
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボデイ内に対物レンズと接眼レンズとを有する拡大光学系を収容してなる顕微鏡と、エ
ンドスコープと、このエンドスコープで得られた像を映し出す像表示手段と、を備えた医
療用観察装置において、
　上記像表示手段は上記顕微鏡のボデイ内に収容されており、上記顕微鏡のボデイ内の拡
大光学系の光路上には、対物レンズと接眼レンズの間において、上記像表示手段で映し出
された像を接眼レンズに送るビームスプリッタが配置されており、上記接眼レンズの視野
範囲において、上記像表示手段の映像の視野範囲 、上記拡大光学系の拡大像の視野範囲

ずれていることを特徴とする医療用観察装
置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　ボデイ内に対物レンズと接眼レンズとを有する拡大光学系を収容してなる顕微鏡と、エ
ンドスコープと、このエンドスコープで得られた像を映し出す像表示手段と、を備えた医
療用観察装置において、
　上記像表示手段は上記顕微鏡のボデイ内に収容されるとともに、拡大光学系の対物レン
ズと接眼レンズの間の光路に隣接して配置され、この像表示手段で映しだされた像が、接
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と
とが、要部が重ならないように重なりを持って

上記像表示手段と接眼レンズとの間に、シャッタが介在されていることを特徴とする請
求項１に記載の医療用観察装置。



眼レンズの視野内に位置
　 ことを特徴とする医
療用観察装置。
【請求項４】
　上記エンドスコープはイメージセンサを備え、上記像表示手段はモニターテレビにより
構成されていることを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の医療用観察装置。
【請求項５】
　患者の容態を検出する検出手段と、この検出手段からの情報に基づいて患者の容態に関
する情報をモニターテレビに映し出させる制御手段とを備えたことを特徴とする請求項
に記載の医療用観察装置。
【請求項６】
　上記エンドスコープは像伝送のための光ファイバー束を有し、この光ファイバー束がエ
ンドスコープから延出され、その延出部の端面が上記像表示手段として提供されているこ
とを特徴とする請求項１～ のいずれかに記載の医療用観察装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、耳，目，脳の微細手術等に用いられる医療用観察装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、耳，目，脳等の微細手術に顕微鏡が用いられている。手術者は、顕微鏡の一対の接
眼レンズに両目を合わせて、患部の拡大像を観察しながら、手術を行う。ところで、上記
顕微鏡は通常吊り下げ支持されており、限られた範囲の角度からしか患部を観察できない
が、手術に際して異なる角度から患部を観察することが要求されることがある。そのため
、手術者は、イメージセンサを有するエンドスコープを持って患部に近付け、このエンド
スコープで得られた像をモニターテレビに映し出して観察している。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記の方法では、手術者は、モニターテレビを観察する際に、両目を接眼部から
一旦外し、視線を大きく変えてモニターテレビを観察する必要があり、手術を円滑に行え
ない欠点があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、請求項１の医療用観察装置では、上記像表示手段は上記顕微鏡
のボデイ内に収容されており、上記顕微鏡のボデイ内の拡大光学系の光路上には、対物レ
ンズと接眼レンズの間において、上記像表示手段で映し出された像を接眼レンズに送るビ
ームスプリッタが配置されていることを特徴とする。
請求項２の医療用観察装置では、上記像表示手段は上記顕微鏡のボデイ内に収容されると
ともに、拡大光学系の対物レンズと接眼レンズの間の光路に隣接して配置され、この像表
示手段で映しだされた像が、接眼レンズの視野内に位置することを特徴とする。
請求項３の医療用観察装置では、上記顕微鏡は上記拡大光学系を一対有し、上記一対の拡
大光学系の接眼レンズ間には、上記像表示手段で映しだされた像を外部から観察できるよ
うにして像表示手段が設けられていることを特徴とする。
請求項４の医療用観察装置では、上記顕微鏡のボデイに、拡大光学系の接眼レンズの横に
他の接眼レンズが設けられ、上記像表示手段は、当該他の接眼レンズに対峙してボデイ内
に収容されていることを特徴とする。
【０００５】
請求項５では、請求項１，２のいずれかに記載の医療用観察装置において、上記像表示手
段と接眼レンズとの間に、シャッタが介在されていることを特徴とする。
請求項６では、請求項１～５のいずれかに記載の医療用観察装置において、上記エンドス
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し、
上記像表示手段と接眼レンズとの間に、シャッタが介在されている

