセル型箇

体皿と、このカプセル型箇体皿内に内蔵されて前後両端方向の撮影が可能な2つ

の撮像光学系 2a 2bとを備える複眼型として構成されている。また、カプセル型

内視鏡2は、図示しない電池、回路構成部品、アンテナ等を備える他、重カセンサと

しての加速度センサ 3を備える。

００42 カプセル型箇体 、被検体 の口腔から体内に飲み込み可能な大きさのもので

あり、略半球状で透明性あるいは透光性を有する先端カバー a bと、可視光が

不透過な有色材質からなる筒形状の胴部カバー とを弾性的に嵌合させることで

、内部を液密に封止する外装ケースを形成している。

００43 撮像光学系 2aは、カプセル型箇体皿内にあって、たとえば体腔内の被検体部位

を先端カバー a部分を介して照明するための照明光を出射する などの複数

の発光素子 4a (以下、「 4a」とい刃と、照明光による反射光を受光して被検

体部位を撮像するCC やC OSなどの撮像素子 5a (以下代表して、「CC 5a」

とレづ) と、このCC 5aに被写体の像を結像させる結像レンズ 6aと、を備え、先端

カバー a側なる端部方向の撮影が可能とされている。

００44 撮像光学系 2bは、カプセル型箇体皿内にあって、たとえば体腔内の被検体部位

を先端カバー b部分を介して照明するための照明光を出射する などの複数

の発光素子 4b (以下、「 4b」と づ と、照明光による反射光を受光して被検

体部位を撮像するCC やC OSなどの撮像素子 5b (以下代表して、「CC 5b」

とレづ) と、このCC 5bに被写体の像を結像させる結像レンズ 6bと、を備え、先端

カバー b側なる端部方向の撮影が可能とされている。

００45 加速度センサ 3は、被検体 の体腔内に導入されたカプセル型箇体皿の重カ方

向を重力加速度を利用して検出するためのものであって、たとえばカプセル型箇体

の中央部付近に配設される。この加速度センサ 3とCC 5a 5bとの位置関係



はあらかじめ設定記憶されており、加速度センサ 3が検出する重カ方向に対してい
ずれのCC 5aまたは 5bが該重カ方向側に位置しているかの特定が可能とされ

ている。

００46 つぎに、図3を参照して、ヵプセル型内視鏡2の内部回路構成について説明する。

図3は、ヵプセル型内視鏡2の内部回路構成を示す概略ブロック図である。まず、信

号処理・制御部2 aは、対をなす 4aとCC 5aとを制御するためのものであり

、それぞれ 4aとCC 5aに対応する 駆動回路22a CC 駆動回路23a

を有する。また、信号処理・制御部2 aは、CC 5aから出力される出力信号に対し

て相関二重サンプリング処理、増幅処理、 変換処理、多重ィロ処理等の所定の

画像処理を施す画像処理部24aを有する。さらに、信号処理・制御部2 aは、各種タ

イミング信号や同期信号を生成するタイミングジェネレータ ( G)及びシンクジェネレ

ータ (SG) 25aを有する制御部26aを備え、タイミングジェネレータ及びシンクジェネ、

レータ25a により生成されたタイミング信号や同期信号に基づいて、駆動回路22a，2

3aや画像処理部24aの動作やその動作タイミングなどを制御する。

００47 また、信号処理・制御部2 bは、対をなす 4bとCC 5bとを制御するための

ものであり、それぞれ 4bとCC 5bに対応する 駆動回路22b CC 駆

動回路23bを有する。また、信号処理・制御部2 bは、CC 5bから出力される出力

信号に対して相関二重サンプリング処理、増幅処理、 変換処理、多重ィロ処理

等の所定の画像処理を施す画像処理部24bを有する。さらに、信号処理・制御部2

bは、各種タイミング信号や同期信号を生成するタイミングジェネレータ( G)及びシ

ノグジェネレータ(SG) 25bを有する制御部26bを備え、タイミングジェネレータ及び

シンクジェネレータ25b により生成されたタイミング信号や同期信号に基づいて、駆

動回路22b 23bや画像処理部25bの動作やその動作タイミングなどを制御する。

００48 ここで、制御部26a 26bは、制御部26a側がマスタで制御部26b側がスレーブとな

る主従関係にあり、制御部26bは制御部26a側からのイネーブル信号 に従いこの

イネーブル信号 が ベルの間だけ動作するよぅに制御部26a に従動して制御

動作を実行する。また、制御部26aは、加速度センサ 3が検出するヵプセル型箇体

皿の重カ方向の検出結果に応じて撮像光学系 2aと撮像光学系 2bとのぅちの一



力のみが動作するよぅに選択する撮像選択部27を備える。本実施の形態 では、カ

プセル型内視鏡2の進行方向前側 (重カ方向側)を所望の撮影方向としており、撮像

選択部27は、加速度センサ 3が検出した重カ方向が先端カバー a側である場合

には、 4aやCC 5aが動作するよぅに制御して撮像光学系 2aにより撮像さ

せ、加速度センサ 3が検出した重カ方向が先端カバー b側である場合には、イネ、

一ブル信号 を ベルとし、 4bやCC bが動作するよぅに制御して撮

像光学系 2bにより撮像させる。

００49 また、カプセル型内視鏡2は、画像処理部24"，24bを経た撮像データの出力経路

上に設けられて 変調信号を出カする送信モジュール28と送信アンテナ29とを備

ぇる。

００5０ このよぅなカプセル型内視鏡 (カプセル型箇体 ) は、被検体 の内部に導入され

た後、先端カバー a側または先端カバー b側が進行方向前側となって体腔内を

進む。たとえば、図4 [こ示すよぅに、先端カバー a側が下向き前側となって被検

体 の体腔内を進行する場合を考える。この場合、加速度センサ 3は、図4 中に

矢印で示すよぅに、カプセル型箇体皿の重カ方向が先端カバー a寄りにあること

を検出する。加速度センサ 3によるこの重カ方向の検出結果を受けて、撮像選択部

27は、撮像光学系 2a側のみを選択し、制御部26a による制御の下、駆動回路 22a

23aを駆動させることで 4aを点灯させてCC 5aによる撮像動作を実行さ

せる。これにより、カプセル型内視鏡2は、先端カバー 側なる下向き前側の体腔

内画像のみを撮像し、撮像データを画像処理部24aで処理した後、送信モジュール

28、送信アンテナ29を通じて受信装置3側に送信する。

００5 1 一方、たとえば、図4 に示すよぅに、先端カバー b側が下向き前側となって被

検体 の体腔内を進行する場合、加速度センサ 3は、図4 中に矢印で示すよぅ

に、カプセル型箇体皿の重カ方向が先端カバー b寄りにあることを検出する。加

速度センサ 3によるこの重カ方向の検出結果を受けて、撮像選択部27は、撮像光

学系 2b側のみを選択するために、制御部26aから制御部26b に対するイネーブル

信号 を レベルとし、制御部26b による制御の下、駆動回路 22b 23bを駆動さ

せることで 4bを点灯させてCC bによる撮像動作を実行させる。これにより



、カプセル型内視鏡2は、先端カバー b側なる下向き前側の体腔内画像のみを撮

像し、撮像データを画像処理部24bで処理した後、送信モジュール28、送信アンテ

ナ29を通じて受信装置3側に送信する。

００52 このよぅに、本実施の形態 の両端方向の撮影が可能な複眼型のカプセル型内視

鏡2によれば、カプセル型箇体皿の被検体 内における重カ方向を加速度センサ

3によって検出し、その検出結果に基づいて所望方向なる重カ方向側が常に撮影方
。向となるよぅに撮像光学系 2aまたは 2bを選択して撮像させるよぅにしたので、カフ

セル型箇体皿の先端カバー a bのいずれが下向き前側となって進む場合で

あっても、さらには、途中で前後方向が反転したよぅな場合であっても、被検体 内に

おいて常に下向き前側方向のみの撮像を確保することができる。また、上向き後ろ側

の撮像は行わないため、複眼型であっても撮像する画像データや観察時間を単眼

型の場合と同程度に抑えることもできる。

００53 (実施の形態2)

図5は、本発明の実施の形態2のカプセル型内視鏡3０の概略構成を示す縦断側

面図である。本実施の形態2のカプセル型内視鏡3０は、図2に示したカプセル型内

視鏡2のCC ， 5bに代えて、両端方向の撮影に共用される つのCC を

備える複眼型のカプセル型内視鏡である。また、 4aと結像レンズ 6aは、 C

5に対して先端カバー a側の撮影画像を結像させるための結像光学系 3 aを

構成し、 4bと結像レンズ 6bは、CC に対して先端カバー b側の撮影

画像を結像させるための結像光学系 3 bを構成する。ここで、これらの結像光学系 3

a 3 bは、CC に対する共通光路上にいずれか一方の光学系のみを有効とす

るよぅに選択的に切換え変位する切換えミラーとして S (マイクロ・ェレクトロづ
カニカル・システム) ミラー32を備える。この Sミラー32は、たとえば圧電素子等

