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(57) 要約 本発明は、無駄となる画像を減 らすことができる被検体内画像取得システム、被検体内画像処理方法
および被検体内導入装置を提供することを目的とする。本発明にかかる被検体内画像取得システムにおいて、被検
体内導入装置は、被検体内の画像情報に被検体内導入装置の撮像手段における光学情報に対応 した種別情報を付 し
て送信する。処理装置 は、処理対象の画像情報に付された種別情報に対応する光学情報を取得 し、この取得 した
光学情報に応 じた画像処理プログラムを用いて処理対象の画像情報を処理 しており、被検体内導入装置の適用部位
以外に対応する画像に対 しても、取得 した光学情報に応 じた画像処理プログラムを用いて処理対象の画像情報を使
用可能な程度にまで処理できる。このため、被検体内導入装置によって撮像 された適用部位以外の画像が診断用な
どとして使用可能になる。



明 細 苫

被検体内画像取得システム、被検体内画像処理方法および被検体内導

入装置

技術分野

０００1 この発明は、被検体内の画像を取得する被検体内画像取得システム、被検体内画

像処理方法ぉょび被検体内導入装置に関するものである。

背景技術

０００2 近年、内視鏡の分野にぉいて、飲込み型のカプセル型内視鏡が開発されている。

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忠

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

腸などの臓器の内部をその蠕動運動にしたがって移動し、順次撮像する機能を有す

る (たとえば、特許文献 参照 )。

０００3 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、体腔内を移動する間

、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ぉいては、メモりに蓄積された画像データをディスプ

レイに表示させ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

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 この種のカプセル型内視鏡に関しては、カプセル型内視鏡の適用部位に対応させ

