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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体組織の蛍光反応による生体診断装置であり、光源、光源光学系、及び、前記光源から
の照明光を生体まで導く光伝送系と、前記光源と前記光伝送系の間に設置された励起光フ
ィルタと、生体からの光を像面まで導く像伝送系と、前記像伝送系内に設置された励起カ
ットフィルタとを備え、前記励起光フィルタを透過した照明光の分光特性と前記励起カッ
トフィルタの透過率特性がオーバーラップ部分を有する生体診断装置において、
　前記生体診断装置により被写体を観察した際の前記励起カットフィルタ透過後の蛍光部
以外の光の色度座標（ｘ，ｙ）が、以下の式を満足するように、前記励起光フィルタを透
過した照明光の分光特性と前記励起カットフィルタの透過率特性とが設定されていること
を特徴とする生体診断装置。
    ０．１６≦ｘ≦０．２１，０．０４≦ｙ≦０．２３　　　　・・・（２）
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体診断装置に関し、生体内、特に膀胱内の腫瘍等の蛍光観察・診断に適す
る生体診断装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、腫瘍の観察には、癌細胞に集まりやすく光照射によって蛍光を発する薬剤を使用
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する方法が知られている（特許文献１）。この場合、蛍光像だけでなく、直接像も同時に
観察することも開示されている。特許文献１記載のものは、照明系と観察系の波長特性が
オーバーラップするもので、全系の全透過率について規定している。
【０００３】
　その場合に、両特性のオーバーラップによって僅かに観察系に取り込まれた励起光によ
り、蛍光部以外の反射像を観察可能としている。
【０００４】
　具体的に、蛍光薬剤として５－ＡＬＡ（アミノレブリン酸）を使用する場合は、励起光
波長λe ＝４１０ｎｍ程度、蛍光波長λf ＝６３０ｎｍである。蛍光波長は赤色であり、
この蛍光部をコントラスト良く観察するためには、背景色は青色がよく、かつ、背景色は
単色に近い方がよい。背景色が白色に近くなると、色のコントラストが低下し望ましくな
い。
【特許文献１】特表平１１－５１１３６９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このように、蛍光波長は赤色であり、観察系に取り込まれた励起光により蛍光部以外の
反射像を観察可能とする場合、背景色に影響する要因として、観察対象の生体の自家蛍光
がある。生体の自家蛍光を考慮せずに光学系の設計を行うと、色のコントラスト低下を招
く。上記従来例では、明るさのコントラストを確保しようというものであるが、色のコン
トラストについて詳細は述べられていない。
【０００６】
　本発明は従来技術のこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、照明
系と観察系の波長特性がオーバーラップし、そのオーバーラップによって観察系に取り込
まれた励起光により蛍光部以外の反射像を観察可能とする生体診断装置において、良好な
色コントラストで蛍光観察を行えるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
  上記目的を達成する本発明の１つの生体診断装置は、生体組織の蛍光反応による生体診
断装置であり、光源、光源光学系、及び、前記光源からの照明光を生体まで導く光伝送系
と、前記光源と前記光伝送系の間に設置された励起光フィルタと、生体からの光を像面ま
で導く像伝送系と、前記像伝送系内に設置された励起カットフィルタとを備え、前記励起
光フィルタを透過した照明光の分光特性と前記励起カットフィルタの透過率特性がオーバ
ーラップ部分を有する生体診断装置において、