のアクチュエータ33により光路を切換えるよぅに変位駆動されるものである。すなわち

、本実施の形態2の撮像光学系 2は、 つのCC と、2つの結像光学系 3 a 3

bと、 Sミラー32とからなる。この他の構成は、カプセル型内視鏡2の場合と同

様であり、加速度センサ 3も内蔵している。なお、加速度センサ 3も Sミラー3

2と同様に S加速度センサとして構成することができる。



００54 つぎに、図6を参照して、ヵプセル型内視鏡3０の内部回路構成について説明する

。図6は、ヵプセル型内視鏡3０の内部回路構成を示す概略ブロック図である。信号

処理・制御部2 は、それぞれの結像光学系 3 a 3 b中の 4a 4bや共通な

CC 5並びに Sミラー32用のアクチュエータ33を制御するためのものであり

、それぞれ 4a 4bとCC 5とアクチュエータ33に対応する 駆動回路2

2a 22b CC 駆動回路23、アクチュエータ駆動回路34を有する。また、信号処理

・制御部2 は、CC 5から出力される出力信号に対して相関二重サンプリング処理

、増幅処理、 変換処理、多重ィロ処理等の所定の画像処理を施す画像処理部

24を有する。さらに、信号処理・制御部2 は、各種タイミング信号や同期信号を生成

するタイミングジェネレータ( G)及びシングジェネレータ(SG) 25を有する制御部26

を備え、タイミングジェネレータ及びシングジェネレータ25により生成されたタイミング

信号や同期信号に基づいて、駆動回路22a 22b 23 34や画像処理部24の動作

やその動作タイミングなどを制御する。

００55 また、制御部26は、加速度センサ 3が検出するヵプセル型箇体皿の重カ方向の

検出結果に応じて結像光学系 3 aと結像光学系 3 bとのぅちの一方のみが動作する

よぅに選択する撮像選択部35を備える。本実施の形態2では、ヵプセル型内視鏡3０

の進行方向前側 (重カ方向側)を所望の撮影方向としており、撮像選択部35は、加

速度センサ 3が検出した重カ方向が先端ヵバ一 a側である場合には、アクチュエ

ータ33を駆動させて Sミラー32を切換え変位させることで結像光学系 3 a側を

有効にするとともに、 4aが動作するよぅに制御して結像光学系 3 aおよび C

5により撮像させる。一方、加速度センサ 3が検出した重カ方向が先端ヵバー

b側である場合には、アクチュエータ33を駆動させて Sミラー32を切換え変

位させることで結像光学系 3 b側を有効にするとともに、 4bが動作するよぅに

制御して結像光学系 3 bおよびCC 5により撮像させる。なお、 Sミラー32

の切換え変位のタイミングは、CC 5により撮像していないタイミング時に行わせる

ことが好ま 、。

００56 このよぅなヵプセル型内視鏡3０(ヵプセル型箇体 は、被検体 の内部に導入さ

れた後、先端ヵバ一 a側または先端ヵバ一 b側が進行方向前側となって体腔内



を進む。たとえば、図7 に示すよぅに、先端カバー a側が下向き前側となって被

検体 の体腔内を進行する場合を考える。この場合、加速度センサ 3は、図7 中

に矢印で示すよぅに、カプセル型箇体 の重カ方向が先端カバー a寄りにあるこ

とを検出する。加速度センサ 3によるこの重カ方向の検出結果を受けて、撮像選択

部35は、アクチュエータ33を駆動して Sミラー32を図7 中に示すよぅに切

換え変位させることで結像光学系 3 a側のみを有効とさせ、制御部26による制御の

下、駆動回路 22"，23を駆動させることで 4"を点灯させてCC による撮像

動作を実行させる。これにより、カプセル型内視鏡2は、先端カバー a側なる下向き

前側の体腔内画像のみを撮像し、撮像データを画像処理部24で処理した後、送信

モジュール28、送信アンテナ29を通じて受信装置3側に送信する。

００57 一方、たとえば、図7 に示すよぅに、先端カバー b側が下向き前側となって被

検体 の体腔内を進行する場合、加速度センサ 3は、図7 中に矢印で示すよぅ

に、カプセル型箇体皿の重カ方向が先端カバー b寄りにあることを検出する。加

速度センサ 3によるこの重カ方向の検出結果を受けて、撮像選択部35は、アクチュ

エータ33を駆動して Sミラー32を図7 中に示すよぅに切換え変位させること

で結像光学系 3 b側のみを有効とさせ、制御部26による制御の下、駆動回路 22b

23を駆動させることで 4bを点灯させてCC 5による撮像動作を実行させる。

これにより、カプセル型内視鏡2は、先端カバー b側なる下向き前側の体腔内画像

のみを撮像し、撮像データを画像処理部24で処理した後、送信モジュール28、送信

アンテナ29を通じて受信装置3側に送信する。

００58 このよぅに、本実施の形態2の両端方向の撮影が可能な複眼型のカプセル型内視

鏡2によれば、カプセル型箇体皿の被検体 内における重カ方向を加速度センサ

3によって検出し、その検出結果に基づいて所望方向なる重カ方向側が常に撮影方