た光学性能で設計されたレンズや信号処理機能を有する。たとえば、カプセル型内

視鏡が小腸用である場合には、内径が狭い小腸壁を撮像するため、近点に焦点を

合わせた光学性能でレンズや信号処理機能が設計されている。また、カプセル型内

視鏡は、一般的に、被験者が飲込んで自然に排出されるまでの期間、カプセル型内

視鏡の適用部位以外の臓器も撮像し、膨大な枚数の画像を送信する。

０００6 しかしながら、従来のカプセル型内視鏡にぉいては、適用部位に対応させて光学

性能が設計されてぉり適用部位以外の臓器に対しては適切な光学性能が確保され



ていないため、適用部位以外の臓器を撮像した画像は、診断可能な程度にまで適

切に撮像されておらず、診断用に使用することができなかった。このため、カプセル

型内視鏡によって撮像された膨大な枚数の画像のぅち、適用部位以外の画像は無

駄となってしまっていた。そして、適用部位以外の臓器に対しても新たに画像を取得

したい場合には、再度、画像取得対象の臓器を撮像可能である光学性能で設計さ

れたカプセル型内視鏡を被験者に飲み込んでもらぅしかなく、被験者の負担にもなっ
ていた。

０００7 この発明は、上記した従来技術の欠点に鑑みてなされたものであり、カプセル型内

視鏡の適用部位以外の臓器を撮像した画像を使用可能とし、無駄となる画像を減ら

すことができる被検体内画像取得システム、被検体内画像処理方法および被検体内

導入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

０００8 上述した課題を解決し、目的を達成するために、この発明にかかる被検体内画像

取得システムは、被検体の内部に導入され、撮像した前記被検体内の画像を含む画

像情報を外部に無線送信する被検体内導入装置と、前記被検体内導入装置から送

信された前記画像情報を処理する処理装置とを備えた被検体内画像取得システム

において、前記被検体内導入装置は、前記被検体内の画像を撮像する撮像手段と

、前記撮像手段によって撮像された画像を含む前記画像情報に、前記撮像手段に

おける光学情報に対応した種別情報を付して送信する送信手段と、を備え、前記処

理装置は、各種別情報に対応する各光学情報の細み合わせと、各光学情報に対応

した画像処理プログラムとを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶される前記

光学情報の中から処理対象の前記画像情報に付された前記種別情報に対応する前

記光学情報を取得し、前記記憶手段に記憶される画像処理プログラムのぅち前記取

得した光学情報に応じた前記画像処理プログラムを用いて前記処理対象の画像情

報を処理する画像処理手段と、を備えたことを特徴とする。

０００9 また、この発明にかかる被検体内画像取得システムは、上記の発明において、前記

種別情報は、前記被検体内導入装置の適用部位を示し、前記画像処理手段は、前

記被検体内導入装置の適用部位以外に対応する画像情報を前記処理対象の画像



情報として処理することを特徴とする。

００1０ また、この発明にかかる被検体内画像取得システムは、上記の発明において、前記

光学情報は、前記撮像手段の撮像倍率、画素数または明るさを示す情報であり、前

記画像処理プログラムは、前記処理対象の画像の倍率を変更する倍率調整プログラ

ム、前記処理対象の画像の鮮明度を変更する鮮明度調整プログラム、または、前記

処理対象の画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムであり、前記画像処理手

段は、前記処理対象の画像情報の種別情報に対応する前記撮像倍率、前記画素数

または前記明るさをもとに前記倍率調整プログラム、前記鮮明度調整プログラムまた

は前記明るさ調整プログラムを用いて前記処理対象の画像情報を処理することを特

徴とする。

００11 また、この発明にかかる被検体内画像処理方法は、被検体の内部に導入された被

検体内導入装置から送信された前記被検体内の画像を含む画像情報を処理する被

検体内画像処理方法において、前記被検体内導入装置における撮像手段によって

前記被検体内の画像が撮像される撮像ステップと、前記撮像手段における光学情報

に対応した種別情報が付された前記画像情報が前記被検体内導入装置から送信さ

れる送信ステップと、前記被検体内導入装置から送信された画像情報を受信する受

信ステップと、受信された前記画像情報のぅち処理対象の前記画像情報に付された

種別情報に対応する前記光学情報を取得し、該取得した光学情報に応じた画像処

理プログラムを用いて前記処理対象の画像情報を処理する画像処理ステップと、を

含むことを特徴とする。

００12 また、この発明にかかる被検体内画像処理方法は、上記の発明において、前記種

別情報は、前記被検体内導入装置の適用部位を示し、前記画像処理ステップは、前

記被検体内導入装置の適用部位以外に対応する画像情報を前記処理対象の画像

情報として処理することを特徴とする。

００13 また、この発明にかかる被検体内画像処理方法は、上記の発明において、前記光

学情報は、前記撮像手段の撮像倍率、画素数または明るさを示す情報であり、前記

画像処理プログラムは、前記処理対象の画像の倍率を変更する倍率調整プログラム

、前記処理対象の画像の鮮明度を変更する鮮明度調整プログラム、または、前記処



理対象の画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムであり、前記画像処理ステッ

プは、前記処理対象の画像情報の種別情報に対応する前記撮像倍率、前記画素数

または前記明るさをもとに前記倍率調整プログラム、前記鮮明度調整プログラムまた

は前記明るさ調整プログラムを用いて前記処理対象の画像情報を処理することを特

徴とする。

００14 また、この発明にかかる被検体内導入装置は、被検体の内部に導入され、撮像し

た前記被検体内の画像を含む画像情報を外部に無線送信する被検体内導入装置

において、前記被検体内の画像を撮像する撮像手段と、前記撮像手段によって撮像

された画像を含む前記画像情報に、前記撮像手段における光学情報に対応した種

別情報を付して送信する送信手段と、を備えたことを特徴とする。

発明の効果

００15 本発明によれば、被検体内導入装置は、被検体内の画像情報に被検体内導入装

置の撮像手段における光学情報に対応した種別情報を付して送信し、処理装置は、

処理対象の画像情報に付された種別情報に対応する光学情報を取得し、この取得

した光学情報に応じた画像処理プログラムを用いて処理対象の画像情報を処理して

おり、被検体内導入装置の適用部位以外に対応する画像に対しても、取得した光学

情報に応じた画像処理プログラムを用いて処理対象の画像情報を使用可能な程度

にまで処理できるため、被検体内導入装置によって撮像された適用部位以外の画像

を診断用などとして使用することが可能になるとともに、再度カプセル型内視鏡を被

験者に飲み込んでもらぅ必要もなくなるといぅ効果を奏する。

図面の簡単な説明

００16 図 図 は、実施の形態にかかる被検体内画像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構成を示すブロック図である。

図3 図3は、図 に示すカプセル型内視鏡から送信される画像信号を説明する図で

ある。

図4 図4は、図 に示した処理装置の構成を示すブロック図である。

図5 図5は、図4の記憶部に記憶される光学情報群を例示する図である。



図6 図6は、図4の記憶部に記憶される画像処理プログラム群を例示する図である。

図7 図7は、図4に示す処理装置における画像処理の処理手順を示すフローチャー

トである。

図8 図8は、図4に示す画像処理部が実行する画像処理手順の一例を示すフロー

チャートである。

図9 図9は、図4に示す画像処理部が実行する画像処理手順の一例を示すフロー

チャートである。

図1０図 ０は、図4に示す画像処理部が実行する画像処理手順の一例を示すフロ

ーチャートである。

図11 図 は、図 に示す受信装置の構成を示すブロック図である。

符号の説明

被検体

2 カプセル型内視鏡

3 受信装置

3a 無線ュニット

3b 受信本体ュニット

4 処理装置

5 携帯型記録媒体

2０ カプセル型笛体

2０a 先端カバー

2０b 笛体

2 制御部

22 撮像部

22a レンズ

信号処理部

24 記憶部

通信処理部



3 受信部

32 変換部

33 同期信号検出部

34 画像処理部

36 記憶部

4 制御部

4 2 入力部

44 記憶部

4 5 画像処理部

4 6 処理設定部

4 7 表示部

発明を実施するための最良の形態

００18 以下、図面を参照して、この発明を実施するための最良の形態 (以下、単に「実施

装置について説明する。なお、本実施の形態により本発明が限定されるものではな

い。また、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。

００19 本発明の実施の形態について説明する。図 は、無線型の被検体内画像取得シス

テムの全体構成を示す模式図である。この被検体内画像取得システムは、被検体内

導入装置の一例として単眼型のカプセル型内視鏡を用いている。図 に示すよぅに、

無線型の被検体内画像取得システムは、被検体 の体内に導入され、体腔内画像を

撮像して受信装置3に対して映像信号などのデータ送信を無線によって行ぅカプセ

ル型内視鏡2と、カプセル型内視鏡2から無線送信された体腔内画像データを受信

する受信装置3と、受信装置3が受信した映像信号に某づいて体腔内画像を表示す

る処理装置4と、受信装置3と処理装置4との間のデータ受け渡しを行ぅための携帯

型記録媒体 5とを備える。

００2０ また、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

～ を有した無線ュニット3aと、複数の受信用アンテナ ～ を介して受信され



た無線信号の処理等を行ぅ受信本体ユニット3bとを備え、これらユニットはコネクタ等

を介して着脱可能に接続される。なお、受信用アンテナ ～ のそれぞれは、例

えば、被検体 が着用可能なジヤケットに備え付けられ、被検体 は、このジヤケットを

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可能なものであっても

よい。

００2 1 処理装置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を処理して表示

するためのものであり、携帯型記録媒体 5によって得られるデータをもとに画像表示

を行ぅワークステーション等の構成を有する。具体的には、処理装置4は、C ディス

プレイ、液品ディスプレイ等によって直接画像を表示する構成としてもよレ七、ブリンタ

等のよぅに、他の媒体に画像を出力する構成としてもよい。

００22 携帯型記録媒体 5は、コンパクトフラッシュ(登録商標 )メモり等が用いられ、受信本

体ユニット3b及び処理装置4に対して着脱可能であって、両者に対する挿着時に情

報の出カ又は記録が可能な機能を有する。具体的には、携帯型記録媒体 5は、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受信本体ユニット3bに挿若

され、カプセル型内視鏡2から送信されるデータが携帯型記録媒体 5に記録される。

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

撮像が終わった後には、受信本体ユニット3bから取り出されて処理装置4に挿若され

、処理装置4によって記録されたデータが読み出される。受信本体ユニット3bと処理

装置4との間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

体腔内の撮像中に自由に行動することが可能となり、また、処理装置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、受信本体ユニット3bと処理装置4

