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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】生体試料の採取における侵襲性の改善を図るこ
とができ、採取された生体試料の迅速な観察の開始が可
能となる検査器具、および該検査器具により採取された
生体試料の観察方法を提供する。
【解決手段】生体試料を採取するための生検用針を有す
る検査器具であって、生検用針は、採取された生体試料
を保持する試料保持部４と、試料保持部に光学的検出が
可能な光学窓２が配置された構成と、を有している。ま
た、検査器具を用い、試料保持部に保持された生体試料
を、三次非線形ラマン分光顕微鏡で計測する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体試料を採取するための生検用針を有する検査器具であって、
　前記生検用針は、
　採取された生体試料を保持する試料保持部と、
　前記試料保持部に光学的検出が可能な光学窓が配置された構成と、
を有していることを特徴とする検査器具。
【請求項２】
　前記生検用針は、筒状部材で構成され、
　前記試料保持部が前記筒状部材の中空部に形成されると共に、前記光学窓が前記筒状部
材を構成する壁部に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の検査器具。
【請求項３】
　前記光学窓の厚さが、筒状部材の壁部の厚さの２倍未満とされていることを特徴とする
請求項２に記載の検査器具。
【請求項４】
　前記光学窓の厚さが、筒状部材の壁部の厚さに０．１ｍｍを加えた厚さ以下とされてい
ることを特徴とする請求項２に記載の検査器具。
【請求項５】
　前記生検用針は、外筒と該外筒に対し摺動自在とされた内筒または内針とで構成され、
　前記試料保持部が前記内筒または内針に形成されると共に、前記光学窓が前記外筒を構
成する壁部に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の検査器具。
【請求項６】
　前記光学窓と光学的検出ないしイメージングのために入射される光の光軸とが、前記試
料に対して遠位と近位の２箇所で交わるように該光学窓が配置されていることを特徴とす
る請求項１から５のいずれか１項に記載の検査器具。
【請求項７】
　前記光学窓が、可視域または近赤外域の光に対して透過性を有することを特徴とする請
求項６に記載の検査器具。
【請求項８】
　前記光学窓が７００ｎｍ－１４００ｎｍの範囲の光に対して透過性を有することを特徴
とする請求項６に記載の検査器具。
【請求項９】
　前記光学窓における光の透過率が、５０％以上であることを特徴とする請求項７または
請求項８に記載の検査器具。
【請求項１０】
　前記光学窓と光学的検出ないしイメージングのために入射される光の光軸とが、前記試
料に対して近位の１箇所で交わるように該光学窓が配置され、前記試料より遠位に反射層
が配置されていることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の検査器具。
【請求項１１】
　前記生検用針は、筒状部材で構成され、
　前記試料保持部が前記筒状部材の中空部に形成されると共に、前記試料保持部に計測補
助液体を導入または排出するための流路が、前記筒状部材の壁面に１箇所以上、形成され
ていることを特徴とする請求項２から４および請求項６から１０のいずれか１項に記載の
検査器具。
【請求項１２】
　前記生検用針は、外筒と該外筒に対し摺動自在とされた内針とで構成され、
　前記試料保持部が前記内針に形成されると共に、前記試料保持部に計測補助液体を導入
するための流路と排出するための流路が、前記内針にそれぞれ１箇所以上、形成されてい
ることを特徴とする請求項５から１０のいずれか１項に記載の検査器具。
【請求項１３】
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　前記内針に形成された前記流路の断面積の合計が、内針の短軸と平行な断面において、
前記内針の断面積の８０％未満である請求項１２に記載の検査器具。
【請求項１４】
　前記試料と光学窓の間隙に、屈折率調節液が充填されていることを特徴とする請求項１
から１３のいずれか１項に記載の検査器具。
【請求項１５】
　検査器具により採取された生体試料の観察方法であって、