　前記生体診断装置により被写体を観察した際の像面における蛍光部以外の分光特性が以
下の式を満足することを特徴とするものである。
【０００８】
　　４０≦Δ≦８０ｎｍとし、
　　０．００５≦Ｉ（λp ＋Δ）／Ｉ（λp ）≦０．５　　　　　　　　・・・（１）
ただし、λp は分光強度が最大となる波長（ｎｍ）、Ｉ（λp ）はそのときの分光強度を
表す。
【０００９】
　本発明のもう１つの生体診断装置は、生体組織の蛍光反応による生体診断装置であり、
光源、光源光学系、及び、前記光源からの照明光を生体まで導く光伝送系と、前記光源と
前記光伝送系の間に設置された励起光フィルタと、生体からの光を像面まで導く像伝送系
と、前記像伝送系内に設置された励起カットフィルタとを備え、前記励起光フィルタを透
過した照明光の分光特性と前記励起カットフィルタの透過率特性がオーバーラップ部分を
有する生体診断装置において、
　前記励起カットフィルタ透過後の光の色度座標（ｘ，ｙ）が、以下の式を満足すること
を特徴とするものである。



(3) JP 4855755 B2 2012.1.18

10

20

30

40

50

【００１０】
    ０．１６≦ｘ≦０．２１，０．０４≦ｙ≦０．２３　　　　　　　　・・・（２）
　本発明のさらにもう１つの生体診断装置は、生体組織の蛍光反応による生体診断装置で
あり、光源、光源光学系、及び、前記光源からの照明光を生体まで導く光伝送系と、前記
光源と前記光伝送系の間に設置された光源フィルタと、生体からの光を像面まで導く像伝
送系と、前記像伝送系内に設置された励起カットフィルタとを備え、前記光源フィルタは
蛍光励起波長を含む第１の透過領域と、第２の透過領域を持ち、前記励起カットフィルタ
の透過率特性が、前記光源フィルタの前記第２の透過領域を含む装置において、
　前記生体診断装置により被写体を観察した際の像面における蛍光部以外の分光特性が以
下の式を満足することを特徴とするものである。
【００１１】
　　４０≦Δ≦８０ｎｍとし、
　　０．００５≦Ｉ（λp ＋Δ）／Ｉ（λp ）≦０．５　　　　　　　　・・・（１）
ただし、λp は分光強度が最大となる波長（ｎｍ）、Ｉ（λp ）はそのときの分光強度を
表す。
【００１２】
　この場合に、前記光源は、前記第１の透過領域と一致する第１の光源フィルタと、前記
第２の透過領域と一致する第２の光源フィルタとを備え、前記第１の光源フィルタと前記
第２の光源フィルタを透過した光を順次被写体に照射するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明においては、照明系と観察系の波長特性がオーバーラップする生体診断装置であ
って、そのオーバーラップによって観察系に取り込まれた励起光により蛍光部以外の反射
像を観察可能とするものにおいて、条件式（１）又は（２）を満足するように構成してい
るので、背景に対して蛍光部を良好な色コントラストで観察することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明による生体診断装置をその原理と実施例に基づいて説明する。
【００１５】
　図１（ａ）は、本発明による生体診断装置の概略の構成を説明するための図であり、例
えば膀胱内に挿入可能な専用スコープ（内視鏡）１と、その専用スコープ１の照明系にラ
イトガイドケーブル３を介して照明光を送る光源装置２とからなり、光源装置２には、キ
セノンランプ等からなるランプ２１と、ランプ２１からの光をライトガイドケーブル３の
入力端に集光する光学系２２と、ランプ２１からの光路中に配置されたターレット２３と
を備えており、ターレット２３の周囲には、図１（ｂ）に示すように、励起光フィルタ２
４と白色光フィルタ２５とＩＲカット白色光フィルタ２６と非常灯（小電球）２７とが選
択可能に配置されており、励起光フィルタ２４は後記するような波長特性を持ち蛍光反応
を励起させるためのフィルタ、白色光フィルタ２５は全波長域の光を透過し普通の像観察
のためのフィルタ、ＩＲカット白色光フィルタ２６は赤外域の波長をカットし可視域の光