との間のデータの受け渡しは、受信本体ユニット3bに内藏型の他の記録装置を用い

、処理装置4と有線又は無線接続するよぅに構成してもよい。

００23 つぎに、この発明にかかる被検体内導入装置の一例であるカプセル型内視鏡2の

構成について詳細に説明する。図2は、カプセル型内視鏡2の一構成例を示す模式

図である。図2に示すよぅに、カプセル型内視鏡2は、被検体 の体腔内を撮像する

撮像部22を、カプセル型内視鏡2を構成する各構成部位に電力を供給する電源部



26とともに、カプセル型笛体2０内に配設することにより構成されている。なお、図2で

は、被検体 内を撮像する撮像部22を単眼で示しているが、撮像部22を複数設けた

複眼であってもよい。

００24 カプセル型笛体2０は、撮像部22を覆ぅ透明でドーム状の先端カバー2０aと、先端

カバー2０aと水密状態に設けられた笛体2０bとによって構成され、被検体 の口から

飲み込み可能な大きさに形成されている。先端カバー2０aは、笛体2０bの一方の端

部に取り付けられている。笛体2０bは、可視光が透過しない有色材質によって形成さ

れている。笛体2０bは、カプセル型内視鏡2の各構成部位の駆動を制御し各構成部

位における信号の入出力制御を行ぅ制御部2 と、体腔内部を撮像する撮像部22と、

撮像部22によって撮像された画像を処理する信号処理部23と、無線通信に必要で

ある情報を記憶する記憶部24と、外部の処理装置4に対して送信する各種信号を無

線信号に変調し、またはアンテナ25a を介して受信した無線信号を復調する通信処

理部25と、カプセル型内視鏡2の各構成部に対して駆動電力を供給する電源部26

とを内藏する。通信処理部25は、コイルアンテナなどによって構成され外部のアンテ

ナとの間で無線信号を送受信するアンテナ25a を有する。

００25 撮像部22は、被検体 の体腔内の画像を撮像するためのものである。具体的には

、撮像部22は、CC またはC OS等の撮像素子と、この撮像素子の撮像視野を照

明する 等の発光素子と、この撮像素子に対して撮像視野からの反射光を結像

するレンズ22a 等の光学系とを用いて実現される。撮像部22は、笛体2０bの端部に

固定され、先端カバー2０aを介して受光する撮像視野からの反射光を結像し、被検

体 の体腔内の画像を撮像する。撮像部22における撮像素子、発光素子、レンズ22

aなどの光学系などは、カプセル型内視鏡2の適用部位に対応させた光学性能で設

計されたレンズや信号処理機能を有する。たとえば、カプセル型内視鏡2が小腸用

である場合には、内径が狭い小腸壁を撮像するため、近点に焦点を合わせた光学性

能でレンズや信号処理機能が設計されている。また、カプセル型内視鏡2が胃用で

ある場合には、内部容積が大きい胃内を撮像するため、小腸の場合よりも大きい距

離に焦点を合わせた光学性能でレンズや信号処理機能が設計されている。

００26 ここで、カプセル型内視鏡2においては、被検体内画像を含む画像情報に、撮像



部22における光学情報に対応した種別情報を付して送信している。カプセル型内視

鏡2においては、撮像部22は、カプセル型内視鏡2の適用部位にそれぞれ対応させ

た光学性能で設計されており、適用部位に応じて撮像部22の各光学情報は典なる。

カプセル型内視鏡2は、このカプセル型内視鏡2における撮像部22の光学情報に対

応する種別情報として、このカプセル型内視鏡2の適用部位を示す情報を画像情報

に付して送信している。

００27 この種別情報は、予め記憶部24内に記憶されており、制御部2 は、撮像部22の

適用部位に対応する種別情報を記憶部24内から取得して、信号処理部23に出力

する。信号処理部23は、撮像部22によって撮像された画像を処理し、この画像を含

む画像信号に制御部2 から出力された種別情報を付する。

００28 具体的には、図3に示すよぅに、信号処理部23は、撮像部22によって撮像された

画像G を走査線データ単位に処理する。そして、信号処理部23は、送信対象の画

像G における最後の走査線データの後に、カプセル型内視鏡2固有の情報を含む

固有情報 aを付する。この固有情報 aは、ホワイトバランス情報およびカプセル型

内視鏡2のシリアル番号などに加え、前述した種別情報をさらに含んでいる。信号処

理部23は、撮像部22によって撮像された画像G2～G に対しても同様に、各画像G

2～G の最後の走査線データの後に、ホワイトバランス情報およびシリアル番号など

とともに種別情報を含んだ固有情報 aを付する。

００29 そして、通信処理部25ほ、信号処理部23が生成した情報をアンテナ25a から無線

送信する。すなわち、通信処理部25は、撮像部22によって撮像された画像を含む

画像情報に、撮像部22における光学情報に対応した種別情報を付して外部に無線

送信する。

００3０ このよぅに、カプセル型内視鏡2は、撮像部22が撮像した画像情報に、このカプセ

ル型内視鏡2の撮像部22における光学情報に対応した種別情報であって、このカプ

セル型内視鏡2の適用部位を示す種別情報を付して送信している。カプセル型内視

鏡2から送信された情報は、受信装置3によって受信され、携帯型記録媒体 5に記憶

される。処理装置4は、この携帯型記録媒体 5内に記憶された情報を読み取ることに

よってカプセル型内視鏡2が撮像した画像を含む画像情報とともに種別情報を取得



することができる。

００3 1 つぎに、図4を参照して、図 に示す処理装置4について説明する。図4は、図 に

示す処理装置4の概略構成を示すブロック図である。図4に示すよぅに、処理装置4

は、制御部4 と、入力部4 2と、記憶部44と、画像処理部4 5と、表示部4 7とを備える

。また、制御部4 は、ヵブセル型内視鏡2によって撮像された画像群Pa bがそれ

ぞれフオルダ a b内などに格納されたデータベース bと接続する。

００32 制御部4 は、制御機能を有する P 等を用いて構成され、入力部4 2、記憶部44

、画像処理部4 5および表示部4 7の処理および動作を制御する。制御部4 は、これ

らの各構成部位に入出力される情報について所定の入出力制御を行ない、かつ、こ

の情報に対して所定の情報処理を行ぅ。入力部4 2は、種々の情報を入力するための

キーボード、表示部4 7の表示画面上における任意の位置を指定できるマウス等を用

いて構成され、検体の分析に必要な諸情報や分析動作の指示情報等を外部から取

得する。

００33 記憶部44は、情報を磁気的に記憶するハードディスクと、処理装置4が処理を実行

する際にその処理にかかわる各種プログラムをハードディスクから口一ドして電気的

に記憶するメモりとを用いて構成され、光学情報群 および画像処理プログラム群