　前記検査器具として請求項１から１４のいずれか１項に記載の検査器具を用い、前記試
料保持部に保持された生体試料を、光学的に観察することを特徴とする生体試料の観察方
法。
【請求項１６】
　検査器具により採取された生体試料の観察方法であって、請求項１１から１３のいずれ
か１項に記載の検査器具を用い、前記試料保持部に保持された生体試料と計測補助液体と
を接触させる工程を含むことを特徴とする、請求項１５に記載の生体試料の観察方法。
【請求項１７】
　検査器具により採取された生体試料の観察方法であって、請求項１１から１３のいずれ
か１項に記載の検査器具を用い、前記試料保持部に保持された生体試料と計測補助液体と
を接触させる前および接触させた後に、それぞれ１回以上観察することを特徴とする、請
求項１６に記載の生体試料の観察方法。
【請求項１８】
　前記光学的な観察が、三次非線形ラマン分光顕微鏡で計測することである請求項１５か
ら１７のいずれか１項に記載の生体試料の観察方法。
【請求項１９】
　前記三次非線形ラマン分光顕微鏡での計測において、使用する二本のレーザが光学窓を
通過する際に生じる屈折率の差に伴う収差が１０％以内となるように前記光学窓が構成さ
れていることを特徴とする請求項１８に記載の生体試料の観察方法。
【請求項２０】
　前記ラマン分光顕微鏡が、誘導ラマン分光顕微鏡であることを特徴とする請求項１８ま
たは請求項１９に記載の生体試料の観察方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検査器具および該検査器具により採取された生体試料の観察方法に関し、特
に、病理標本作製および病理組織学的検索において利用可能な生体組織から生体試料（検
体）を採取するための検査器具と、検査器具により採取された検体の観察方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医学研究機関や病院施設では肉眼や光学顕微鏡、電子顕微鏡による生体組織観察が広く
行われている。
【０００３】
　特に、病理診断は、癌性腫瘍、前悪性状態、その他の疾患を疑われる患者由来の組織標
本に対し顕微鏡観察を手段として病理組織学的検索を行うことにより、病変の有無や種類
、状態等を判定する重要な医行為である。
【０００４】
　その際、患者の肉体的負荷および精神的負荷を抑える観点から、検体採取操作が可能な
限り低侵襲的に行われ、且つ標本観察が迅速に開始されることにより診断結果の提供が速
やかに為されることが求められている。
【０００５】
　低侵襲化を指向する方法として、例えば針穿刺による生検操作が普及しつつある。
【０００６】
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　生検は疾患の診断またはスクリーニングを目的として、検体となる患者の体組織の一部
を生体試料として採取する操作である。以下の説明では、検体となる生体試料の採取に針
を用いる方法を針生検と呼称し、また、その用途に供する針を生検用針と呼称する。
【０００７】
　生検用針には、単筒の中空針であるもの、外筒及び内筒からなるもの、または外筒及び
内針からなるものがあり、組織切除を行うカット部と、試料保持部とを基本的な構成要素
とする。
【０００８】
　針生検による検体採取は、開創を伴う直視下生検と同等の診断情報を比較的低侵襲性に
取得可能であることから、近年広く普及した方法である。
【０００９】
　このような方法によれば、非特許文献１にあるように、患者の身体深部に位置する組織
であっても経皮的に採取することが可能である。
【００１０】
　検体採取を低侵襲化する意義としては、患者の回復時間の短縮、痛みの軽減、手術時間
の短縮、費用の低減、近接体内組織の損傷リスクの減少、および患者の解剖学的外観の毀
損の緩和等が挙げられる。
【００１１】
　標本加工時間の短縮を指向する方法としては、例えば組織標本の無染色観察技術が研究
されている。非特許文献２には、生体から切除した組織を凍結状態で薄切し、二枚のガラ
ス平板で挟み標本化し、誘導ラマン分光顕微鏡を用いて無染色組織の画像を取得する方法
が開示されている。
【００１２】
　誘導ラマン散乱は３次の非線形光学効果の１つであり、二つの波長の光と分子の分子振
動とが相互作用することにより、光の周波数差と該分子振動の周波数が一致する時に、短
波長の光のエネルギーが長波長の光に移動する現象である。誘導ラマン分光顕微鏡によれ