を透過して色再現性良い像観察のためのフィルタであり、非常灯（小電球）２７はランプ
２１が切れたときに専用スコープ１を生体から引き抜くための最低限の照明光を確保する
ためのものである。また、専用スコープ１の光路中には、励起カットフィルタ１１が配置
されており、接眼部１２を経て直接患部を観察するか、後記のように接眼部１２にＣＣＤ
カメラを装着して患部を電子的に観察可能になっている。
【００１６】
　まず、従来の生体診断装置の問題点について説明する。図２（ａ）に励起光フィルタ２
４の透過率特性を、図２（ｂ）に励起カットフィルタ１１の透過率特性を示す。励起光フ
ィルタ２４と励起カットフィルタ１１とがこのような透過率特性を持っているので、ター
レット２３を回転させて励起光フィルタ２４を照明光路中に挿入したときの、生体診断シ
ステム全体のシステム特性は図３に示したように、照明系の波長特性（相対強度）と観察
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系の波長透過率とが波長４４０ｎｍ近傍でオーバーラップし、また、照明系の励起光で励
起された蛍光部の蛍光が波長６３０ｎｍ近傍に生じることになる。
【００１７】
　図４に、図３のシステム特性を持つ場合に、照明系の波長特性と観察系の波長特性のオ
ーバーラップである背景部（蛍光を発しない背景部）の波長特性の計算値と実測値を示す
。ここで、計算値は図３の照明系の波長特性と観察系の波長透過率との積であるが、実測
値は特に波長４４０ｎｍより長い波長の広い範囲で計算値より上回っている。この背景部
の計算値より上回る分は生体の自家発光に起因すると考えられる。そのため、生体のこの
自家蛍光を考慮せずに背景色を選ぶと、蛍光部と背景部の色のコントラストの低下を招く
ことになる。これが特許文献１に記載されている生体診断装置の問題点である。
【００１８】
　以上の説明から明らかなように、蛍光観察時の背景色は、照明系と観察系の波長特性の
オーバーラップによって僅かに観察系に取り込んだ励起光部分と、観察対象である生体の
自家蛍光とで決定される。
【００１９】
　ここで、被写体（生体患部）に照射される励起光は一定であるので、生体より発する自
家蛍光量も一定である。照明系、観察系の両特性のオーバーラップ量によって観察系に取
り込まれる励起光量が決まるので、その励起光量と自家蛍光量の比は照明系、観察系の両
特性のオーバーラップ量によって決まる。そのため、背景色、すなわち、蛍光部と背景部
の色のコントラストが照明系、観察系の両特性のオーバーラップ量によって決まることに
なる。
【００２０】
　良いコントラストで観察を行うためには、観察系に取り込んだ励起光と生体の自家蛍光
の比率が重要である。オーバーラップ量が多くなれば、取り込んだ励起光と比較して生体
の自家蛍光が相対的に少なくなり、背景色は単色に近くなる。一方、逆にオーバーラップ
量が少なくなれば、励起光に対する生体の自家蛍光が多くなり、背景色は白色に近づくこ
とになる。
【００２１】
　図５は、蛍光薬剤として５－ＡＬＡ（アミノレブリン酸）を使用した場合の蛍光部と背
景部の色のコントラストを模式的に示す図である。図５（ａ）は赤色の蛍光部に対して背
景部が青色となっている場合に色のコントラストが良く、蛍光部（病変部）が見やすくな
る場合である。これに対して、図５（ｂ）に示すように、赤色の蛍光部に対して背景部が
白色となると、色のコントラストが良くなく、蛍光部（病変部）が見難くなり、見落とす
確率が高くなる。
【００２２】
　そこで、本発明においては、被写体を観察した際の像面における蛍光部以外の背景部の
分光特性が以下の式を満足するようにする。
【００２３】
　　４０≦Δ≦８０ｎｍとし、
　　０．００５≦Ｉ（λp ＋Δ）／Ｉ（λp ）≦０．５　　　　　　　　・・・（１）
ただし、λp は分光強度が最大となる波長（ｎｍ）、Ｉ（λp ）はそのときの分光強度を
表す。
【００２４】
　この条件式（１）の上限の０．５を越えると、特性のオーバーラップによって取り込ん
だ励起光に対して、生体の自家蛍光の割合が多くなる。その結果、背景色が白色に近くな
