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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　永久磁石を内蔵するカプセル型医療装置と、
　前記永久磁石に磁界を印加して、被検体内部の前記カプセル型医療装置を磁気誘導する
磁気誘導装置と、
　前記カプセル型医療装置の磁気誘導を操作する操作情報を入力する操作入力部と、
　前記操作入力部によって入力された操作情報に対応して前記カプセル型医療装置を磁気
誘導するように前記磁気誘導装置を制御する制御装置と、
　を備え、
　前記制御装置は、前記操作入力部からの入力に対応して、前記カプセル型医療装置が液
面に位置している状態で、水平軸周りに所定の回転周波数で往復動作する回転磁界からな
る表面張力排除用磁界を印加し、該表面張力排除用磁界の印加によって表面張力から解放
されて液面下に沈み込んだ状態の前記カプセル型医療装置に対し、鉛直下方の磁気引力を
さらに印加するように前記磁気誘導装置を制御することを特徴とするカプセル型医療装置
誘導システム。
【請求項２】
　前記磁気誘導装置は、前記制御装置の制御のもと、液面下に沈み込みかつ鉛直下方の磁
気引力が印加された状態の前記カプセル型医療装置に対して、前記表面張力排除用磁界が
印加される直前の状態において前記カプセル型医療装置に印加されていた誘導用磁界と同
じ磁界方向の磁界を印加することにより、前記カプセル型医療装置の姿勢を表面張力排除
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動作の直前の状態に復帰させることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置誘
導システム。
【請求項３】
　前記磁気誘導装置は、前記制御装置の制御のもと、前記表面張力排除動作の直前の状態
に復帰した前記カプセル型医療装置に対し、前記操作入力部からの入力に対応した誘導用
磁界を印加することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置誘導システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者等の被検体の臓器内部に導入したカプセル型医療装置を磁力によって誘
導するカプセル型医療装置誘導システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、患者等の被検体の臓器内部に導入可能なカプセル型筐体の内部に撮像機能お
よび無線通信機能を備えたカプセル型医療装置が登場している。カプセル型医療装置は、
経口摂取等によって被検体の臓器内部に導入され、その後、蠕動運動等によって消化管内
部を移動する。かかる被検体内部のカプセル型医療装置は、被検体の臓器内部に導入され
てから被検体の外部に排出されるまでの期間、この被検体の臓器内部の画像（以下、体内
画像という場合がある）を順次撮像し、得られた体内画像を被検体外部の受信装置に順次
無線送信する。また、このカプセル型医療装置として、複数の撮像部を備え、各撮像部に
よって異なる方向を撮像可能なものも知られている。
【０００３】
　かかるカプセル型医療装置によって撮像された各体内画像は、受信装置を介して画像表
示装置に取り込まれる。画像表示装置は、取り込んだ各体内画像をディスプレイに静止画
表示または動画表示する。医師または看護師等のユーザは、画像表示装置に表示された被
検体の各体内画像を観察し、かかる各体内画像の観察を通して被検体の臓器内部を検査す
る。
【０００４】
　一方、近年では、被検体内部のカプセル型医療装置を磁力によって誘導（以下、磁気誘
導という）するカプセル型医療装置誘導システムが提案されている（例えば、特許文献１
および特許文献２を参照）。一般に、カプセル型医療装置誘導システムにおいて、カプセ
ル型医療装置は、カプセル型筐体の内部に永久磁石をさらに備え、画像表示装置は、被検
体内部のカプセル型医療装置が順次撮像した各体内画像をリアルタイムに表示する。また
、前述の複数の撮像部を備えたカプセル型医療装置を用いる場合には、画像表示装置にお
いて、各撮像部によって撮像された体内画像を、例えば撮像部毎に個別の表示領域に表示
するようにしている。カプセル型医療装置誘導システムは、かかる被検体内部のカプセル
型医療装置に磁界を印加し、この印加した磁界の磁力によって被検体内部のカプセル型医
療装置を所望の位置に磁気誘導する。ユーザは、画像表示装置に表示された体内画像を参
照しつつ、カプセル型医療装置誘導システムの操作部を用いて、かかるカプセル型医療装
置の磁気誘導を操作する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２６３１６７号公報
【特許文献２】特開２００７－３３０８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上記のような従来のカプセル型医療装置誘導システムにおいて、被検体内部
のカプセル型医療装置が複数の撮像部を有している場合、ユーザは、カプセル型医療装置
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の磁気誘導を操作するために、画像表示装置において撮像部毎に表示される体内画像のう
ちのいずれの撮像部で撮像された体内画像を操作対象画像として参照すべきかが判断でき
ないという問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記した従来の問題点に鑑みて為されたものであり、カプセル型医療装置の
磁気誘導の操作に有用な操作対象画像を確実に参照して、このカプセル型医療装置の磁気
誘導を容易に操作することが可能なカプセル型医療装置誘導システム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】
　上記した課題を解決し、目的を達成するための、本発明のある態様にかかるカプセル型
医療装置誘導システムは、互いに異なる撮像方向の画像を撮像する第１および第２の撮像
部と永久磁石とを内蔵するカプセル型医療装置と、前記永久磁石に磁界を印加して、被検
体内部の前記カプセル型医療装置を磁気誘導する磁気誘導装置と、前記カプセル型医療装
置の磁気誘導を操作する操作情報を入力する操作入力部と、前記操作入力部によって入力
された操作情報に対応して前記カプセル型医療装置を磁気誘導するように前記磁気誘導装
置を制御する制御装置と、前記第１の撮像部が撮像した前記被検体の第１の体内画像と前
記第２の撮像部が撮像した前記被検体の第２の体内画像とを表示するとともに、前記第１
の体内画像および前記第２の体内画像のうちのいずれが前記カプセル型医療装置の磁気誘
導時の操作対象画像であるかを明示する画像表示装置と、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記操作入力部は、前記第１の体内画像および前記第２の体内画像の中から操作対
象画像を選択する選択情報を入力し、前記制御装置は、前記選択情報に対応して前記カプ
セル型医療装置の磁気誘導方向を変更するように前記磁気誘導装置を制御し、前記画像表
示装置は、前記第１の体内画像および前記第２の体内画像のうちの前記選択情報によって
選択される体内画像を前記操作対象画像として明示することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記画像表示装置は、前記第１の体内画像および前記第２の体内画像のうちの前記
操作対象画像にマークを付加して前記操作対象画像を明示することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記画像表示装置は、前記第１の体内画像および前記第２の体内画像のうちの操作
対象外の体内画像に比して前記操作対象画像を大きく表示して前記操作対象画像を明示す
ることを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記制御装置は、前記磁気誘導装置が前記カプセル型医療装置を磁気誘導する際に
前記永久磁石に印加する磁界の情報と、前記カプセル型医療装置の物理情報と、前記被検
体内部の液体の密度情報とをもとに、前記撮像部の撮像方向と鉛直軸とのなす角度を算出
し、前記画像表示装置は、前記制御装置によって算出された角度を示す角度情報を前記操
作対象画像に関連付けて表示することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記制御装置は、前記磁気誘導装置が前記カプセル型医療装置を磁気誘導する際に
前記永久磁石に印加する磁界の情報をもとに、前記第１の撮像部および前記第２の撮像部
のうちの前記操作対象画像に対応する撮像部の撮像方向の水平成分方向を算出し、前記画
像表示装置は、前記制御装置によって算出された前記水平成分方向を示す方向情報を前記
操作対象画像に関連付けて表示することを特徴とする。
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【００１４】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記制御装置は、前記磁気誘導装置が前記カプセル型医療装置を磁気誘導する際に
前記永久磁石に印加する磁界の情報をもとに、前記第１の撮像部および前記第２の撮像部
のうちの前記操作対象画像に対応する撮像部の撮像方向の水平成分方向を算出し、前記画
像表示装置は、前記制御装置によって算出された前記水平成分方向をもとに、前記撮像部
の撮像方向と前記被検体の部位との関係を示す情報を表示することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記制御装置は、前記操作情報が入力された旨を前記画像表示装置に通知し、前記
画像表示装置は、前記操作情報の入力有りを示す情報を表示することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記操作情報は、少なくとも前記カプセル型医療装置の磁気誘導方向を指定するこ
とを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の別の態様にかかるカプセル型医療装置誘導システムは、上記の発明にお
いて、前記カプセル型医療装置の磁気誘導方向は、鉛直軸周り、水平軸周り、鉛直方向、
水平方向、前記第１または第２の撮像部の撮像方向、前記第１または第２の撮像部の撮像
面の上下方向、または前記第１または第２の撮像部の撮像面の左右方向であることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、画像表示装置においてカプセル型医療装置の第１の撮像部が撮像した
被検体の第１の体内画像とカプセル型医療装置の第２の撮像部が撮像した被検体の第２の
体内画像とを表示し、第１の体内画像および第２の体内画像のうちのいずれがカプセル型
医療装置の磁気誘導時の操作対象画像であるかを明示することができる。したがって、カ
プセル型医療装置の磁気誘導の操作に有用な操作対象画像を確実に参照して、このカプセ
ル型医療装置の磁気誘導を容易に操作することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構
成例を模式的に示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明にかかるカプセル型医療装置誘導システムの磁気誘導対象である
カプセル型医療装置の一構成例を示す断面模式図である。
【図３】図３は、カプセル型医療装置内部における固体撮像素子と永久磁石との相対的な
配置状態の一例を示す模式図である。
【図４】図４は、被検体内部の液体中にカプセル型医療装置が浮揚した状態の一例を示す
模式図である。
【図５】図５は、被検体内部の液体中でカプセル型医療装置が維持する特定状態の一例を
示す模式図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態１にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示す模
式図である。
【図７】図７は、磁気誘導装置の一部である磁界発生部の一構成例を示す模式図である。
【図８】図８は、磁気誘導装置の一部である可動式ベッドの駆動状態を示す模式図である
。
【図９】図９は、本発明の実施の形態１にかかる操作入力部の一例を示す模式図である。
【図１０】図１０は、操作入力部によって操作可能なカプセル型医療装置の磁気誘導を説
明するための模式図である。
【図１１】図１１は、制御装置の表示部の一表示態様例を示す模式図である。
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【図１２】図１２は、本発明の実施の形態１にかかる画像表示装置の処理手順の一例を示
すフローチャートである。
【図１３】図１３は、体内画像における撮像面と鉛直平面との交線方向の算出処理を説明
する模式図である。
【図１４】図１４は、体内画像の交線方向と表示画面の上下方向とを一致させて体内画像
を表示する画像表示処理を説明する模式図である。
【図１５】図１５は、カプセル型医療装置の磁気誘導の操作に伴う操作対象画像の動き方
向の一例を示す模式図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施の形態２にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図１７】図１７は、本発明の実施の形態２にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示
す模式図である。
【図１８】図１８は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図１９】図１９は、本発明の実施の形態３における操作入力部の一構成例を示す模式図
である。
【図２０】図２０は、本発明の実施の形態３にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示
す模式図である。
【図２１】図２１は、画像表示装置によるカプセル型医療装置の仰角情報および操作情報
の入力有りを示す情報の表示処理を説明する模式図である。
【図２２】図２２は、画像表示装置によるカプセル型医療装置の方位角情報の表示処理を
説明する模式図である。
【図２３】図２３は、本発明の実施の形態４にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図２４】図２４は、本発明の実施の形態４にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示
す模式図である。
【図２５】図２５は、本発明の実施の形態４における操作入力部の一構成例を示す模式図
である。
【図２６】図２６は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
制御装置の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図２７】図２７は、実施の形態３にかかる画像表示装置が操作対象画像を切り替える状
態を示す模式図である。
【図２８】図２８は、本発明の実施の形態５にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図２９】図２９は、本発明の実施の形態５におけるカプセル型医療装置の磁気誘導を説
明する模式図である。
【図３０】図３０は、本発明の実施の形態５にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示
す模式図である。
【図３１】図３１は、本発明の実施の形態６にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図３２】図３２は、液面に浮揚した状態のカプセル型医療装置を液面下に向けて磁気誘
導する際の制御装置の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３３】図３３は、カプセル型医療装置に対する液面の表面張力の作用を排除する状態
を示す模式図である。
【図３４】図３４は、液体中のカプセル型医療装置の姿勢を復帰させる状態を示す模式図
である。
【図３５】図３５は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図３６】図３６は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示
す模式図である。
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【図３７】図３７は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置を長軸方向に磁
気誘導する状態を示す模式図である。
【図３８】図３８は、本発明の実施の形態８にかかるカプセル型医療装置誘導システムの
一構成例を模式的に示すブロック図である。
【図３９】図３９は、本発明の実施の形態８にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示
す模式図である。
【図４０】図４０は、本発明にかかるカプセル型医療装置誘導システムの磁界発生部の一
変形例を示す模式図である。
【図４１】図４１は、ベッドのテーブル部分および磁界発生部の各移動状態の一例を示す
模式図である。
【図４２】図４２は、本発明にかかる画像表示装置における操作対処画像の明示状態の変
形例を示す模式図である。
【図４３】図４３は、カプセル型医療装置の方位角情報の表示状態の変形例を示す模式図
である。
【図４４】図４４は、仰角情報の表示状態の変形例を示す模式図である。
【図４５】図４５は、本発明にかかる液面に浮揚可能なカプセル型医療装置の変形例を示
す模式図である。
【図４６】図４６は、本発明にかかる液面下に沈降可能なカプセル型医療装置の具体例を
示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態であるカプセル型医療装置誘導システムにつ
いて説明する。なお、以下では、本発明にかかるカプセル型医療装置誘導システムによっ
て磁気誘導されるカプセル型医療装置の一例として、体内画像の撮像機能および無線通信
機能を内蔵するカプセル型医療装置を例示するが、この実施の形態によって本発明が限定
されるものではない。
【００２１】
（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムについて説明す
る。図１は、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図１に示すように、この実施の形態１にかかるカプセ
ル型医療装置誘導システム１は、患者等の被検体１００の体内画像を撮像するカプセル型
医療装置２と、被検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気誘導する磁気誘導装置３
と、磁気誘導装置３の駆動を制御する駆動制御部６と、磁気誘導装置３に電力を供給する
電源部７と、磁気誘導装置３を冷却する冷却装置８とを備える。また、カプセル型医療装
置誘導システム１は、被検体内部１００のカプセル型医療装置２から画像信号を受信する
受信装置９と、被検体１００内部のカプセル型医療装置２によって撮像された体内画像を
表示する画像表示装置１０と、カプセル型医療装置２の磁気誘導を操作するための操作入
力部１５と、カプセル型医療装置２の磁気誘導を制御する制御装置１６とを備える。
【００２２】
　カプセル型医療装置２は、被検体１００の体内画像を取得するカプセル型の医療装置で
あり、撮像機能および無線通信機能を内蔵する。カプセル型医療装置２は、経口摂取等に
よって被検体１００の臓器内部に導入される。その後、被検体１００内部のカプセル型医
療装置２は、消化管内部を移動して、最終的に、被検体１００の外部に排出される。かか
るカプセル型医療装置２は、被検体１００の内部に導入されてから外部に排出されるまで
の期間、被検体１００の体内画像を順次撮像し、得られた体内画像を外部の受信装置９に
順次無線送信する。また、カプセル型医療装置２は、永久磁石等の磁性体を内蔵する。か
かるカプセル型医療装置２は、被検体１００の臓器内部（例えば胃内部）に導入された液
体１０１に浮揚し、外部の磁気誘導装置３によって磁気誘導される。
【００２３】
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　磁気誘導装置３は、被検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気誘導するためのも
のであり、被検体１００を支持するベッド４と、被検体１００内部のカプセル型医療装置
２を磁気誘導するための誘導用磁界を発生する磁界発生部５とを備える。
【００２４】
　ベッド４は、被検体１００を支持するテーブル部分が移動可能な可動式のベッドであり
、駆動部４ａを備える。駆動部４ａは、かかるテーブル部分の可動を実現するためのアク
チュエータおよびレール等を用いて実現される。駆動部４ａは、駆動制御部６の制御に基
づいて駆動し、被検体１００を支持した状態のベッド４のテーブル部分を前後左右に平行
移動する。ベッド４は、かかる駆動部４ａの作用によって、磁界発生部５に対する被検体
１００の相対位置を変更する。
【００２５】
　磁界発生部５は、複数のコイル等を用いて実現され、電源部７によって供給された電力
を用いて誘導用磁界を発生する。磁界発生部５は、この発生した誘導用磁界をカプセル型
医療装置２内部の磁性体に印加し、この誘導用磁界の作用によってカプセル型医療装置２