ば、標本中の分子の特定の分子振動からの誘導ラマン散乱に起因する信号を検出し、描画
コントラストとして用いることができる。すなわち、このシステムによればヘマトキシリ
ン・エオシン染色や特殊染色等の染色工程を経由することなく、組織標本の形態や組成に
関する情報を画像としてユーザに提示することができる。
【００１３】
　標本加工時間を短縮する意義としては、主に標本加工工程に原因する、診断結果が提供
されるまでの所要時間の長さが与える患者の精神的負荷の軽減または解消、費用の軽減等
が含まれる。
【００１４】
　標本加工時間の短縮を指向する別の方法として、検体採取方法と組織標本の無染色観察
技術を組み合わせた例がある。
【００１５】
　例えば、透明なトロカールを検体採取器具および組織観察用カセットとして用いて組織
画像取得を行うシステムが、特許文献１に開示されている。
【００１６】
　このシステムによれば、トロカールによる検体切除手技中に組織を透明なカセットへ封
入し、電気光学的イメージング提供手段を適用することで、検体採取と標本加工に要する
時間を大幅に短縮しながら、無染色組織に対して標本観察を行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特表２００２－５２４７８０号公報
【非特許文献】
【００１８】
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【非特許文献１】Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃａｎｃｅｒ　８２，１０１
７－１０２１，２０００
【非特許文献２】Ｎａｔｕｒｅ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　６，８４５－８５１，２０１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　しかしながら、上記した従来例の方法によっても、検体採取における低侵襲性と、標本
加工時間の短縮とを両立することは、依然困難であり、つぎのような課題を有している。
非特許文献１に記載の針生検による方法では、検体採取の低侵襲性に優れるものの、作業
工程全体の迅速性を特に改善するものではない。
【００２０】
　すなわち、この方法では、検体採取や診断にかかる時間に対して、採取検体を顕微鏡標
本に加工するための時間が著しく長くかかってしまう。たとえ、開創および閉創を省略す
ることで作業時間が短縮されたとしても、工程全体への影響は軽微であり、作業工程全体
の迅速性を図ることができない。
【００２１】
　例えば、確定診断に用いられる組織標本の完成には、化学固定や包埋、薄切、観察用基
板への固定、染色操作など複数の工程が含まれており、２４時間から７２時間程度の時間
を要することが多い。
【００２２】
　また、非特許文献２で開示されたシステムは、体表または筒腔内からｉｎ　ｖｉｖｏに
観察可能な位置にある検体以外は、その観察を行う上で、切除による検体採取および薄切
加工を必要とするシステムである。
【００２３】
　従って、染色工程を省略することで標本加工時間を短縮しうるものの、生検器具からの
検体回収や薄切加工による標本加工時間は短縮することはできないため、診断結果が提供
されるまでの所要時間を短縮する効果が限定的であるという問題がある。更に、検体採取
における侵襲性の改善については、そもそも言及がない。また、特許文献１で開示された
システムには、検体採取の手段としては侵襲性が著しく高いという重大な問題がある。
【００２４】
　トロカールは体腔内へ手術器具を挿入するのに用いる外科用器具である。体壁を鋭利な
栓子の先端で穿通した後、栓子を抜去した中空のトロカール管部を開創部に留置して用い
るものであり、手術器具の挿入を円滑に行う目的から比較的大きな外径および内径を有し
ている。
【００２５】
　一般的な生検用穿刺針の外径が５ｍｍ未満、多くは２ｍｍ前後であって検体採取後の速
やかな抜去により患者への負荷を最小限に抑制できるのに対し、トロカールを検体採取用
器具として適用することによる患者の負荷は大きい。
【００２６】
　本発明は、上記課題に鑑み、生体試料の採取における侵襲性の改善を図ることができ、
採取された生体試料の迅速な観察の開始が可能となる検査器具、該検査器具により採取さ
れた生体試料の観察方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　本発明の検査器具は、生体試料を採取するための生検用針を有する検査器具であって、