り、色のコントラストの低下を招き、蛍光部（病変部）が見難くなり、見落とす確率が高
くなる。
【００２５】
　一方、条件式（１）の下限の０．００５を越えると、特性のオーバーラップによって取
り込んだ励起光に対して、生体の自家蛍光の割合が少なくなる。これは、観察系に取り込
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む励起光が多くなるためで、その結果、被写体からの蛍光に対して蛍光部以外からの反射
光、すなわち、背景が明るくなり過ぎ、明るさのコントラストの低下を招く。
【００２６】
　特に、蛍光薬剤として５－ＡＬＡを用いる場合、励起光波長λe ＝４１０ｎｍ、蛍光波
長λf ＝６３０ｎｍであるので、オレンジ乃至赤色の蛍光をコントラスト良く観察するた
めには、図５（ａ）に示すように、背景色は補色の傾向にある必要があるので、青色が良
いとされている。
【００２７】
　図６に、照明系、観察系の両特性のオーバーラップ量の上限、中央値、下限（それぞれ
条件式（１）の下限、中央値、上限に対応する。）における背景部の分光強度分布を示す
。また、図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）にそれぞれ図６の上限、中央値、下限それぞれにお
ける分光特性を得るためのシステム特性を示す。ただし、図７の実線は照明系の波長特性
（相対強度）、破線は観察系の波長透過率を示す。
【００２８】
　図６（図７（ｃ））の下限における背景は白っぽい青色であり、中央値（図７（ｂ））
における背景は青色、上限（図７（ａ））における背景は深い青色である。
【００２９】
　また、図６の照明系、観察系の両特性のオーバーラップ量の上限、中央値、下限（それ
ぞれ条件式（１）の下限、中央値、上限に対応する。）における背景部の分光強度分布を
色度図（ＣＩＥ（Ｘ，Ｙ））上に表現することもできる。図８にその色度図上に上記上限
、中央値、下限における色度座標（ｘ，ｙ）をプロットしてある。この図８より、励起カ
ットフィルタ１１透過後（像面）の光の色度座標（ｘ，ｙ）は、次の条件式（２）を満足
することが望ましい。
【００３０】
    ０．１６≦ｘ≦０．２１，０．０４≦ｙ≦０．２３　　　　　　　　・・・（２）
　条件式（２）の範囲を図８中に破線で囲って示す。この条件式（２）のそれぞれ上限０
．２１、０．２３を越えると、背景色が白色に近くなり、蛍光部と背景部の色のコントラ
ストの低下を招き、蛍光部（病変部）が見難くなり、見落とす確率が高くなる。条件式（
２）のそれぞれ下限０．１６、０．０４を越えると、極端に青色単色となってしまい、望
ましくない。また、視感度を考慮すると、観察系に取り込む励起光のエネルギーが同じと
しても、背景が暗くなってしまい、蛍光部以外の反射像が観察し難くなるという不具合が
起こる。
【００３１】
　次に、観察像中の蛍光部以外の反射像を得るために、照明光路中に配置する光源フィル
タ（励起光フィルタ２４の代わりに配置するフィルタ）に、図９に透過率特性を示すよう
に、第１の透過領域と第２の透過領域を設けるようにしてもよい。この場合、第１の透過
領域は蛍光の励起波長（５－ＡＬＡの場合、励起光波長λe ＝４１０ｎｍ）を含むように
し、第２の透過領域が励起カットフィルタ１１の透過領域に含まれるようにする。
【００３２】
　このように構成した場合には、生体診断システム全体のシステム特性は図１０に示すよ
うになり、第２の透過領域を透過した光は蛍光部以外の背景の反射像を得るために利用さ
れることになる。
【００３３】
　この場合にも、被写体を観察した際の像面における蛍光部以外の背景部の分光特性が以
下の式を満足するようにすることが望ましい。
【００３４】
　　４０≦Δ≦８０ｎｍとし、
　　０．００５≦Ｉ（λp ＋Δ）／Ｉ（λp ）≦０．５　　　　　　　　・・・（１）
ただし、λp は分光強度が最大となる波長（ｎｍ）、Ｉ（λp ）はそのときの分光強度を
表す。
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【００３５】