向となるよぅに Sミラー32の変位切換えによって結像光学系 3 aまたは3 bを

有効とさせて撮像させるよぅにしたので、カプセル型箇体皿の先端カバー a b

のいずれが下向き前側となって進む場合であっても、さらには、途中で前後方向が

反転したよぅな場合であっても、被検体 内において常に下向き前側方向のみの撮

像を確保することができる。また、CC 5は共用であり低コストで済む上に、上向き



後ろ側の撮像は行わないため、複眼型であっても撮像する画像データや観察時間を

単眼型の場合と同程度に抑えることもできる。

００59 なお、これらの実施の形態 ，2では、カプセル型内視鏡2または3０の進行方向前

側 (重カ方向側)を所望の撮影方向としており、加速度センサ 3による重カ方向の検

出結果により重カ方向側が撮影方向となるよぅに制御したが、カプセル型内視鏡2ま

たは3０の進行方向後ろ側 (反重カ方向側)を所望の撮影方向とする場合であれば、

加速度センサ 3による重カ方向の検出結果により反重カ方向側が撮影方向となる

よぅに制御すればよい。

００6０ (実施の形態3)

次に、本発明の実施の形態3について、図8 および図8 を参照して説明する

。図8 は、本実施の形態3のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示

す側面図であり、図8 は、その平面図である。
。

００6 1 本実施の形態3のカプセル型内視鏡4０は、被検体 の体腔内に導入可能なカフ

セル型箇体4 と、このカプセル型箇体4 内に内蔵されて一端側方向のみの撮影が

可能な撮像光学系42とを備える単眼型として構成されている。また、カプセル型内視

鏡4０は、図示しない電池、回路構成部品、アンテナ等を内蔵する他、カプセル型箇

体4 の他端側に設けられた方向付けガイド部材としての尾びれ状部材43を備える。

００62 カプセル型箇体4 は、被検体 の口腔から体内に飲み込み可能な大きさのもので

あり、略半球状で透明性あるいは透光性を有する先端カバー4 aと、可視光が不透

過な有色材質からなる有底筒形状の胴部カバー4 bとを弾性的に嵌合させることで

、内部を液密に封止する外装ケースを形成している。

００63 撮像光学系42は、カプセル型箇体4 内にあって、たとえば体腔内の被検体部位

を先端カバー4 a部分を介して照明するための照明光を出射する などの複数

の発光素子44 (以下、「 44」とレづ) と、照明光による反射光を受光して被検体

部位を撮像するCC やC OSなどの撮像素子45 (以下代表して、「CC 45」とレづ

) と、このCC 45に被写体の像を結像させる結像レンズ46と、を備え、先端カバー4

a側なる一端側方向のみの撮影が可能とされている。

００64 尾びれ状部材43は、魚の尾びれのよぅな扁平形状に形成されてカプセル型箇体4



の後端側 (先端カバー4 aとは反対の他端側) に設けられたもので、被検体 の体

腔内に導入されたカプセル型箇体4 の先端カバー4 a側が常に前方向となって体

腔内を進むよぅに方向付けるガイドのためのものである。

００65 本実施の形態3のカプセル型内視鏡4０によれば、一端側方向のみの撮影が可能

な単眼型のカプセル型箇体4 の他端側に、該カプセル型箇体4 の一端側が常に

前方向となって被検体 内を進むよぅにガイドする尾びれ状部材43を備えるので、被

検体 が 口腔からカプセル型内視鏡4０を飲み込む時に、いずれの方向で飲み込ん

だとしても、尾びれ状部材43が喉に接触しながら進むこととなり、先端カバー4 a側

が前方向となるよぅに方向付けられるので、単眼型において前方向側を所望の撮影

方向とする撮像を確保することができる。

００66 なお、尾びれ状部材43は、カプセル型箇体4 と一体であってもよいが、別部材に

より形成し、カプセル型箇体4 の後端側に後付けするよぅにしてもよい。尾びれ状部

材43は、別部材とする場合、ゼラチン材質あるいはオブラート紙材質のよぅに被検体

の体腔内で溶ける材質とすることも可能である。また、異種材質による後付けの場

合、出荷時には通常の単眼型のカプセル型箇体4 のみのカプセル形状のままとし、

被検体 による飲み込み直前に後付けするよぅにすることが望ま 、。

００67 (変形例 )

図9は、変形例 のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示す側面図

である。本変形例 は、図8 および図8 に示したカプセル型内視鏡4０の尾び

れ状部材43に代えて、複数本の糸状部材47を方向付けガイド部材として設けたもの

である。糸状部材47は、口腔内にくっつきやすいため、先端カバー4 a側を喉側に

向けたまま飲み込みやすくなり、先端カバー4 a側が常に前方向となるよぅに方向付

けられるので、単眼型において前方向側を所望の撮影方向とする撮像を確保するこ

とができる。

００68 (変形例2)