前記生検用針は、
　採取された生体試料を保持する試料保持部と、
　前記試料保持部に光学的検出が可能な光学窓が配置された構成と、
を有していることを特徴とする。
【００２８】
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　また、検査器具により採取された生体試料の観察方法は、上記した検査器具を用い、前
記試料保持部に保持された生体試料を、光学的に観察することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、生体試料の採取における侵襲性の改善を図ることができ、採取された
生体試料の迅速な観察の開始が可能となる検査器具、該検査器具により採取された生体試
料の観察方法を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の第１の実施形態の検査器具における光学窓を設けた穿刺吸引生検用針の
側方断面を示す図。
【図２】本発明の第１の実施形態の検査器具における光学窓および反射層を設けた穿刺吸
引生検用針の側方断面を示す図。
【図３】本発明の第１の実施形態の検査器具における生検用針を説明する図。（ａ）はＴ
ｒｕ－ｃｕｔ型生検用針の側方断面（試料を保持していない状態）を示す図。（ｂ）は光
学窓を設けたＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用針の俯瞰断面（試料保持状態）を示す図。（ｃ）は
光学窓と反射層を設けたＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用針の側方断面（試料保持状態）を示す図
。
【図４】本発明の第１の実施形態における生検用針の構成を説明する図。（ａ）は透過計
測における光軸および光学窓、試料の位置関係を示す図。（ｂ）は反射計測における光軸
および光学窓、試料、反射層の位置関係を示す図。
【図５】本発明の第２の実施形態の検査器具における生検用針を説明する図。（ａ）は試
料保持部に光学窓と流路とを設けた穿刺吸引生検用針の側方断面（試料を保持していない
状態）を示す図。（ｂ）から（ｅ）は光学窓と流路とを設けたＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用針
の側方断面（試料を保持していない状態）を示す図。
【図６】本発明の第２の実施形態の検査器具における生検用針の構成を示す図。（ａ）は
流路が内針の内部に設けられた多重構造の生検用針の横断面を示す図。（ｂ）は流路が内
針の内部と内針の外周に設けられた多重構造の生検用針の横断面を示す図。（ｃ）は流路
が内針の内部と、内針と外筒の間隙とに設けられた多重構造の生検用針の横断面を示す図
。
【図７】本発明の第３の実施形態における生検用針で保持された生体試料を誘導ラマン分
光顕微鏡で観察する例を説明する図。
【図８】本発明の第３の実施形態における誘導ラマン分光顕微鏡で取得された信号を誘導
ラマン分光顕微画像（２８５０ｃｍ－１）として表示する例を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の実施形態における検査器具は、生体試料を採取するための生検用針を有する検
査器具であって、該生検用針内の試料保持部における光検出が可能なように前記生検用針
の一部に光学窓が配置されている。
【００３２】
　ここで、光学窓は可視域から１４００ｎｍの範囲の近赤外光に対して透過性を有するこ
とが好ましく、特に７００ｎｍから１４００ｎｍの範囲の近赤外光に対して透過性を有す
ることが好ましい。
【００３３】
　また、前記光学窓と、生検用針を構成し光学窓と結合される筒状部材との厚さの比が２
未満であることが好ましく、より好ましくは筒状部材の壁の厚さに０．１ｍｍを加えた厚
さ以下であり、更に好ましくは筒状部材の壁の厚さの１倍以下が好ましい。
【００３４】
　また、光学的検出やイメージングの為に入射される光の光軸と前記光学窓は、試料に対
して遠位と近位の２箇所で交わるように配置されていても良く、または、近位の１箇所で
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交わるように該光学窓が配置されていても良く、後者の場合には、試料より遠位に近赤外
光反射層が配置される。
【００３５】