　条件式（１）の上限の０．５を越えると、第２の透過領域を透過した光に対して、生体
の自家蛍光の割合が多くなる。その結果、背景色が白色に近くなり、色のコントラストの
低下を招き、蛍光部（病変部）が見難くなり、見落とす確率が高くなる。
【００３６】
　一方、条件式（１）の下限の０．００５を越えると、第２の透過領域を透過した光に対
して、生体の自家蛍光の割合が少なくなる。これは、観察系に入る第２の透過領域を透過
した光が多くなるためで、その結果、被写体からの蛍光に対して蛍光部以外からの反射光
、すなわち、背景が明るくなり過ぎ、明るさのコントラストの低下を招く。
【００３７】
　なお、照明光路中に配置する光源フィルタに第１の透過領域と第２の透過領域を設ける
代わりに、２つの光源フィルタを用意し、第１の光源フィルタは、図１１に透過率特性を
示すように、上記の第１の透過領域と同様に蛍光の励起波長を含むようにし、第２の光源
フィルタは、上記の第２の透過領域と同様に励起カットフィルタ１１の透過領域に含まれ
るようにする。
【００３８】
　そして、この第１の光源フィルタを透過した光と第２の光源フィルタを透過した光を順
次被写体に照射するようにすることで、観察者の目の残像現象を利用するか、あるいは、
面順次方式のビデオ撮像によって、蛍光部と背景部を重ね合わせて良好な色コントラスト
で観察を行うことができる。このように、第１の光源フィルタを透過した光と第２の光源
フィルタを透過した光を順次被写体に照射するには、ランプ２１からライトガイドケーブ
ル３に至る光路中に、図１２に示したようなターレット３０を配置し、そのターレット３
０の周囲に第１の光源フィルタ３１と第２の光源フィルタ３２とを連続的に切り換え可能
に配置して、そのターレット３０を連続的に回転させるか往復回転させるようにすればよ
い。
【００３９】
　なお、被写体に照射する照明光として、図９のような透過率特性を持つ光源フィルタを
用いる代わりに、光源として励起光波長を発振するレーザを用い、そのレーザからの励起
光に励起カットフィルタ１１の透過領域に含まれる波長の光を重畳させるか、順次交互に
被写体に照射するようにしてもよい。
【００４０】
　なお、図１（ａ）の生体診断装置において、光学系２２は励起光フィルタ２４を透過す
る励起光を減衰するものであってはならないので、図１３に波長特性を示すように、光学
系２２のレンズ等に設ける反射防止コートは、励起光フィルタ２４を透過する波長に対し
て高透過率のものを用いることが重要である。
【００４１】
　さらに、図１（ａ）の生体診断装置にテレビカメラシステムを接続して撮像する場合の
概略の構成を図１５（ａ）に示す。生体診断装置本体は、図１の場合と同様に、例えば膀
胱内に挿入可能な専用スコープ（内視鏡）１と、その専用スコープ１の照明系にライトガ
イドケーブル３を介して照明光を送る光源装置２とからなり、光源装置２には、キセノン
ランプ等からなるランプ２１と、ランプ２１からの光をライトガイドケーブル３の入力端
に集光する光学系２２と、ランプ２１からの光路中に配置されたターレット２３とを備え
ており、ターレット２３の周囲には、図１５（ｂ）に示すように、励起光フィルタ２４と
白色光フィルタ２５と従来型のＩＲカット白色光フィルタ２６と非常灯（小電球）２７と
が選択可能に配置されており、励起光フィルタ２４は以上説明したような波長特性を持ち
励起波長を含む光を透過させるためのフィルタ、白色光フィルタ２５は全波長域の光を透
過し普通の像観察のためのフィルタ、従来型のＩＲカット白色光フィルタ２６は、図１４
に従来型ＩＲカットとして透過率特性を示すように、赤外域の波長をカットし可視域の光
を透過して色再現性良い像観察のためのフィルタであり、非常灯（小電球）２７はランプ
２１が切れたときに専用スコープ１を生体から引き抜くための最低限の照明光を確保する
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ためのものである。また、専用スコープ１の光路中には、励起カットフィルタ１１が配置