を磁気的に捕捉する。
【００２６】
　かかるベッド４および磁界発生部５を備える磁気誘導装置３は、ベッド４の駆動と磁界
発生部５による誘導用磁界とを組み合わせることによって、ベッド４上の被検体１００内
部のカプセル型医療装置２を磁気誘導する。具体的には、磁気誘導装置３は、磁界発生部
５による誘導用磁界の作用によって被検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気的に
捕捉しつつ、ベッド４の駆動によってこの被検体１００と磁界発生部５との相対位置関係
を変更し、これによって、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の３次元的な
位置を制御する。また、磁気誘導装置３は、かかる被検体１００内部のカプセル型医療装
置２に作用する誘導用磁界の磁界方向を変更することによって、被検体１００内部におけ
るカプセル型医療装置２の３次元的な姿勢を制御する。
【００２７】
　駆動制御部６は、制御装置１６の制御に基づいて、上述したベッド４の駆動部４ａを制
御する。具体的には、駆動制御部６は、被検体１００内部のカプセル型医療装置２の磁気
誘導方向に対応する方向にベッド４のテーブル部分を平行移動するように駆動部４ａを制
御する。電源部７は、制御装置１６の制御に基づいて、上述した誘導用磁界を発生させる
ために必要な電力（例えば交流電流）を磁界発生部５に供給する。この場合、電源部７は
、磁界発生部５に含まれる複数のコイルの各々に対して必要な電力を適宜供給する。なお
、上述した磁界発生部５による誘導用磁界の磁界方向および磁界強度は、かかる電源部７
から磁界発生部５内の各コイルへの通電量によって制御される。冷却装置８は、上述した
磁界発生部５を冷却し、これによって、誘導用磁界の発生に伴う磁界発生部５の温度上昇
を抑制する。
【００２８】
　受信装置９は、複数のアンテナ９ａを備え、これら複数のアンテナ９ａを介してカプセ
ル型医療装置２から被検体１００の体内画像を受信する。具体的には、複数のアンテナ９
ａは、被検体１００の体表上に分散配置され、この被検体１００内部のカプセル型医療装
置２が送信した無線信号を捕捉する。受信装置９は、これら複数のアンテナ９ａを介して
カプセル型医療装置２からの無線信号を順次受信する。受信装置９は、これら複数のアン
テナ９ａの中から最も受信電界強度の高いアンテナを選択し、この選択したアンテナを介
して受信したカプセル型医療装置２からの無線信号に対して復調処理等を行う。これによ
って、受信装置９は、この無線信号からカプセル型医療装置２による画像データ、すなわ
ち被検体１００の体内画像データを抽出する。受信装置９は、この抽出した体内画像デー
タを含む画像信号を画像表示装置１０に送信する。
【００２９】
　画像表示装置１０は、図１に示すように入力部１１と、表示部１２と、記憶部１３と、
制御部１４とを備え、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴う体内画像内の被写体の上下
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方向と表示画面の上下方向とを一致させた表示態様でカプセル型医療装置２による被検体
１００の体内画像を表示する。なお、ここでいう被写体の上下方向は、カプセル型医療装
置２の磁気誘導に伴う体内画像内の被写体の上下の移動方向を含んでもよい。このことは
、本発明における被写体の上下方向について同様である。
【００３０】
　入力部１１は、キーボードおよびマウス等の入力デバイスを用いて実現され、医師また
は看護師等のユーザによる入力操作に応じて、制御部１４に各種情報を入力する。かかる
入力部１１によって制御部１４に入力される各種情報として、例えば、制御部１４に対し
て指示する指示情報、被検体１００の患者情報および検査情報等が挙げられる。なお、被
検体１００の患者情報は、被検体１００を特定する特定情報であり、例えば、被検体１０
０の患者名、患者ＩＤ、生年月日、性別、年齢等である。また、被検体１００の検査情報
は、被検体１００の消化管内部にカプセル型医療装置２を導入して消化管内部を観察する
検査を特定する特定情報であり、例えば、検査ＩＤ、検査日等である。
【００３１】
　表示部１２は、ＣＲＴディスプレイまたは液晶ディスプレイ等の各種ディスプレイを用
いて実現され、制御部１４によって表示指示された各種情報を表示する。具体的には、表
示部１２は、制御部１４の制御に基づいて、例えば、カプセル型医療装置２が撮像した被
検体１００の体内画像群を表示する。この場合、表示部１２は、カプセル型医療装置２の
磁気誘導に伴う体内画像内の被写体の上下方向と表示画面の上下方向とを一致させて、か
かる体内画像群内の各体内画像を静止画表示または動画表示する。また、表示部１２は、
かかる体内画像群の中から入力部１１の入力操作によって選択またはマーキングされた体
内画像の縮小画像、被検体１００の患者情報および検査情報等を表示する。
【００３２】
　記憶部１３は、フラッシュメモリまたはハードディスク等の書き換え可能に情報を保存
する記憶メディアを用いて実現される。記憶部１３は、制御部１４が記憶指示した各種情
報を記憶し、記憶した各種情報の中から制御部１４が読み出し指示した情報を制御部１４
に送出する。なお、かかる記憶部１３が記憶する各種情報として、例えば、カプセル型医
療装置２によって撮像された被検体１００の体内画像群の各画像データ、表示部１２に表
示された各体内画像の中から入力部１１の入力操作によって選択またはマーキングされた
体内画像のデータ、被検体１００の患者情報等の入力部１１による入力情報等が挙げられ
る。
【００３３】
　制御部１４は、画像表示装置１０の構成部である入力部１１、表示部１２および記憶部
１３の各動作を制御し、且つ、これら各構成部間における信号の入出力を制御する。具体
的には、制御部１４は、カプセル型医療装置２によって撮像された被検体１００の体内画
像を受信装置９から順次取得し、得られた被検体１００の各体内画像をリアルタイムに表
示するように表示部１２を制御する。次いで、制御部１４は、かかる受信装置９から取得
した被検体１００の体内画像群を記憶するように記憶部１３を制御する。また、制御部１
４は、体内画像の選択的な保存を指示する指示情報を入力部１１によって入力された場合
、この指示情報によって保存指示された体内画像（すなわちユーザによる選択画像）を被
検体１００の体内画像群の中から抽出する。制御部１４は、この抽出した体内画像にマー
クを付加するように表示部１２を制御し、且つ、この体内画像データをマークと対応付け
て記憶するように記憶部１３を制御する。さらに、制御部１４は、この体内画像の縮小画
像（サムネイル画像等）を追加表示するように表示部１２を制御する。一方、制御部１４
は、体内画像の表示モードの切り替えを指示する指示情報を入力部１１によって入力され
た場合、この指示情報に基づいて、被検体１００の各体内画像の表示形式を動画表示から
静止画表示に切り替えるように表示部１２を制御し、あるいは静止画表示から動画表示に
切り替えるように表示部１２を制御する。
【００３４】
　また、制御部１４は、画像処理部１４ａを有する。画像処理部１４ａは、表示部１２に
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表示させる各種画像情報を生成する。具体的には、画像処理部１４ａは、受信装置９から
画像信号を取得し、この取得した画像信号に対して所定の画像処理を行って、被検体１０
０の体内画像、すなわちカプセル型医療装置２が撮像した体内画像を生成する。画像処理
部１４ａは、受信装置９から画像信号を取得する都度、取得した画像信号に基づく被検体
１００の体内画像を順次生成する。また、画像処理部１４ａは、かかる被検体１００の体
内画像毎に、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴う体内画像内の被写体の上下方向と表
示部１２の表示画面の上下方向とを一致させる。この場合、画像処理部１４ａは、かかる
体内画像におけるカプセル型医療装置２の撮像面と鉛直平面との交線方向と表示部１２の
表示画面の上下方向とを一致させる。制御部１４は、かかる交線方向と表示画面の上下方
向とを一致させた表示態様で被検体１００の各体内画像を表示部１２に表示させる。
【００３５】
　操作入力部１５は、上述した磁気誘導装置３によるカプセル型医療装置２の磁気誘導を
操作するためのものである。具体的には、操作入力部１５は、ジョイスティック、キーボ
ードおよびマウス等の各種入力デバイスを用いて実現される。操作入力部１５は、医師ま
たは看護師等のユーザによる入力操作に対応して、制御装置１６に各種情報を入力する。
なお、かかる操作入力部１５によって制御装置１６に入力される各種情報として、例えば
、磁気誘導操作対象であるカプセル型医療装置２の磁気誘導方向および磁気誘導速度を指
定する操作情報、このカプセル型医療装置２の質量、形状、重心位置、磁気モーメント等
の物理情報、被検体１００内部においてカプセル型医療装置２を浮揚させる液体１０１の
密度情報等が挙げられる。
【００３６】
　制御装置１６は、図１に示すように表示部１７と、記憶部１８と、制御部１９とを備え
、操作入力部１５によって入力された操作情報に基づいて、磁気誘導装置３によるカプセ
ル型医療装置２の磁気誘導を制御する。
【００３７】
　表示部１７は、ＣＲＴディスプレイまたは液晶ディスプレイ等の各種ディスプレイを用
いて実現され、制御部１９によって表示指示された各種情報を表示する。具体的には、表
示部１７は、制御部１９の制御に基づいて、被検体１００内部におけるカプセル型医療装
置２の位置、姿勢および方向等を示す情報、ベッド４に対する操作入力部１５の相対位置
情報、ベッド４上の被検体１００の体位情報等を表示する。
【００３８】
　記憶部１８は、フラッシュメモリまたはハードディスク等の書き換え可能に情報を保存
する記憶メディアを用いて実現される。記憶部１８は、制御部１９が記憶指示した各種情
報を記憶し、記憶した各種情報の中から制御部１９が読み出し指示した情報を制御部１９
に送出する。なお、かかる記憶部１８が記憶する各種情報として、例えば、カプセル型医
療装置２の物理情報、液体１０１の密度情報、カプセル型医療装置２の操作情報、被検体
１００内部におけるカプセル型医療装置２の磁気誘導状態（位置、姿勢、方向）の情報等
が挙げられる。
【００３９】
　制御部１９は、制御装置１６の構成部である表示部１７および記憶部１８の各動作を制
御し、且つ、これら各構成部間における信号の入出力と操作入力部１５からの信号の入力
とを制御する。具体的には、制御部１９は、操作入力部１５によって操作情報を入力され
た場合、この入力された操作情報によって指定される磁気誘導方向および磁気誘導速度に
応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導を行うように磁気誘導装置３を制御する。この場
合、制御部１９は、入力された操作情報に基づいて磁界発生部５に対する電源部７の通電
量を制御し、この電源部７の制御を通して、この操作情報に基づく磁気誘導方向および磁
気誘導速度に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導に必要な誘導用磁界を発生するよう
に磁界発生部５を制御する。且つ、制御部１９は、この操作情報に基づいて駆動制御部６
を制御し、この駆動制御部６の制御を通して、この操作情報に基づく磁気誘導方向および
磁気誘導速度に応じたベッド４のテーブル部分の平行移動を行うように駆動部４ａを制御
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する。
【００４０】
　また、制御部１９は、画像処理部１９ａを有する。画像処理部１９ａは、表示部１７に
表示させる各種画像情報を生成する。具体的には、画像処理部１９ａは、被検体１００内
部におけるカプセル型医療装置２の磁気誘導状態を示す画像情報を生成する。より具体的
には、画像処理部１９ａは、かかるカプセル型医療装置２の磁気誘導状態を示す画像情報
として、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の位置を示す画像情報と、姿勢
を示す画像情報と、方向を示す画像情報とを生成する。また、画像処理部１９ａは、ベッ
ド４に対する操作入力部１５の相対位置を示す画像情報と、ベッド４上の被検体１００の
体位を示す画像情報とを生成する。制御部１９は、かかる画像処理部１９ａによって生成
された各種画像情報を表示部１７に表示させ、カプセル型医療装置２の磁気誘導結果に応
じて、カプセル型医療装置２の位置を示す画像情報と姿勢を示す画像情報と方向示す画像
情報とを更新するように表示部１７を制御する。
【００４１】
　つぎに、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システム１の磁気誘導
対象であるカプセル型医療装置２について説明する。図２は、本発明にかかるカプセル型
医療装置誘導システムの磁気誘導対象であるカプセル型医療装置の一構成例を示す断面模
式図である。図２に示すように、カプセル型医療装置２は、被検体１００の臓器内部に導
入し易い大きさに形成された外装であるカプセル型筐体２０と、互いに異なる撮像方向の
被写体の画像を撮像する撮像部２１，２２とを備える。また、カプセル型医療装置２は、
撮像部２１，２２によって撮像された各画像を外部に無線送信する無線通信部２３と、カ
プセル型医療装置２の各構成部を制御する制御部２４と、カプセル型医療装置２の各構成
部に電力を供給する電源部２５とを備える。さらに、カプセル型医療装置２は、上述した
磁気誘導装置３による磁気誘導を可能にするための永久磁石２６を備える。
【００４２】
　カプセル型筐体２０は、被検体１００の臓器内部に導入可能な大きさに形成された外装
ケースであり、筒状筐体２０ａの両側開口端をドーム形状筐体２０ｂ，２０ｃによって塞
いで実現される。ドーム形状筐体２０ｂ，２０ｃは、可視光等の所定波長帯域の光に対し
て透明なドーム形状の光学部材である。筒状筐体２０ａは、可視光に対して略不透明な有
色の筐体である。かかる筒状筐体２０ａおよびドーム形状筐体２０ｂ，２０ｃによって形
成されるカプセル型筐体２０は、図２に示すように、撮像部２１，２２、無線通信部２３
、制御部２４、電源部２５および永久磁石２６を液密に内包する。
【００４３】
　撮像部２１，２２は、互いに異なる撮像方向の画像を撮像する。具体的には、撮像部２
１は、ＬＥＤ等の照明部２１ａと、集光レンズ等の光学系２１ｂと、ＣＭＯＳイメージセ
ンサまたはＣＣＤ等の固体撮像素子２１ｃとを有する。照明部２１ａは、固体撮像素子２
１ｃの撮像視野Ａ１に白色光等の照明光を発光して、ドーム形状筐体２０ｂ越しに撮像視
野Ａ１内の被写体（例えば被検体１００内部における撮像視野Ａ１側の臓器内壁）を照明
する。光学系２１ｂは、この撮像視野Ａ１からの反射光を固体撮像素子２１ｃの撮像面に
集光して、固体撮像素子２１ｃの撮像面に撮像視野Ａ１の被写体画像を結像する。固体撮
像素子２１ｃは、この撮像視野Ａ１からの反射光を撮像面を介して受光し、この受光した
光信号を光電変換処理して、この撮像視野Ａ１の被写体画像、すなわち被検体１００の体
内画像を撮像する。
【００４４】
　撮像部２２は、ＬＥＤ等の照明部２２ａと、集光レンズ等の光学系２２ｂと、ＣＭＯＳ
イメージセンサまたはＣＣＤ等の固体撮像素子２２ｃとを有する。照明部２２ａは、固体
撮像素子２２ｃの撮像視野Ａ２に白色光等の照明光を発光して、ドーム形状筐体２０ｃ越
しに撮像視野Ａ２内の被写体（例えば被検体１００内部における撮像視野Ａ２側の臓器内
壁）を照明する。光学系２２ｂは、この撮像視野Ａ２からの反射光を固体撮像素子２２ｃ
の撮像面に集光して、固体撮像素子２２ｃの撮像面に撮像視野Ａ２の被写体画像を結像す
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る。固体撮像素子２２ｃは、この撮像視野Ａ２からの反射光を撮像面を介して受光し、こ
の受光した光信号を光電変換処理して、この撮像視野Ａ２の被写体画像、すなわち被検体
１００の体内画像を撮像する。
【００４５】
　なお、カプセル型医療装置２が図２に示すように長軸方向の前方および後方を撮像する
２眼タイプのカプセル型医療装置である場合、かかる撮像部２１，２２の各光軸は、カプ
セル型筐体２０の長手方向の中心軸である長軸２７と略平行あるいは略一致する。また、
かかる撮像部２１，２２の撮像視野Ａ１，Ａ２の各方向、すなわち撮像部２１，２２の各
撮像方向は、互いに反対方向である。
【００４６】
　無線通信部２３は、アンテナ２３ａを備え、上述した撮像部２１，２２によって撮像さ
れた各画像をアンテナ２３ａを介して外部に順次無線送信する。具体的には、無線通信部
２３は、撮像部２１または撮像部２２が撮像した被検体１００の体内画像の画像信号を制
御部２４から取得し、この取得した画像信号に対して変調処理等を行って、この画像信号
を変調した無線信号を生成する。無線通信部２３は、かかる無線信号をアンテナ２３ａを
介して外部の受信装置９（図１参照）に送信する。
【００４７】
　制御部２４は、カプセル型医療装置２の構成部である撮像部２１，２２および無線通信
部２３の各動作を制御し、且つ、かかる各構成部間における信号の入出力を制御する。具
体的には、制御部２４は、照明部２１ａが照明した撮像視野Ａ１内の被写体の画像を固体
撮像素子２１ｃに撮像させ、照明部２２ａが照明した撮像視野Ａ２内の被写体の画像を固
体撮像素子２２ｃに撮像させる。
【００４８】
　また、制御部２４は、画像信号を生成する信号処理機能を有する。制御部２４は、固体
撮像素子２１ｃから撮像視野Ａ１の体内画像データを取得し、その都度、この体内画像デ
ータに対して所定の信号処理を行って、撮像視野Ａ１の体内画像データを含む画像信号を
生成する。これと同様に、制御部２４は、固体撮像素子２２ｃから撮像視野Ａ２の体内画
像データを取得し、その都度、この体内画像データに対して所定の信号処理を行って、撮
像視野Ａ２の体内画像データを含む画像信号を生成する。制御部２４は、かかる各画像信
号を時系列に沿って外部に順次無線送信するように無線通信部２３を制御する。
【００４９】
　電源部２５は、ボタン型電池またはキャパシタ等の蓄電部と磁気スイッチ等のスイッチ
部とを用いて実現される。電源部２５は、外部から印加された磁界によって電源のオンオ
フ状態を切り替え、オン状態の場合に蓄電部の電力をカプセル型医療装置２の各構成部（
撮像部２１，２２、無線通信部２３および制御部２４）に適宜供給する。また、電源部２
５は、オフ状態の場合、かかるカプセル型医療装置２の各構成部への電力供給を停止する
。
【００５０】
　永久磁石２６は、上述した磁気誘導装置３によるカプセル型医療装置２の磁気誘導を可
能にするためのものである。永久磁石２６は、上述した撮像部２１，２２に対して相対的
に固定された状態でカプセル型筐体２０の内部に配置される。この場合、永久磁石２６は
、固体撮像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上下方向に対して相対的に固定された既知の
方向に磁化する。かかる永久磁石２６の磁化方向は、カプセル型筐体２０の長軸２７に垂
直な方向（すなわちカプセル型筐体２０の径方向）に対して平行である。また、永久磁石
２６の中心軸２６ａは、カプセル型筐体２０の長軸２７に対して平行であってカプセル型
医療装置２の重心２９から外れている。すなわち、永久磁石２６の中心軸２６ａ上には、
カプセル型医療装置２の重心２９は位置しない。かかる永久磁石２６の中心軸２６ａは、
上述した誘導用磁界に追従して永久磁石２６が回転する際の回転軸の一つである。なお、
永久磁石２６の中心軸２６ａは、カプセル型筐体２０の長軸２７と一致していてもよい。
【００５１】
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　このように配置された永久磁石２６には、図１に示した磁界発生部５によってカプセル
型医療装置２の外部から誘導用磁界が印加される。永久磁石２６は、かかる誘導用磁界に
追従して動作し、この結果、磁気誘導装置３によるカプセル型医療装置２の磁気誘導を実
現する。この場合、カプセル型医療装置２は、かかる永久磁石２６の作用によって、被検
体１００内部における位置、姿勢および方向の少なくとも一つを変更する動作を行う。あ
るいは、カプセル型医療装置２は、かかる永久磁石２６の作用によって、被検体１００内
部における所望の位置に停止した状態を維持する。
【００５２】
　つぎに、カプセル型医療装置２に内蔵された固体撮像素子２１ｃ，２２ｃと永久磁石２
６との相対関係について説明する。図３は、カプセル型医療装置内部における固体撮像素
子と永久磁石との相対的な配置状態の一例を示す模式図である。図３に示すように、固体
撮像素子２１ｃは、カプセル型医療装置２の長軸２７の方向に撮像方向Ｂ１を向けた態様
でカプセル型筐体２０の内部に固定配置され、固体撮像素子２２ｃは、この撮像方向Ｂ１
と反対方向に撮像方向Ｂ２を向けた態様でカプセル型筐体２０の内部に固定配置される。
【００５３】
　永久磁石２６は、上述したように撮像部２１，２２に対して相対的に固定された状態で
カプセル型筐体２０の内部に配置される。この場合、永久磁石２６は、カプセル型筐体２
０の径方向であって、図３に示す固体撮像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２
，Ｄ３に対して相対的に固定された既知の方向に磁化する。すなわち、永久磁石２６の磁
化方向Ｄ１は、固体撮像素子２１ｃの撮像面の上下方向Ｄ２に対して相対的に固定された
既知の方向であり且つ固体撮像素子２２ｃの撮像面の上下方向Ｄ３に対して相対的に固定
された既知の方向である。具体的には、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置２