　また、本発明の実施形態における該検査器具の試料保持部は、計測補助液体の導入と排
出のための流路が設けられていても良い。ここで、前記流路の開口部は試料保持部の壁面
に設けられ、前記開口部は試料の脱落や試料による開口部の閉鎖を防ぐ構造を備えている
ことが好ましい。
【００３６】
　また、本発明の実施形態における該検査器具により採取された生体試料の観察方法は、
生検用針内の試料保持部に保持された試料を、光学的に観察するように構成される。
【００３７】
　光学的な観察としては、三次非線形ラマン分光顕微鏡で観察することが好ましく、特に
三次非線形ラマン分光顕微鏡は誘導ラマン分光顕微鏡であることがより好ましい。
【００３８】
　ここで、光学的な観察は、該検査器具の試料保持部に設けられた流路を通じて導入した
計測補助液体と試料とを接触させる前に行っても良く、接触させた後に行っても良く、接
触される前と後にそれぞれ１回以上観察を行っても良い。
【００３９】
　以下に、このような実施形態について図を用いて具体的に説明するが、本発明はこれら
の実施形態の構成によって何ら限定されるものではない。
【００４０】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態として、本発明を適用した生検用針を有する検査器具について、図１か
ら図４を用いて説明する。
【００４１】
　生検用針には、単筒の中空針であるもの、外筒及び内筒からなるもの、または外筒及び
内針からなるものがあり、組織切除を行うカット部と、試料保持部とを基本的な構成要素
とする。
【００４２】
　図１および図２は穿刺吸引生検に用いる単筒の中空針を示したものである。
【００４３】
　また、図３は多重構造の生検用針であり、コア生検等に用いるＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用
針を例として示したものである。
【００４４】
　すなわち、図３（ａ）はＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用針の側方断面（試料を保持していない
状態）を示した図である。
【００４５】
　また、図３（ｂ）は光学窓を設けたＴｒｕ－ｃｕｔ型生検用針の俯瞰断面（試料保持状
態）を示した図である。また、図３（ｃ）は光学窓と反射層を設けたＴｒｕ－ｃｕｔ型生
検用針の側方断面（試料保持状態）を示した図である。
【００４６】
　本実施形態の検査器具は、光学窓２、または光学窓２および反射層５が、筒状部材１ま
たは摺動可能な外筒７の側面の一部に設けられた構成を備える。
【００４７】
　例えば、生検用針が筒状部材で構成されている場合には、試料保持部が該筒状部材の中
空部に形成されると共に、光学窓が前記筒状部材を構成する壁部に形成するように構成す
ることができる。
【００４８】
　また、生検用針が外筒と該外筒に対し摺動自在とされた内筒とで構成されている場合に
は、試料保持部が該内筒に形成されると共に、光学窓が該外筒を構成する壁部に形成する
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ように構成することができる。
【００４９】
　そして、筒状部材１または外筒７の鋭利な先端により組織から切除され、試料保持部４
に収められた採取検体（採取された生体試料）３を、光学窓２を介して光学的観察手段に
供することが可能に構成されている。
【００５０】
　生検方式としては、吸引式針生検（ａｓｐｉｒａｔｉｏｎ　ｎｅｅｄｌｅ　ｂｉｏｐｓ
ｙ）やコア針生検（ｃｏｒｅ　ｎｅｅｄｌｅ　ｂｉｏｐｓｙ）などが現在主流に用いられ
ている方法であるが、一般に、目的とする診断を妨げない程度に外径の細い生検用針が選
択される。
【００５１】
　例えば、乳癌診断用途では１４Ｇ（外径２．１ｍｍ／内径１．６ｍｍ／壁厚０．２６ｍ
ｍ）で組織採取溝が２０ｍｍ程度の形状のものや、その前後のサイズが広く用いられる。
【００５２】
　また、骨髄採取用に比較的太い８Ｇ（外径４．２ｍｍ／内径３．４ｍｍ／壁厚０．３８
ｍｍ）や、肝組織採取用に比較的細い２２Ｇ（外径０．７ｍｍ／内径０．４ｍｍ）程度の
サイズの生検用針を用いる場合もある。
【００５３】
　無染色組織の観察手段としては、従来、レーザ光の照射を受けた試料から発せられる非
線形ラマン散乱光を分光して得られたスペクトルを分析するラマン散乱法が知られている
。
【００５４】
　試料から発せられるラマン散乱光は物質固有のものであることから、試料を構成する分