を含む諸情報を記憶する。記憶部44は、C Cヵ一ド

等の記憶媒体に記憶された情報を読み取ることができる補助記憶装置を備えてもよ

００34 ところで、ヵブセル型内視鏡2の撮像部22は、ヵブセル型内視鏡2の適用部位に

対応させた光学性能で設計されている。したがって、ヵブセル型内視鏡2の適用部

位によって、すなわちヵブセル型内視鏡2の種別によって、撮像部22の各光学情報

は典なったものとなる場合が多い。そこで、記憶部44は、たとえば図5に示すよぅに、

このヵブセル型内視鏡2の種別にそれぞれ対応する光学情報の細み合わせを示す

テーブル を光学情報群 として記憶する。テーブル においては、光学情報と

してヵブセル型内視鏡2の撮像部22における撮像倍率、ディストーション( )値、

画素数、明るさ、像高に対する収差呈、V 値および分光感度がヵブセル型内視鏡2

の小腸や胃などがヵブセル型内視鏡2の適用部位である各種別に対応づけられた



状態で示されている。なお、記憶部44は、カプセル型内視鏡2の各種別の各バージ

ョンによってそれぞれ光学情報が典なる場合にほ、テーブル のよぅに、各種別の

各バージョンにそれぞれ対応した各光学情報を光学情報群 として記憶する。

００35 そして、記憶部44は、画像処理プログラム群 として、処理対象の画像の倍率を

変更する倍率調整プログラム、処理対象の画像の鮮明度を変更するシャープィヒプロ

グラム、処理対象の画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムなどを記憶する。

具体的には、図6のテーブル 2に示すよぅに、記憶部44は、画像処理プログラムとし

て、処理対象の画像を撮像した撮像部22の撮像倍率をもとに該画像の倍率を変更

する倍率調整プログラム、処理対象の画像を撮像した撮像部22の画素数をもとに該

画像の鮮明度を変更するシャープ化プログラム、処理対象の画像を撮像した撮像部

22の明るさをもとに該画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムを記憶する。さら

に、記憶部44ほ、処理対象の画像を撮像した撮像部22の 値をもとに該画像を補

正する 値補正プログラム、処理対象の画像を撮像した撮像部22の収差呈をもと

に該画像を補正する収差補正プログラム、処理対象の画像を撮像した撮像部22の

V 値をもとに該画像を補正する V 補正プログラムおよび処理対象の画像を撮像した

撮像部22の撮像素子の分光感度をもとに該画像を色補正する色補正プログラムを

記憶する。なお、記憶部44は、画像処理プログラム群 として、図6のテーブル 2

に示すよぅに、倍率調整プログラムa a 2 値補正プログラムb b2、シャープィヒ

プログラム C 2、明るさ調整プログラムd d2、収差補正プログラムe e 2、V 補

正プログラムf f2、および、色補正プログラム 2などのよぅに、各画像処理プロ

グラムをそれぞれ複数記憶していてもよい。

００36 画像処理部4 5ほ、処理設定部46を有する。処理設定部46ほ、記憶部44に記憶さ

れる光学情報の中から処理対象の画像情報に付された種別情報に対応する光学情

報を取得する。そして、処理設定部4 6は、記憶部44に記憶される画像処理プログラ

ムのぅち取得した光学情報に応じた画像処理プログラムを、処理対象の画像情報を

処理する画像処理プログラムとして設定する。画像処理部4 5は、処理設定部によっ
て設定された処理対象の画像情報の光学情報に応じた画像処理プログラムを用い

て、処理対象の画像を処理する。画像処理部 は、カプセル型内視鏡2の適用部



位以外に対応する画像を含む画像情報を処理対象の画像情報として処理する。画

像処理部4 5ほ、処理対象の画像情報の種別情報に対応する撮像倍率、画素数また

は明るさなどの光学情報に応じた倍率調整プログラム、シャープィヒプログラム、明るさ

調整プログラムなどを用いて処理対象の画像情報を処理する。画像処理部4 5は、カ

プセル型内視鏡2によって撮像されたカプセル型内視鏡2の適用部位以外に対応す

る画像の種別情報に対応する光学情報を取得し、さらに、この光学情報に応じた画

像処理プログラムを用いて、この画像を処理することによって、そのままでは使用する

ことができなかった適用部位以外に対応する画像を使用できるよぅにしている。

００37 表示部4 7は、C ディスプレイ、液品ディスプレイ等によって実現され、入力部4 2

の指示情報あるいは指示結果などを表示する。そして、表示部4 7は、制御部4 の制

御のもと、カプセル型内視鏡2によって撮像された画像および画像処理部4 5によっ
て処理された画像を表示する。

００38 つぎに、図7を参照して、処理装置4における画像処理手順について説明する。図

7は、図4に示す処理装置4における画像処理の各処理手順を示すフローチャートで

ある。図7に示すよぅに、まず、画像処理部4 5は、制御部4 を介して、入力部4 2から

入力された画像処理の実行を指示する指示情報を取得する (ステップ52) 。この指

示情報には、処理対象の画像情報を示す情報や処理対象の画像情報に対する処

理内容等が含まれる。指示情報によって、携帯型記録媒体 5によって得られた画像

群のぅちカプセル型内視鏡2の適用部位以外に対応する所定数の画像に対応する

画像情報や、データベース b内に格納された画像群Pa bのぅち、これらの画像群

Pa bを撮像したカプセル型内視鏡2の適用部位以外に対応する所定数の画像に

対応する画像情報が、処理対象の画像情報として指示される。そして、指示情報によ

って、処理対象の画像情報として指示された画像に撮像されている部位が診断に使

用できるよぅにするための画像処理が指示される。たとえば、指示情報は、カプセル

型内視鏡2の適用部位以外に対応する画像として、小腸観察用のカプセル型内視

鏡2によって観察された胃内部の画像を処理対象の画像として指示し、この胃内部

の画像を胃内部観察用のカプセル型内視鏡2によって撮像された画像と同程度まで

観察可能となるよぅに画像処理を行ぅよぅに指示する。



００39 画像処理部4 5は、指示情報にしたがって、処理対象の画像情報を取得する (ステ

ップ54) 。次いで、処理設定部46は、処理対象の画像情報から、この画像情報に付

された種別情報を取得する (ステップ56) 。種別情報は、前述したよぅに、各画像の最

後の走査線データの役に付された固有情報 a内に含まれている。処理設定部46は

、記憶部44に記憶される光学情報群 の中からステップS 6 において取得した処理

対象の画像情報における種別情報に対応する光学情報を取得する (ステップS8)

