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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体である生体に光束を照射する光源と、前記生体への前記光束の照射に基づいて出
力される音響波を検出する音響波検出器と、を有する生体情報取得装置であって、
　前記生体への前記光束の照射によって前記生体から外部に放出される光束を反射する反
射部材を備え、
　前記反射部材は一部に孔を有し、前記生体の表面における前記光束の照射領域に対して
、前記光源よりも近い位置で、該照射領域の上方の少なくとも一部を覆うように配置され
、且つ、該照射領域と同等若しくはそれ以上の大きさとされており、前記光源は、前記孔
より前記生体に向けて光束を照射することを特徴とする生体情報取得装置。
【請求項２】
　前記反射部材が、金属または誘電体により構成されていることを特徴とする請求項１に
記載の生体情報取得装置。
【請求項３】
　前記反射部材は、前記生体から外部に放出される光束を反射する反射部が凹面形状に構
成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の生体情報取得装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光を利用した生体情報取得装置に関し、特に生体内における光拡散により生体
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外部に放出された光束を生体に再照射し光エネルギーの利用効率を高める技術に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　生体に対して非侵襲、且つ透過率の高い近赤外光を用いて、生体内の情報を可視化する
ための研究開発が進められている。
生体構成要素である、水・脂肪・血管中のヘモグロビンなどは、近赤外の波長帯で特有の
スペクトルを有する。
そのため、これらの構成要素に起因する吸収係数の空間分布を可視化し、生体内の機能情
報を取得する研究が注目を集めている。
【０００３】
　生体内の光吸収検出手法には、生体内を透過した光束を直接計測する光拡散計測（ＤＯ
Ｔ：Ｄｉｆｆｕｓｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）や光音響効果を用いた光
音響計測（ＰＡＴ：Ｐｈｏｔｏ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）等が挙げら
れる。
ＰＡＴでは、光源から発生したパルス光を生体に照射し、生体内で伝播・拡散したパルス
光のエネルギーを吸収した生体組織から発生した音響波を検出する。すなわち、腫瘍など
の被検部位とそれ以外の組織との光エネルギーの吸収率の差を利用し、被検部位が照射さ
れた光エネルギーを吸収して瞬間的に膨張する際に発生する弾性波をトランスデューサで
受信する。この検出信号を解析処理することにより、生体内の光学特性分布、特に、光エ
ネルギー吸収密度分布を得ることができる。
超音波は光と比較すると生体中での直進性が高いため、超音波検出を行う光音響計測装置
は高い空間解像度を有する。
【０００４】
　光音響効果を用いた生体情報イメージング装置として、特許文献１のような装置が提案
されている。
この特許文献１の装置では、集光機能を有するレンズを利用して生体中の所望の領域に集
光させ、光エネルギーを効率的に利用して光音響信号を検出するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００６／０１８４０４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記の従来例による光音響効果を用いた生体情報イメージング装置によれば、生体内に
強い光エネルギーを与えることにより強い音響波信号を取得することができる。
しかしながら、このような光音響効果による場合には、生体深部からの音響波信号は、到
達する光束の光エネルギーが減衰するため信号強度が低下するという課題を有している。
そのため、深部観察のためには光源に高出力のパルス光源発生装置を用いる必要が生じる
が、この光源出力には限界があり、更に高価格となる。また、高出力になるにつれて出力
不安定性等の問題も生じる。
したがって、深部観察能を高めるためには、より効果的に光エネルギーを利用することが
望まれる。
【０００７】