子を分析することが可能であり、誘導ラマン散乱、ハイパーラマン散乱、コヒーレント・
反ストークスラマン散乱（ＣＡＲＳ）などを用いたイメージング装置が提案されている。
【００５５】
　それらのシステムを用いることで、原理的に無染色組織の画像を取得可能である。特に
、誘導ラマン分光顕微鏡は、分子振動を検出する他の検出手法に比べて優位に高感度ない
し高Ｓ／Ｎ比の分子情報を提供するので、特に好ましく用いることができる。
【００５６】
　本発明で光学的に観察する手段としては、上述のラマン散乱法を用いることが好ましい
が、これに限られない。無染色組織の観察手段としては、ＯＣＴ画像を取得可能な光干渉
断層計の如き手段も採用でき、染色組織の観察手段としては蛍光顕微鏡を用いた蛍光イメ
ージングの如き手段の採用も可能である。
【００５７】
　従来の生検用器具は、試料保持部４に収めた試料３を、器具から分離回収し、後工程に
おいて標本加工に供することを前提としている。
【００５８】
　そのため、筒状部材１の材質としては、主にステンレス鋼やチタン、ニッケルクロム合
金、ニッケルチタン合金、チタン合金等が、薄肉で十分な機械的特性を実現しやすい利点
や、加工性に優れるなどの点から選択される。
【００５９】
　しかし、これらの材料は可視領域、近赤外領域を含む幅広い波長域で不透明であり、試
料保持部４にある試料３を外部から光学的手段によって計測ないし観察することは困難で
ある。
【００６０】
　本実施形態においては、筒状部材１の側面の一部に光学窓２を設けることで、光学窓を
介した光学的観察が可能となる。
【００６１】
　生体組織を顕微鏡で観察する場合、可視域から近赤外領域の光を用いることが多い。
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【００６２】
　近赤外領域としては、一般に７５０ｎｍ－２５００ｎｍ程度の波長域が相当する。生体
組織の三次元的構造の観察を目的とする場合には、長波長の可視光や近赤外領域の光が有
利に用いられ、特にこれらの領域の光を透過させることが好ましい。例えば、生体観察で
表面よりも深い位置を観察する場合、水分子による吸収の影響が比較的軽微な７００ｎｍ
－１４００ｎｍ程度の領域を利用することが多い。
【００６３】
　光学窓２は適用する観察手段に応じた波長域の光を透過する必要がある。
【００６４】
　また、その透過率は５０％以上であることが好ましく、より好ましくは９０％以上、さ
らに好ましくは９５％以上である。透過率が低い場合、入射する光の一部が熱に変換され
、光学窓の光学特性や形状に影響を及ぼす可能性がある。
【００６５】
　ここで、可視域から近赤外領域において比較的高い透過性を有する材料として、無機材
料としてガラスや石英、サファイア等、有機材料としてはポリエチレンやポリ塩化ビニル
、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリプロピレン、ポリスチレン、非
晶性弗素樹脂等が挙げられる。
【００６６】
　また、近赤外領域において比較的高い透過性を有する材料として、無機材料としてガラ
スや石英、サファイア、カルコゲナイドガラス等、有機材料としてはポリエチレンやポリ
塩化ビニル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリプロピレン、ポリス
チレン、非晶性弗素樹脂等が挙げられ、これらを単独または複合して用いることができる
。
【００６７】
　光学窓２を筒状部材１に組み込むことに伴う問題は、生検用針の試料保持部４に保持さ
れた採取検体３を観察するための光学窓２を、如何にして、生検用針本来の機能を損なう
ことなく、生検用針に組み込むかという点にある。
【００６８】
　光学窓２を筒状部材１に結合する手段としては既知の接着剤による接着や拡散接合また
は嵌合等を適用して良い。
【００６９】
　光学窓２の厚さは、筒状部材１の壁部の厚さの２倍未満であることが好ましく、より好
ましくは筒状部材１の壁の厚さに０．１ｍｍを加えた厚さ以下であり、更に好ましくは筒
状部材１の壁の厚さの１倍以下が好ましい。
【００７０】
　なぜならば、光学窓２が筒状部材１の外周方向に突出する場合には、体組織に生検用針
を挿入する際の軌道ないし滑走性に影響を及ぼす可能性や、生検用針と隣接する組織に不
必要な損傷を与える可能性が生じる為である。
【００７１】
　また、光学窓２が筒状部材１の内周方向に突出する場合には、採取検体３に損傷を与え