図 ０は、変形例2のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示す側面

図である。本変形例2は、図8 および図8 に示したカプセル型内視鏡4０の尾

びれ状部材43に代えて、複数枚の羽根状部材48を方向付けガイド部材として設け



たものである。羽根状部材48は、羽根が広がる方向には進みにくい上に、被検体

の管腔臓器内でのカプセル型箇体4 の回転を抑止するため、先端カバー4 a側が

常に前方向となって進むよぅに方向付けられるので、単眼型において前方向側を所

望の撮影方向とする撮像を確保することができる。

００69 なお、変形例 ，2の糸状部材47や羽根状部材48も、カプセル型箇体4 と一体で

あってもよいが、別部材により形成し、カプセル型箇体4 の後端側に後付けするよぅ

にしてもよい。

００7０ (実施の形態4)

次に、本発明の実施の形態4について、図 および図 を参照して説明

する。図 は、本実施の形態4のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構

成を示す側面図であり、図 は、その平面図である。
。

００7 1 本実施の形態4のカプセル型内視鏡5０は、被検体 の体腔内に導入可能なカフ

セル型箇体5 と、このカプセル型箇体5 内に内蔵されて一端側方向のみの撮影が

可能な撮像光学系 52とを備える単眼型として構成されている。また、カプセル型内視

鏡5０は、図示しない電池、回路構成部品、アンテナ等を内蔵する他、カプセル型箇

体5 の他端側位置の両側に設けられた一対の凸状部材53を備える。

００72 カプセル型箇体5 は、被検体 の口腔から体内に飲み込み可能な大きさのもので

あり、略半球状で透明性あるいは透光性を有する先端カバー5 aと、可視光が不透

過な有色材質からなる有底筒形状の胴部カバー5 bとを弾性的に嵌合させることで

、内部を液密に封止する外装ケースを形成している。

００73 撮像光学系 52は、カプセル型箇体5 内にあって、たとえば体腔内の被検体部位

を先端カバー5 a部分を介して照明するための照明光を出射する などの複数

の発光素子54 (以下、「 54」とレづ) と、照明光による反射光を受光して被検体

部位を撮像するCC やC OSなどの撮像素子5 5 (以下代表して、「CC 55」とレづ

) と、このCC 55に被写体の像を結像させる結像レンズ56と、を備え、先端カバー5

a側なる一端側方向のみの撮影が可能とされている。

００74 一対の凸状部材53は、被検体 の体腔内、特に食道内をカプセル型箇 が進

行する際に食道管腔内の内壁に接触することでカプセル型箇体5 の反転のための



回転軸をなすよぅにカプセル型箇体5 の側面よりも半球状に突出させたものである。

ここで、本実施の形態2では、カプセル型内視鏡5０の進行方向前側を所望の撮影

方向としているため、一対の凸状部材53は、カプセル型箇体5 の中心位置に設定

された重心位置Gよりも他端側位置 (先端カバー4 aとは反対の他端側位置) に設け

られている。なお、重心位置Gは、カプセル型箇体5 の中心位置に限らず、前後方

向に偏心させた位置であってもよい。

００75 ここで、カプセル型内視鏡5０を飲み込んだ後、食道から胃に至る直前の噴門部を

上から下方向を覗き込むよぅに撮像して観察する場合を考える。図 2は、カプセル

型内視鏡5０の食道57内の進行状況を模式的に示す説明図である。この場合、図

2 (a) に示すよぅに、カプセル型内視鏡5０を撮影方向が逆向き(ｱ向き) となるよぅに

飲み込んだとしても、被検体 の食道57内を下降する際に、カプセル型箇体5 の側

面から突出した一対の凸状部材53が食道57の管腔内壁 (図面表裏方向の内壁) に

接触して回転軸となる得る一方、カプセル型箇体5 の重心位置Gが一対の凸状部

材53よりも上方位置にある。このため、カプセル型内視鏡5０は、不安定状態にあり、

図 b) (c) に示すよぅに、重心位置Gが凸状部材53よりも下側位置となるよぅにカ

プセル型箇体5 が凸状部材53を回転軸として上下反転するよぅに回転する。これに

より、先端カバー5 a側が下向きとなり、カプセル型内視鏡5０の進行方向前側 ( 向

き側)を所望の撮影方向とする撮像が可能となる。

００76 また、たとえば図 c に示すよぅに、カプセル型内視鏡5０が所望の撮影方向のま

ま飲み込まれた場合には、重心位置Gと一対の凸状部材53との位置関係により、カ

プセル型箇体5 が回転して反転するよぅなことはない。

００77 また、カプセル型内視鏡5０の重心位置Gを先端カバー5 a寄りに偏心させるだけ

でも、食道57内を下降する際に先端カバー5 a側が下向きとなるよぅにさせることは

可能であるが、凸状部材53のよぅな部分がない場合には回転軸を持たせにくく回転

させに勺屹のとなってしまぅ。また、重心位置Gを偏心させるための内部構造・配置

の変更を必要とし、制約も多くなる。これに対して、本実施の形態4の場合、重心位置

Gを標準的な中心位置に設定したままで、容易に実現することができる。

００78 (変形例3)