において、永久磁石２６の磁化方向Ｄ１は、図３に示すように、固体撮像素子２１ｃ，２
２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３に対して平行である。
【００５４】
　つぎに、カプセル型医療装置２の重心２９について説明する。図４は、被検体内部の液
体中にカプセル型医療装置が浮揚した状態の一例を示す模式図である。図５は、被検体内
部の液体中でカプセル型医療装置が維持する特定状態の一例を示す模式図である。
【００５５】
　カプセル型医療装置２は、上述した図２に示したように、カプセル型筐体２０の幾何学
的中心２８から外れた位置（詳細には、永久磁石２６の磁化方向Ｄ１と撮像方向Ｂ１，Ｂ
２とに平行な面に平行であって永久磁石２６の磁化方向Ｄ１と異なる方向に外れた位置）
に重心２９を有する。具体的には、カプセル型医療装置２の重心２９は、電源部２５およ
び永久磁石２６等のカプセル型医療装置２の各構成部の配置を調整することによって、長
軸２７上の位置であってカプセル型筐体２０の幾何学的中心２８から撮像部２２側に外れ
た位置に設定される。
【００５６】
　このように重心２９が設定されたカプセル型医療装置２は、上述した誘導用磁界が印加
されていない場合、図４に示すように液体１０１中において直立姿勢を維持する。なお、
ここでいう直立姿勢は、カプセル型筐体２０の長軸２７（幾何学的中心２８と重心２９と
を結ぶ直線）と鉛直方向とが略平行な状態となる姿勢である。カプセル型医療装置２は、
かかる直立姿勢において、鉛直上方に撮像部２１の撮像視野Ａ１を向けるとともに鉛直下
方に撮像部２２の撮像方向Ａ２を向ける。
【００５７】
　一方、かかるカプセル型医療装置２は、上述した誘導用磁界が印加された場合、液体１
０１中において図５に示すような特定状態を維持する。具体的には、カプセル型医療装置
２は、重力方向Ｄ４を含む鉛直平面１０２が撮像部２１，２２の各撮像方向Ｂ１，Ｂ２と
永久磁石２６の磁化方向Ｄ１とに対して平行になる特定状態を維持する。かかるカプセル
型医療装置２の特定状態は、永久磁石２６に対して印加される誘導用磁界の磁界方向また
は磁界強度が変化した場合であっても、液体１０１中において維持される。すなわち、上
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述した磁気誘導装置３（図１参照）は、カプセル型医療装置２内部の永久磁石２６に誘導
用磁界を印加して、かかる特定状態を維持しつつ液体１０１中のカプセル型医療装置２を
磁気誘導する。
【００５８】
　なお、液体１０１は、水または生理食塩水等の人体に無害な液体であり、この液体１０
１の比重は、カプセル型医療装置２の比重に比して大きい。すなわち、カプセル型医療装
置２は、液体１０１中において浮揚可能である。かかる液体１０１は、被検体１００の臓
器内部に適量導入され、被検体１００の臓器内部においてカプセル型医療装置２を浮揚さ
せる。
【００５９】
　つぎに、画像表示装置１０による被検体１００の体内画像の表示について説明する。図
６は、本発明の実施の形態１にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示す模式図である
。画像表示装置１０は、上述したように、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴う体内画
像内の被写体の上下方向と表示画面の上下方向とを一致させた表示態様でカプセル型医療
装置２による被検体１００の体内画像を表示する。この場合、画像表示装置１０の表示部
１２は、制御部１４の制御に基づいて、図６に示すウィンドウ１２ａを表示し、このウィ
ンドウ１２ａ内に被検体１００の各体内画像を表示する。
【００６０】
　具体的には、図６に示すように、ウィンドウ１２ａは、２つの主画像表示領域１２ｂ，
１２ｃと、スクロール操作可能な副画像表示領域１２ｄとを含む。表示部１２は、カプセ
ル型医療装置２の撮像部２１によって撮像された被検体１００の体内画像Ｐ１を主画像表
示領域１２ｂに表示する。この場合、表示部１２は、体内画像Ｐ１における固体撮像素子
２１ｃの撮像面と鉛直平面との交線方向と主画像表示領域１２ｂの上下方向とを一致させ
て体内画像Ｐ１を表示する。一方、表示部１２は、カプセル型医療装置２の撮像部２２に
よって撮像された被検体１００の体内画像Ｐ２を主画像表示領域１２ｃに表示する。この
場合、表示部１２は、体内画像Ｐ２における固体撮像素子２２ｃの撮像面と鉛直平面との
交線方向と主画像表示領域１２ｃの上下方向とを一致させて体内画像Ｐ２を表示する。表
示部１２は、かかる表示態様の体内画像Ｐ１，Ｐ２を主画像表示領域１２ｂ，１２ｃにリ
アルタイムに順次動画表示し、入力部１１によって入力された指示情報に基づいて、かか
る体内画像Ｐ１，Ｐ２の動画表示を静止画表示に切り替える。その後、表示部１２は、入
力部１１によって入力された指示情報に基づいて、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２の静止画表
示を動画表示に切り替える。
【００６１】
　一方、表示部１２は、カプセル型医療装置２によって撮像された被検体１００の体内画
像群の中からユーザによる入力部１１の入力操作によって所望の体内画像が選択またはマ
ーキングされた場合、その都度、副画像表示領域１２ｄに、かかる所望の体内画像の縮小
画像を順次追加表示する。ここで、かかる所望の体内画像は、主画像表示領域１２ｂに順
次表示される体内画像Ｐ１または主画像表示領域１２ｃに順次表示される体内画像Ｐ２の
中から入力部１１のクリック操作によって選択またはマーキングされる。なお、図６にお
いて、表示部１２は、かかる所望の体内画像の縮小画像の一例として、副画像表示領域１
２ｄにサムネイル画像Ｑ１，Ｑ２を表示している。
【００６２】
　つぎに、被検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気誘導する磁気誘導装置３につ
いて説明する。図７は、磁気誘導装置の一部である磁界発生部の一構成例を示す模式図で
ある。図８は、磁気誘導装置の一部である可動式ベッドの駆動状態を示す模式図である。
【００６３】
　磁気誘導装置３は、上述したように、誘導用磁界を発生する磁界発生部５を備える。磁
界発生部５は、図７に示すように、絶対座標系のＺ軸方向の磁界を発生するＺ軸コイル５
ａと、絶対座標系のＸ軸方向の磁界を発生する一対のＸ軸コイル５ｂ，５ｃと、絶対座標
系のＹ軸方向の磁界を発生する一対のＹ軸コイル５ｄ，５ｅとを備える。
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【００６４】
　Ｚ軸コイル５ａは、テーブル５ｆの略中央部分に固定配置され、上述した電源部７から
の交流電流をもとに、絶対座標系のＺ軸方向の磁界ＨＺを発生する。一対のＸ軸コイル５
ｂ，５ｃは、Ｚ軸コイル５ａを挟むように絶対座標系のＸ軸に沿ってテーブル５ｆ上に固
定配置され、上述した電源部７からの交流電流をもとに、絶対座標系のＸ軸方向の磁界Ｈ
Ｘを発生する。一対のＹ軸コイル５ｄ，５ｅは、Ｚ軸コイル５ａを挟むように絶対座標系
のＹ軸に沿ってテーブル５ｆ上に固定配置され、上述した電源部７からの交流電流をもと
に、絶対座標系のＹ軸方向の磁界ＨＹを発生する。
【００６５】
　ここで、この絶対座標系は、鉛直方向のＺ軸と水平方向のＸ軸およびＹ軸とが直交する
３軸直交座標系である。この絶対座標系のＺ軸は、Ｚ軸コイル５ａの中心軸ＣＬと一致す
る。Ｚ軸コイル５ａは、この中心軸ＣＬ上に鉛直方向の磁界ＨＺを発生し、一対のＸ軸コ
イル５ｂ，５ｃは、この中心軸ＣＬ上にＸ軸方向の磁界ＨＸを発生し、一対のＹ軸コイル
５ｄ，５ｅは、この中心軸ＣＬ上にＹ軸方向の磁界ＨＹを発生する。かかる各磁界ＨＺ，
ＨＸ，ＨＹは、この中心軸ＣＬと任意の平面との交点１０３において合成して、カプセル
型医療装置２の磁気誘導する誘導用磁界を生成する。このように生成された誘導用磁界は
、液体１０１中のカプセル型医療装置２の水平方向の位置を中心軸ＣＬの近傍に拘束する
ためのピークを有する。
【００６６】
　磁界発生部５は、かかる各磁界ＨＺ，ＨＸ，ＨＹの合成による誘導用磁界をカプセル型
医療装置２内部の永久磁石２６に印加することによって、絶対座標系のＺ軸（すなわち中
心軸ＣＬ）の近傍に液体１０１中のカプセル型医療装置２を磁気的に捕捉することができ
る。一方、磁界発生部５は、かかる誘導用磁界のうちの磁界ＨＺの磁界強度を変更するこ
とによって、液体１０１中のカプセル型医療装置２を鉛直方向に磁気誘導することができ
る。また、磁界発生部５は、かかる誘導用磁界を構成する磁界ＨＺ，ＨＸ，ＨＹの各磁界
強度を適宜変更することによって、液体１０１中のカプセル型医療装置２の姿勢および方
向の少なくとも一方を変更することができる。
【００６７】
　一方、磁気誘導装置３は、上述した駆動部４ａによってテーブル部分を平行移動可能な
可動式のベッド４を備える。ベッド４は、図８に示すように、上述した絶対座標系が規定
され、この絶対座標系のＸ軸方向およびＹ軸方向の少なくとも一方にテーブル部分を平行
移動することによって、このテーブル部分を水平方向に移動可能である。
【００６８】
　ここで、ベッド４は、臓器内部の液体１０１中にカプセル型医療装置２を含む被検体１
００（図１参照）をテーブル上に支持し、上述した駆動制御部６の制御に基づいて、この
被検体１００を支持した状態のテーブル部分を水平方向に移動する。これによって、ベッ
ド４は、このカプセル型医療装置２を磁気的に捕捉する磁界発生部５に対する被検体１０
０の相対位置を変更する。磁気誘導装置３は、かかる磁界発生部５によるカプセル型医療
装置２の磁気的な捕捉作用と、ベッド４による磁界発生部５と被検体１００との相対位置
関係の変更作用とを組み合わせることによって、被検体１００内部の液体１０１中のカプ
セル型医療装置２を水平方向に磁気誘導する。
【００６９】
　つぎに、カプセル型医療装置２の磁気誘導を操作するための操作入力部１５について説
明する。図９は、本発明の実施の形態１にかかる操作入力部の一例を示す模式図である。
図１０は、操作入力部によって操作可能なカプセル型医療装置の磁気誘導を説明するため
の模式図である。図９に示すように、操作入力部１５は、磁気誘導装置３によるカプセル
型医療装置２の磁気誘導を３次元的に操作するための２つのジョイスティック１５ａ，１
５ｂを備える。
【００７０】
　ジョイスティック１５ａは、水平方向へのカプセル型医療装置２の磁気誘導を操作する
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ためのものであり、予め設定された２軸直交座標系の上下方向Ｄ５および左右方向Ｄ６に
傾動操作可能である。ジョイスティック１５ａの傾動方向は、被検体１００内部における
カプセル型医療装置２の水平動作方向に対応し、ジョイスティック１５ａの傾動量は、被
検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の水平動作速度に対応する。操作入力部１
５は、ジョイスティック１５ａの上下方向Ｄ５の傾動操作に対応して、カプセル型医療装
置２の水平動作方向を絶対座標系のＸ軸方向に決定し、この上下方向Ｄ５への傾動操作量
に対応して、Ｘ軸方向へのカプセル型医療装置２の水平動作速度を決定する。この場合、
操作入力部１５は、カプセル型医療装置２の水平動作方向としてＸ軸方向を指定し且つＸ
軸方向へのカプセル型医療装置２の水平動作速度を指定する操作情報を制御装置１６の制
御部１９に入力する。一方、操作入力部１５は、ジョイスティック１５ａの左右方向Ｄ６
の傾動操作に対応して、カプセル型医療装置２の水平動作方向を絶対座標系のＹ軸方向に
決定し、この左右方向Ｄ６への傾動操作量に対応して、Ｙ軸方向へのカプセル型医療装置
２の水平動作速度を決定する。この場合、操作入力部１５は、カプセル型医療装置２の水
平動作方向としてＹ軸方向を指定し且つＹ軸方向へのカプセル型医療装置２の水平動作速
度を指定する操作情報を制御装置１６の制御部１９に入力する。
【００７１】
　ジョイスティック１５ｂは、水平軸周りのカプセル型医療装置２の磁気誘導と鉛直軸周
りのカプセル型医療装置２の磁気誘導とを操作するためのものであり、予め設定された２
軸直交座標系の上下方向Ｄ７および左右方向Ｄ８に傾動操作可能である。ジョイスティッ
ク１５ｂの傾動方向の一つである上下方向Ｄ７は、被検体１００内部におけるカプセル型
医療装置２の水平軸周りの回転動作（以下、揺動動作という）の方向に対応し、ジョイス
ティック１５ｂの上下方向Ｄ７の傾動量は、このカプセル型医療装置２の揺動動作速度に
対応する。操作入力部１５は、ジョイスティック１５ｂの上下方向Ｄ７の傾動操作に対応
して、カプセル型医療装置２の揺動動作方向（右回りまたは左回り）を決定し、この上下
方向Ｄ７への傾動操作量に対応して、このカプセル型医療装置２の揺動動作速度を決定す
る。この場合、操作入力部１５は、かかるカプセル型医療装置２の揺動動作方向および揺
動動作速度を指定する操作情報を制御装置１６の制御部１９に入力する。一方、ジョイス
ティック１５ｂの傾動方向の一つである左右方向Ｄ８は、被検体１００内部におけるカプ
セル型医療装置２の鉛直軸周りの回転動作（以下、旋回動作という）の方向に対応し、ジ
ョイスティック１５ｂの左右方向Ｄ８の傾動量は、このカプセル型医療装置２の旋回動作
速度に対応する。操作入力部１５は、ジョイスティック１５ｂの左右方向Ｄ８の傾動操作
に対応して、カプセル型医療装置２の旋回動作方向（右回りまたは左回り）を決定し、こ
の左右方向Ｄ８への傾動操作量に対応して、このカプセル型医療装置２の旋回動作速度を
決定する。この場合、操作入力部１５は、かかるカプセル型医療装置２の旋回動作方向お
よび旋回動作速度を指定する操作情報を制御装置１６の制御部１９に入力する。
【００７２】
　また、操作入力部１５は、ジョイスティック１５ａの上下方向Ｄ５の傾動操作とジョイ
スティック１５ｂの上下方向Ｄ７の傾動操作とが同時に行われた場合、カプセル型医療装
置２の鉛直動作方向および鉛直動作速度を指定する操作情報を制御装置１６の制御部１９
に入力する。具体的には、ジョイスティック１５ａ，１５ｂが操作入力部１５に向かって
同時に奥側に傾動操作された場合、操作入力部１５は、カプセル型医療装置２の鉛直動作
方向として鉛直上方を指定し且つ鉛直上方へのカプセル型医療装置２の鉛直動作速度を指
定する操作情報を制御装置１６の制御部１９に入力する。一方、ジョイスティック１５ａ
，１５ｂが操作入力部１５に向かって同時に手前側に傾動操作された場合、操作入力部１
５は、カプセル型医療装置２の鉛直動作方向として鉛直下方を指定し且つ鉛直下方へのカ
プセル型医療装置２の鉛直動作速度を指定する操作情報を制御装置１６の制御部１９に入
力する。
【００７３】
　上述した制御装置１６の制御部１９は、かかる操作入力部１５からの操作情報によって
指定される磁気誘導方向および磁気誘導速度に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導を



(16) JP 5603988 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

行うように磁気誘導装置３を制御する。カプセル型医療装置２は、被検体１００内部の液
体１０１中において、かかる磁気誘導装置３による磁気誘導に応じた各種動作を行う。具
体的には、図１０に示すように、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジョ
イスティック１５ａの上下方向Ｄ５の傾動操作に対応して、絶対座標系のＸ軸方向に水平
移動する水平動作を行う。また、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジョ
イスティック１５ａの左右方向Ｄ６の傾動操作に対応して、絶対座標系のＹ軸方向に水平
移動する水平動作を行う。
【００７４】
　一方、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジョイスティック１５ｂの上
下方向Ｄ７の傾動操作に対応して揺動動作を行い、これによって、このカプセル型医療装
置２の長軸２７と鉛直軸１０４とのなす角度である仰角を変更する。また、液体１０１中
のカプセル型医療装置２は、上述したジョイスティック１５ｂの左右方向Ｄ８の傾動操作
に対応して旋回動作を行い、これによって、このカプセル型医療装置２の長軸２７の水平
成分と水平方向の基準軸（例えばＸ軸またはＹ軸）とのなす角度である方位角を変更する
。一方、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジョイスティック１５ａ，１
５ｂの同時の傾動操作に対応して、絶対座標系のＺ軸方向（すなわち鉛直方向）に上昇移
動または下降移動する鉛直動作を行う。
【００７５】
　なお、かかるカプセル型医療装置２の仰角は、液体１０１中におけるカプセル型医療装
置２の姿勢を示す物理量であり、このカプセル型医療装置２の姿勢変化に伴って変化する
。また、かかるカプセル型医療装置２の方位角は、液体１０１中におけるカプセル型医療
装置２の方向を示す物理量であり、このカプセル型医療装置２の方向変化に伴って変化す
る。
【００７６】
　つぎに、制御装置１６の表示部１７による情報表示について説明する。図１１は、制御
装置の表示部の一表示態様例を示す模式図である。制御装置１６の表示部１７は、上述し
たように、制御部１９の制御に基づいて、磁気誘導対象であるカプセル型医療装置２の被
検体１００内部における位置、姿勢および方向等を示す情報、ベッド４に対する操作入力
部１５の相対位置情報、ベッド４上の被検体１００の体位情報等、カプセル型医療装置２
の磁気誘導を操作する上で有用な各種情報を表示する。この場合、表示部１７は、図１１
に示すウィンドウ１７ａを表示し、このウィンドウ１７ａ内に、これらの各種情報を表示
する。
【００７７】
　具体的には、図１１に示すように、ウィンドウ１７ａは、カプセル型医療装置２の仰角
情報を表示する仰角情報表示領域１７ｂと、カプセル型医療装置２の方位角情報を表示す
る方位角情報表示領域１７ｃと、カプセル型医療装置２の位置情報を表示する位置情報表
示領域１７ｄとを含む。また、ウィンドウ１７ａは、ベッド４に対する操作入力部１５の
相対位置を設定するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）である操作卓位置設定
部１７ｅと、ベッド４上の被検体１００の体位を設定するためのＧＵＩである体位設定部
１７ｆとを含む。
【００７８】
　表示部１７は、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の姿勢を示す情報とし
て、仰角情報表示領域１７ｂにカプセル型医療装置２の仰角情報を表示する。具体的には
、制御装置１６の画像処理部１９ａは、カプセル型筐体２０の径方向且つ水平方向から見
たカプセル型医療装置２を模式的に示すカプセル模式画像Ｅ１を生成する。また、画像処
理部１９ａは、磁界発生部５がカプセル型医療装置２に印加する誘導用磁界の情報（磁界
強度、磁界方向等）とカプセル型医療装置２の物理情報（質量、形状、重心位置、磁気モ
ーメント等）と液体１０１の密度情報とをもとに、カプセル型医療装置２の仰角を算出す
る。画像処理部１９ａは、この算出した仰角に応じてカプセル模式画像Ｅ１を回転処理す
る。制御部１９は、鉛直軸から水平軸までの仰角目盛りを仰角情報表示領域１７ｂに表示
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するように表示部１７を制御し、さらに、この回転処理したカプセル模式画像Ｅ１をこの
仰角目盛りに沿って表示するように表示部１７を制御する。表示部１７は、かかる制御部
１９の制御に基づいて、仰角情報表示領域１７ｂに仰角目盛りを表示するとともに、この
仰角目盛りのうちのカプセル型医療装置２の仰角と合致する目盛り部分を指し示すように
カプセル模式画像Ｅ１を表示する。これによって、表示部１７は、カプセル型医療装置２
の仰角情報を表示する。
【００７９】
　また、表示部１７は、制御部１９の制御に基づいて、操作対象方向を示す表示態様でカ
プセル模式画像Ｅ１を表示する。ここで、操作対象方向とは、カプセル型医療装置２の磁
気誘導を操作する際に操作の対象となる操作対象画像の撮像方向である。また、この操作
対象画像とは、上述した画像表示装置１０に表示された体内画像Ｐ１，Ｐ２のうち、カプ
セル型医療装置２の磁気誘導を操作する際に参照すべき体内画像である。すなわち、この
操作対象画像は、カプセル型医療装置２に内蔵された撮像部２１，２２のいずれかによっ
て撮像された体内画像である。画像処理部１９ａは、かかる操作対象画像の撮像部（撮像
部２１，２２のいずれか）の配置部分に対応するカプセル模式画像Ｅ１の部分をマーキン
グ処理する。制御部１９は、このマーキング処理したカプセル模式画像Ｅ１を表示するよ
うに表示部１７を制御する。表示部１７は、かかる制御部１９の制御に基づいて、図１１
に示すように一部分（斜線部分）をマーキング処理されたカプセル模式画像Ｅ１を仰角情
報表示領域１７ｂに表示し、これによって、カプセル型医療装置２の磁気誘導時における
操作対象方向を明示する。
【００８０】
　なお、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置２において、撮像部２１，２２の
撮像方向Ｂ１，Ｂ２は、いずれもカプセル型医療装置２の長軸２７と同じ方向である。こ
のため、液体１０１中におけるカプセル型医療装置２の仰角は、かかる操作対象画像の撮
像部の撮像方向（撮像部２１，２２の撮像方向Ｂ１，Ｂ２のいずれか）と鉛直軸とのなす
角度である。
【００８１】