　このような効果的な光エネルギーの利用の一つとして、生体内の拡散作用によって生体
外に放出される光束である後方散乱光を再利用することにより、光エネルギーの利用効率
の向上が期待できる。
すなわち、生体内に照射された光束は生体内の強い拡散作用により直進性を失い、後方散
乱により光束の一部は照射領域及びその近傍から生体外へと放射される。この放出される
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光束を再利用することにより、信号強度の向上が期待できる。一方、特許文献１に記載の
手法は、上記したように集光機能を有するレンズにより生体中の所望の領域に集光させる
ものである。
このような手法によれば、光束を生体に直接照射して光エネルギーの利用効率を向上させ
ることはできるが、上記した後方散乱光を再利用するために有効に機能させることはでき
ない。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑み、生体に照射光を照射した際に、生体内での拡散作用により
生体外に放出される光束を再利用することができ、照射光の利用効率を向上させることが
可能となる生体情報取得装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、つぎのように構成した生体情報取得装置を提供するものである。本発明の生
体情報取得装置は、被検体である生体に光束を照射する光源と、前記生体への前記光束の
照射に基づいて出力される信号を検出する検出器と、を有する生体情報取得装置であって
、
　前記生体への前記光束の照射によって前記生体から外部に放出される光束を反射する反
射部材を備え、
　前記反射部材は一部に孔を有し、前記生体の表面における前記光束の照射領域に対して
、前記光源よりも近い位置で、該照射領域の上方の少なくとも一部を覆うように配置され
、且つ、該照射領域と同等若しくはそれ以上の大きさとされており、前記光源は、前記孔
より前記生体に向けて光束を照射することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、生体に照射光を照射した際に、生体から外部に放出される光束を反射
部材により反射させ、再度生体へ射出することによって生体外に放出される光束を再利用
することができ、照射光の利用効率を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例１における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例の断面図
。
【図２】本発明の実施例１における照射領域の大きさと反射部材の大きさの関係を示す上
面図。
【図３】本発明の実施例２における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例の断面図
。
【図４】本発明の実施例３における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例の断面図
。
【図５】本発明の実施例４における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例の断面図
。
【図６】後方散乱されて放出される光分布を確認するための後方散乱分布測定モデル。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態における生体情報取得装置について説明する。
本実施形態の生体情報取得装置は、被検体である生体に光束を照射する光源と、該光源に
よる光束の生体への照射に基づいて出力される信号を検出する検出器と、該生体から外部
に放出される光束を反射する反射部材と、を備える。
そして、上記検出器により得られる信号を処理することによって、様々な生体情報を計測
することができる。
その際、上記反射部材によって、生体に照射光を照射した際に、生体から外部に放出され
る光束を反射部材により反射させ、再度生体へ射出することによって照射光の利用効率を
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向上させる。この点については、後に詳しく説明する。
ここで用いられる検出器としては、超音波検出器を用いて音響波信号を検出する光音響計
測や、光検出器を用い、超音波信号を生体に照射することで得られる変調光信号を検出す
る超音波光変調信号計測などが挙げられる。
「光束の生体への照射に基づいて出力される信号」としての、パルス光を照射することに