図 3 は、変形例3のカプセル型内視鏡の一部を切り欠いて概略構成を示す側

面図であり、図 3 は、その平面図である。本変形例3のカプセル型内視鏡5０は、

図 および図 に示した一対の凸状部材53に代えて、一対の車輪状部材

58を備える。一対の車輪状部材58は、カプセル状箇体5 の径よりも大きな径に形

成されたもので、カプセル状箇体5 の重心位置Gよりも他端側位置 (先端カバー4

aとは反対の他端側位置)の両側に設けられた回転軸5 9に対して回転 自在とされて

いる。なお、重心位置Gは、カプセル型箇体5 の中心位置に限らず、前後方向に偏

心させた位置であってもよい。

００79 ここで、カプセル型内視鏡5０を飲み込んだ後、食道から胃に至る直前の噴門部を

上から下方向を覗き込むよぅに撮像して観察する場合を考える。図 4は、変形例3の

カプセル型内視鏡5０の食道57内の進行状況を模式的に示す説明図である。この場

合、図 4 (a) に示すよぅに、カプセル型内視鏡5０を撮影方向が逆向き(ｱ向き) とな

るよぅに飲み込んだとしても、被検体 の食道57内を下降する際に、カプセル型箇体

5 の側面から突出した一対の径大な車輪状部材58が食道57の管腔内壁に接触し

て摩擦となるため、カプセル型箇体5 は回転軸59回りに回転可能な状態となる一方

、カプセル型箇体5 の重心位置Gが一対の車輪状部材58 (回転軸59) よりも上方位

置にある。このため、カプセル型内視鏡5０は、不安定状態にあり、図 4 (b) (c) に示

すよぅに、重心位置Gが車輪状部材58 (回転軸59) よりも下側位置となるよぅにカプセ

ル型箇体5 が回転軸59回りに上下反転するよぅに回転する。これにより、先端カバ

ー5 a側が下向きとなり、カプセル型内視鏡5０の進行方向前側 ( 向き側)を所望の

撮影方向とする撮像が可能となる。

００8０ また、たとえば図 4 (c) に示すよぅに、カプセル型内視鏡5０が所望の撮影方向のま

ま飲み込まれた場合には、重心位置Gと一対の車輪状部材58 (回転軸59) との位置

関係により、カプセル型箇体5 が回転して反転するよぅなことはない。

００8 1 なお、これらの実施の形態4、変形例3では、カプセル型内視鏡5０の進行方向前

側 ( 向き側)を所望の撮影方向としており、一対の凸状部材53や車輪状部材58を

重心位置Gよりも後端側の端部側位置としたが、カプセル型内視鏡5０の進行方向後

ろ側 (ｱ向き側)を所望の撮影方向とする場合であれば、一対の凸状部材53や車輪



状部材58を重心位置Gよりも前端側 (先端カバー5 a側)の端部側位置に設けるよぅ

にすればよい。

００82 (実施の形態5)

図 5は、本発明にかかる体内画像撮影システムの好適な実施の形態である無線

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、体内画像撮影装置の一例として一端側方向のみの撮影が可能

な単眼型のカプセル型内視鏡を用いている。また、本実施の形態5では、カプセル

型内視鏡の進行方向前側を所望の撮影方向とする。図 5において、被検体内情報

取得システムは、被検体6 内に導入され、体腔内画像を撮像して映像信号などのデ

ータ送信を〒ラカプセル型内視鏡62と、被検体 に携帯された状態で使用され、被

検体6 内に導入されたカプセル型内視鏡62から送信される無線信号の受信処理を

行ぅ受信装置63と、この受信装置63に対してビュアケーブル64によって着脱自在に

有線接続され、受信装置63から出力される電気信号に基づきカプセル型内視鏡62

で撮像された画像の表示を簡易的に行ぅ簡易画像観察装置としてのビュア65とを備

ぇる。

００83 また、本実施の形態5の被検体内情報取得システムは、受信装置63が受信した映

像信号に基づいて体腔内画像を表示する表示装置66と、受信装置63と表示装置6

6との間でデータの受け渡しを〒ぅための携帯型記録媒体67とを備える。受信装置6

3は、被検体6 の体外表面に貼付される複数の受信用アンテナ ～ を有するア

ンテナユニット63a と、このアンテナユニット63a を介して受信された無線信号の処理

などを〒ぅ受信本体ユニット63b とを備え、これらのユニット63a 63b は、コネクタを介

して着脱可能に接続される。なお、受信用アンテナ ～ 、たとえば被検体6

が着用可能な受信ジヤケ、ソトに備え付けられ、被検体6 は、この受信ジヤケ、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自在なものであってもよ

００84 表示装置66は、カプセル型内視鏡62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、携帯型記録媒体67等によって得られるデータに基づいて画



像表示を〒ラ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、表示装置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