　一方、表示部１７は、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の方向を示す情
報として、方位角情報表示領域１７ｃにカプセル型医療装置２の方位角情報を表示する。
具体的には、画像処理部１９ａは、鉛直上方から見た被検体１００内部のカプセル型医療
装置２を模式的に示すカプセル模式画像Ｅ２を生成する。また、画像処理部１９ａは、磁
界発生部５がカプセル型医療装置２に印加する誘導用磁界の情報（詳細には誘導用磁界の
水平成分の磁界方向）をもとに、カプセル型医療装置２の方位角を算出する。画像処理部
１９ａは、この算出した方位角に応じてカプセル模式画像Ｅ２を回転処理する。制御部１
９は、図１１に示すような円状の方位角目盛りを方位角情報表示領域１７ｃに表示するよ
うに表示部１７を制御し、さらに、この回転処理したカプセル模式画像Ｅ２をこの方位角
目盛りに沿って表示するように表示部１７を制御する。表示部１７は、かかる制御部１９
の制御に基づいて、方位角情報表示領域１７ｃに方位角目盛りを表示するとともに、この
方位角目盛りのうちのカプセル型医療装置２の方位角と合致する目盛り部分を指し示すよ
うにカプセル模式画像Ｅ２を表示する。これによって、表示部１７は、カプセル型医療装
置２の方位角情報を表示する。
【００８２】
　また、表示部１７は、カプセル型医療装置２の磁気誘導が実行された場合、かかる仰角
情報表示領域１７ｂおよび方位角情報表示領域１７ｃの少なくとも一方に、カプセル型医
療装置２の磁気誘導方向を示す矢印情報Ｆ１～Ｆ１２を磁気誘導方向に応じて適宜表示す
る。
【００８３】
　具体的には、制御部１９は、操作入力部１５によって入力された操作情報をもとに、磁
気誘導装置３によるカプセル型医療装置２の磁気誘導を制御するとともに、この操作情報
によって指定される磁気誘導方向を示す矢印情報（矢印情報Ｆ１～Ｆ１２のいずれか）を
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表示するように表示部１７を制御する。表示部１７は、この操作情報によって指定される
磁気誘導方向が水平軸周りである場合、矢印情報Ｆ１，Ｆ２のうちのカプセル型医療装置
２の揺動動作方向と一致する矢印情報を仰角情報表示領域１７ｂに表示する。表示部１７
は、この操作情報によって指定される磁気誘導方向が水平方向である場合、矢印情報Ｆ３
，Ｆ４，Ｆ９～Ｆ１２のうちのカプセル型医療装置２の水平動作方向と一致する矢印情報
を仰角情報表示領域１７ｂまたは方位角情報表示領域１７ｃに表示する。表示部１７は、
この操作情報によって指定される磁気誘導方向が鉛直方向である場合、矢印情報Ｆ５，Ｆ
６のうちのカプセル型医療装置２の鉛直動作方向と一致する矢印情報を仰角情報表示領域
１７ｂに表示する。表示部１７は、この操作情報によって指定される磁気誘導方向が鉛直
軸周りである場合、矢印情報Ｆ７，Ｆ８のうちのカプセル型医療装置２の旋回動作方向と
一致する矢印情報を方位角情報表示領域１７ｃに表示する。
【００８４】
　一方、表示部１７は、位置情報表示領域１７ｄに、被検体１００内部におけるカプセル
型医療装置２の位置情報を表示する。具体的には、画像処理部１９ａは、鉛直上方から見
た被検体１００内部のカプセル型医療装置２を模式的に示すカプセル模式画像Ｅ３を生成
する。また、画像処理部１９ａは、ベッド４のテーブル部分に対する磁界発生部５の相対
位置をもとに、絶対座標系のＸＹ平面内におけるカプセル型医療装置２の位置情報を算出
する。なお、この算出した位置情報は、ベッド４上の被検体１００に対するカプセル型医
療装置２の相対的な位置情報である。制御部１９は、図１１に示すような格子状の座標目
盛りを位置情報表示領域１７ｄに表示するように表示部１７を制御し、さらに、この算出
した位置情報と合致する座標目盛り部分にカプセル模式画像Ｅ３を表示するように表示部
１７を制御する。表示部１７は、かかる制御部１９の制御に基づいて、位置情報表示領域
１７ｄに格子状の座標目盛りを表示するとともに、この座標目盛りのうちのカプセル型医
療装置２の位置情報と合致する目盛り部分にカプセル模式画像Ｅ３を表示する。これによ
って、表示部１７は、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置２の位置情報を表示
する。
【００８５】
　なお、かかるカプセル模式画像Ｅ１～Ｅ３は、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴っ
て互いに連動する。すなわち、カプセル模式画像Ｅ１は、カプセル型医療装置２の揺動動
作に追従して揺動する。カプセル模式画像Ｅ２，Ｅ３は、かかるカプセル模式画像Ｅ１の
揺動動作に追従して姿勢を変更する。また、カプセル模式画像Ｅ２，Ｅ３は、カプセル型
医療装置２の旋回動作に追従して旋回する。この場合、カプセル模式画像Ｅ２，Ｅ３は、
互いに同様の表示態様になる。
【００８６】
　操作卓位置設定部１７ｅは、上述したように、ベッド４に対する操作入力部１５の相対
位置を設定するためのＧＵＩである。表示部１７は、制御部１９の制御に基づいて、被検
体１００を模式的に示す被検体模式画像Ｋ１と、ベッド４を模式的に示すベッド模式画像
Ｋ２とを操作卓位置設定部１７ｅに表示する。この場合、表示部１７は、ベッド模式画像
Ｋ２上に被検体模式画像Ｋ１を重畳表示して、ベッド４上に被検体１００が載置された状
態を表示する。
【００８７】
　また、操作卓位置設定部１７ｅは、図１１に示すように、ベッド模式画像Ｋ２の周囲４
箇所に入力ボックス１７ｅ－１～１７ｅ－４を含む。入力ボックス１７ｅ－１は、ベッド
４の周囲のうちのＸ軸の正方向側に操作入力部１５の位置を設定するためのＧＵＩであり
、ベッド模式画像Ｋ２に向かって下側に形成される。入力ボックス１７ｅ－２は、ベッド
４の周囲のうちのＹ軸の負方向側に操作入力部１５の位置を設定するためのＧＵＩであり
、ベッド模式画像Ｋ２に向かって左側に形成される。入力ボックス１７ｅ－３は、ベッド
４の周囲のうちのＸ軸の負方向側に操作入力部１５の位置を設定するためのＧＵＩであり
、ベッド模式画像Ｋ２に向かって上側に形成される。入力ボックス１７ｅ－４は、ベッド
４の周囲のうちのＹ軸の正方向側に操作入力部１５の位置を設定するためのＧＵＩであり
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、ベッド模式画像Ｋ２に向かって右側に形成される。
【００８８】
　操作入力部１５は、入力ボックス１７ｅ－１をクリックすることによって、ベッド４に
おけるＸ軸の正方向側を操作入力部１５の位置に指定する位置指定情報を制御部１９に入
力する。操作入力部１５は、入力ボックス１７ｅ－２をクリックすることによって、ベッ
ド４におけるＹ軸の負方向側を操作入力部１５の位置に指定する位置指定情報を制御部１
９に入力する。操作入力部１５は、入力ボックス１７ｅ－３をクリックすることによって
、ベッド４におけるＸ軸の負方向側を操作入力部１５の位置に指定する位置指定情報を制
御部１９に入力する。操作入力部１５は、入力ボックス１７ｅ－４をクリックすることに
よって、ベッド４におけるＹ軸の正方向側を操作入力部１５の位置に指定する位置指定情
報を制御部１９に入力する。
【００８９】
　表示部１７は、入力ボックス１７ｅ－１～１７ｅ－４のうち、操作入力部１５によって
最後にクリックされた入力ボックスの色等の表示態様を残りの入力ボックスと異なるもの
にする。なお、図１１においては、入力ボックス１７ｅ－１が、操作入力部１５によって
最後にクリックされた入力ボックスである。
【００９０】
　制御部１９は、かかる操作入力部１５からの位置指定情報をもとに、上述した操作情報
によって指定されるカプセル型医療装置２の水平動作方向を、操作入力部５から被検体１
００に向かう方向（すなわちユーザの視点方向）に応じた水平動作方向に変換してカプセ
ル型医療装置２の磁気誘導を制御する。また、制御部１９は、かかる操作入力部１５から
の位置指定情報によって指定される操作入力部１５の相対位置に応じて、カプセル模式画
像Ｅ２，Ｅ３の方位を変更するように表示部１７を制御する。表示部１７は、かかる制御
部１９の制御に基づいて、例えば９０度単位でカプセル模式画像Ｅ２，Ｅ３の表示方向を
変更する。
【００９１】
　体位設定部１７ｆは、上述したように、ベッド４上の被検体１００の体位を設定するた
めのＧＵＩである。具体的には、体位設定部１７ｆは、図１１に示すように、被検体１０
０の体位設定メニュー（例えば背臥位、腹臥位、右側臥位、左側臥位の設定メニュー）を
含む。操作入力部１５は、かかる体位設定部１７ｆの体位設定メニューのうちのいずれか
の体位をクリックすることによって、このクリックした体位を指定する体位指定情報を制
御部１９に入力する。画像処理部１９ａは、この体位指定情報によって指定される体位を
示す被検体模式画像Ｋ１を生成する。制御部１９は、かかる被検体模式画像Ｋ１を表示す
るように表示部１７を制御する。表示部１７は、かかる制御部１９の制御に基づいて、こ
の体位指定情報によって指定される体位を示す被検体模式画像Ｋ１を操作卓位置設定部１
７ｅに表示する。また、表示部１７は、体位設定部１７ｆの体位設定メニューのうち、こ
の体位指定情報に対応する体位（すなわち操作入力部１５によってクリックされた体位）
の設定欄にマークを表示する。なお、図１１においては、体位設定部１７ｆにおける体位
設定メニュー内の体位のうち、背臥位が操作入力部１５のクリック操作によって選択され
ている。
【００９２】
　なお、表示部１７は、上述したカプセル型医療装置２の仰角情報、方位角情報および位
置情報等の他に、磁界発生部５が誘導用磁界を発生した状態（磁界オン状態）である旨を
示す情報と、磁界発生部５が誘導用磁界の発生を停止した状態（磁界オフ状態）である旨
を示す情報とを誘導用磁界の発生状態に応じてウィンドウ１７ａに適宜表示する。
【００９３】
　つぎに、本発明の実施の形態１にかかる画像表示装置１０による体内画像の表示処理に
ついて説明する。図１２は、本発明の実施の形態１にかかる画像表示装置の処理手順の一
例を示すフローチャートである。図１３は、体内画像における撮像面と鉛直平面との交線
方向の算出処理を説明する模式図である。図１４は、体内画像の交線方向と表示画面の上
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下方向とを一致させて体内画像を表示する画像表示処理を説明する模式図である。
【００９４】
　画像表示装置１０は、上述したように、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴う体内画
像内の被写体の上下方向と表示画面の上下方向とを一致させて、このカプセル型医療装置
２の撮像部２１，２２による各体内画像Ｐ１，Ｐ２をリアルタイムに順次表示する。
【００９５】
　具体的には、図１２に示すように、画像表示装置１０の制御部１４は、まず、被検体１
００内部のカプセル型医療装置２による体内画像を取得する（ステップＳ１０１）。この
ステップＳ１０１において、制御部１４は、このカプセル型医療装置２の撮像部２１，２
２によって時系列順に撮像された各体内画像を受信装置９から順次取得する。
【００９６】
　つぎに、制御部１４は、ステップＳ１０１において取得した体内画像における撮像面と
鉛直平面との交線方向を算出する（ステップＳ１０２）。このステップＳ１０２において
、画像処理部１４ａは、撮像部２１，２２によって撮像された各体内画像Ｐ１，Ｐ２の各
々について撮像面と鉛直平面との交線方向を算出する。具体的には、撮像部２１による体
内画像Ｐ１について、画像処理部１４ａは、図１３に示すように、上述した特定状態（図
５参照）を維持するカプセル型医療装置２内部の固体撮像素子２１ｃの撮像面と、この固
体撮像素子２１ｃの撮像方向Ｂ１および永久磁石２６の磁化方向Ｄ１に平行な鉛直平面１
０２との交線Ｌ１に対応する交線方向Ｄ９を算出する。これと同様に、画像処理部１４ａ
は、撮像部２２による体内画像Ｐ２について、この特定状態であるカプセル型医療装置２
内部の固体撮像素子２２ｃの撮像面と、この固体撮像素子２２ｃの撮像方向Ｂ２および永
久磁石２６の磁化方向Ｄ１に平行な鉛直平面１０２との交線に対応する交線方向を算出す
る。
【００９７】
　続いて、制御部１４は、ステップＳ１０２において算出した体内画像の交線方向と表示
画面の上下方向とを一致させて体内画像を表示するように表示部１２を制御する（ステッ
プＳ１０３）。このステップＳ１０３において、画像処理部１４ａは、図３に示したよう
に既知である永久磁石２６の磁化方向Ｄ１と固体撮像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上
下方向Ｄ２，Ｄ３との相対関係をもとに、必要に応じて体内画像Ｐ１，Ｐ２の回転処理を
行って、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２における交線方向と表示部１２の表示画面の上下方向
とを一致させる。具体的には、図１４に示すように、画像処理部１４ａは、体内画像Ｐ１
の交線方向Ｄ９と主画像表示領域１２ｂの上下方向Ｄ１０とを一致させる。これと同様に
、画像処理部１４ａは、体内画像Ｐ２の交線方向と主画像表示領域１２ｃ（図６参照）の
上下方向とを一致させる。制御部１４は、このように体内画像Ｐ１の交線方向Ｄ９と主画
像表示領域１２ｂの上下方向Ｄ１０とを一致させた表示態様で体内画像Ｐ１を表示するよ
うに表示部１２を制御するとともに、このように体内画像Ｐ２の交線方向と主画像表示領
域１２ｃの上下方向とを一致させた表示態様で体内画像Ｐ２を表示するように表示部１２
を制御する。
【００９８】
　なお、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置２において、固体撮像素子２１ｃ
，２２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３は、上述した図３に示したように、永久磁石２
６の磁化方向Ｄ１に対して平行である。このため、体内画像Ｐ１における固体撮像素子２
１ｃの撮像面と鉛直平面との交線方向Ｄ９は、常時、この固体撮像素子２１ｃの撮像面の
上下方向Ｄ２と一致する。これと同様に、体内画像Ｐ２における固体撮像素子２２ｃの撮
像面と鉛直平面との交線方向は、常時、この固体撮像素子２２ｃの撮像面の上下方向Ｄ３
と一致する。この場合、画像処理部１４ａは、ステップＳ１０３において、かかる体内画
像Ｐ１，Ｐ２を回転処理する必要がなく、体内画像Ｐ１，Ｐ２の各上下方向と表示部１２
の表示画面の上下方向とを一致させることによって、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２における
交線方向と表示部１２の表示画面の上下方向とを一致させることができる。すなわち、画
像処理部１４ａは、固体撮像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３と永久
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磁石２６の磁化方向Ｄ１とが平行ではない場合に限り、既知である磁化方向Ｄ１と固体撮
像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３との相対関係をもとに、体内画像
Ｐ１，Ｐ２の回転処理を行って、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２における交線方向と表示部１
２の表示画面の上下方向とを一致させる。
【００９９】
　ステップＳ１０３の処理手順が終了後、制御部１４は、入力部１１からの入力情報等を
もとに体内画像の表示処理を終了するか否かを判断し（ステップＳ１０４）、処理終了で
あると判断した場合（ステップＳ１０４，Ｙｅｓ）、本処理を終了する。一方、制御部１
４は、このステップＳ１０４において処理終了ではないと判断した場合（ステップＳ１０
４，Ｎｏ）、上述したステップＳ１０１に戻り、このステップＳ１０１以降の処理手順を
繰り返す。
【０１００】
　つぎに、カプセル型医療装置２の磁気誘導を操作する際に操作対象としてユーザに参照
される操作対象画像が撮像部２１による体内画像Ｐ１である場合を例示して、カプセル型
医療装置２の磁気誘導の操作に伴う操作対象画像の動き方向について説明する。図１５は
、図５に示すようにカプセル型医療装置２が傾いた姿勢の時のカプセル型医療装置２の磁
気誘導の操作に伴う操作対象画像の動き方向の一例を示す模式図である。
【０１０１】
　図１５に示すように、操作対象画像として主画像表示領域１２ｂに表示された体内画像
Ｐ１は、操作入力部１５のジョイスティック１５ａ，１５ｂの各傾動操作に対応して、動
き方向Ｄ１１～Ｄ１８のいずれかに沿って動く。この場合、操作対象画像である体内画像
Ｐ１は、ジョイスティック１５ａ，１５ｂの各傾動方向から直感的にイメージし易い方向
に動く。
【０１０２】
　具体的には、体内画像Ｐ１は、ジョイスティック１５ａの左右方向Ｄ６の傾動操作に対
応して、主画像表示領域１２ｂに向かって左方向である動き方向Ｄ１１または右方向であ
る動き方向Ｄ１２に沿って動く。すなわち、体内画像Ｐ１は、撮像部２１側から見て左側
水平方向へのカプセル型医療装置２の水平動作に伴って動き方向Ｄ１１に動き、撮像部２
１側から見て右側水平方向へのカプセル型医療装置２の水平動作に伴って動き方向Ｄ１２
に動く。また、体内画像Ｐ１は、ジョイスティック１５ａの上下方向Ｄ５の傾動操作に対
応して、主画像表示領域１２ｂに向かって手前方向である動き方向Ｄ１３または奥方向で
ある動き方向Ｄ１４に沿って動く。すなわち、体内画像Ｐ１は、撮像部２１側から見て手
前側水平方向へのカプセル型医療装置２の水平動作に伴って動き方向Ｄ１３に動き、撮像
部２１側から見て奥側水平方向へのカプセル型医療装置２の水平動作に伴って動き方向Ｄ
１４に動く。
【０１０３】
　一方、体内画像Ｐ１は、ジョイスティック１５ｂの上下方向Ｄ７の傾動操作に対応して
、主画像表示領域１２ｂに向かって上方向である動き方向Ｄ１５または下方向である動き
方向Ｄ１６に沿って動く。すなわち、体内画像Ｐ１は、撮像部２１側から見て上方へのカ
プセル型医療装置２の揺動動作に伴って動き方向Ｄ１５に動き、撮像部２１側から見て下
方へのカプセル型医療装置２の揺動動作に伴って動き方向Ｄ１６に動く。また、体内画像
Ｐ１は、ジョイスティック１５ｂの左右方向Ｄ８の傾動操作に対応して、主画像表示領域
１２ｂに向かって左回り方向である動き方向Ｄ１７または右回り方向である動き方向Ｄ１
８に沿って動く。すなわち、体内画像Ｐ１は、撮像部２１側から見て左側へのカプセル型
医療装置２の旋回動作に伴って動き方向Ｄ１７に動き、撮像部２１側から見て右側へのカ
プセル型医療装置２の旋回動作に伴って動き方向Ｄ１８に動く。
【０１０４】
　なお、上述した体内画像Ｐ１の動きは、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴って体内
画像Ｐ１内の被写体が移動する現象である。また、かかる体内画像Ｐ１の動き方向Ｄ１１
～Ｄ１８は、カプセル型医療装置２の磁気誘導に伴って移動する撮像視野Ａ１の移動方向
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と同じ方向であり、体内画像Ｐ１内の被写体の移動方向と反対の方向である。なお、上述
したようなジョイスティック１５ａ，１５ｂの各傾動操作に応じた操作対象画像の動きは
、撮像部２２による体内画像Ｐ２が操作対象画像である場合も同様である。
【０１０５】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型筐体の内部に撮像部と該撮像部の撮像面の上下方向に対して相対的に
固定された既知の方向に磁化する永久磁石とを備えたカプセル型医療装置を被検体内部の
液体中に導入し、この液体中のカプセル型医療装置に特定状態を維持させて、この永久磁
石の磁化方向およびこの撮像部の撮像方向を鉛直平面内に含めるようにし、この特定状態
を維持したカプセル型医療装置の撮像部が撮像した被検体の体内画像を、この体内画像に
おける撮像面と鉛直平面との交線方向と表示画面の上下方向とを一致させた表示態様で表
示するように構成した。このため、この被検体内部のカプセル型医療装置を磁気誘導した
際に発生する撮像視野の移動に伴う体内画像内の被写体の上下方向と表示画面の上下方向
とを一致させて、このカプセル型医療装置による体内画像を表示できる。これによって、
このカプセル型医療装置の磁気誘導に伴う体内画像の動き方向を、このカプセル型医療装
置の磁気誘導を操作する操作入力部の操作方向（例えば上述したジョイスティック１５ａ
，１５ｂの傾動方向）から直感的に容易に判断することができる。この結果、被検体内部
のカプセル型医療装置による体内画像を参照しつつ、この被検体内部のカプセル型医療装
置を容易に磁気誘導することができる。
【０１０６】
　また、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、カプセル型医
療装置内部の永久磁石の磁化方向と撮像部の撮像面の上下方向との相対関係をもとに、こ
の撮像部によって撮像された体内画像を回転処理して、この体内画像における撮像面と鉛
直平面との交線方向と表示画面の上下方向とを一致させている。このため、カプセル型医
療装置内部の永久磁石の磁化方向と撮像部の撮像面の上下方向とが平行でない場合であっ
ても、カプセル型医療装置の磁気誘導に伴う体内画像内の被写体の上下方向と表示画面の
上下方向とを確実に一致させてこのカプセル型医療装置による体内画像を表示することが
できる。この結果、かかる永久磁石の磁化方向と撮像面の上下方向とが平行ではないカプ
セル型医療装置によって体内画像を撮像した場合であっても、かかる体内画像を参照しつ
つ、この被検体内部のカプセル型医療装置を容易に磁気誘導することができる。
【０１０７】