より被検体内部の局所領域から生じる音響波を検出する音響波検出器を備えれば、ＰＡＴ
計測が可能である。一方、「光束の生体への照射に基づいて出力される信号」として、生
体内を伝播・拡散した微弱光あるいは超音波で変調された変調光を検出する光検出器を備
えれば、ＤＯＴ計測やＡＯＴ計測などが可能である。
ＤＯＴは、光源から生体に光を照射して、生体内を伝播・拡散した微弱光を高感度な光検
出器により検知し、その検知信号から生体内の光学特性値分布をイメージングする技術で
ある。
音響光学トモグラフィ（ＡＯＴ：Ａｃｏｕｓｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ）では、生体組織内部に光を照射すると共に局所領域に集束した超音波を照射し、超音
波によって光が変調される効果（音響光学効果）を利用し、変調光を光検出器で検出する
。
また、光エネルギーの吸収に応じた生体組織のＸ線位相変化を検出することも可能である
。
ここでは、主に音響波検出器を用いた光音響計測に関して説明するが、光エネルギーの効
率的な利用を要求される各種生体情報取得装置への適用も可能である。
【００１３】
　光音響計測装置には、光源として主にパルスレーザーが利用される。
光源にレーザーを用いる場合、生体表面に許容される単位面積当たりの照射エネルギーで
ある最大許容露光量（Ｍａｘｉｍｕｍ　ｐｅｒｍｉｓｓｉｂｌｅ　ｅｘｐｏｓｕｒｅ；Ｍ
ＰＥ）が、レーザー取扱い上の国際規約として規定されている。
一方、強い光エネルギーを生体に照射するほど強い音響波信号を取得することが可能であ
る。故に、許容される放射露光量を広い範囲に照明し、多くの光エネルギーを照射するこ
とが好ましい。
【００１４】
　生体に照射された光束は生体内部の細胞組織等により強く拡散されて直進性を失い、一
部後方散乱されて生体外部に放出される。
生体同等の光学特性からなる一様な拡散体に光束を照射した場合、生体における拡散作用
のため後方散乱した多くの光束が、生体外部に放出される。
これらを、図６に示すようなモデルを用いて、後方散乱されて放出される光分布を光線追
跡手法であるモンテカルロシミュレーションにより確認した。
φ５ｍｍの光源６０１を用意し、生体同等の拡散体６０３に対して斜照射によって光束６
０２を照射し、照射領域前面に検出面６０４を配置した。
放出した光束は、入射角度に関わらず照射領域直上に強い光量分布をもち、拡散係数に依
存するが、一定の広がり角度を有して検出面を照射する。
すなわち、一度生体に入射した光束は生体内部で拡散されるため、照射領域以上の範囲か
ら適当な角度で生体外に放出される。
【００１５】
　上記した「適当な角度」とは、個々の生体の有する拡散計数等の光学定数に依存するが
、生体内で散乱を繰り返した光線は、指向性を失うため、一定の広がりを有し、且つかな
りの広角で生体外へ放出される。
放出された光束を、反射部材を用いて効率的に再度生体に照射するためには、照射領域の
法線方向上方、且つ生体近傍に反射部材を配置することが好ましい。
特に、照射領域同等若しくはそれ以上の大きさで、照射領域の上方全体を覆うように反射
部材を配置することがより好ましい形態である。
照射領域以下の大きさの反射部材を用いた場合は、放出された光束の一部を反射させて再
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度生体へ射出することは可能であるが、多くの光束を反射できない。
また、効果的に反射させるためには、照射領域の非常に近い領域に反射部材を配置する必
要があり構造上の制約を受ける。
ここで、反射部材としては、用いる光源の波長に応じて反射率の高い最適な部材を用いる
ことが可能である。
特に、金属であるＡｌやＡｕは光音響を用いた生体計測装置に好適な可視光から近赤外光
領域にかけて反射率の高い材料である。
また、使用する波長に応じて誘電体を用いた単層及び多層膜を用いることも可能である。
【００１６】
　本実施形態では、上記した生体外へ放出される光束を反射する反射部材の反射部の形状
として、様々な形状のものを用いることが可能である。
生体から放出された光束は広がりを有するため、最初に生体に照射した照射領域に効率的
に再照射するためには、反射部の形状を凹面状とすることが好ましい。凹面状にすること
により、広がった光束を所望の領域に集束できる。
一方、反射部材を生体近傍に配置する場合は、反射部の形状は平面状でも効果的な再照明
が可能である。