されており、患部を観察する接眼部１２が設けられている。
【００４２】
　そして、この例では、生体診断装置本体の接眼部１２にテレビカメラヘッド４０が装着
され、被写体を電子的に撮像可能にしている。テレビカメラヘッド４０中には、ＣＣＤ４
１とその入射側に専用ＩＲカットフィルタ４２が配置されており、この専用ＩＲカットフ
ィルタ４２は、従来の通常色再現性を保つためにＣＣＤ４１の前に設置されている図１４
の従来型ＩＲカットフィルタ等の吸収型ＩＲカットフィルタに代わるもので、図１４に専
用ＩＲカットフィルタとして示したように、蛍光像（蛍光波長λf ＝６３０ｎｍ）に影響
しないようにカットオフ周波数を長波長側にずらしたフィルタを用いている。
【００４３】
　テレビカメラヘッド４０から得られた映像信号は、カメラコントロールユニット４３に
送られ、撮影像を表示・録画すると共に、カメラコントロールユニット４３から光源装置
２にフィードバック信号を送って調光等を行っている。
【００４４】
　以上、本発明の生体診断装置をその原理と実施例に基づいて説明してきたが、本発明は
種々の変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明による生体診断装置の概略の構成を説明するための図である。
【図２】従来の生体診断装置の励起光フィルタと励起カットフィルタの透過率特性を示す
図である。
【図３】従来の生体診断全体のシステム特性を示す図である。
【図４】図３のシステム特性を持つ場合に照明系の波長特性と観察系の波長特性のオーバ
ーラップ部（背景部）の波長特性の計算値と実測値を示す図である。
【図５】蛍光薬剤として５－ＡＬＡを使用した場合の蛍光部と背景部の色のコントラスト
を模式的に示す図であり、（ａ）は赤色の蛍光部に対して背景部が青色となっている場合
、（ｂ）は赤色の蛍光部に対して背景部が白色となっている場合である。
【図６】本発明に基づく場合の照明系、観察系の両特性のオーバーラップ量の上限、中央
値、下限における背景部の分光強度分布を示す図である。
【図７】図６の上限、中央値、下限それぞれにおける分光特性を得るためのシステム特性
を示す図である。
【図８】図６の上限、中央値、下限それぞれにおける背景部の分光強度分布を色度図上に
表現した図である。
【図９】本発明の生体診断装置の別の実施例の光源フィルタの透過率特性を示す図である
。
【図１０】図９の構成における生体診断システム全体のシステム特性を示す図である。
【図１１】図９の変形として２つの光源フィルタを用いる場合の透過率特性を示す図であ
る。
【図１２】図１１のように２つの光源フィルタを用いる場合のフィルタ切り換え機構の例
を説明するための図である。
【図１３】図１の生体診断装置における光源装置の光学系の反射防止コートと励起光フィ
ルタの透過率特性を示す図である。
【図１４】従来型のＩＲカット白色光フィルタと図１５の例の生体診断装置においてテレ
ビカメラヘッド中に配置する専用ＩＲカットフィルタの透過率特性を示す図である。
【図１５】本発明による生体診断装置にテレビカメラシステムを接続して撮像する場合の
概略の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
１…専用スコープ（内視鏡）
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２…光源装置
３…ライトガイドケーブル
１１…励起カットフィルタ
１２…接眼部
２１…ランプ
２２…光学系
２３…ターレット
２４…励起光フィルタ
２５…白色光フィルタ
２６…ＩＲカット白色光フィルタ
２７…非常灯（小電球）
３０…ターレット
３１…第１の光源フィルタ
３２…第２の光源フィルタ
４０…テレビカメラヘッド
４１…ＣＣＤ
４２…専用ＩＲカットフィルタ
４３…カメラコントロールユニット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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