　さらに、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、被検体内部
のカプセル型医療装置の仰角情報、方位角情報および位置情報を表示するので、直接視認
することが困難である被検体内部のカプセル型医療装置の姿勢、撮像方向および現在位置
を容易に推測することができる。これによって、カプセル型医療装置による被検体内部の
撮像部位を推測することができ、この結果、被検体の臓器内部の観察を円滑に進行するこ
とができる。
【０１０８】
　また、カプセル型医療装置の旋回動作に伴う体内画像の動き方向は、このカプセル型医
療装置の仰角に依存する。このため、かかるカプセル型医療装置の仰角情報を表示するこ
とによって、カプセル型医療装置の旋回動作に伴う体内画像の動き方向を容易に推測する
ことができ、この結果、一層容易にカプセル型医療装置を磁気誘導することができる。
【０１０９】
　一方、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、磁気誘導対象
であるカプセル型医療装置の操作対象方向を明示するので、現在磁気誘導操作対象となっ
ているカプセル型医療装置の撮像方向がいずれの方向であるかをユーザに知らしめること
ができる。これによって、カプセル型医療装置による被検体内部の撮像部位を容易に推測
することができ、この結果、被検体の臓器内部の観察を一層円滑に進行することができる
。
【０１１０】
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　また、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、操作入力部に
よって操作されるカプセル型医療装置の磁気誘導方向を表示するので、操作入力部による
磁気誘導操作が意図した磁気誘導方向の操作であるか否かを容易に視認することができる
。これによって、カプセル型医療装置の磁気誘導を円滑に操作することができる。
【０１１１】
　さらに、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、被検体を支
持するベッドに対する操作入力部の相対位置を設定し、この設定した操作入力部の相対位
置に応じて、カプセル型医療装置の方位角情報および位置情報の各々を示す各カプセル模
式画像の表示方向を変更している。このため、被検体に対する操作入力部の相対方向、す
なわちユーザの視点方向に応じてカプセル模式画像の表示方向を変更することができる。
この結果、被検体に対する所望の相対方向に操作入力部を配置してカプセル型医療装置の
磁気誘導を操作することができる。
【０１１２】
　また、この実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システムでは、操作入力部に
よる入力情報をもとにベッド上の被検体の体位を設定し、この設定した被検体の体位を示
す画像情報を表示している。このため、かかる体位を示す画像情報とカプセル型医療装置
の仰角情報および方位角情報とを適宜視認することによって、被検体における何れの側（
例えば右側、左側、頭側、足側、腹側、背中側等）を体内画像を通して観察しているかを
容易に推測することができる。この結果、被検体内部のカプセル型医療装置の磁気誘導を
円滑に操作できるとともに、このカプセル型医療装置による体内画像の観察を通して被検
体の臓器内部を円滑に観察することができる。さらに、かかる被検体における被観察側の
推測結果を自動的に表示してもよく、これによって、かかるカプセル型医療装置の磁気誘
導操作および被検体の臓器内部の観察を一層円滑に進行することができる。
【０１１３】
（実施の形態２）
　つぎに、本発明の実施の形態２について説明する。上述した実施の形態１では、カプセ
ル型医療装置２の撮像部２１，２２によって撮像された体内画像Ｐ１，Ｐ２を表示部１２
に表示していたが、この実施の形態２では、表示部１２に表示された体内画像Ｐ１，Ｐ２
のうちの何れが操作対象画像であるかを明示している。
【０１１４】
　図１６は、本発明の実施の形態２にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図１６に示すように、この実施の形態２にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム３１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置
誘導システム１の画像表示装置１０に代えて画像表示装置３３を備える。この画像表示装
置３３は、上述した実施の形態１にかかる画像表示装置１０の制御部１４に代えて制御部
３４を備える。その他の構成は実施の形態１と同じであり、同一構成部分には同一符号を
付している。
【０１１５】
　画像表示装置３３は、カプセル型医療装置２の撮像部２１，２２が撮像した体内画像Ｐ
１，Ｐ２を実施の形態１の場合と同様に表示するとともに、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２の
うちのいずれがカプセル型医療装置２の磁気誘導時の操作対象画像であるかを明示する。
【０１１６】
　かかる画像表示装置３３の制御部３４は、撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２
のうちのいずれが操作対象画像であるかを明示する表示態様で体内画像Ｐ１，Ｐ２を表示
するように表示部１２を制御する。図１７は、本発明の実施の形態２にかかる画像表示装
置の表示態様の一例を示す模式図である。制御部３４は、入力部１１からの入力情報等を
もとに、体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちのいずれか一方を操作対象画像として予め設定する。
制御部３４は、実施の形態１の場合と同様に撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２
を表示するように表示部１２を制御するとともに、予め操作対象画像として設定した体内
画像の表示領域を枠画像等によって強調するように表示部１２を制御する。なお、制御部



(24) JP 5603988 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

３４は、かかる操作対象画像である旨を明示する表示制御機能以外、上述した実施の形態
１にかかる画像表示装置１０の制御部１４と同様の機能を有する。
【０１１７】
　表示部１２は、かかる制御部３４の制御に基づいて、図１７に示すように、ウィンドウ
１２ａ内の主画像表示領域１２ｂ，１２ｃに体内画像Ｐ１，Ｐ２を表示するとともに、操
作対象画像である体内画像Ｐ１を表示する主画像表示領域１２ｂの周囲に枠画像３２ａを
表示する。表示部１２は、かかる枠画像３２ａの表示によって、この主画像表示領域１２
ｂ内の体内画像Ｐ１がカプセル型医療装置２の磁気誘導時の操作対象画像であることを明
示する。
【０１１８】
　なお、図１７においては、一例として撮像部２１による体内画像Ｐ１を操作対象画像と
して設定し、この操作対象画像である体内画像Ｐ１の表示領域、すなわち主画像表示領域
１２ｂに枠画像３２ａを付加しているが、本発明は、これに限定されない。すなわち、撮
像部２２による体内画像Ｐ２が操作対象画像である場合、表示部１２は、操作対象画像で
ある体内画像Ｐ２を表示する主画像表示領域１２ｃの周囲に枠画像３２ａを表示して、こ
の主画像表示領域１２ｃ内の体内画像Ｐ２が操作対象画像であることを明示する。
【０１１９】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態２にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、互いに異なる撮像方向の画像を撮像する第１および第２の撮像部と永久磁石とを
内蔵したカプセル型医療装置を被検体内部に導入し、この被検体内部において第１の撮像
部が撮像した第１の体内画像と第２の撮像部が撮像した第２の体内画像とを表示するとと
もに、これら第１および第２の体内画像のうちのいずれがカプセル型医療装置の磁気誘導
時の操作対象画像であるかを明示するようにし、その他を実施の形態１と同様に構成した
。このため、上述した実施の形態１の場合と同様の作用効果を享受するとともに、カプセ
ル型医療装置の磁気誘導を操作する際に、表示画面内の複数の体内画像のうちのいずれの
体内画像を操作対象画像として参照すべきであるかを迷うことなく、カプセル型医療装置
の磁気誘導の操作に有用な操作対象画像を確実に参照して、このカプセル型医療装置の磁
気誘導を容易に操作することが可能なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる。
【０１２０】
（実施の形態３）
　つぎに、本発明の実施の形態３について説明する。上述した実施の形態１では、カプセ
ル型医療装置２の磁気誘導を制御する制御装置１６の表示部１７に、カプセル型医療装置
２の仰角情報および方位角情報を表示していたが、この実施の形態３では、カプセル型医
療装置２の撮像部２１，２２によって撮像された体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画
像に関連付けて、カプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報を表示している。
【０１２１】
　図１８は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図１８に示すように、この実施の形態３にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム４１は、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置
誘導システム１の画像表示装置１０に代えて画像表示装置４３を備え、操作入力部１５に
代えて操作入力部４５を備え、制御装置１６に代えて制御装置４６を備える。この実施の
形態３において、画像表示装置４３は、上述した実施の形態１にかかる画像表示装置１０
の制御部１４に代えて制御部４４を備える。また、制御装置４６は、上述した実施の形態
１にかかる制御装置１６の制御部１９に代えて制御部４９を備える。その他の構成は実施
の形態１と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【０１２２】
　画像表示装置４３は、カプセル型医療装置２の撮像部２１，２２が撮像した体内画像Ｐ
１，Ｐ２を実施の形態１の場合と同様に表示するとともに、これら体内画像Ｐ１，Ｐ２の
うちのいずれかであるカプセル型医療装置２の磁気誘導時の操作対象画像に関連付けて、
カプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報を表示する。
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【０１２３】
　かかる画像表示装置４３の制御部４４は、撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２
のうちの操作対象画像に関連付けて、磁気誘導対象であるカプセル型医療装置２の仰角情
報および方位角情報を表示するように表示部１２を制御する。具体的には、制御部４４は
、入力部１１からの入力情報等をもとに、体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちのいずれか一方を操
作対象画像として予め設定する。また、制御部４４は、制御装置４６の制御部４９からカ
プセル型医療装置２の角度情報および方向情報を取得する。制御部４４は、実施の形態１
の場合と同様に撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２を表示するように表示部１２
を制御するとともに、予め操作対象画像として設定した体内画像に関連付けてカプセル型
医療装置２の仰角情報および方位角情報を表示するように表示部１２を制御する。この場
合、制御部４４は、制御装置４６の制御部４９から取得したカプセル型医療装置２の角度
情報をもとに、表示部１２によるカプセル型医療装置２の仰角情報の表示を制御する。ま
た、制御部４４は、制御装置４６の制御部４９から取得したカプセル型医療装置２の方向
情報をもとに、表示部１２によるカプセル型医療装置２の方位角情報の表示を制御する。
【０１２４】
　また、制御部４４は、操作入力部４５によるカプセル型医療装置２の操作情報の入力有
りを示す情報を表示するように表示部１２を制御する。この場合、制御部４４は、制御装
置４６の制御部４９から操作入力部４５による操作情報の入力有りの通知を受け、この入
力有りの通知に基づいて、カプセル型医療装置２の操作情報の入力有りを示す情報を表示
部１２に表示させる。なお、制御部４４は、上述した表示部１２に対するカプセル型医療
装置２の仰角情報、方位角情報および操作情報の入力有りを示す情報の各表示制御機能以
外、上述した実施の形態１にかかる画像表示装置１０の制御部１４と同様の機能を有する
。
【０１２５】
　操作入力部４５は、上述したカプセル型医療装置２の磁気誘導を操作するための操作情
報の他に、画像表示装置４３に対する指示情報の入力機能を有する。図１９は、本発明の
実施の形態３における操作入力部の一構成例を示す模式図である。図１９に示すように、
操作入力部４５は、上述したジョイスティック１５ａ，１５ｂの他に、入力スイッチ４５
ｃ，４５ｄを備える。なお、操作入力部４５は、かかる入力スイッチ４５ｃ，４５ｄによ
る情報入力機能以外、上述した実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システム１
の操作入力部１５と同様の機能を有する。
【０１２６】
　入力スイッチ４５ｃは、体内画像の選択的な保存を指示する指示情報を入力するための
スイッチである。操作入力部４５は、かかる入力スイッチ４５ｃの押し下げ操作に対応し
て、体内画像の選択的な保存の指示情報を制御装置４６の制御部４９に入力する。この場
合、制御部４９は、かかる操作入力部４５からの指示情報を画像表示装置４３の制御部４
４に転送する。画像表示装置４３の制御部４４は、かかる指示情報によって保存指示され
た体内画像（すなわちユーザによる選択画像）を被検体１００の体内画像群の中から抽出
する。そして、制御部４４は、この抽出した体内画像にマークを付加するように表示部１
２を制御し、且つ、この体内画像データをマークと対応付けて記憶するように記憶部１３
を制御する。さらに、制御部４４は、この体内画像の縮小画像（サムネイル画像等）を追
加表示するように表示部１２を制御する。
【０１２７】
　なお、制御部４４は、かかる入力スイッチ４５ｃの押し下げ操作が行われたタイミング
に表示部１２に表示された体内画像Ｐ１，Ｐ２のうち、操作対象画像である体内画像の縮
小画像を表示部１２に追加表示させてもよいし、双方の縮小画像を表示部１２に追加表示
させてもよい。一方、制御部４４は、かかる入力スイッチ４５ｃの押し下げ操作が行われ
たタイミングに表示部１２に表示された体内画像Ｐ１，Ｐ２のうち、操作対象画像である
体内画像のデータを記憶部１３に記憶してもよいし、双方のデータを記憶部１３に記憶し
てもよい。あるいは、制御部４４は、かかる入力スイッチ４５ｃの押し下げ操作が行われ
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た際に、表示画面内の何れの体内画像のデータを保存するかを選択できるようにしてもよ
い。この場合、制御部４４は、かかる入力スイッチ４５ｃの押し下げ操作が行われた後、
表示画面内の体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちのクリック操作または矢印キーの操作等によって
選択された体内画像のデータを記憶部１３に記憶してもよい。
【０１２８】
　入力スイッチ４５ｄは、体内画像の表示モードの切り替えを指示する指示情報を入力す
るためのスイッチである。操作入力部４５は、かかる入力スイッチ４５ｄの押し下げ操作
に対応して、体内画像の表示モード切替の指示情報を制御装置４６の制御部４９に入力す
る。この場合、制御部４９は、かかる操作入力部４５からの指示情報を画像表示装置４３
の制御部４４に転送する。画像表示装置４３の制御部４４は、かかる指示情報に基づいて
、被検体１００の各体内画像の表示形式を動画表示から静止画表示に切り替えるように表
示部１２を制御し、あるいは静止画表示から動画表示に切り替えるように表示部１２を制
御する。
【０１２９】
　制御装置４６は、上述したように制御部４９を備え、画像表示装置４３によるカプセル
型医療装置２の仰角情報、方位角情報および操作情報の入力有りを示す情報の各表示動作
を制御する。なお、制御装置４６は、かかる画像表示装置４３の制御機能以外、上述した
実施の形態１にかかるカプセル型医療装置誘導システム１の制御装置１６と同様の機能を
有する。
【０１３０】
　制御部４９は、画像表示装置４３の制御部４４にカプセル型医療装置２の角度情報を送
信して、画像表示装置４３によるカプセル型医療装置２の仰角情報の表示を制御する。具
体的には、制御部４９は、カプセル型医療装置２の撮像部２１，２２のうちの操作対象画
像を撮像する撮像部の撮像方向と鉛直軸とのなす角度、すなわちカプセル型医療装置２の
仰角を算出する。なお、制御部４９は、磁界発生部５がカプセル型医療装置２に印加する
誘導用磁界の情報（磁界強度、磁界方向等）とカプセル型医療装置２の物理情報（質量、
形状、重心位置、磁気モーメント等）と液体１０１の密度情報とをもとに、このカプセル
型医療装置２の仰角を算出する。制御部４９は、この算出したカプセル型医療装置２の仰
角を示す角度情報を画像表示装置４３の制御部４４に送信し、これによって、この角度情
報に対応するカプセル型医療装置２の仰角情報を画像表示装置４３に表示させる。
【０１３１】
　また、制御部４９は、画像表示装置４３の制御部４４にカプセル型医療装置２の方向情
報を送信して、画像表示装置４３によるカプセル型医療装置２の方位角情報の表示を制御
する。具体的には、制御部４９は、カプセル型医療装置２の撮像部２１，２２のうちの操
作対象画像を撮像する撮像部の撮像方向の水平成分方向を算出する。なお、制御部４９は
、磁界発生部５がカプセル型医療装置２に印加する誘導用磁界の情報（詳細には誘導用磁
界の水平成分の磁界方向）をもとに、このカプセル型医療装置２の撮像方向の水平成分方
向を算出する。制御部４９は、この算出した水平成分方向を示す方向情報を画像表示装置
４３の制御部４４に送信し、これによって、この方向情報に対応するカプセル型医療装置
２の方位角情報を画像表示装置４３に表示させる。
【０１３２】
　さらに、制御部４９は、操作入力部４５によってカプセル型医療装置２の操作情報を入
力された場合、この操作情報が入力された旨を画像表示装置４３の制御部４４に通知する
。これによって、制御部４９は、操作入力部４５によるカプセル型医療装置２の操作情報
の入力有りを示す情報を画像表示装置４３に表示させる。
【０１３３】
　なお、制御部４９は、このようにカプセル型医療装置２の仰角情報、方位角情報および
操作情報の入力有りを示す情報を画像表示装置４３に表示させる制御機能以外、上述した
実施の形態１における制御装置１６の制御部１９と同様の機能を有する。
【０１３４】
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　つぎに、画像表示装置４３によるカプセル型医療装置２の仰角情報、方位角情報および
操作情報の入力有りを示す情報の表示処理について説明する。図２０は、本発明の実施の
形態３にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示す模式図である。図２１は、画像表示
装置によるカプセル型医療装置の仰角情報および操作情報の入力有りを示す情報の表示処
理を説明する模式図である。図２２は、画像表示装置によるカプセル型医療装置の方位角
情報の表示処理を説明する模式図である。
【０１３５】
　画像表示装置４３の表示部１２は、例えば図２０に示すように、ウィンドウ１２ａ内の
主画像表示領域１２ｂ，１２ｃに表示した体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像であ
る体内画像Ｐ１に関連付けて、カプセル型医療装置２の仰角情報を表示する。具体的には
、表示部１２は、操作対象画像である体内画像Ｐ１内に２つのマーク４２ａ，４２ｂを縦
一列に並べて表示する。ここで、画像表示装置４３の制御部４４は、制御装置４６の制御
部４９から取得したカプセル型医療装置２の角度情報をもとに、体内画像Ｐ１内における
マーク４２ａ，４２ｂの表示位置を決定し、この決定した表示位置にマーク４２ａ，４２
ｂを表示するように表示部１２を制御する。表示部１２は、かかる角度情報、すなわちカ
プセル型医療装置２の仰角に対応する表示位置にマーク４２ａ，４２ｂを表示し、この体
内画像Ｐ１内におけるマーク４２ａ，４２ｂの表示位置によって、カプセル型医療装置２
の仰角情報を表示する。ここで、マーク４２ａは、体内画像Ｐ１内の水平方向を示す位置
に表示され、マーク４２ｂは、体内画像Ｐ１の鉛直方向を示す位置に表示される。
【０１３６】
　また、表示部１２は、図２１に示すように、操作入力部４５のジョイスティック１５ｂ
の上下方向Ｄ７の傾動操作、すなわち磁気誘導時のカプセル型医療装置２の揺動動作に対
応して、体内画像Ｐ１内のマーク４２ａ，４２ｂを縦移動する。かかるマーク４２ａ，４
２ｂは、カプセル型医療装置２の仰角の増加に伴って体内画像Ｐ１の下方向に移動する。
マーク４２ａは、カプセル型医療装置２の仰角が９０°である場合、すなわち、操作対象
画像の撮像方向（例えば撮像部２１の撮像方向Ｂ１）と水平方向とが平行である場合、操