また、最初に生体に照明した領域を含む、より広い領域を照明する場合は、平面状の反射
部を用いることが好適である。
上記した反射部材の反射部の形状は、生体から放出され光束の放出角度に依存して変える
と良い。
放出角度は、生体組織に基づく拡散係数によって左右されるため、測定部位や年齢及び性
別等の要因にも左右されることとなる。
【００１７】
　一方、生体に照明した照明分布は生体内に伝搬する光束の光エネルギー分布に影響を与
える。
光音響信号強度は吸収体の位置における光エネルギーの大きさに比例するため、測定した
音響波信号から吸収体の吸収係数の強度分布を正確に画像化するには、生体内における光
エネルギー分布を明らかにすることが望ましい。
しかしながら、生体の光学定数は不均一であり、光エネルギー分布を求めるのは容易では
ない。
また、特に生体表面で不均一な照明分布を有する場合は、生体内部における正確な光分布
を明らかにすることは非常に困難である。
光源から射出されるレーザー光に光束分布が存在する場合、既知の照明分布に対応して反
射部材の形状を設計することにより、照明分布の均一化を図ることが可能である。
生体表面での照射光分布の均一化は、生体内部での光エネルギー分布の推測に寄与する。
【００１８】
　光音響効果を用いた生体情報取得装置では、被検体である生体に対して超音波検出器と
照明位置を変えた配置の計測装置が提案されている。
すなわち、生体に対して超音波検出器と照明位置を対向させる場合や、超音波検出器と照
明領域を同側に置く場合等がある。
特に、後者の同側配置の場合は、照明効率の観点から、生体近傍に配置する超音波検出器
の検出面が面している生体表面に光束を照射することが好ましい。
このような配置とする場合、生体外に放出する光束は超音波検出器の前面に向かって放出
されるため、反射部材の配置としては、超音波検出器と照射面の間に配置することが好ま
しい。
このような場合、反射部材に要求さる必要条件として、音響波信号に対する透過性を確保
することが挙げられる。
【００１９】
　音響波を透過する反射部材とは、透過する音響波の減衰が非常に少ない部材である。
反音響波減衰率の少ない材料、若しくは音響波減衰しやすい材料でも音響波の波長に対し
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て十分薄い部材で構成することにより、音響波に対する透過性を確保することができる。
反射部材に誘電体膜を用いる場合は比較的厚い部材とすることも可能であるが、反射膜と
して汎用性の高い金属膜を用いる場合は、厚みを制御することが必要である。
超音波検出を行う際は、生体組織と超音波検出器の間の音響整合をとるために音響整合材
料を備えおり、反射部材は音響波整合部材と接して配置している。
ここで、生体組織の音響インピーダンスは水の音響インピーダンスに近い値であり、１．
５ｘ１０6 ｋｇ・ｍ-2・ｓであり、音速ではおよそ１５００ｍ・ｓ-1となる。
【００２０】
　本実施形態で用いる超音波検出器の周波数は、１～５０ＭＨｚ程度であり、１波長の長
さに換算すると１．５ｍｍ～３０ｕｍ程度となる。
音響波減衰の大きな材料を反射部材に用いる場合、その材料の厚さを音響波の波長の１／
３０以下とすることで、使用する材料に依らず音響波の透過性を高める事が可能である。
本実施形態では、音響波に対する透明性の基準として反射部材の厚さを音響波の波長の１
／３０以下であることが好ましいが、この厚さが必要条件である訳ではない。
上記したように、１／３０以上の厚みでは音響波信号の透過率は徐々に低下するが、検出
信号として十分な強度が得られる場合は、本実施形態で規定する厚み以上にすることも可
能である。
因に、生体組織内では、周波数１０ＭＨｚの音響波信号の１波長はおよそ１５０ｕｍであ
り、反射部材の厚さを５ｕｍ以下とすることが好ましい。
【実施例】
【００２１】
　以下に、本発明の実施例について説明する。
［実施例１］
　図１を用いて、本発明の実施例１における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例
について説明する。
光源１０１から放射される光束１０２が生体を模倣したファントム１０５を照射する。
ここで、最初に照射した照射領域１０４に対して反射部材１０３を、生体近傍、且つ照射
領域１０４の直上に配置する。
図２に、照射領域の大きさと反射部材の大きさの関係を示す。
照射領域２０１に対して反射部材２０２の方が大きく、被検体表面の上方から見たときに
反射部材２０２が照射領域２０１を包含している。また、光源１０１は照射領域１０４に