３

４

３



コープはイメージセンサを備え、上記像表示手段はモニターテレビにより構成されている
ことを特徴とする。
請求項７では、請求項６に記載の医療用観察装置において、患者の容態を検出する検出手
段と、この検出手段からの情報に基づいて患者の容態に関する情報をモニターテレビに映
し出させる制御手段とを備えたことを特徴とする。
請求項８では、請求項１～５のいずれかに記載の医療用観察装置において、上記エンドス
コープは像伝送のための光ファイバー束を有し、この光ファイバー束がエンドスコープか
ら延出され、その延出部の端面が上記像表示手段として提供されていることを特徴とする
。
【０００６】
【作用】
請求項１，２の医療用観察装置では、観察者例えば手術者は、顕微鏡の接眼レンズから目
を離さずに、接眼レンズの視野に、顕微鏡の拡大光学系により得られる患部の拡大像と、
異なる角度から見たエンドスコープによる患部の像とを同時に観察できる。
請求項３の医療用観察装置では、一対の接眼レンズの間に像表示手段が設けられているの
で、観察者例えば手術者は、顕微鏡の接眼レンズから顕微鏡の拡大光学系により得られる
患部の拡大像を観察でき、また僅かに目をそらすだけで、異なる角度から見たエンドスコ
ープによる患部の像を観察できる。
請求項４の医療用観察装置では、観察者例えば手術者は、一方の目で一方の接眼レンズか
ら顕微鏡の拡大光学系により得られる患部の拡大像を観察でき、また他方の目で他方の接
眼レンズから、異なる角度からのエンドスコープによる患部の像を観察できる。
【０００７】
請求項５では、シャッタが開いた時にのみエンドスコープからの像を接眼レンズの視野内
で観察でき、シャッタが閉じている時には、拡大光学系による患部の拡大像のみを観察で
きエンドスコープからの像が邪魔にならない。
請求項６では、像表示手段はモニターテレビにより構成されているので、画像情報を使用
者の要望に合わせて処理することができる。
請求項７では、患者の容態に関する情報がモニターテレビに映し出されるので、手術者は
、患者の容態を認識しながら手術を行うことができる。
請求項８では、像表示手段は光ファイバー束の端面により構成されているので、電気の使
用を極力抑えることができる。
【０００８】
【実施例】
以下、本発明の一実施例を図１，図２を参照して説明する。医療用観察装置は、顕微鏡１
０とエンドスコープ２０を主要構成要素として備えている。
顕微鏡１０は、双眼鏡に似た形状のボデイ１１を有している。このボデイ１１は、図示し
ない吊り下げ装置により支持されている。ボデイ１１内には、一対の拡大光学系１０ａ，
１０ｂが収容されている。拡大光学系１０ａ，１０ｂは、公知の顕微鏡と同様に、それぞ
れ対物レンズ１２，プリズム１３，１４，接眼レンズ１５を備えている。また、顕微鏡１
０は、照明光を患部に照射するための光学系（図示しない）を備えている。
【０００９】
本実施例では、上記拡大光学系１０ａ，１０ｂの光路Ａ，Ｂ上に、プリズム１４と接眼レ
ンズ１５との間において、それぞれビームスプリッタ１６ａ，１６ｂが配置されている。
本体１１は、このビームスプリッタ１６ａ，１６ｂの横に突出部１１ａ，１１ｂを有して
いる。
【００１０】
一方の突出部１１ａには、モニターテレビ３０（像表示手段），レンズ３１，シャッタ３
２がビームスプリッタ１６ａに向かって順に配置されている。これらモニターテレビ３０
，レンズ３１，シャッタ３２が配置される光路Ｘは、上記拡大光学系１０ａの光路Ａと交
差している。この交差角度は９０°より若干小さいか大きい。モニターテレビ３０の画面
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は、この光路Ｘと直交している。
【００１１】
上記モニターテレビ３０には、上記エンドスコープ２０で得られた像が映し出される。詳
述すると、このエンドスコープ２０は、ボデイ２１とこのボデイ２１から延出される硬性
の管２２を有している。この管２２の先端には、照明窓と観察窓が形成されている。この
照明窓からは、ボデイ２１，管２２を通る光ファイバー束を介して照明光が照射される。