もよ 、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よい。

００85 携帯型記録媒体67は、コンパクトフラッシュ(登録商標 )メモりなどが用いられ、受信

装置63および表示装置66に対して着脱可能であって、両者に対して挿着された時

に情報の出力または記録が可能な構造を有する。本実施の形態5では、携帯型記録

媒体67は、たとえば検査前には、ワークステーションの表示装置66に挿着されて検

査 などの識別情報が記憶され、さらに検査の直前には、受信装置63に挿着され、

この受信装置63によって、この識別情報が読み出されて受信装置63内に登録され

る。また、カプセル型内視鏡62が被検体6 の体腔内を移動している間は、携帯型記

録媒体67は、被検体6 に取り付けられた受信装置63に挿着されてカプセル型内視

鏡62から送信されるデータを記録する。そして、カプセル型内視鏡62が被検体6 か

ら排出された後、つまり、被検体6 の内部の撮像が終了した後には、受信装置63か

ら取り出されて表示装置66に挿着され、この表示装置66によって、携帯型記録媒体

67に記録されたデータが読み出される構成を有する。たとえば、受信装置63と表示

装置66とのデータの受け渡しを、携帯型記録媒体67によって行ぅことで、被検体6

が体腔内の撮影中に自由に動作することが可能となり、また、表示装置66との間の

データの受け渡し期間の短縮にも寄与している。なお、受信装置63と表示装置66と

の間のデータの受け渡しは、受信装置63に内蔵型の他の記録装置、たとえばハード

ディスクを用い、表示装置66との間のデータの受け渡しのために、双方を有線または

無線接続するよぅに構成してもよい。

００86 ビュア65は、操作者が手で把持可能な程度の大きさに形成された可搬型のもので

、受信装置63から出力される電気信号 (体腔内画像デ一列に基づく体腔内画像を

表示する機能を有する。かかる機能を実現するために、ビュア65は、画像表示用の

小型 C による表示部68を備える。69は、電源ス不ソチである。また、ビュア65は、

受信装置63を経由することなくカプセル型内視鏡62から送信される無線信号 (体腔

内画像データ を直接受信するための受信機能を実現するためのロッド状のアンテ

ナ7０を一体に有する。ここで、ビュア65とカプセル型内視鏡62とが、体内画像撮影



システム7 を構成する。なお、図 5では、受信装置63とビュア65とがビュアケーブ

ル64によって接続されているが、両者は、常に接続状態で使用されるわけではなく、

受信装置63の受信画像によるリアルタイム観察を行わない状態では、ビュアケーブ

ル64は外されており、被検体6 は受信装置63のみを携帯することとなる。

００87 次に、ビュア65の内部回路構成について説明する。図 6は、ビュア65の内部回路

構成を示す概略ブロック図である。ビュア65は、アンテナ7０を介して受信された無線

信号に対して復調処理を行ぅ復調器72と、復調処理が施された電気信号に対して所

定の信号処理を施す信号処理回路73とを備える。ビュア65全体の制御を受け持つ
P 等を備えるマイクロコンピュータ構成の制御部74には、前述の信号処理回路7

3の他に、電源スイ、ソチ6 9、表示部68等が接続されている。さらに、信号処理回路7

3に対して、復調器72の出力側と、ビュアケーブル64が接続されるケーブルコネクタ

75側とを選択切替えする切替スイ、ソチ76が設けられ、この切替スイ、ソチ76の切替制

御を〒ぅ受信機接続検出部77を備える。なお、特に図示しないが、各部を駆動する

ためのバッテリが内蔵されている。

００88 制御部74は、分析部78と警告部79とを備える。分析部78は、被検体6 の口腔内

に導入され、口腔内に位置するカプセル型内視鏡62の撮像光学系 (図示せず) が

撮像した画像成分を分析することでカプセル型内視鏡62の撮影方向が喉側を向い
ているか歯側を向いているかを判定するためのものである。より具体的には、口腔内

に位置するカプセル型内視鏡62の撮影方向が歯側を向いている場合には白っぽい
画像成分が得られるのに対して、撮影方向が喉側を向いている場合には全体的に

赤っぽいまたは赤味の深い画像成分となり、両者の画像成分に違いがあることから、

撮像光学系が撮像した画像成分中に所定量以上の白画像成分が含まれているとい
ぅ肯定的な分析結果が得られた場合には、カプセル型内視鏡62が歯側を向いてい
ると判定する。

００89 警告部79は、分析部78の分析結果に基づいてカプセル型内視鏡62の向きに関

する警告をユーザに対して発するためのものである。具体的には、分析部78によっ
て肯定的な分析結果か得られた場合、すなわち、カプセル型内視鏡62が喉側では

なく歯側を向いているとの判定結果が得られた場合には、撮影方向が後ろ向き側と



なっており、所望の撮影方向 (前向き方向)ではないので、たとえば表示部68に「カ

プセルの向きが逆です。飲み込み方向を反転させてくだ 、刮 」等の警告メッセージを

表示させる機能を果たす。

００9０ 次に、検査開始時の処理について説明する。まず、カプセル型内視鏡62を飲み込

む際には、図 7に示すよぅに、医師や看護師が単体状態のビュア65を把持して、電

源ス不ソチ投入後で飲み込み前のカプセル型内視鏡62に近づけてアンテナ7０を通

じてカプセル型内視鏡62からの無線信号を直接的に受信し、その撮像画像を表示

部68に表示させることで、カプセル型内視鏡62の撮影方向を確認し、被検体6 に

対して該カプセル型内視鏡62の飲み込み方向を指示することができる。

００9 1 また、カプセル型内視鏡62を口腔内に飲み込んだ後では、図 8に示すよぅに、医

師や看護師が単体状態のビュア65を把持して被検体6 の口腔内のカプセル型内

視鏡62に近づけてアンテナ7０を通じてカプセル型内視鏡62からの無線信号を直接

的に受信することで、口腔内画像データを直接的に取得する。この口腔内画像デー

タの画像成分を分析部78で分析することにより、口腔内におけるカプセル型内視鏡

62の向きを判定する。ここで、撮像光学系が撮像した画像成分中に所定量以上の白

画像成分が含まれているれづ肯定的な分析結果が得られた場合には、カプセル型

内視鏡62が歯側を向いていると判定する。この場合、撮影方向が後ろ向き側となっ
ており、所望の撮影方向 (前向き方向)ではないので、警告部79は、たとえば表示部

68に「カプセルの向きが逆です。飲み込み方向を反転させてくだ 、刮 」等の警告メ、ソ

セージを表示させることで、医師や看護師は、被検体6 に対して口腔内のカプセル

型内視鏡62の向きを直すよぅに指示し、その後、飲み込むよぅに指示する。これによ

り、撮影方向が前向き方向となる所望方向の撮像が可能となる。一方、撮像光学系

が撮像した画像成分中に含まれる白画像成分が所定量よも少ないれづ否定的な分

析結果が得られた場合には、カプセル型内視鏡62が喉側を向いていると判定し、警

告は発しない。

００92 このよぅに、本実施の形態5によれば、口腔内における喉側と歯側との画像成分の

違いに着 目し、一端側方向のみの撮影が可能な単眼型のカプセル型内視鏡62 (カ

プセル型箇体) が 口腔内位置で撮像した画像成分を分析し、その分析結果に基づ



いてカプセル型内視鏡62 (カプセル型箇体)の向きに関する警告をユーザに対して

発するよぅにしたので、口腔内における飲み込み方向が所望の撮影方向ではない場

合には警告を発することで、該ユーザにカプセル型内視鏡62の飲み込み方向を直

してもらぅことで、単眼型において所望方向の撮像を確保することができる。

００93 なお、本実施の形態5の分析部78は、口腔内位置でカプセル型内視鏡6 2が撮像

した画像成分中の白画像成分が所定量以上であるかによって歯側を向いているかを

判定するよぅにしたが、歯側を撮影した場合には、歯からの反射できらきら光るよぅな

画像となり輝度の高い画像データが得られることから、画像成分の輝度が所定値以

上である場合には歯側を向いていると判定するよぅにしてもよい。さらには、分析・判

定の精度を高めるため、白画像成分と輝度との両方の条件を考慮するよぅにしてもよ

い。また、本実施の形態5では、ビュア65側に分析部78を備えて画像成分を分析す

るよぅにしたが、カプセル型内視鏡62内での内部処理で分析し、分析結果をビュア6

5側に送信出力させるよぅにしてもよい。

００94 また、本実施の形態5では、カプセル型内視鏡62の進行方向前側を所望の撮影方

向としており、口腔内でカプセル型内視鏡62が歯側を向いている場合を警告の対象

としたが、カプセル型内視鏡62の進行方向後ろ側を所望の撮影方向とする場合であ

れば、口腔内でカプセル型内視鏡62が喉側を向いていると判定されたときに警告を

発するよぅにすればよい。

００95 (実施の形態6)