００4０ そして、処理設定部46は、記憶部44に記憶される画像処理プログラム群 のぅち

、取得した光学情報に応じた画像処理プログラムを、この処理対象の画像情報を処

理する画像処理プログラムとして設定する (ステップS ０)

００4 1 つぎに、画像処理部4 5ほ、処理設定部46が設定した画像処理プログラムを用いて

、処理対象である画像情報を処理する画像処理を行ない(ステップ5 2) 、表示部4 7

は、画像処理部4 5が処理した画像を表示出力する表示処理を行ぅ(ステップS 4)

そして、制御部4 は、入力部42から入力された指示情報をもとに、画像処理部4 5に

よって処理された処理画像を保存するか否かを判断する (ステップS 6)。たとえば、

処理装置4の操作者が、処理画像の保存を選択できる選択メニューにおいて保存を

指示する選択欄をマウスで選択した場合には、処理画像の保存を指示する指示情

報が入力部42から制御部4 に入力される。また、処理装置4の操作者が保存を指

示しない選択欄をマウスで選択した場合には、処理画像の保存を指示しない指示情

報が入力部42から制御部4 に入力される。

００42 制御部4 が画像処理部4 5によって処理された処理画像を保存しないと判断した

場合 (ステップS 6 : o)、そのまま処理装置4は、画像処理を終了する。また、制御

部4 は、画像処理部4 5によって処理された処理画像を保存すると判断した場合い
テップS 6 : es)、指示された保存先に処理画像を保存する保存処理を行ないほ
テップS 8) 、処理装置4における画像処理を終了する。

００43 つぎに、画像処理部4 5において行なわれる画像処理 (ステップ5 2) について具

体的に説明する。まず、図8を参照して、画像処理部4 5が、図6に示す画像処理プロ

グラムのぅち倍率調整プログラムを用いて画像処理を行ぅ場合を例に説明する。

００44 画像処理部4 5は、倍率調整プログラムに示された処理手順にしたがって、処理設



定部46が取得した種別情報のぅち、処理対象である画像情報を撮像したカプセル型

内視鏡2の撮像部22における画角情報・ 発光呈情報を取得する (ステップS 22

００45 そして、画像処理部45ほ、取得した画角情報・ 発光呈情報をもとにカプセル

型内視鏡2における観察距離を算出する (ステップ524) 。なお、画角は、カプセル型

内視鏡2における撮像部22で明瞭に撮影できる範囲の角度を示すものであり、この

面角をもとに観察距離を算出することができる。また、カプセル型内視鏡2において、

撮像部22は、自動調光処理を行なっており、撮像対象が遠いために撮像範囲が暗

い場合には、自動的に の発光呈を増やしており、撮像対象が近すぎるために撮

像範囲が過度に明るい場合には、自動的に の発光呈を減らしている。このため

、画像処理部45は、 発光呈情報から、処理対象である画像情報が撮像された

時間における 発光呈をもとに、撮像対象とカプセル型内視鏡2との距離を算出

することができる。

００46 つぎに、画像処理部45ほ、算出した観察距離および処理対象の画像情報におけ

る撮像物の大きさをもとに、この処理対象の画像を撮像したカプセル型内視鏡2にお

ける撮像部22の倍率を算出する (ステップS 26)

００47 そして、画像処理部45ほ、算出した倍率が、使用目的に対応する所定の倍率より

も大きいか否かを判断する (ステップ528) 。画像処理部45は、たとえば、小腸観察

用のカプセル型内視鏡2によって観察された胃内部の画像を、診断用に使用可能な

程度にまで処理する場合には、算出した倍率と胃内部観察用のカプセル型内視鏡2

における倍率とを比較する。なお、比較する倍率は、倍率調整プログラムの中に示さ

れていてもよく、また、記憶部44内の光学情報群 から取得されたものであってもよ

００48 画像処理部45は、算出した倍率が所定の倍率よりも大きくないと判断した場合は
テップS 28 : o)、すなわち、算出した倍率が所定の倍率よりも小刮止判断した場合

、処理対象の画像を所定の倍率に合ぅよぅに拡大する拡大処理を行ぅ(ステップ53０)

。画像処理部45は、たとえば、処理対象の画像が小腸観察用のカプセル型内視鏡2

によって撮像された胃内部の画像である場合であって、胃内部観察用のカプセル型



内視鏡2における倍率よりも 、さい場合には、胃内部観察用のカプセル型内視鏡2

における倍率に合わせて拡大させる。

００49 これに対し、画像処理部4 5は、算出した倍率が所定の倍率よりも大きいと判断した

場合 (ステップS 28 : es)、処理対象の画像を所定の倍率に合ぅよぅに縮小する縮 、

処理を行ぅ(ステップS 32)

００5０ そして、画像処理部4 5は、拡大処理または縮小処理が終わった後に、次に処理対

象である画像があるか否かを判断し(ステップ534) 、次に処理対象である画像がある

と判断した場合には (ステップS 34 : es)、ステップS 24に進み、次に処理対象であ

る画像に対する観察距離算出処理を行ぅ。一方、画像処理部4 5は、次に処理対象

である画像がないと判断した場合 (ステップS 34 : o)、処理を行なった一連の画像

を制御部4 に出力し(ステップ536) 、画像処理を終了する。画像処理部4 5によって

画像処理が行なわれた一連の画像は、表示部4 7によって表示されるほか、制御部4

によってデータベース b内などに記憶される。

００5 1 つぎに、図9を参照して、画像処理部4 5が、図6に示す画像処理プログラムのぅち

シヤ一プィヒプログラムを用いて画像処理を行ぅ場合を例に説明する。シヤ一プィヒプロ

グラムに示された処理手順にしたがって、画像処理部4 5は、処理設定部4 6が取得し

た種別情報のぅち、処理対象である画像情報を撮像したカプセル型内視鏡2の撮像

部22の画素数などを示す画素数情報を取得する (ステップS 42)