観察窓にはレンズを介してＣＣＤ等のイメージセンサが対峙している。このイメージセン
サは、信号線２３を介して制御ユニット２５（制御手段）に接続されている。この制御ユ
ニット２５は、イメージセンサを制御し、イメージセンサからの画像信号に基づきテレビ
映像信号を作成してモニターテレビ３０に送る。
【００１２】
上記制御ユニット２５には、患者の血圧，心拍数を測定する血圧計２８ａ，心拍計２８ｂ
，脳波計２８ｃ（検出手段）が接続されている。制御ユニット２５は、血圧計２８ａから
の血圧情報に基づき数字を表す映像信号を作り、心拍計２８ｂからの心拍情報に基づき数
字および波形を表す映像信号を作り、脳波計２８ｃからの脳波情報に基づき波形を表す映
像信号を作り、これらを上記イメージセンサからの映像信号と合成して、モニターテレビ
３０に送る。これにより、上記数字，波形が、モニターテレビ３０の画面の特別領域例え
ば右下隅の領域に映し出される。なお、制御ユニット２５の回路部は、モニターテレビ３
０に内蔵してもよい。
【００１３】
本体１１の他方の突出部１１ｂには、ＣＣＤ等のイメージセンサ４０とレンズ４１がビー
ムスプリッタ１６ｂに向かって順に配置されている。イメージセンサ４０とレンズ４１が
配置される光軸Ｙは拡大光学系１０ｂの光軸Ｂと９０°で交差している。イメージセンサ
４０からの画像信号に基づき、大型のモニターテレビ４５で拡大光学系１０ｂの拡大像を
観察することができる。
【００１４】
上記構成において、手術者は、両目を顕微鏡１０の一対の接眼レンズ１５に合わせ、拡大
光学系１０ａ，１０ｂによる患部の拡大像を観察しながら手術を行う。図２に示すように
、この拡大像の視野範囲Ｓ１は接眼レンズ１５の全視野範囲Ｓ０の一部を占める。
【００１５】
手術者は、異なる角度からの患部像を見たい時に、エンドスコープ２０を持って、その先
端を患部に向ける。すると、このエンドスコープ２０のイメージセンサで得られた患部像
が、制御ユニット２５を介してモニターテレビ３０に送られる。この時、エンドスコープ
２０のボデイ２１に設けられた押しボタン（図示しない）を押すと、図示しない制御回路
がこれに応答してシャッタ３２を開くので、モニターテレビ３０からの光がレンズ３１，
シャッタ３２を経てビームスプリッタ１３で反射され、接眼レンズ１５を経て手術者の一
方の目に届く。その結果、手術者は、一対の接眼レンズ１５から目を離さずに、モニター
テレビ３０に映し出された異なる角度から見た患部の像を観察することができる。
なお、接眼レンズ１５で観察されるモニターテレビ３０の患部の映像は、拡大光学系１０
ａ，１０ｂで得られる像と倍率が同程度でもよいしこれより高くても低くてもよい。
【００１６】
図２に示すように、モニターテレビ３０の映像の視野範囲Ｓ２は、拡大光学系１０ａの拡
大像の視野範囲Ｓ１からずれているので、両者の像の要部が重ならないか全く重ならず、
同時観察をすることができる。また、モニターテレビ３０の映像が邪魔になる時には、シ
ャッタ３２を閉じることにより、この映像を接眼レンズ１５の視野範囲Ｓ０から排除する
ことができる。
モニターテレビ３０には、血圧，心拍，脳波の情報も映し出されるので、手術者は患者の
容態を考慮しながら手術を行うことができる。
なお、上記実施例において、モニターテレビ３０の映像の視野範囲Ｓ２と、拡大光学系１
０ａの拡大像の視野範囲Ｓ１とを一致させてもよい。この場合、拡大光学系１０ａのプリ
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ズム１４とビームスプリッタ１６ａとの間にシャッタを介在させ、モニターテレビ３０の
映像を観察する際にはこのシャッタを閉じるようにする。
【００１７】
次に、本発明の他の実施例について説明する。これら実施例において、最初の実施例に対
応する構成部には同番号を付してその説明を省略する。
図３の実施例では、モニターテレビ３０が、上記顕微鏡１０のボデイ１１内に収容されて
おり、対物レンズ１２と接眼レンズ１５の間において拡大光学系１０ａの光路Ａに隣接し
て配置されている。より具体的にはプリズム１４の隣に配置されていて、接眼レンズ１５