て診断上の不都合を生じる可能性が生じる為である。光学窓２の厚さが、筒状部材１の壁
の厚さの２倍を超える場合には、それらの問題が生じる可能性が高まる。
【００７２】
　図４（ａ）に示すように、光学的検出やイメージングの為に入射される光の光軸９と光
学窓２が試料３に対して遠位と近位の２箇所で交わるように該光学窓を配置することで、
透過型の観察を実施することが可能となる。
【００７３】
　ここで、光学窓は独立した二枚の部材であっても良く、また湾曲した一枚の部材や円筒
状の部材の一部であっても良い。
【００７４】
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　また、光学窓２の曲率が小さいことは収差抑制の点で有利であるが、その形態は必要に
応じて適宜選択されるべきである。
【００７５】
　また、屈折率調節液８を試料３と光学窓２の間隙、および対物レンズと光学窓２の間隙
に充填することで、曲率の大きな光学窓２であっても、収差の問題を顕在化させることな
く所望の観察が可能となる。
【００７６】
　図４（ｂ）に示すように、光学的検出やイメージングの為に入射される光の光軸９と光
学窓２が試料３に対して近位の１箇所で交わるように光学窓２を配置し、かつ試料３より
遠位に近赤外光反射層５を配置することで、反射型の観察を実施することが容易になる。
【００７７】
　光学窓２の曲率が小さいことは収差抑制の点で有利であるが、その形態は必要に応じて
適宜選択されるべきである。
【００７８】
　また、近赤外光反射層を配置することで、いわゆる後方検出による信号感度が改善され
、信号の画像化が容易化される。
【００７９】
　また、屈折率調節液８を試料３と光学窓２の間隙、および対物レンズと光学窓２の間隙
に充填することで、曲率の大きな光学窓２であっても、収差の問題を顕在化させることな
く所望の観察が可能となる。
【００８０】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態として、前記生検用針の試料保持部に流路を設けた検査器具について、
図５および図６を用いて説明する。
【００８１】
　本実施形態においては、生検針の試料保持部４に設けた流路１０を通じて、試料の状態
を調節する計測補助液体を試料に接触させることで、所望の観察が可能となる。
【００８２】
　計測補助液体の導入および排出に用いる流路１０の形態および配置は、生検針の強度を
損なわない範囲で、送液を効率良く実施できるよう適宜選択されるべきであるが、図５（
ａ）に示すように、側面に開口部を設けた中空針の先端を試料採取後に封止材１２で封止
し、封止していない後端と開口部を備えた中空針そのものを流路１０として用いても良い
。
【００８３】
　また、図５（ｂ）から（ｄ）に示すように、外筒と該外筒に対し摺動自在とされた内針
とで構成される生検針の内針６に、計測補助液体を導入する流路と排出する流路をそれぞ
れ１箇所以上設けても良い。ここで、試料保持部における流路の開口部は試料保持部の壁
面のうち１面のみに設けても良く、対向する２面にそれぞれ１箇所以上設けても良く、対
向しない二面ないし三面にそれぞれ１箇所以上設けても良い。また、図５（ｅ）に示すよ
うに、外筒７の側面部に開口部を設け、内針６の試料保持部４に設けられた開口部と連絡
して用いても良い。
【００８４】
　図６（ａ）から（ｃ）に示すように、計測補助液体の導入および排出に用いる流路１０
は内針の内部に設けても良く、内針の外周に凹部として設けても良く、あるいは内針の外
周と外筒の間隙を流路として用いても良く、それらの配置を組み合わせて用いても良い。
ここで、計測補助液体の送出方向と流路の割り当ては必要に応じて適宜選択されるべきで
ある。
【００８５】
　また、内針の内部に流路を設ける場合、強度維持の観点から、内針の短軸と平行な断面
における流路の断面積の合計が内針の断面積の８０％未満であることが好ましく、５０％
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未満がより好ましい。
【００８６】
　また、流路１０の開口部の周囲に突起部１１を設けることにより、計測補助液体の導入
と排出に伴い試料が移動することにより開口部を閉鎖されたりすることなく、試料保持部
へ計測補助液体を効率よく送液することが可能となる。
【００８７】
　（第３の実施形態）
　第３の実施形態として、前記生検用針内の試料保持部４に保持された試料３を、三次非