００5 2 そして、画像処理部4 5は、取得した画素数情報をもとに、処理対象の画像を撮像

したカプセル型内視鏡2の撮像部22の画素数が使用目的に対応する所定の画素数

よりも少ないか否かを判断する (ステップ544) 。画像処理部4 5は、たとえば、小腸観

察用のカプセル型内視鏡2によって観察された胃内部の画像を診断用に使用可能

な程度にまで処理する場合には、胃内部観察用のカプセル型内視鏡2における画素

数と比較する。なお、比較する画素数は、シヤ一プィヒプログラムの中に示されていて

もよく、また、記憶部44内の光学情報群 から取得されたものであってもよい。

００5 3 画像処理部4 5は、処理対象の画像を撮像したカプセル型内視鏡2の撮像部22の

画素数が所定の画素数よりも少ないと判断した場合 (ステッ S44 es)、処理対象

の画像の鮮明度を調整して輪郭をシヤ一プにするシヤ一プィヒ処理を行ぅ(ステッ 5



46) 。画像処理部4 5は、処理対象の画像が小腸観察用のカプセル型内視鏡2によ

って撮像された胃内部の画像である場合であって、胃内部観察用のカプセル型内視

鏡2における画素数よりも少ない画素数で撮像されたものである場合には、処理対象

の画像の輪郭は胃内部観察用のカプセル型内視鏡2によって撮像された画像よりも

ぼやけているため、胃内部観察用のカプセル型内視鏡2における鮮明度に合わせて

シヤ一プにする。

００5 4 これに対し、画像処理部4 5は、処理対象の画像を撮像したカプセル型内視鏡2の

撮像部22の画素数が所定の画素数よりも多いと判断した場合 (ステッ S44 : o)

処理対象の画像の鮮明度は、診断用の使用目的に耐え得る程度に高いため、輪郭

をシヤ一プにするシヤ一プィヒ処理を行なわない。すなわち、画像処理部4 5は、アン

シヤ一プと判断する (ステップ5 5０) 。画像処理部4 5は、処理対象の画像が小腸観察

用のカプセル型内視鏡2によって撮像された胃内部の画像である場合であって、胃

内部観察用のカプセル型内視鏡2における画素数よりも多い画素数で撮像されたも

のである場合には、処理対象の画像の輪郭は胃内部観察用のカプセル型内視鏡2

によって撮像された画像と同等以上に鮮明であるため、胃内部観察用のカプセル型

内視鏡2における鮮明度に合わせてシヤ一プィヒする必要がない。

００5 5 そして、画像処理部4 5は、シヤ一プィヒ処理またはアンシヤ一プの判断処理が終わ

った後に、次に処理対象である画像があるか否かを判断し(ステップ552) 、次に処

理対象である画像があると判断した場合には (ステップS 5 2 : es)、ステッ S 44に

進み、次に処理対象である画像に対する画素数呈の判断処理を行ぅ。一方、画像処

理部4 5は、次に処理対象である画像がないと判断した場合 (ステップS 5 2 : o)、処

理を行なった一連の画像を制御部4 に出力し(ステップ554) 、画像処理を終了する

。画像処理部4 5によって画像処理が行なわれた一連の画像は、表示部4 7によって

表示されるほか、制御部4 によってデータベース b内などに記憶される。

００5 6 つぎに、図 ０を参照して、画像処理部4 5が、図6 に示す画像処理プログラムのぅち

明るさ調整プログラムを用いて画像処理を行ぅ場合を例に説明する。明るさ調整プロ

グラムに示された処理手順にしたがって、画像処理部4 5は、処理設定部4 6が取得し

た種別情報のぅち、処理対象である画像情報を撮像したカプセル型内視鏡2の撮像



部22における 値・ 発光呈・ の発光効率・レンズ周辺光呈などの明るさに

関する情報を取得する (ステップS 6 2)

００57 そして、画像処理部45は、 値・ 発光呈・ の発光効率・レンズ周辺光呈を

もとに処理対象の画像の中心輝度を算出する (ステップ564) 。つぎに、画像処理部

45は、処理対象の画像の中心に対する所定の周辺領城の明るさを算出する (ステッ

プS66)

００58 次いで、画像処理部45は、算出した中心輝度と周辺領城の明るさとを比較して、周

辺領城の明るさよりも中心輝度の方が大きいか否かを判断する (ステップ568) 。画像、

処理部45は、周辺領城の明るさよりも中心輝度の方が大きいと判断した場合 (ステッ

プS68 : es)、画像の周辺領城が中心よりも暗いため、画像全体のゲインを上昇さ

せるゲイン上昇処理 (ステップ57０)を行なって、画像全体を明るくして観察しやすい

よぅにする。一方、画像処理部45は、周辺領城の明るさよりも中心輝度の方が 、 、刮
と判断した場合 (ステップS68 : o)、画像の周辺領城が中心よりも明るいため、画像