に対峙している。この構成でも、接眼レンズ１５の視野内に拡大光学系１０ａによる拡大
像と、モニターテレビ３０の映像が、互いにずれて配置される。
【００１８】
図４の実施例では、顕微鏡のボデイ１０の外面にモニターテレビ３０が設置されている。
このモニターテレビ３０は、一対の接眼レンズ１５間に配置され、その画面は、接眼レン
ズ１５の光軸と平行な直線に対して直交している。手術者は、接眼レンズ１５から少し目
をそらすだけで、モニターテレビ３０の映像を観察することができる。
【００１９】
図５の実施例では、顕微鏡１０は、一つだけの拡大光学系１０ａを有している。ボデイ１
１には、この拡大光学系１０ａの接眼レンズ１５の横に、他の接眼レンズ１５’が設けら
れている。ボデイ１１内には、この接眼レンズ１５’に対峙するようにしてモニターテレ
ビ３０が収容されている。この実施例では、手術者は、一方の目で一方の接眼レンズ１５
から拡大光学系１０ａにより得られる患部の拡大像を観察でき、また他方の目で他方の接
眼レンズ１５’から、異なる角度からのエンドスコープによる患部の像を観察できる。
【００２０】
図６の実施例では、エンドスコープ２０Ａの像伝送光学系は光ファイバー束２４を備えて
いる。この光ファイバー束２４の一端はレンズを介して観察窓に対峙している。この光フ
ァイバー束２４はボデイ２１から延出され、その他端が顕微鏡１０のボデイ１１の突出部
１１ａに収容され、その他端面２４ａが像表示手段として提供されている。この他端面２
４ａは、光路Ｘと直交し、レンズ３１，シャッタ３２を介してビームスプリッタ１６ａに
対峙している。手術者は接眼レンズ１５から患部の拡大像のみならず、エンドスコープ２
０Ａで得られた像を観察することができる。
図３，図４，図５の実施例でのモニターテレビを、この光ファイバー束の端面によって置
き代えることができる。
【００２１】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１，２によれば、接眼レンズの視野に、顕微鏡の拡大光学系
により得られる患部の拡大像と、エンドスコープで得られる異なる角度からの像を同時に
観察できる。
請求項３によれば、操作者例えば手術者は、顕微鏡の接眼レンズから僅かに目をそらすだ
けで、異なる角度からの患部の像を観察できる。
請求項４では、一方の目で顕微鏡の拡大光学系により得られる患部の拡大像を観察でき、
他方の目でエンドスコープで得られる異なる角度からの像を観察できる。
請求項５では、所望する時にのみエンドスコープにより得られる像を観察することができ
る。
請求項６では、モニターテレビを用いることにより、画像情報を使用者の要望に合わせて
処理することができる。
請求項７では、患者の容態に関する情報がモニターテレビに映し出されるので、手術者は
、患者の容態を認識しながら手術を行うことができる。
請求項８では、光ファイバー束を用いることにより、電気の使用を極力抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明に係わる医療用観察装置の一実施例を示す概略図である。
【図２】同装置の接眼部における顕微鏡視野とモニターテレビ視野を示す図である。
【図３】他の実施例の要部を示す概略図である。
【図４】さらに他の実施例の要部を示す概略図である。
【図５】さらに他の実施例の要部を示す概略図である。
【図６】さらに他の実施例を示す概略図である。
【符号の説明】
１０　…　顕微鏡
１１　…　ボデイ
１０ａ，１０ｂ　…　拡大光学系
１２　…　対物レンズ
１５，１５’　…　接眼レンズ
１６ａ　…　ビームスプリッタ
２０，２０Ａ　…　エンドスコープ
２４ａ　…　光ファイバー束の端面（像表示手段）
２５　…　制御ユニット（制御手段）
２８ａ　…　血圧計（検出手段）
２８ｂ　…　心拍計（検出手段）
２８ｃ　…　脳波計（検出手段）
３０　…　モニターテレビ（像表示手段）
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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