図 9は、本発明の実施の形態6の体内画像撮影システムに用いられるカプセル型

内視鏡の概略構成を示す縦断側面図である。本実施の形態6のカプセル型内視鏡8

は、たとえば図 5に示したよぅなビュア65を備える被検体内情報取得システム中で

カプセル型内視鏡62に代えて用いられるものである。
。

００96 本実施の形態6のカプセル型内視鏡8０は、被検体6 の体腔内に導入可能なカフ

セル型箇体8 と、このカプセル型箇体8 内に内蔵されて一端側方向のみの撮影が

可能な撮像光学系82とを備える単眼型として構成されている。また、カプセル型内視

鏡8０は、図示しない電池、回路構成部品、アンテナ等を内蔵する他、カプセル型箇

体8 の後端側 (他端側) に設けられた超音波送受信装置83を備える。



００97 カプセル型箇体8 は、被検体6 の口腔から体内に飲み込み可能な大きさのもの

であり、略半球状で透明性あるいは透光性を有する先端カバー8 aと、可視光が不

透過な有色材質からなる有底筒形状の胴部カバー8 bとを弾性的に嵌合させること

で、内部を液密に封止する外装ケースを形成している。

００98 撮像光学系82は、カプセル型箇体4 内にあって、たとえば体腔内の被検体部位

を先端カバー8 a部分を介して照明するための照明光を出射する などの複数

の発光素子84 (以下、「 84」とレづ) と、照明光による反射光を受光して被検体

部位を撮像するCC やC OSなどの撮像素子85 (以下代表して、「CC 85」れづ

) と、このCC 85に被写体の像を結像させる結像レンズ86と、を備え、先端カバー8

a側なる一端側方向のみの撮影が可能とされている。超音波送受信装置83は、カ

プセル型箇体8 の後端側において後方に向けて超音波を発するとともに反射され

て戻ってくる超音波を受信するためのものである。

００99 つぎに、図2０を参照して、カプセル型内視鏡8０の内部回路構成について説明す

る。図2０は、カプセル型内視鏡8０の内部回路構成を示す概略ブロック図である。信

号処理・制御部9 は、 84やCC を制御するためのものであり、それぞれ

84とCC 85とに対応する 駆動回路 92 CC 駆動回路 93を有する。また、
。

信号処理・制御部9 は、CC 85から出力される出力信号に対して相関二重サンフ

リング処理、増幅処理、 変換処理、多重化処理等の所定の画像処理を施す画

像処理部94を有する。さらに、信号処理・制御部9 は、各種タイミング信号や同期

信号を生成するタイミングジェネレータ( G)及びシンクジェネレータ(SG) g5を有す

る制御部96を備え、タイミングジェネレータ及びシングジェネレータ95により生成され

たタイミング信号や同期信号に基づいて、駆動回路 92 93や画像処理部94の動作

やその動作タイミングなどを制御する。

０1００ また、カプセル型内視鏡8０は、画像処理部94を経た撮像データの出力経路上に

設けられて 変調信号を出カする送信モジュール97と送信アンテナ98とを備える

。さらに、制御部96は、超音波を発するための送信部99と超音波を受信するための

受信部 ００とを有する超音波送受信装置83に接続されており、超音波を発する動

作タイミングなどを制御する。また、制御部96は、強度判定部 ０ と警告部 ０2とを



備える。強度判定部 ０は、カプセル型内視鏡8０が 口腔内に位置する時に送信部

99が発して受信部 ００が受信した超音波の受信強度が所定値以上であるかを判定

するためのものである。より具体的には、口腔内において超音波を発した場合、歯側

と喉側とでは歯側の方が堅くて超音波の反射強度が強いので、受信部 ００が受信し

た超音波の受信強度が所定値以上であれば、超音波送受信装置83が歯側を向い
ていると判定することができる。この場合、撮影方向 (先端カバー8 側) は、喉側を向

いていることになる。

０1０1 警告部 ０2は、判定部 ０の判定結果に基づいてカプセル型内視鏡8０の向きに

関する警告をユーザに対して発するためのものである。具体的には、判定部 ０によ

って否定的な分析結果か得られた場合、すなわち、カプセル型内視鏡8０が喉側で

はなく歯側を向いているとの判定結果が得られた場合には、撮影方向が後ろ向き側

となっており、所望の撮影方向 (前向き方向)ではないので、送信モジュール97に対

して警告信号を出力することで、ビュア65 (図 5参照)側に警告信号を送信し、たと

えば表示部68に「カプセルの向きが逆です。飲み込み方向を反転させてくだ 、刮 」等

の警告メッセージを表示させる機能を果たす。

０1０2 次に、カプセル型内視鏡8０の飲み込み時の処理について説明する。カプセル型

内視鏡8０を口腔内に飲み込んだ状態で、制御部96は、超音波送受信装置83の送

信部99に対して超音波を送信出力させる。これにより、カプセル型内視鏡8０は、口

腔内において後側に向けて超音波を発する。口腔内で反射された超音波は受信部

００で受信され、その受信信号が強度判定部 ０に対して出力される。強度判定部

０は、この超音波の受信強度があらかじめ設定された所定値以上であるかを判定

することにより、口腔内におけるカプセル型内視鏡8０の向きを判定する。ここで、超

音波が喉側に向けて発せられ、超音波の受信強度が所定値よりも 、 、刮 れづ否定

的な判定結果が得られた場合には、カプセル型内視鏡8０が歯側を向いていると判

定する。この場合、撮影方向が後ろ向き側となっており、所望の撮影方向 (前向き方

向)ではないので、警告部 ０は警告信号をビュア65に向けて送信出力し、たとえ

ば表示部68に「カプセルの向きが逆です。飲み込み方向を反転させてくだ 、刮 」等

の警告メッセージを表示させることで、医師や看護師は、被検体6 に対して口腔内



のカプセル型内視鏡8０の向きを直すよぅに指示し、その後、飲み込むよぅに指示す

る。これにより、撮影方向が前向き方向となる所望方向の撮像が可能となる。一方、

超音波の受信強度が所定値以上であるれづ肯定的な判定結果が得られた場合に

は、カプセル型内視鏡62が喉側を向いていると判定し、警告は発しない。

０1０3 このよぅに、本実施の形態6によれば、口腔内における喉側と歯側とで堅さが異なり

、反射させる超音波の強度が異なる点に着 目し、一端側方向のみの撮影が可能な単

眼型のカプセル型内視鏡8０(カプセル型箇体8 ) が 口腔内位置で撮像した後方に

向けて発して受信した超音波の受信強度を判定し、その判定結果に基づいてカプセ

ル型内視鏡8０(カプセル型箇体8 )の向きに関する警告をユーザに対して発するよ

ぅにしたので、口腔内における飲み込み方向が所望の撮影方向ではない場合には

警告を発することで、該ユーザにカプセル型内視鏡8０の飲み込み方向を直してもら

ぅことで、単眼型において所望方向の撮像を確保することができる。

０1０4 なお、本実施の形態6では、カプセル型内視鏡8０側に強度判定部 ０や警告部

０2を備えて判定や警告を行わせるよぅにしたが、超音波の受信強度信号をビュア側

に送信し、ビュア側で判定や警告を行わせるよぅにしてもよい。

０1０5 また、本実施の形態6では、カプセル型内視鏡8０の進行方向前側を所望の撮影方

向としており、口腔内でカプセル型内視鏡8０が歯側を向いている場合を警告の対象

としたが、カプセル型内視鏡8０の進行方向後ろ側を所望の撮影方向とする場合であ