全体のゲインを低下させるゲイン低下処理 (ステップ572) を行なって、画像全体を暗

くして観察しやすいよぅにする。

００59 そして、画像処理部45は、ゲイン上昇処理またはゲイン低下処理が終わった後に、

次に処理対象である画像があるか否かを判断し(ステップ574) 、次に処理対象であ

る画像があると判断した場合には (ステップS 74 : es)、ステップS 6 2に進み、次に処

理対象である画像に対する明るさに関する情報を取得して、明るさの調整を行ぅ。一

方、画像処理部45は、次に処理対象である画像がないと判断した場合 (ステップ57

4 : o)、処理を行なった一連の画像を制御部4 に出力し(ステップS76) 、画像処

理を終了する。画像処理部45によって画像処理が行なわれた一連の画像は、表示

部47によって表示されるほか、制御部4 によってデータベース b内などに記憶さ

れる。

００6０ このよぅに、実施の形態においては、力プセル型内視鏡2は、力プセル型内視鏡2

における撮像部22の光学情報に対応した種別情報を各画像に付して送信し、処理

装置4は、処理対象の画像に付された種別情報をもとに、この画像を撮像した撮像

部22の光学情報に応じた画像処理プログラムを用いて処理対象の画像を処理して



いる。この結果、処理装置4においては、そのままでは使用することができなかったカ

プセル型内視鏡2の適用部位以外に対応する画像を診断用などに使用できるよぅに

処理できる。したがって、本実施の形態によれば、従来において無駄となっていた適

用部位以外の画像を無駄にすることなく利用できるため、無駄となる画像を減らすこ

とができる。さらに、従来においては、適用部位以外の臓器に対して新たに画像を取

得するために被験者に画像取得対象の臓器に対応するカプセル型内視鏡を再度飲

み込んでもら日必要がなくなるため、被験者の負担を減らすことができる。

００6 1 また、本実施の形態においては、データベース b内の画像のぅち、カプセル型内

視鏡2の適用部位以外に対応する画像を処理して使用可能とすることによって、デー

タベース b内の画像を適切に活用できる。たとえば、処理装置4で、今回観察した

被験者の小腸の画像と比較できるよぅに、前回観察した被験者の胃内部観察用のカ

プセル型内視鏡2によって撮像された小腸部位の画像を処理することによって、被験

者に対する履歴情報として前回の観察画像を利用することができる。

００62 また、本実施の形態によれば、たとえば小腸観察用のカプセル型内視鏡2によって

撮像された画像のぅち、小腸と、大腸との境界部分の画像に対して大腸観察用のカ

プセル型内視鏡2の光学情報に合わせた画像処理を施すことによって、小腸よりも内

径が大きく観察対象までの距離が小腸の場合よりも遠い大腸方向を撮像した画像に

ついても、さらに適切に診断に適用することができる。

００63 また、本実施の形態においては、小腸観察用のカプセル型内視鏡2によって観察

された胃内部の画像を処理する場合を例に説明したが、もちろんこれに限らず、 、腸

観察用のカプセル型内視鏡2によって観察された大腸内部の画像を大腸観察用の

カプセル型内視鏡2の光学情報に合わせて処理するなどのよぅに、処理装置4は、カ

プセル型内視鏡2の適用部位以外に対応する画像を使用可能にできる画像処理プ

ログラムをそれぞれ選択して、処理対象の画像を処理すればよい。この結果、本実施

の形態によれば、一つのカプセル型内視鏡2で撮像した消ィヒ管画像のほとんどを診

断可能となる状態とすることができる。

００64 なお、本実施の形態においてほ、テーブル に示すよぅに、カプセル型内視鏡2

の各種別の各バージョンによってそれぞれ光学情報が典なる場合には、種別情報と



ともにバージョン情報を使用すればよい。この場合、カプセル型内視鏡2は、各画像

情報に撮像部22の種別情報および該カプセル型内視鏡2のバージョン情報を付し

て送信する。処理装置4においては、処理設定部4 6は、処理対象の画像情報に付さ

れた種別情報に加えバージョン情報を取得して、たとえばテーブル を参照するこ

とによって、取得した種別情報およびバージョン情報に対応する光学情報を取得す

る。そして、処理設定部4 6は、取得した光学情報に応じた画像処理プログラムを画

像処理プログラム群 から選択し、処理対象の画像情報を処理する画像プログラム

として設定する。このよぅに、本実施の形態においては、各バージョンごとに光学情報

が典なる場合には、種別情報とともにバージョン情報を使用して、画像処理を行なっ
てもよい。

００65 さらに、撮像部22の光学性能が典なるごとに典なるバージョン情報が付与される場

合、すなわち、カプセル型内視鏡2の種別によらず撮像部22の光学情報が典なれば

典なるバージョン情報が付与される場合、バージョン情報のみで光学情報が管理さ

れているため、カプセル型内視鏡2は、新たに種別情報を付する必要がなく、バージ

ョン情報のみを画像情報に付して送信すればよい。処理装置4において、記憶部44

ほ、カプセル型内視鏡2のバージョン情報にそれぞれ対応する光学情報の組み合わ

せを光学情報群 として記憶する。そして、処理設定部4 6は、処理対象の画像情

報に付されたバージョン情報を取得して、取得したバージョン情報に対応する光学情

報を光学情報群 から取得する。そして、処理設定部4 6は、取得した光学情報に

応じた画像処理プログラムを画像処理プログラム群 から選択し、処理対象の画像

情報を処理する画像プログラムとして設定する。このよぅに、本実施の形態において

は、バージョン情報のみで光学情報を管理できる場合には、バージョン情報のみで

処理対象の画像処理を管理してもよい。

００66 また、本実施の形態においては、処理装置4においてデータベース b内の画像ま

たは携帯型記録媒体 5を介して取得した画像を処理した場合について説明したが、

もちろんこれに限らない。たとえば、図 に示す受信装置3内においてカプセル型内

視鏡2から順次送信される画像をほぼリアルタイムで処理して受信装置3内の記憶部

または携帯型記録媒体 5内に記憶させてもよい。



００67 この場合、図 に示すよぅに、受信装置3は、無線ュニット3aにおける受信用アン

テナ ～ を介して受信された無線信号の処理等を行ぅ受信本体ュニット3b内に

おいて、光学情報群 および画像処理プログラム群 を記憶し、これらの光学情報

群 および画像処理プログラム群 を用いて、処理対象であるヵブセル型内視鏡

2の適用部位以外に対応する画像を使用可能な程度となるよぅに画像処理を行ぅ。

００68 つぎに、受信本体ュニット3bについて詳細に説明する。受信本体ュニット3bは、図

に示すよぅに、受信部3 と変換部32と同期信号検出部33と画像処理部34と記