作対象画像である体内画像Ｐ１の画像中心部分に移動する。一方、かかるマーク４２ａ，
４２ｂは、カプセル型医療装置２の仰角の減少に伴って体内画像Ｐ１の上方向に移動する
。マーク４２ｂは、カプセル型医療装置２の仰角が０°である場合、すなわち、操作対象
画像の撮像方向（例えば撮像部２１の撮像方向Ｂ１）と鉛直方向とが平行である場合、操
作対象画像である体内画像Ｐ１の画像中心部分に移動する。
【０１３７】
　一方、表示部１２は、例えば図２０に示すように、これら体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの
操作対象画像である体内画像Ｐ１に関連付けて、カプセル型医療装置２の方位角情報を表
示する。具体的には、ウィンドウ１２ａは、操作対象画像である体内画像Ｐ１を表示する
主画像表示領域１２ｂの上側近傍に、バー状の情報表示領域１２ｅを含む。表示部１２は
、制御部４４の制御に基づいて、この情報表示領域１２ｅ内に方向情報４２ｃを表示し、
この情報表示領域１２ｅ内における方向情報４２ｃの表示位置によって、カプセル型医療
装置２の方位角情報を表示する。
【０１３８】
　ここで、方向情報４２ｃは、図２２に示すように、カプセル型医療装置２の方向別に異
なる４つの方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４からなる。方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４
は、カプセル型医療装置２の方向別の方位角範囲（例えば±４５°）に対応する幅Ｗを有
するバー状の画像情報であり、カプセル型医療装置２の方向を示す矢印をバー中心部分に
含む。詳細には、方向情報４２ｃ－１は、カプセル型医療装置２の操作対象方向の水平成
分方向が操作入力部４５から向かって奥側の方向である旨を示す上向きの矢印をバー中心
部分に含む。方向情報４２ｃ－２は、カプセル型医療装置２の操作対象方向の水平成分方
向が操作入力部４５から向かって右側の方向である旨を示す右向きの矢印をバー中心部分
に含む。方向情報４２ｃ－３は、カプセル型医療装置２の操作対象方向の水平成分方向が
操作入力部４５から向かって手前側の方向である旨を示す下向きの矢印をバー中心部分に



(28) JP 5603988 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

含む。方向情報４２ｃ－４は、カプセル型医療装置２の操作対象方向の水平成分方向が操
作入力部４５から向かって左側の方向である旨を示す左向きの矢印をバー中心部分に含む
。なお、かかる方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４内における各矢印の位置は、バー中心部
分に限らず、カプセル型医療装置２の光学系２１ｂ，２２ｂの歪を考慮して設定してもよ
い。
【０１３９】
　画像表示装置４３の制御部４４は、制御装置４６の制御部４９から取得したカプセル型
医療装置２の方向情報、すなわちカプセル型医療装置２の操作対象方向の水平成分方向の
算出結果をもとに、情報表示領域１２ｅ内における方向情報４２ｃの表示位置を決定する
。制御部４４は、このように決定した情報表示領域１２ｅ内の表示位置に、方向情報４２
ｃのうちのカプセル型医療装置２の方向情報と一致するもの（方向情報４２ｃ－１～４２
ｃ－４のうちのいずれか）を表示するように表示部１２を制御する。表示部１２は、かか
る制御部４４の制御に基づく情報表示領域１２ｅ内の位置に方向情報４２ｃを表示し、こ
の方向情報４２ｃの表示位置によって、カプセル型医療装置２の方位角情報を表示する。
【０１４０】
　具体的には、表示部１２は、カプセル型医療装置２の操作対象方向（例えば撮像部２１
の撮像方向Ｂ１）が操作入力部４５から向かって奥側の方向である場合、情報表示領域１
２ｅの中心部分に上向きの矢印が位置するように方向情報４２ｃ－１を表示する。そして
、表示部１２は、このカプセル型医療装置２の±４５°の範囲内の旋回動作に対応して、
この旋回動作の鉛直軸周り方向と同じ方向に、この情報表示領域１２ｅ内の方向情報４２
ｃ－１を横移動する。また、表示部１２は、カプセル型医療装置２の操作対象方向が操作
入力部４５から向かって右側の方向である場合、情報表示領域１２ｅの中心部分に右向き
の矢印が位置するように方向情報４２ｃ－２を表示する。そして、表示部１２は、このカ
プセル型医療装置２の±４５°の範囲内の旋回動作に対応して、この旋回動作の鉛直軸周
り方向と同じ方向に、この情報表示領域１２ｅ内の方向情報４２ｃ－２を横移動する。ま
た、表示部１２は、カプセル型医療装置２の操作対象方向が操作入力部４５から向かって
手前側の方向である場合、情報表示領域１２ｅの中心部分に下向きの矢印が位置するよう
に方向情報４２ｃ－３を表示する。そして、表示部１２は、このカプセル型医療装置２の
±４５°の範囲内の旋回動作に対応して、この旋回動作の鉛直軸周り方向と同じ方向に、
この情報表示領域１２ｅ内の方向情報４２ｃ－３を横移動する。また、表示部１２は、カ
プセル型医療装置２の操作対象方向が操作入力部４５から向かって左側の方向である場合
、情報表示領域１２ｅの中心部分に左向きの矢印が位置するように方向情報４２ｃ－４を
表示する。そして、表示部１２は、このカプセル型医療装置２の±４５°の範囲内の旋回
動作に対応して、この旋回動作の鉛直軸周り方向と同じ方向に、この情報表示領域１２ｅ
内の方向情報４２ｃ－３を横移動する。
【０１４１】
　また、表示部１２は、図２２に示すように、操作入力部４５のジョイスティック１５ｂ
の左右方向Ｄ８の傾動操作、すなわち磁気誘導時のカプセル型医療装置２の旋回動作に対
応して、情報表示領域１２ｅ内の方向情報４２ｃを順次横移動する。この場合、例えば操
作入力部４５から向かって奥側の方向から右回りにカプセル型医療装置２が旋回動作すれ
ば、表示部１２は、情報表示領域１２ｅ内に、方向情報４２ｃ－１、方向情報４２ｃ－２
、方向情報４２ｃ－３、方向情報４２ｃ－４をこの順に順次表示する。一方、操作入力部
４５から向かって奥側の方向から左回りにカプセル型医療装置２が旋回動作すれば、表示
部１２は、情報表示領域１２ｅ内に、方向情報４２ｃ－１、方向情報４２ｃ－４、方向情
報４２ｃ－３、方向情報４２ｃ－２をこの順に順次表示する。
【０１４２】
　一方、表示部１２は、例えば図２０に示すように、これら体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの
操作対象画像である体内画像Ｐ１に関連付けて、操作入力部４５によるカプセル型医療装
置２の操作情報の入力有りを示す情報を表示する。具体的には、画像表示装置４３の制御
部４４は、操作入力部４５によってカプセル型医療装置２の操作情報が入力された旨を示
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す通知を制御装置４６の制御部４９から受けた場合、この通知に基づく操作情報の入力有
りを示す情報を表示するように表示部１２を制御する。
【０１４３】
　表示部１２は、かかる制御部４４の制御に基づいて、図２０に示すように、操作対象画
像である体内画像Ｐ１に関連付けて、カプセル型医療装置２の操作情報の入力有りを示す
マーク４２ｄ，４２ｅを表示する。ここで、マーク４２ｄは、カプセル型医療装置２の操
作対象方向（例えば撮像方向Ｂ１）に向かって左側への水平動作をカプセル型医療装置２
に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。また、マーク４２ｅは、カ
プセル型医療装置２の操作対象方向に向かって右側への水平動作をカプセル型医療装置２
に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。表示部１２は、図２１に示
すように、操作入力部４５のジョイスティック１５ａが左右方向Ｄ６のうちの左方向に傾
動操作された場合、主画像表示領域１２ｂの左側近傍であって体内画像Ｐ１の中心線上に
マーク４２ｄを表示する。また、表示部１２は、このジョイスティック１５ａが左右方向
Ｄ６のうちの右方向に傾動操作された場合、主画像表示領域１２ｂの右側近傍であって体
内画像Ｐ１の中心線上にマーク４２ｅを表示する。
【０１４４】
　なお、表示部１２は、操作入力部４５による操作情報の入力の有無によらず、主画像表
示領域１２ｂの近傍にマーク４２ｄ，４２ｅを所定の色（例えば白色等）で常時表示し、
かかる操作情報が入力された場合に、マーク４２ｄ，４２ｅのうちの操作情報に対応する
マークの色を別の色（例えば黄色等）に変えて表示してもよい。
【０１４５】
　一方、表示部１２は、図２１に示すように、操作入力部４５のジョイスティック１５ａ
が上下方向Ｄ５に傾動操作された場合、体内画像Ｐ１内のマーク４２ａの表示色をデフォ
ルト色（例えば黄色等）から別の色（例えば青色等）に変化させる。これによって、表示
部１２は、かかるジョイスティック１５ａの傾動操作に対応する操作情報、すなわちカプ
セル型医療装置２の操作対象方向（例えば撮像方向Ｂ１）に向かって奥側または手前側へ
の水平動作をカプセル型医療装置２に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報
を表示する。また、操作入力部４５によってカプセル型医療装置２の鉛直動作を行わせる
磁気誘導の操作情報が入力された場合、表示部１２は、体内画像Ｐ１内のマーク４２ｂの
表示色をデフォルト色（例えば黄色等）から別の色（例えば青色等）に変化させる。これ
によって、表示部１２は、かかる鉛直動作に対応する操作情報の入力有りを示す情報を表
示する。
【０１４６】
　なお、上述した図２０，２１においては、一例として撮像部２１による体内画像Ｐ１を
操作対象画像として設定し、この操作対象画像である体内画像Ｐ１に関連付けて、仰角情
報のマーク４２ａ，４２ｂ、方向情報４２ｃおよびマーク４２ｄ，４２ｅを表示している
が、本発明は、これに限定されない。すなわち、撮像部２２による体内画像Ｐ２が操作対
象画像であってもよく、この場合、表示部１２は、操作対象画像である体内画像Ｐ２に関
連付けて、上述した仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂ、方向情報４２ｃおよびマーク４２
ｄ，４２ｅを表示すればよい。
【０１４７】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型医療装置内の複数の撮像部によって撮像された各体内画像のうちの操
作対象画像に関連付けて、このカプセル型医療装置の仰角情報と方位角情報と操作情報の
入力有りを示す情報とを表示するようにし、その他を実施の形態１と同様に構成した。こ
のため、上述した実施の形態１の場合と同様の作用効果を享受するとともに、磁気誘導対
象であるカプセル型医療装置によって撮像された被検体の各体内画像を参照しつつ、この
カプセル型医療装置の仰角、方位角および動作方向（磁気誘導方向）を容易に視認でき、
この結果、被検体内部のカプセル型医療装置の磁気誘導を一層容易に操作することが可能
なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる。
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【０１４８】
　また、かかる操作対象画像に関連付けてカプセル型医療装置の方位角情報を表示するこ
とによって、磁気誘導対象であるカプセル型医療装置の撮像方向が被検体内部における何
れの方向を向いているかを把握しつつ、このカプセル型医療装置の磁気誘導を操作するこ
とができる。これによって、被検体の臓器内部検査に必要な体内画像を容易に撮像するこ
とができ、この結果、かかる体内画像を通した被検体の臓器内部検査を短時間に行うこと
ができる。
【０１４９】
（実施の形態４）
　つぎに、本発明の実施の形態４について説明する。上述した実施の形態３では、カプセ
ル型医療装置２の撮像部２１，２２によって撮像された体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作
対象画像に関連付けて、カプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報等を表示して
いたが、この実施の形態４では、これら体内画像Ｐ１，Ｐ２の中から、カプセル型医療装
置２の磁気誘導時の操作対象画像を選択的に切り替え、操作対象画像として選択された体
内画像に関連付けて、カプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報等を表示してい
る。
【０１５０】
　図２３は、本発明の実施の形態４にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図２３に示すように、この実施の形態４にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム５１は、上述した実施の形態３にかかるカプセル型医療装置
誘導システム４１の画像表示装置４３に代えて画像表示装置５３を備え、操作入力部４５
に代えて操作入力部５５を備え、制御装置４６に代えて制御装置５６を備える。この実施
の形態４において、画像表示装置５３は、上述した実施の形態３にかかる画像表示装置４
３の制御部４４に代えて制御部５４を備える。また、制御装置５６は、上述した実施の形
態３にかかる制御装置４６の制御部４９に代えて制御部５９を備える。その他の構成は実
施の形態３と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【０１５１】
　画像表示装置５３は、カプセル型医療装置２の撮像部２１，２２が撮像した体内画像Ｐ
１，Ｐ２のうち、操作入力部５５が入力した選択情報によって選択される体内画像をカプ
セル型医療装置２の磁気誘導時の操作対象画像として明示する。画像表示装置５３は、か
かる操作入力部５５からの選択情報に対応して体内画像Ｐ１，Ｐ２の中から操作対象画像
を切り替え、かかる操作対象画像の切り替えに対応して、カプセル型医療装置２の仰角情
報および方位角情報の表示を切り替える。なお、画像表示装置５３は、かかる操作対象画
像の明示機能およびカプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報の切替表示機能以
外、上述した実施の形態３における画像表示装置４３と同様の機能を有する。
【０１５２】
　かかる画像表示装置５３の制御部５４は、操作入力部５５によって入力された選択情報
を制御装置５６の制御部５９から取得し、撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２の
うち、この取得した選択情報によって選択される体内画像を操作対象画像として明示する
ように表示部１２を制御する。制御部５４は、かかる選択情報を取得する都度、これら体
内画像Ｐ１，Ｐ２の中から操作対象画像を順次切り替え、かかる操作対象画像の切り替え
に対応して、操作対象画像として明示する体内画像を切り替えるように表示部１２を制御
する。また、制御部５４は、かかる操作対象画像の切り替えに対応して、カプセル型医療
装置２の仰角情報と方位角情報と操作情報の入力有りを示す情報とに関連付ける操作対象
画像を体内画像Ｐ１，Ｐ２の中から切り替える。そして、制御部５４は、これら体内画像
Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像である体内画像に常時関連付けてカプセル型医療装置２
の仰角情報と方位角情報と操作情報の入力有りを示す情報とを表示するように表示部１２
を制御する。なお、制御部５４は、かかる操作対象画像の切り替えに伴う表示部１２の制
御機能以外、上述した実施の形態３における画像表示装置４３の制御部４４と同様の機能
を有する。
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【０１５３】
　表示部１２は、かかる制御部５４の制御に基づいて、撮像部２１，２２による体内画像
Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像である体内画像に常時関連付けて、カプセル型医療装置
２の仰角情報と、方位角情報と、操作情報の入力有りを示す情報とを表示する。図２４は
、本発明の実施の形態４にかかる画像表示装置の表示態様の一例を示す模式図である。表
示部１２は、例えば図２４に示すように、主画像表示領域１２ｂ，１２ｃのうちの主画像
表示領域１２ｂの周囲に枠画像３２ａを表示し、この枠画像３２ａの表示によって、この
主画像表示領域１２ｂ内の体内画像Ｐ１を操作対象画像として明示する。この場合、表示
部１２は、上述した実施の形態３の場合と同様に、この操作対象画像である体内画像Ｐ１
内に仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂを表示し、主画像表示領域１２ｂの上側近傍の情報
表示領域１２ｅに方向情報４２ｃを表示する。また、表示部１２は、操作入力部５５によ
る操作情報の入力に対応して、主画像表示領域１２ｂの近傍にマーク４２ｄまたはマーク
４２ｅを表示し、あるいは、操作対象画像である体内画像Ｐ１内のマーク４２ａまたはマ
ーク４２ｂの表示色を変更する。
【０１５４】
　ここで、かかる表示部１２のウィンドウ１２ａは、図２４に示すように、主画像表示領
域１２ｃの上側近傍に、上述した情報表示領域１２ｅと同様であるバー状の情報表示領域
１２ｆを含む。表示部１２は、体内画像Ｐ２が操作対象画像である場合、上述した主画像
表示領域１２ｂの周囲から主画像表示領域１２ｃの周囲に枠画像３２ａの表示位置を変更
して枠画像３２ａを表示し、これによって、この主画像表示領域１２ｃ内の体内画像Ｐ２
を操作対象画像として明示する。これと同時に、表示部１２は、体内画像Ｐ１内に表示し
ていた仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂを操作対象画像である体内画像Ｐ２内に表示し、
主画像表示領域１２ｂ側の情報表示領域１２ｅ内に表示していた方向情報４２ｃを主画像
表示領域１２ｃ側の情報表示領域１２ｆ内に表示する。さらに、表示部１２は、操作入力
部５５による操作情報の入力に対応して、主画像表示領域１２ｃの近傍にマーク４２ｄま
たはマーク４２ｅを表示し、あるいは、操作対象画像である体内画像Ｐ２内のマーク４２
ａまたはマーク４２ｂの表示色を変更する。
【０１５５】
　操作入力部５５は、上述したカプセル型医療装置２の磁気誘導を操作するための操作情
報および画像表示装置５３に対する指示情報の他に、画像表示装置５３に表示される操作
対象画像を選択する選択情報の入力機能を有する。図２５は、本発明の実施の形態４にお
ける操作入力部の一構成例を示す模式図である。図２５に示すように、操作入力部５５は
、上述したジョイスティック１５ａ，１５ｂおよび入力スイッチ４５ｃ，４５ｄの他に、
入力スイッチ５５ｅを備える。入力スイッチ５５ｅは、画像表示装置５３が表示する体内
画像Ｐ１，Ｐ２の中から操作対象画像を選択する選択情報を入力するためのスイッチであ
る。操作入力部５５は、入力スイッチ５５ｅの押し下げ操作に対応して、操作対象画像の
選択情報を制御装置５６の制御部５９に入力し、かかる入力スイッチ５５ｅの押し下げ操
作が行われる都度、体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像を切り替えて選択する選択
情報を制御部５９に順次入力する。具体的には、操作入力部５５は、入力スイッチ５５ｅ
の押し下げ操作に対応して、操作対象画像として体内画像Ｐ１を選択する選択情報を制御
部５９に入力し、その後の入力スイッチ５５ｅの押し下げ操作に対応して、体内画像Ｐ１
と異なる撮像方向の体内画像Ｐ２を操作対象画像として選択する選択情報を制御部５９に
入力する。なお、操作入力部５５は、かかる入力スイッチ５５ｅによる情報入力機能以外
、上述した実施の形態３における操作入力部４５と同様の機能を有する。
【０１５６】
　制御装置５６は、上述したように制御部５９を備え、操作入力部５５によって入力され
た操作対象画像の選択情報に対応して、カプセル型医療装置２の磁気誘導方向を変更する
ように磁気誘導装置３を制御するとともに、操作対象画像を切り替えるように画像表示装
置５３を制御する。なお、制御装置５６は、かかる選択情報に応じた磁気誘導装置３およ
び画像表示装置５３の制御機能以外、上述した実施の形態３における制御装置４６と同様
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の機能を有する。
【０１５７】
　制御部５９は、上述した画像表示装置５３における操作対象画像の切り替えに対応して
、磁気誘導対象であるカプセル型医療装置２の磁気誘導方向を変更するように磁気誘導装
置３を制御する。具体的には、制御部５９は、操作入力部５５によって入力された操作対
処画像の選択情報を取得する。制御部５９は、この選択情報によって選択される操作対象
画像の撮像方向の切り替えに対応して、上述した絶対座標系における誘導用磁界の磁界方
向およびベッド４の移動方向の少なくとも一方を変更してカプセル型医療装置２を磁気誘
導するように磁気誘導装置３を制御する。なお、かかる選択情報によって選択される操作
対象画像の撮像方向は、上述したカプセル型医療装置２の操作対象方向であり、例えば撮
像部２１，２２の撮像方向Ｂ１，Ｂ２のいずれかである。制御部５９は、このように選択
情報の入力に応じてカプセル型医療装置２の磁気誘導方向を変更することによって、画像
表示装置５３における操作対象画像の動き方向とジョイスティック１５ａ，１５ｂの傾動
方向との対応関係を一定に維持しつつカプセル型医療装置２の磁気誘導を制御する。
【０１５８】