れば、口腔内でカプセル型内視鏡8０が喉側を向いていると判定されたときに警告を

発するよぅにすればよい。

産業上の利用可能，性

０1０6 以上のよぅに、本発明にかかる体内画像撮影装置は、複眼型や単眼型のカプセル

型内視鏡を用いる場合に有用であり、特に、被検体内において所望方向のみの撮

像を確保したい場合に適している。



請求の範囲

被検体内に導入可能であって、両端方向の撮影が可能な撮像光学系を内蔵した

ヵプセル型箇体と、

前記被検体内における該ヵプセル型箇体の重カ方向を検出する重カセンサと、

該重カセンサによる重カ方向の検出結果に基づいて前記撮像光学系の撮影方向

として両端方向のぅちの一方の方向を選択する撮像選択部と、

を備えたことを特徴とする体内画像撮影装置。

2 前記撮像光学系は、それぞれ撮像素子を個別に有して撮影方向を異ならせた2つ

の撮像光学系からなり、

前記撮像選択部は、2つの前記撮像光学系のぅちの一方を選択することを特徴とす

る請求項 に記載の体内画像撮影装置。

3 前記撮像光学系は、両端方向の撮影に共用される つの撮像素子と、両端方向で

個別に設けられて前記撮像素子に撮影画像を結像させる2つの結像光学系と、該2

つの結像光学系のぅちの一方のみの撮影画像を前記撮像素子に対して選択的に有

効とさせる切換えミラーとを備え、

前記撮像選択部は、前記切換えミラーを切換えて2つの前記結像光学系のぅちの

一方を選択することを特徴とする請求項 に記載の体内画像撮影装置。

4 前記切換えミラーは、 s (マイクロ・ェレクトロ・メヵニヵル・システム) ミラーであ

ることを特徴とする請求項3に記載の体内画像撮影装置。

5 前記重カセンサは、加速度センサであることを特徴とする請求項 に記載の体内画

像撮影装置。

6 前記撮像選択部は、前記重カセンサにより検出された重カ方向側が撮影方向とな

るよぅに両端方向のぅちの一方の方向を選択することを特徴とする請求項2に記載の

体内画像撮影装置。

7 前記切換えミラーの切換えは、前記撮像素子の撮像期間以外の期間に行われるこ

とを特徴とする請求項3に記載の体内画像撮影装置。

8 被検体内に導入可能であって、一端側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内

蔵したヵプセル型箇体と、



該カプセル型箇体の他端側に設けられて、該カプセル型箇体の前記一端側が前

方向となって前記被検体内を進むよぅにガイドする方向付けガイド部材と、

を備えたことを特徴とする体内画像撮影装置。

9 前記方向付けガイド部材は、尾びれ状部材からなることを特徴とする請求項8に記

載の体内画像撮影装置。

０ 前記方向付けガイド部材は、複数の糸状部材からなることを特徴とする請求項8に

記載の体内画像撮影装置。

前記方向付けガイド部材は、複数の羽根状部材からなることを特徴とする請求項8

に記載の体内画像撮影装置。

2 前記方向付けガイド部材は、前記被検体内において溶ける材料からなることを特徴

とする請求項8に記載の体内画像撮影装置。

3 前記方向付けガイド部材は、前記被検体内導入前に前記カプセル型箇体に後付

けされる別部材からなることを特徴とする請求項8に記載の体内画像撮影装置。

4 被検体内に導入可能であって、一端側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内

蔵したカプセル型箇体と、

該カプセル型箇体の重心位置よりも端部側位置の両側に設けられた一対の凸状部

材と、

を備えたことを特徴とする体内画像撮影装置。

5 前記端部側位置は、重心位置よりも他端側の端部側位置であることを特徴とする請

求項 4に記載の体内画像撮影装置。

6 被検体内に導入可能であって、一端側方向のみの撮影が可能な撮像光学系を内

蔵したカプセル型箇体と、

該カプセル型箇体の径よりも大きく形成されて、該カプセル型箇体の重心位置より

も端部側位置の両側に回転 自在に設けられた一対の車輪状部材と、

を備えたことを特徴とする体内画像撮影装置。

7 前記端部側位置は、重心位置よりも他端側の端部側位置であることを特徴とする請

求項 6に記載の体内画像撮影装置。

8 前記カプセル型箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心位置であることを特



徴とする請求項 4に記載の体内画像撮影装置。

9 前記カプセル型箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心より片側に偏心させ
た位置であることを特徴とする請求項 4に記載の体内画像撮影装置。

2０ 前記カプセル型箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心位置であることを特

徴とする請求項 6に記載の体内画像撮影装置。

2 前記カプセル型箇体の重心位置は、該カプセル型箇体の中心より片側に偏心させ
た位置であることを特徴とする請求項 6に記載の体内画像撮影装置。
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第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願 (D 土 分 Xl 係 るも (D てある ま Q

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
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第 欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。
発明群 請求の範囲 1 - 7 ，発明群 π :請求の範囲 - 1 3 ，発明群m:請求の範囲 1 4 , 1 5 ，発明群 IV :
請求の範囲 1 6 - 2 1

上記発明群 I -IV に共逓の構成は、被検体内に導入可能てあ て、撮影か可能な撮像光学系を内蔵 したカプセ
型萱体を備えた体内画像撮影装置てある。 し しなから、上記構成は例示するまてもな <先行技術の域を出な

ら、 P C T規則 1 3 ・ 2 の第 2 文の青味にお て、この共逓の構成は特別な技術的特徴てはな 。それ故、上
記発明群 I -IV 全てに共逓の事項はな 。また、 P C T 規則 1 3 ・ 2 の第 2 文の青味にお て特別な技術的特徴
考えられる他の共逓の事項は存在しな のて、それらの相違する発明群の間にP C T 規則 1 3 の青味における

技術的な関連を見 たすこ はてきな 。
よ て、発明群 I -IV に係 る発明は発明の単 性の要件を備たして な 。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな 、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した

請求の範囲 1-7

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式PCT ノISAノ210 (第 1 yの続葉 (2) ) (2005年4月)
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