憶部36とを備える。受信部3 は、無線信号の受信の際に使用するアンテナ を切り

替え、切り替えたアンテナ を介して受信された無線信号に対して復調、アナログ

デジタル変換等の受信処理を行ない、信号S aを出力する。変換部32は、受信部3

から出力された信号S aを画像処理部34が処理可能である信号形式の信号 に変

換する。変換部32は、同期信号検出部33による同期信号出カタイミングに合わせて

信号 を出力する。同期信号検出部33は、信号S aの中から各種同期信号を検出し

、検出した同期信号に関する同期信号情報S を画像処理部に出力する。

００69 そして、画像処理部34は、変換部32から出力された信号 に対して所定の処理を

行ない フレームの画像に対応する画像データ fを出力する。また、記憶部36は、

受信装置3における画像処理に必要である情報とともに光学情報群 および画像

処理プログラム群 を記憶する。

００7０ 図 に示すよぅに、画像処理部34は、処理設定部4 6を有する。処理設定部4 6は

、記憶部36に記憶される光学情報の中から処理対象の画像情報に付された種別情

報に対応する光学情報を取得し、記憶部44に記憶される画像処理プログラムのぅち

取得した光学情報に応じた画像処理プログラムを、処理対象の画像情報を処理する

画像処理プログラムとして設定する。画像処理部34は、処理設定部によって設定さ

れた処理対象の画像情報の光学情報に応じた画像処理プログラムを用いて、処理

対象の画像をほぼリアルタイムで処理し、そのままでは使用することができなかったヵ

ブセル型内視鏡2の適用部位以外に対応する画像を使用できるよぅにしている。

産業上の禾 用可能，吐

００7 1 以上のよぅに、本発明にかかる被検体内画像取得システム、被検体内画像処理方



法および被検体内導入装置は、被検体内部の臓器を撮像した臓器画像の取得に有

用であり、特に、撮像部によって適切に撮像可能な被検体内部の適用部位の臓器

画像のみならず、この適用部位以外の臓器画像も被検体の診断用に使用可能にし

、無駄となる臓器画像を減らすことができる被検体内画像取得システム、被検体内画

像処理方法および被検体内導入装置に適している。



請求の範囲

被検体の内部に導入され、撮像した前記被検体内の画像を含む画像情報を外部

に無線送信する被検体内導入装置と、前記被検体内導入装置から送信された前記

画像情報を処理する処理装置とを備えた被検体内画像取得システムにおいて、

前記被検体内導入装置は、

前記被検体内の画像を撮像する撮像手段と、

前記撮像手段によって撮像された画像を含む前記画像情報に、前記撮像手段に

おける光学情報に対応した種別情報を付して送信する送信手段と、

を備え、

前記処理装置は、

各種別情報に対応する各光学情報の細み合わせと、各光学情報に対応した画像

処理プログラムとを記憶する記憶手段と、

前記記憶手段に記憶される前記光学情報の中から処理対象の前記画像情報に付

された前記種別情報に対応する前記光学情報を取得し、前記記憶手段に記憶され

る画像処理プログラムのぅち前記取得した光学情報に応じた前記画像処理プログラ

ムを用いて前記処理対象の画像情報を処理する画像処理手段と、

を備えたことを特徴とする被検体内画像取得システム。

2 前記種別情報は、前記被検体内導入装置の適用部位を示し、

前記画像処理手段は、前記被検体内導入装置の適用部位以外に対応する画像

情報を前記処理対象の画像情報として処理することを特徴とする請求項 に記載の

被検体内画像取得システム。

3 前記光学情報は、前記撮像手段の撮像倍率、画素数または明るさを示す情報であ

前記画像処理プログラムは、前記処理対象の画像の倍率を変更する倍率調整プロ

グラム、前記処理対象の画像の鮮明度を変更する鮮明度調整プログラム、または、

前記処理対象の画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムであり、

前記画像処理手段は、前記処理対象の画像情報の種別情報に対応する前記撮像

倍率、前記画素数または前記明るさをもとに前記倍率調整プログラム、前記鮮明度



調整プログラムまたは前記明るさ調整プログラムを用いて前記処理対象の画像情報

を処理することを特徴とする請求項 に記載の被検体内画像取得システム。

4 被検体の内部に導入された被検体内導入装置から送信された前記被検体内の画

像を含む画像情報を処理する被検体内画像処理方法において、

前記被検体内導入装置における撮像手段によって前記被検体内の画像が撮像さ

れる撮像ステップと、

前記撮像手段における光学情報に対応した種別情報が付された前記画像情報が

前記被検体内導入装置から送信される送信ステップと、

前記被検体内導入装置から送信された画像情報を受信する受信ステップと、

受信された前記画像情報のぅち処理対象の前記画像情報に付された種別情報に

対応する前記光学情報を取得し、該取得した光学情報に応じた画像処理プログラム

を用いて前記処理対象の画像情報を処理する画像処理ステップと、

を含むことを特徴とする被検体内画像処理方法。

5 前記種別情報は、前記被検体内導入装置の適用部位を示し、

前記画像処理ステップは、前記被検体内導入装置の適用部位以外に対応する画

像情報を前記処理対象の画像情報として処理することを特徴とする請求項4に記載

の被検体内画像処理方法。

6 前記光学情報は、前記撮像手段の撮像倍率、画素数または明るさを示す情報であ

前記画像処理プログラムは、前記処理対象の画像の倍率を変更する倍率調整プロ

グラム、前記処理対象の画像の鮮明度を変更する鮮明度調整プログラム、または、

前記処理対象の画像の明るさを変更する明るさ調整プログラムであり、

前記画像処理ステップは、前記処理対象の画像情報の種別情報に対応する前記

撮像倍率、前記画素数または前記明るさをもとに前記倍率調整プログラム、前記鮮

明度調整プログラムまたほ前記明るさ調整プログラムを用いて前記処理対象の画像

情報を処理することを特徴とする請求項4に記載の被検体内画像処理方法。

7 被検体の内部に導入され、撮像した前記被検体内の画像を含む画像情報を外部

に無線送信する被検体内導入装置において、



前記被検体内の画像を撮像する撮像手段と、

前記撮像手段によって撮像された画像を含む前記画像情報に、前記撮像手段 Ⅱ

おける光学情報に対応した種別情報を付して送信する送信手段と、

を備えたことを特徴とする被検体内導入装置。
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請求の範囲 1 -- 7 に係 る発明は 撮像手段によ て被検体内の画像を撮像 し、撮像 された画
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