対して反射部材１０３より遠方に配置する。
【００２２】
　ここで、光源１０１には１０６４ｎｍのＮｄ：ＹＡＧレーザーを用いた。
反射部材はガラス素材にＡｕ、Ａｌ及び１０６４ｎｍの波長に適した誘電体多層膜からな
る反射膜をコートしたガラス製ミラーを用意した。
ファントム１０５は均一な拡散係数となるように水で薄めた１０％イントラリピッド溶液
を用いた。
イントラリピッド溶液内部に照射面から２ｃｍの位置に球状吸収体１０６を配置した。対
向側に超音波検出器１０７を配置し光音響波信号を測定した。
反射部材がない場合と比較して、上記反射部材１０３を配置した場合は光音響信号強度が
大きくなり、光照射量の増加により光音響信号が増大した。
【００２３】
　　［実施例２］
　図３を用いて、本発明の実施例２における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例
について説明する。
図３において、３０１は光源、３０２は光束、３０３は反射部材、３０４は照射領域、３
０５は被検体（ファントム）、３０６は吸収体、３０７は超音波検出器である。本実施例
において、反射部材３０３以外の構成は、基本的に実施例１の構成と同様である。
本実施例では、反射部材における反射部を凹面鏡で構成した。
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光音響波信号は、反射部材がない場合と比較して顕著な増加が見られた。反射部材の反射
部の形状が凹面形状であるため、生体から広がりをもって拡散した光を照射領域近傍に向
けて効率的に最照射することが可能となる。
特に、反射部材３０３を照射領域３０４から離れた位置に配置した場合に、実施例１の平
面状の反射部による反射部材よりも、より顕著な光音響信号の増大効果がみられた。
【００２４】
　　［実施例３］
　図４を用いて、本発明の実施例３における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例
について説明する。
図４において、４０１は光源、４０２は光束、４０３は反射部材、４０４は照射領域、４
０５は被検体（ファントム）、４０６は吸収体、４０７は超音波検出器である。
本実施例において、反射部材４０３の反射部の一部に孔を設け、その孔より光束４０２を
被検体４０５に向けて照射するようにした以外の構成は、基本的に実施例２の構成と同様
である。
照射領域４０４の上方全面を反射部材４０３が覆っていないため、測定した光音響は信号
の増加効果は劣るが、反射部材を設けない場合と比較すると顕著な効果が観測された。
このような反射部材を用いることにより、入射光を生体に対して垂直に近い傾きで照明す
ることが可能となり、様々な形態の光音響計測装置に適用することが可能となる。
実施例３では、反射部材４０３に孔が一つあいたケースを例に示したが、多くの孔を設け
光ファイバー等で分岐した多数の光を照射することも可能である。
また、孔のサイズは小さいほうが好ましいことは言うまでもない。従って、反射部材４０
３の孔の部分で光束を一度集光させて被検体４０５に照明するような形態をとることも可
能である。
【００２５】
　　［実施例４］
　図５を用いて、本発明の実施例４における反射部材を備えた生体情報取得装置の構成例
について説明する。
図５において、５０１は光源、５０２は光束、５０３は反射部材、５０４は照射領域、５
０５は被検体（生体）、５０６はスタンドオフ（音響整合部材）、５０７は超音波検出器
、５０８は吸収体である。
本実施例では、被検体５０５に対して超音波検出器５０７と光源５０１を同側に配置した
。
また、反射部材５０３は超音波検出器５０７と照射領域５０４の間に配置した。このよう
な配置の場合、反射部材は、光束を反射させるが音響波を透過させる性質が必要である。
このため、音響波減衰の少ない薄い樹脂フィルムに５ミクロンの膜厚のＡｌ膜を蒸着した
反射部材５０３を超音波検出器５０７の前面に取り付けた。
また、光束５０２を超音波検出器５０７の下部にある被検体５０５に照射するため、音響
整合材料５０６からなるスタンドオフを設けた。
反射部材がない場合と比較して音響波信号が増大し、反射部材を配置することによる光照
射量増大効果が見られた。
【符号の説明】
【００２６】
１０１：光源
１０２：光束
１０３：反射部材
１０４：照射領域
１０５：被検体（ファントム）
１０６：吸収体
１０７：超音波検出器
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