線形ラマン分光顕微鏡を用いて透過型観察を行う構成例を、図７を用いて説明する。図７
は本実施形態を説明するブロック図である。
【００８８】
　波長の異なる二本のレーザが対物レンズを通して試料内に集光する。
【００８９】
　焦点位置において発生したラマン散乱現象を反映する光信号を、対向して設置した別の
対物レンズを透過し、検出器によって取得する。
【００９０】
　更に、信号処理部においてスペクトル解析や画像再構成等を行い、表示装置によりユー
ザに情報を提示する。
【００９１】
　ここでは、図１、図３（ｂ）、或いは図４（ａ）、図５（ａ）で示される透過光に対応
する本発明の検査器具は、図７中の試料位置に設置される。反射型計測を行う場合は、窓
は片側のみが開いているもので良い。
【００９２】
　また、図５（ａ）から（ｅ）に示される本発明の検査器具を用いて行う計測が、試料の
状態を調節する計測補助液体と試料とを接触させる工程を含んでも良い。
【００９３】
　ここで、計測補助液体として緩衝液や保存液等、化学固定液等と試料とを接触させるこ
とで、試料の性状を安定化して所望の観察を行うことが可能となる。また、計測補助液体
として温度やｐＨ、ガス分圧を調節した緩衝液や、生理活性物質の溶液等と試料とを接触
させた状態で計測を行うことで、試料の状態変化を情報として取得することも可能である
。また、観察対象外の細胞や組織片等の付着により試料の観察が困難である場合には、前
記緩衝液等を用いて試料を洗浄することで所望の観察が可能となる。例えば、脂肪組織の
穿刺に伴う脂肪由来の試料汚染を軽減する目的では、計測補助液体として特に界面活性剤
を含む緩衝液を用いることが有効であり、Ｔｗｅｅｎ２０やＴｗｅｅｎ８０などの非イオ
ン性界面活性剤を好ましく用いることができる。また、計測補助液体は図４に示す屈折率
調節液としての機能を備えていても良い。
【００９４】
　三次非線形ラマン散乱の計測において、使用する二本のレーザが光学窓を通過する際に
生じる屈折率の差に伴う収差が１０％以内であるように、光学窓２の形態は適宜選択され
るべきである。
【００９５】
　収差が１０％を超える場合、有限の時間におけるラマン散乱現象の発生頻度が、入射さ
れるレーザの波長の組み合わせにより著しく影響され、結果、取得情報の定量性が損なわ
れる可能性がある。
【００９６】
　また、三次非線形ラマン分光顕微鏡で取得された信号は、描画コントラストとして直接
画像に再構成し、図８の如く表示することも可能である。
【００９７】
　また、複数の波長における情報を組み合せた解析や評価を実行してその結果を表示する
ことも可能である。
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【００９８】
　誘導ラマン分光顕微鏡は分子振動を検出する他の検出手法に比べて優位に高感度ないし
高Ｓ／Ｎ比の分子情報を提供するので、特に好ましく用いることができる。
【００９９】
　誘導ラマン分光顕微鏡が特徴とする観察の高速性は、例えば生体組織の構造を計測しイ
メージングする場合においても有利に作用する。
【０１００】
　特に、三次元的構造をイメージングする用途において、試料内部への透過性に優れる近
赤外領域の波長のレーザは特に好ましく用いられる。
【０１０１】
　光学窓が可視域から近赤外域にわたり透過性を有する場合には、光源選択における自由
度が増すことにより、複合的な情報の取得が容易になり、ユーザに提供する情報の価値を
高めることができる。
【０１０２】
　例えば、二種類以上の光源を用いて、可視光による分子励起に由来する信号と近赤外光
によるラマン散乱を反映する信号とを、検査器具の光学窓を通して取得することが可能で
ある。
【０１０３】
　さらに、計測原理の異なる各種情報を信号処理装置により組み合わせ、解析や評価を実
行してその結果を表示することも可能である。
【０１０４】
　本発明の器具を用いて観察を実施するにあたり、器具の鋭利な先端を安全に封止するた
めの保護具を利用しても良い。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　筒状部材
　２　光学窓
　３　採取検体
　４　試料保持部
　５　近赤外光反射層
　６　内針または内筒
　７　外筒
　８　屈折率調整液
　９　光軸
　１０　流路
　１１　突起部
　１２　封止材
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