　また、制御部５９は、上述した操作入力部５５によって入力された操作対象画像の選択
情報を画像表示装置５３の制御部５４に送信する。これによって、制御部５９は、上述し
た画像表示装置５３による操作対象画像の切り替えを制御する。
【０１５９】
　なお、制御部５９は、かかる選択情報の入力に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導
方向の変更機能および操作対象画像の切替制御機能以外、上述した実施の形態３における
制御装置４６の制御部４９と同様の機能を有する。
【０１６０】
　つぎに、本発明の実施の形態３にかかる制御装置５６によるカプセル型医療装置２の磁
気誘導制御について説明する。図２６は、本発明の実施の形態３にかかるカプセル型医療
装置誘導システムの制御装置の処理手順の一例を示すフローチャートである。図２７は、
実施の形態３にかかる画像表示装置が操作対象画像を切り替える状態を示す模式図である
。
【０１６１】
　制御装置５６は、上述した操作情報に基づいてカプセル型医療装置２の磁気誘導を制御
し、操作入力部５５によって操作対象画像の選択情報が入力された場合、この選択情報に
対応して、このカプセル型医療装置２の磁気誘導方向を変更するとともに、画像表示装置
５３に操作対象画像を切り替えさせる。
【０１６２】
　具体的には、図２６に示すように、制御装置５６の制御部５９は、まず、磁気誘導対象
であるカプセル型医療装置２の磁気誘導指示の有無を判断する（ステップＳ２０１）。こ
のステップＳ２０１において、制御部５９は、操作入力部５５によって操作情報を入力さ
れた場合、この操作情報に基づいてカプセル型医療装置２の磁気誘導指示有りと判断する
。一方、制御部５９は、操作入力部５５によって操作情報を入力されていない場合、カプ
セル型医療装置２の磁気誘導指示無しと判断する。
【０１６３】
　制御部５９は、このステップＳ２０１においてカプセル型医療装置２の磁気誘導指示有
りと判断した場合（ステップＳ２０１，Ｙｅｓ）、磁気誘導対象であるカプセル型医療装
置２を磁気誘導するように磁気誘導装置３を制御する（ステップＳ２０２）。このステッ
プＳ２０２において、制御部５９は、操作入力部５５から取得した操作情報によって指定
される磁気誘導方向および磁気誘導速度に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導を行う
ように磁気誘導装置３を制御する。この場合、制御部５９は、この操作情報に基づく磁気
誘導方向および磁気誘導速度に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導に必要な誘導用磁
界を発生するように磁界発生部５を制御する。且つ、制御部５９は、この操作情報に基づ
く磁気誘導方向および磁気誘導速度に応じたベッド４のテーブル部分の平行移動を行うよ
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うに駆動部４ａを制御する。また、制御部５９は、このステップＳ２０２において、この
磁気誘導状態のカプセル型医療装置２の仰角情報、方位角情報および位置情報を表示する
ように表示部１７を制御する（図１１参照）。
【０１６４】
　なお、この時点において、画像表示装置５３は、上述したように、カプセル型医療装置
２の撮像部２１，２２によって撮像された被検体１００の体内画像Ｐ１，Ｐ２を表示する
とともに、これらの体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちのいずれかである操作対象画像を明示する
。また、画像表示装置５３は、かかる体内画像Ｐ１，Ｐ２のいずれかである操作対象画像
に関連付けて、磁気誘導状態のカプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報を表示
する。さらに、画像表示装置５３は、上述した操作情報の入力に対応して、この操作情報
の入力有りを示す情報を操作対象画像に関連付けて表示する。
【０１６５】
　つぎに、制御部５９は、カプセル型医療装置２の磁気誘導時における操作対象画像の画
像切替指示の有無を判断する（ステップＳ２０３）。このステップＳ２０３において、制
御部５９は、操作入力部５５によって操作対象画像の選択情報を入力された場合、この選
択情報によって選択される操作対象画像への画像切替指示有りと判断する。一方、制御部
５９は、操作入力部５５によって操作対象画像の選択情報を入力されていない場合、操作
対象画像の画像切替指示無しと判断する。
【０１６６】
　制御部５９は、このステップＳ２０３において操作対象画像の画像切替指示有りと判断
した場合（ステップＳ２０３，Ｙｅｓ）、この操作対象画像の選択情報を画像表示装置５
３の制御部５４に送信して、カプセル型医療装置２の磁気誘導時に参照する操作対象画像
を切り替えるように画像表示装置５３を制御する（ステップＳ２０４）。また、制御部５
９は、このステップＳ２０４において、上述した図１１に示したカプセル模式画像Ｅ１に
おけるマーキング位置を、この選択情報によって選択される操作対象画像の撮像方向に応
じた位置に変更するように表示部１７を制御する。これによって、制御部５９は、この選
択情報に対応するカプセル型医療装置２の操作対象方向を表示部１７に表示させる。
【０１６７】
　一方、画像表示装置５３は、このステップＳ２０４において、かかる制御部５９から操
作対象画像の選択情報を取得し、この取得した選択情報によって選択される体内画像に操
作対象画像を切り替えるとともに、カプセル型医療装置２の仰角情報および方位角情報等
の情報表示を切り替える。
【０１６８】
　具体的には、画像表示装置５３は、この選択情報によって体内画像Ｐ２が選択された場
合、現時点の操作対象画像である体内画像Ｐ１から体内画像Ｐ２に操作対象画像を切り替
える。この場合、画像表示装置５３は、図２７に示すように、主画像表示領域１２ｂの周
囲に表示していた枠画像３２ａを主画像表示領域１２ｃの周囲に表示し、これによって、
この主画像表示領域１２ｃ内の体内画像Ｐ２を操作対象画像として明示する。また、画像
表示装置５３は、体内画像Ｐ１内に表示していた仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂを切替
後の操作対象画像である体内画像Ｐ２内に表示し、これによって、この体内画像Ｐ２に関
連付けてカプセル型医療装置２の仰角情報を表示する。さらに、画像表示装置５３は、主
画像表示領域１２ｂ側の情報表示領域１２ｅに表示していた方向情報４２ｃを主画像表示
領域１２ｃ側の情報表示領域１２ｆに表示し、これによって、この体内画像Ｐ２に関連付
けてカプセル型医療装置２の方位角情報を表示する。この場合、画像表示装置５３は、か
かる操作対象画像の切替に対応して、方向情報４２ｃによって示されるカプセル型医療装
置２の操作対象方向（すなわち方向情報４２ｃ内の矢印の向き）を変更する。また、画像
表示装置５３は、操作入力部５５による操作情報の入力に対応して、主画像表示領域１２
ｃの近傍にマーク４２ｄ，４２ｅを適宜表示し、あるいは、体内画像Ｐ２内のマーク４２
ａまたはマーク４２ｂの表示色を変更する。これによって、画像表示装置５３は、この体
内画像Ｐ２に関連付けてカプセル型医療装置２の操作情報の入力有りを示す情報を表示す
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る。
【０１６９】
　一方、画像表示装置５３は、上述した選択情報によって体内画像Ｐ１が選択された場合
、現時点の操作対象画像である体内画像Ｐ２から体内画像Ｐ１に操作対象画像を切り替え
る。この場合、画像表示装置５３は、図２７に示すように、主画像表示領域１２ｃの周囲
に表示していた枠画像３２ａを主画像表示領域１２ｂの周囲に表示し、これによって、こ
の主画像表示領域１２ｂ内の体内画像Ｐ１を操作対象画像として明示する。また、画像表
示装置５３は、体内画像Ｐ２内に表示していた仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂを切替後
の操作対象画像である体内画像Ｐ１内に表示し、これによって、この体内画像Ｐ１に関連
付けてカプセル型医療装置２の仰角情報を表示する。さらに、画像表示装置５３は、主画
像表示領域１２ｃ側の情報表示領域１２ｆに表示していた方向情報４２ｃを主画像表示領
域１２ｂ側の情報表示領域１２ｅに表示し、これによって、この体内画像Ｐ１に関連付け
てカプセル型医療装置２の方位角情報を表示する。この場合、画像表示装置５３は、かか
る操作対象画像の切替に対応して、方向情報４２ｃによって示されるカプセル型医療装置
２の操作対象方向（すなわち方向情報４２ｃ内の矢印の向き）を変更する。また、画像表
示装置５３は、操作入力部５５による操作情報の入力に対応して、主画像表示領域１２ｂ
の近傍にマーク４２ｄ，４２ｅを適宜表示し、あるいは、体内画像Ｐ１内のマーク４２ａ
またはマーク４２ｂの表示色を変更する。これによって、画像表示装置５３は、この体内
画像Ｐ１に関連付けてカプセル型医療装置２の操作情報の入力有りを示す情報を表示する
。
【０１７０】
　上述したステップＳ２０４を実行後、制御部５９は、上述したステップＳ２０３におい
て操作入力部５５が入力した選択情報に対応して、磁気誘導対象であるカプセル型医療装
置２の磁気誘導方向を変更するように磁気誘導装置３を制御する（ステップＳ２０５）。
このステップＳ２０５において、制御部５９は、この入力された選択情報によって選択さ
れる操作対象画像の撮像方向の切り替えに対応して、上述した絶対座標系における誘導用
磁界の磁界方向およびベッド４の移動方向の少なくとも一方を変更してカプセル型医療装
置２を磁気誘導するように磁気誘導装置３を制御する。これによって、制御部５９は、画
像表示装置５３における操作対象画像の動き方向と操作入力部５５の傾動方向との対応関
係を一定に維持しつつカプセル型医療装置２の磁気誘導を制御する。
【０１７１】
　具体的には、この磁気誘導対象であるカプセル型医療装置２の撮像部２１，２２の撮像
方向Ｂ１，Ｂ２が図３に示したように互いに反対方向であり、且つ、かかる撮像部２１の
撮像面の上側と撮像部２２の撮像面の上側とが同じ側である場合、制御部５９は、上述し
た操作対象画像の切替前後において、カプセル型医療装置２の操作対象方向（すなわち操
作対象画像の撮像方向）に平行な磁気誘導方向を反対方向に変更する。また、制御部５９
は、上述した操作対象画像の切替前後において、撮像部２１，２２の左右方向に平行な磁
気誘導方向を反対方向に変更し、撮像部２１，２２の上下方向Ｄ２，Ｄ３に平行な磁気誘
導方向を同じ方向にする（すなわち磁気誘導方向を変更しない）。さらに、制御部５９は
、上述した操作対象画像の切替前後において、カプセル型医療装置２の揺動動作における
磁気誘導方向、すなわち磁気誘導によるカプセル型医療装置２の揺動動作方向を反対方向
に変更し、カプセル型医療装置２の旋回動作における磁気誘導方向、すなわち磁気誘導に
よるカプセル型医療装置２の旋回動作方向を同じ方向にする。一方、この磁気誘導対象で
あるカプセル型医療装置２の撮像部２１，２２の撮像方向Ｂ１，Ｂ２が図３に示したよう
に互いに反対方向であり、且つ、かかる撮像部２１の撮像面の上側と撮像部２２の撮像面
の上側とが互いに反対側である場合、制御部５９は、上述した操作対象画像の切替前後に
おいて、カプセル型医療装置２の操作対象方向に平行な磁気誘導方向を反対方向に変更す
る。また、制御部５９は、上述した操作対象画像の切替前後において、撮像部２１，２２
の左右方向に平行な磁気誘導方向を同じ方向にし、撮像部２１，２２の上下方向Ｄ２，Ｄ
３に平行な磁気誘導方向を反対方向に変更する。さらに、制御部５９は、上述した操作対
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象画像の切替前後において、カプセル型医療装置２の揺動動作における磁気誘導方向を同
じ方向にし、カプセル型医療装置２の旋回動作における磁気誘導方向を反対方向に変更す
る。
【０１７２】
　上述したステップＳ２０５を実行後、制御部５９は、ステップＳ２０１に戻り、このス
テップＳ２０１以降の処理手順を繰り返す。一方、制御部５９は、ステップＳ２０１にお
いてカプセル型医療装置２の磁気誘導指示無しと判断した場合（ステップＳ２０１，Ｎｏ
）、ステップＳ２０３に進み、このステップＳ２０３以降の処理手順を繰り返す。また、
制御部５９は、ステップＳ２０３において操作対象画像の画像切替指示無しと判断した場
合（ステップＳ２０３，Ｎｏ）、ステップＳ２０１に戻り、このステップＳ２０１以降の
処理手順を繰り返す。
【０１７３】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態４にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型医療装置内の複数の撮像部によって撮像された各体内画像の中からカ
プセル型医療装置の磁気誘導時の操作対象画像を切り替えるようにし、かかる操作対象画
像の切替に対応して、操作対象画像として明示する体内画像を変更するとともに、カプセ
ル型医療装置の仰角情報および方位角情報の表示を切り替え、さらに、この切替後の操作
対象画像の撮像方向に応じてカプセル型医療装置の磁気誘導方向を変更するようにし、そ
の他を実施の形態３と同様に構成した。このため、上述した実施の形態３の場合と同様の
作用効果を享受するとともに、カプセル型医療装置の磁気誘導時に参照する操作対象画像
の切り替え前後において操作対象画像の動き方向と操作入力部の傾動方向との対応関係を
一定に維持しつつ、カプセル型医療装置を磁気誘導でき、これによって、表示画面内の複
数の体内画像のうちの所望の体内画像を参照しつつ被検体内部のカプセル型医療装置の磁
気誘導を容易に操作することが可能なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる。
【０１７４】
　また、複数の体内画像の中から操作対象画像を切り替えた場合であっても、かかる操作
対象画像の切り替えに対応して、カプセル型医療装置の仰角情報と方位角情報と操作情報
の入力有りを示す情報とを切り替えて表示するので、切替後の操作対象画像を参照しつつ
、被検体内部におけるカプセル型医療装置の撮像方向および磁気誘導方向を容易に視認で
きる。この結果、被検体の臓器内部検査に必要な体内画像を観察しつつ被検体内部のカプ
セル型医療装置の磁気誘導を容易に操作することができる。
【０１７５】
（実施の形態５）
　つぎに、本発明の実施の形態５について説明する。上述した実施の形態１～４では、被
検体１００内部のカプセル型医療装置２を水平方向に磁気誘導する際、液体１０１中にお
けるカプセル型医療装置２の姿勢によらず、絶対座標系の水平軸方向、すなわちＸ軸方向
またはＹ軸方向にカプセル型医療装置２を磁気誘導していたが、この実施の形態５では、
カプセル型医療装置２の長軸２７の方向および長軸２７に垂直な方向（すなわちカプセル
型医療装置２の径方向）にカプセル型医療装置２を磁気誘導できるようにしている。
【０１７６】
　図２８は、本発明の実施の形態５にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図２８に示すように、この実施の形態５にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム６１は、上述した実施の形態４にかかるカプセル型医療装置
誘導システム５１の画像表示装置５３に代えて画像表示装置６３を備え、制御装置５６に
代えて制御装置６６を備える。この実施の形態５において、画像表示装置６３は、上述し
た実施の形態４にかかる画像表示装置５３の制御部５４に代えて制御部６４を備える。ま
た、制御装置６６は、上述した実施の形態４にかかる制御装置５６の制御部５９に代えて
制御部６９を備える。その他の構成は実施の形態４と同じであり、同一構成部分には同一
符号を付している。
【０１７７】



(36) JP 5603988 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

　画像表示装置６３は、上述したように制御部６４を備え、カプセル型医療装置２の長軸
２７の方向または径方向への磁気誘導に対応する操作情報の入力有りの情報を操作対象画
像に関連付けて表示する。なお、画像表示装置６３は、かかる操作情報の入力有りの情報
表示機能以外、上述した実施の形態４における画像表示装置５３と同様の機能を有する。
【０１７８】
　制御部６４は、カプセル型医療装置２の長軸２７の方向または径方向への磁気誘導に対
応する操作情報の入力有りの情報を表示部１２に表示させる。具体的には、制御部６４は
、カプセル型医療装置２の長軸２７の方向または径方向への磁気誘導を操作するための操
作情報が操作入力部５５によって入力された旨の通知を制御装置６６の制御部６９から受
ける。制御部６４は、この入力有りの通知に基づいて、かかるカプセル型医療装置２の長
軸２７の方向または径方向への磁気誘導に対応する操作情報の入力有りを示す情報を、上
述した体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像に関連付けて表示するように表示部１２
を制御する。なお、制御部６４は、かかる操作情報の入力有りを示す情報の表示制御機能
以外、上述した実施の形態４における画像表示装置５３の制御部５４と同様の機能を有す
る。
【０１７９】
　一方、制御装置６６は、上述したように制御部６９を備え、カプセル型医療装置２の長
軸２７の方向または径方向への磁気誘導を磁気誘導装置３に行わせる。なお、制御装置６
６は、かかるカプセル型医療装置２の長軸２７の方向または径方向への磁気誘導の制御機
能以外、上述した実施の形態４における制御装置５６と同様の機能を有する。
【０１８０】
　制御部６９は、上述した操作入力部５５によって入力された操作情報に基づいて、カプ
セル型医療装置２の長軸２７の方向または径方向にカプセル型医療装置２を磁気誘導する
ように磁気誘導装置３を制御する。この場合、制御部６９は、磁界発生部５による誘導用
磁界の磁界強度および磁界方向と駆動部４ａによるベッド４の移動方向および移動量とを
制御し、かかる磁界発生部５および駆動部４ａに対する各制御の組み合わせによって、磁
気誘導装置３にカプセル型医療装置２の長軸２７の方向または径方向への磁気誘導を行わ
せる。ここで、この実施の形態５において、操作入力部５５が入力する操作情報によって
指定される磁気誘導方向は、鉛直軸周り、水平軸周り、カプセル型医療装置２の長軸２７
の方向または径方向である。また、かかるカプセル型医療装置２の長軸２７の方向として
、例えば撮像部２１または撮像部２２の撮像方向（すなわち操作対象画像の撮像方向）が
挙げられ、かかるカプセル型医療装置２の径方向として、例えば撮像部２１または撮像部
２２の撮像面の上下方向および左右方向が挙げられる。
【０１８１】
　なお、制御部６９は、鉛直軸周りのカプセル型医療装置２の磁気誘導および水平軸周り
のカプセル型医療装置２の磁気誘導について、上述した実施の形態４における制御装置５
６の制御部５９と同様に磁気誘導装置３を制御する。また、制御部６９は、かかるカプセ
ル型医療装置２の磁気誘導の制御機能以外、上述した実施の形態４における制御装置５６
の制御部５９と同様の機能を有する。
【０１８２】
　つぎに、本発明の実施の形態５における制御装置６６によって制御されるカプセル型医
療装置２の磁気誘導について説明する。図２９は、本発明の実施の形態５におけるカプセ
ル型医療装置の磁気誘導を説明する模式図である。
【０１８３】
　この実施の形態５において、操作入力部５５は、図２５に示したジョイスティック１５
ａの上下方向Ｄ５の傾動操作に対応して、カプセル型医療装置２の磁気誘導方向を長軸２
７の方向、すなわち撮像部２１，２２の撮像方向Ｂ１，Ｂ２のうちの操作対象画像の撮像
方向に決定し、この上下方向Ｄ５への傾動操作量に対応して、長軸２７の方向へのカプセ
ル型医療装置２の動作速度を決定する。この場合、操作入力部５５は、カプセル型医療装
置２の磁気誘導方向として長軸２７の方向を指定し且つ長軸２７の方向へのカプセル型医
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療装置２の動作速度を指定する操作情報を制御装置６６の制御部６９に入力する。
【０１８４】
　また、操作入力部５５は、図２５に示したジョイスティック１５ａの左右方向Ｄ６の傾
動操作に対応して、カプセル型医療装置２の磁気誘導方向をカプセル型医療装置２の径方
向、すなわち撮像部２１または撮像部２２の撮像面の左右方向に決定し、この左右方向Ｄ
６への傾動操作量に対応して、この撮像面の左右方向へのカプセル型医療装置２の動作速
度を決定する。この場合、操作入力部５５は、カプセル型医療装置２の磁気誘導方向とし
て撮像面の左右方向を指定し且つ撮像面の左右方向へのカプセル型医療装置２の動作速度
を指定する操作情報を制御装置６６の制御部６９に入力する。
【０１８５】
　一方、操作入力部５５は、２つのジョイスティック１５ａ，１５ｂの上下方向Ｄ５，Ｄ
７への同時傾動操作に対応して、カプセル型医療装置２の磁気誘導方向をカプセル型医療
装置２の径方向、すなわち撮像部２１または撮像部２２の撮像面の上下方向に決定し、こ
の上下方向Ｄ５，Ｄ７への傾動操作量に対応して、この撮像面の上下方向へのカプセル型
医療装置２の動作速度を決定する。この場合、操作入力部５５は、カプセル型医療装置２
の磁気誘導方向として撮像面の上下方向を指定し且つ撮像面の上下方向へのカプセル型医
療装置２の動作速度を指定する操作情報を制御装置６６の制御部６９に入力する。
【０１８６】
　なお、鉛直軸周りのカプセル型医療装置２の磁気誘導に対応する操作情報および水平軸
周りのカプセル型医療装置２の磁気誘導に対応する操作情報は、上述した実施の形態４の
場合と同様に操作入力部５５によって制御装置６６の制御部６９に入力される。
【０１８７】
　制御装置６６の制御部６９は、かかる操作入力部５５からの操作情報によって指定され
る磁気誘導方向および磁気誘導速度に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導を行うよう
に磁気誘導装置３を制御する。具体的には、制御部６９は、カプセル型医療装置２の長軸
２７に平行な撮像部２１の撮像方向Ｂ１または撮像部２２の撮像方向Ｂ２に向けて、この
操作情報によって指定される磁気誘導速度でのカプセル型医療装置２の磁気誘導を行うよ
うに、磁界発生部５による誘導用磁界の磁界強度および磁界方向と駆動部４ａによるベッ
ド４の移動方向および移動量とを制御する。あるいは、制御部６９は、カプセル型医療装
置２の径方向、すなわち撮像部２１または撮像部２２の撮像面の上下方向または左右方向
に向けて、この操作情報によって指定される磁気誘導速度でのカプセル型医療装置２の磁
気誘導を行うように、磁界発生部５による誘導用磁界の磁界強度および磁界方向と駆動部
４ａによるベッド４の移動方向および移動量とを制御する。
【０１８８】
　カプセル型医療装置２は、被検体１００内部の液体１０１中において、かかる磁気誘導
装置３による磁気誘導に応じた各種動作を行う。具体的には、図２９に示すように、液体
１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジョイスティック１５ａの上下方向Ｄ５の
傾動操作に対応して、長軸２７の方向（すなわち操作対象画像の撮像方向）に前進または
後進する前後進動作を行う。また、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、上述したジ
ョイスティック１５ａの左右方向Ｄ６の傾動操作に対応して、カプセル型医療装置２の径
方向、詳細には操作対象画像の撮像面（すなわち撮像部２１，２２のいずれかの撮像面）
の左右方向に移動する左右動作を行う。また、液体１０１中のカプセル型医療装置２は、
上述したジョイスティック１５ａ，１５ｂの同時の傾動操作に対応して、カプセル型医療
装置２の径方向、詳細には操作対象画像の撮像面の上下方向に移動する上下動作を行う。
【０１８９】
　つぎに、本発明の実施の形態５における画像表示装置６３による操作情報の入力有りを
示す情報の表示処理について説明する。図３０は、本発明の実施の形態５にかかる画像表
示装置の表示態様の一例を示す模式図である。
【０１９０】
　画像表示装置６３は、上述した体内画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像に関連付けて
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、操作入力部５５によるカプセル型医療装置２の操作情報の入力有りを示す情報を表示す
る。この場合、画像表示装置６３の制御部６４は、上述したように、操作入力部５５によ
ってカプセル型医療装置２の操作情報が入力された旨を示す通知を制御装置６６の制御部
６９から受け、この通知に基づく操作情報の入力有りを示す情報を表示するように表示部
１２を制御する。
【０１９１】
　表示部１２は、かかる制御部６４の制御に基づいて、例えば図３０に示すように、体内
画像Ｐ１，Ｐ２のうちの操作対象画像である体内画像Ｐ１に関連付けて、カプセル型医療
装置２の長軸２７の方向または径方向への磁気誘導に対応する操作情報の入力有りを示す
情報を表示する。この場合、表示部１２は、主画像表示領域１２ｂの近傍にマーク４２ｄ
～４２ｇのうちのいずれかを表示し、あるいは、操作対象画像である体内画像Ｐ１内に表
示したマーク６２ａの表示色を変更する。
【０１９２】
　ここで、マーク４２ｄは、図２９に示したカプセル型医療装置２の左右動作のうちのカ
プセル型医療装置２の操作対象方向（例えば撮像方向Ｂ１）に向かって左側への動作をカ
プセル型医療装置２に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。また、
マーク４２ｅは、図２９に示したカプセル型医療装置２の左右動作のうちのカプセル型医
療装置２の操作対象方向に向かって右側への動作をカプセル型医療装置２に行わせる磁気
誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。一方、マーク４２ｆは、図２９に示したカ
プセル型医療装置２の上下動作のうちのカプセル型医療装置２の操作対象方向に向かって
上側への動作をカプセル型医療装置２に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情
報である。また、マーク４２ｇは、図２９に示したカプセル型医療装置２の上下動作のう
ちのカプセル型医療装置２の操作対象方向に向かって下側への動作をカプセル型医療装置
２に行わせる磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。一方、マーク６２ａは、
図２９に示したカプセル型医療装置２の前後進動作をカプセル型医療装置２に行わせる磁
気誘導の操作情報の入力有りを示す情報である。
【０１９３】
　表示部１２は、操作入力部５５のジョイスティック１５ａが左右方向Ｄ６のうちの左方
向に傾動操作された場合、図３０に示すように、主画像表示領域１２ｂの左側近傍であっ
て体内画像Ｐ１の中心線上にマーク４２ｄを表示する。また、表示部１２は、操作入力部
５５のジョイスティック１５ａが左右方向Ｄ６のうちの右方向に傾動操作された場合、図
３０に示すように、主画像表示領域１２ｂの右側近傍であって体内画像Ｐ１の中心線上に
マーク４２ｅを表示する。一方、表示部１２は、操作入力部５５のジョイスティック１５
ａ，１５ｂが奥側に向かって同時に傾動操作された場合、図３０に示すように、主画像表
示領域１２ｂの上側近傍にマーク４２ｆを表示する。また、表示部１２は、操作入力部５
５のジョイスティック１５ａ，１５ｂが手前側に向かって同時に傾動操作された場合、図
３０に示すように、主画像表示領域１２ｂの下側近傍にマーク４２ｇを表示する。
【０１９４】
　一方、表示部１２は、図３０に示すように、操作対象画像である体内画像Ｐ１内であっ
て、上述した仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂ間の中心位置にマーク６２ａを表示する。
表示部１２は、体内画像Ｐ１内においてマーク４２ａ，４２ｂ，６２ａを縦一列に並べて
表示する。表示部１２は、制御部６４の制御に基づいて、かかるマーク４２ａ，４２ｂと
の間隔を一定に維持しつつマーク４２ａ，４２ｂとともにマーク６２ａを移動する。
【０１９５】
　ここで、表示部１２は、操作入力部５５のジョイスティック１５ａが上下方向Ｄ５に傾
動操作された場合、かかる体内画像Ｐ１内のマーク６２ａの表示色をデフォルト色（例え
ば黄色等）から別の色（例えば青色等）に変化させる。これによって、表示部１２は、か
かるジョイスティック１５ａの傾動操作に対応する操作情報、すなわち図２９に示したカ
プセル型医療装置２の前後進動作をカプセル型医療装置２に行わせる磁気誘導の操作情報
の入力有りを示す情報を表示する。
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【０１９６】
　なお、表示部１２は、操作入力部５５による操作情報の入力の有無によらず、主画像表
示領域１２ｂの近傍にマーク４２ｄ～４２ｇを所定の色（例えば白色等）で常時表示し、
かかる操作情報が入力された場合に、マーク４２ｄ～４２ｇのうちの操作情報に対応する
マークの色を別の色（例えば黄色等）に変えて表示してもよい。
【０１９７】
　また、上述した図３０においては、一例として撮像部２１による体内画像Ｐ１が操作対
象画像であり、この体内画像Ｐ１に関連付けて、仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂ、方向
情報４２ｃおよびマーク４２ｄ～４２ｇ，６２ａを表示しているが、本発明は、これに限
定されない。すなわち、撮像部２２による体内画像Ｐ２が操作対象画像であってもよく、
この場合、表示部１２は、操作対象画像である体内画像Ｐ２に関連付けて、上述した仰角
情報のマーク４２ａ，４２ｂ、方向情報４２ｃおよびマーク４２ｄ～４２ｇ，６２ａを表
示すればよい。なお、かかる表示部１２による仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂ、方向情
報４２ｃおよび枠画像３２ａの各表示処理は、上述した実施の形態４の場合と同様である
。
【０１９８】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態５にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型医療装置の長軸方向または径方向に向けてカプセル型医療装置を磁気
誘導するとともに、この磁気誘導の操作情報の入力有りを示す情報を操作対象画像に関連
付けて表示するようにし、その他を実施の形態４と同様に構成した。このため、上述した
実施の形態４の場合と同様の作用効果を享受するとともに、カプセル型医療装置の磁気誘
導を操作する際に参照する操作対象画像の撮像方向を基準に、被検体内部のカプセル型医
療装置を容易に磁気誘導することが可能なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる
。
【０１９９】
（実施の形態６）
　つぎに、本発明の実施の形態６について説明する。この実施の形態６にかかるカプセル
型医療装置誘導システムでは、液面に浮揚した状態のカプセル型医療装置２を液面下に向
けて磁気誘導する前に、このカプセル型医療装置２を印加磁界によって一時的に揺動動作
させ、これによって、このカプセル型医療装置２に対する液面の表面張力の作用を排除し
ている。
【０２００】
　図３１は、本発明の実施の形態６にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図３１に示すように、この実施の形態６にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム７１は、上述した実施の形態５にかかるカプセル型医療装置
誘導システム６１の制御装置６６に代えて制御装置７６を備える。この実施の形態６にお
いて、制御装置７６は、上述した実施の形態５にかかる制御装置６６の制御部６９に代え
て制御部７９を備える。その他の構成は実施の形態５と同じであり、同一構成部分には同
一符号を付している。
【０２０１】
　制御装置７６は、上述したように制御部７９を備え、被検体１００内部のカプセル型医
療装置２を液体１０１の液面下に磁気誘導する前に、この液面に浮遊した状態のカプセル
型医療装置２に対して作用する液面の表面張力を排除するように磁気誘導装置３を制御す
る。制御装置７６は、このように液面の表面張力の作用から解放された状態のカプセル型
医療装置２を液面下に向けて磁気誘導するように磁気誘導装置３を制御する。なお、制御
装置７６は、かかるカプセル型医療装置２に作用する液面の表面張力の排除制御機能以外
、上述した実施の形態５における制御装置６６と同様の機能を有する。
【０２０２】
　制御部７９は、操作入力部５５からの操作情報によって液体１０１の液面下に向けての
カプセル型医療装置２の磁気誘導を指定された場合、この操作情報に基づいて、カプセル
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型医療装置２に対する液面の表面張力の作用を排除するように磁気誘導装置３を制御し、
次いで、この液面の表面張力の作用から解放された状態のカプセル型医療装置２を液面下
に向けて磁気誘導するように磁気誘導装置３を制御する。この場合、制御部７９は、カプ
セル型医療装置２に対する液面の表面張力の作用を排除する排除用磁界をカプセル型医療
装置２に印加するように磁界発生部５を制御し、この磁界発生部５の制御を通して、この
カプセル型医療装置２に対する液面の表面張力の排除を制御する。なお、制御部７９は、
かかるカプセル型医療装置２に対する液面の表面張力の排除制御機能以外、上述した実施
の形態５における制御装置６６の制御部６９と同様の機能を有する。
【０２０３】
　つぎに、本発明の実施の形態６にかかる制御装置７６によるカプセル型医療装置２の磁
気誘導制御について説明する。図３２は、液面に浮揚した状態のカプセル型医療装置を液
面下に向けて磁気誘導する際の制御装置の処理手順の一例を示すフローチャートである。
図３３は、カプセル型医療装置に対する液面の表面張力の作用を排除する状態を示す模式
図である。図３４は、液体中のカプセル型医療装置の姿勢を復帰させる状態を示す模式図
である。
【０２０４】
　制御装置７６は、上述した図２６に示したステップＳ２０２において、液体１０１の液
面に浮揚した状態のカプセル型医療装置２に対する液面の表面張力の作用を排除した後に
、この液面下に向けてカプセル型医療装置２を磁気誘導するように磁気誘導装置３を制御
する。
【０２０５】
　すなわち、図３２に示すように、制御装置７６の制御部７９は、被検体１００内部のカ
プセル型医療装置２を液体１０１の液面下に向けて磁気誘導する前に、この液面に浮揚し
た状態のカプセル型医療装置２に対する液面の表面張力の作用を排除するように磁気誘導
装置３を制御する（ステップＳ３０１）。
【０２０６】
　このステップＳ３０１において、制御部７９は、このカプセル型医療装置２に対する液
面の表面張力の作用を排除するための排除用磁界を発生するように磁界発生部５を制御す
る。ここで、この排除用磁界は、水平軸周りに所定の回転周波数（例えば０．５～３Ｈｚ
）で往復回転する回転磁界であり、上述した誘導用磁界とは別にカプセル型医療装置２に
印加される。磁界発生部５は、かかる制御部７９の制御に基づいて、このカプセル型医療
装置２に排除用磁界を印加し、これによって、このカプセル型医療装置２に対する液面の
表面張力の作用を排除する。
【０２０７】
　かかる排除用磁界の作用によって、この浮揚状態のカプセル型医療装置２は、その姿勢
を一時的に変化させつつ液体１０１の液面下に沈む。具体的には、液体１０１の液面に浮
揚状態のカプセル型医療装置２は、上述したように永久磁石２６を内蔵しており、磁界発
生部５による排除用磁界に追従して図３３に示す番号順に水平軸周りの往復回転動作を行
う。この場合、この浮揚状態のカプセル型医療装置２は、例えば０．５～３Ｈｚの回転周
波数での往復回転動作を行い、これによって、その姿勢を高速変化させるとともに鉛直下
方の慣性力を生成する。この浮揚状態のカプセル型医療装置２は、かかる鉛直下方の慣性
力によって液面下に一時的に沈み込み、この結果、この液面の表面張力の作用から解放さ
れる。
【０２０８】
　上述したステップＳ３０１の処理手順を実行後、制御部７９は、この液面の表面張力の
作用から解放された状態のカプセル型医療装置２に鉛直下方の磁力を印加するように磁界
発生部５を制御する（ステップＳ３０２）。このステップＳ３０２において、磁界発生部
５は、かかる制御部７９の制御に基づいて、この表面張力からの解放状態のカプセル型医
療装置２、すなわち、上述した排除用磁界の作用によって液体１０１の液面下に一時的に
沈み込んだ状態のカプセル型医療装置２に鉛直下方の磁界を印加する。これによって、磁
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界発生部５は、図３３に示すように、この液面下のカプセル型医療装置２に鉛直下方の磁
気引力を印加し、この磁気引力の作用によって、液面下における液面近傍の位置にカプセ
ル型医療装置２を維持する。なお、かかる磁界発生部５による鉛直下方の磁界は、このカ
プセル型医療装置２に作用する重力と浮力との差を打ち消す程度の磁力を有する磁界であ
ることが望ましい。
【０２０９】
　その後、制御部７９は、ステップステップＳ３０１において姿勢変更したカプセル型医
療装置２の姿勢を表面張力作用の排除前の状態に復帰するように磁界発生部５を制御する
（ステップＳ３０３）。このステップＳ３０３において、磁界発生部５は、かかる制御部
７９の制御に基づいて、この液面下のカプセル型医療装置２に姿勢復帰用の磁界を印加す
る。具体的には、磁界発生部５は、上述したステップＳ３０１において浮揚状態のカプセ
ル型医療装置２に表面張力作用の排除用磁界を印加する直前にカプセル型医療装置２に印
加した誘導用磁界と同じ磁界方向の磁界を、姿勢復帰用の磁界としてこの液面下のカプセ
ル型医療装置２に印加する。これによって、磁界発生部５は、この液面下のカプセル型医
療装置２の姿勢を表面張力作用の排除前の姿勢（図３３の破線によって示される姿勢）に
復帰させる。
【０２１０】
　かかる姿勢復帰用の磁界の作用によって、この液面下のカプセル型医療装置２は、表面
張力作用の排除前の姿勢を復帰する。具体的には、図３４に示すように、この液面下のカ
プセル型医療装置２は、かかる姿勢復帰用の磁界に追従して揺動動作等の姿勢復帰動作を
行い、これによって、上述した排除用磁界を印加される直前の姿勢（表面張力作用の排除
前の姿勢）を再現する。
【０２１１】
　上述したステップＳ３０３の処理手順を実行後、制御部７９は、上述した操作入力部５
５の操作に応じたカプセル型医療装置２の磁気誘導を行うように磁気誘導装置３を制御し
（ステップＳ３０４）、その後、上述した図２６に示したステップＳ２０２にリターンす
る。このステップＳ３０４において、制御部７９は、上述した操作入力部５５からの操作
情報によって指定される磁気誘導方向および磁気誘導速度でのカプセル型医療装置２の磁
気誘導を行うように磁気誘導装置３を制御する。この場合、この液面下のカプセル型医療
装置２は、上述した実施の形態５の場合と同様に、揺動動作、旋回動作、操作対象画像の
撮像方向への前後進動作、操作対象画像の撮像方向を基準とする左右動作および上下動作
のうちの少なくとも一つを行う。
【０２１２】
　ここで、従来のカプセル型医療装置誘導システムは、液面に浮揚状態のカプセル型医療
装置２を液面下に磁気誘導する際、この浮揚状態のカプセル型医療装置２内部の永久磁石
２６に、液面下方側の磁化方向を有する誘導用磁界を印加する。この場合、従来のカプセ
ル型医療装置誘導システムは、この浮揚状態のカプセル型医療装置２に作用する液面の表
面張力に抗するために、液面下におけるカプセル型医療装置２の磁気誘導時に比して強い
磁界強度の誘導用磁界を発生させる必要がある。すなわち、従来のカプセル型医療装置誘
導システムは、かかる高磁界強度の誘導用磁界の作用によって、この浮揚状態のカプセル
型医療装置２を液面下に沈めると同時に液面下方にカプセル型医療装置２を磁気誘導する
。このため、従来のカプセル型医療装置誘導システムは、液面下の近傍においてカプセル
型医療装置２を制動することが困難であり、液体１０１中における意図しない位置または
方向にカプセル型医療装置２を磁気誘導する可能性がある。
【０２１３】
　これに対し、本発明の実施の形態６にかかるカプセル型医療装置誘導システム７１は、
液体１０１の液面に浮揚状態のカプセル型医療装置２を液面下に磁気誘導する際、上述し
たように、この浮揚状態のカプセル型医療装置２に排除用磁界を印加してカプセル型医療
装置２に対する液面の表面張力の作用を予め排除する。次いで、カプセル型医療装置誘導
システム７１は、この表面張力の作用から解放された状態のカプセル型医療装置２を磁力
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によって液面下の近傍に止めるとともに、この液面下のカプセル型医療装置２の姿勢を元
の状態に復帰させる。その後、カプセル型医療装置誘導システム７１は、かかる状態のカ
プセル型医療装置２に上述した誘導用磁界を印加してカプセル型医療装置２の磁気誘導を
実行する。このようなカプセル型医療装置誘導システム７１は、カプセル型医療装置２か
ら液面の表面張力の作用を排除した後にカプセル型医療装置２の磁気誘導を実行すること
ができ、この結果、液面下の近傍においてカプセル型医療装置２を容易に制動できるとと
もに、液体１０１中における所望の位置または方向にカプセル型医療装置２を容易に磁気
誘導することができる。
【０２１４】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態６にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、液面の表面張力の作用を排除するための排除用磁界を液面に浮揚状態のカプセル
型医療装置に印加して、このカプセル型医療装置を液面の表面張力の作用から解放し、そ
の後、この表面張力から解放状態のカプセル型医療装置に誘導用磁界を印加して、このカ
プセル型医療装置を磁気誘導するようにし、その他を実施の形態５と同様に構成した。こ
のため、上述した実施の形態５の場合と同様の作用効果を享受するとともに、必要以上に
高い磁界強度の誘導用磁界をカプセル型医療装置に印加することなく、液面に浮揚状態の
カプセル型医療装置を液面下に円滑に磁気誘導することが可能なカプセル型医療装置誘導
システムを実現できる。
【０２１５】
（実施の形態７）
　つぎに、本発明の実施の形態７について説明する。上述した実施の形態１～６では、被
検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気的に捕捉する磁界発生部５の磁界発生制御
と被検体１００を支持するベッド４のテーブル部分の移動制御とを組み合わせてカプセル
型医療装置２の磁気誘導を制御していたが、この実施の形態７では、絶対座標系のＸ軸、
Ｙ軸およびＺ軸の各軸方向の磁界を合成して生成される誘導用磁界によってカプセル型医
療装置を磁気誘導している。
【０２１６】
　図３５は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図３５に示すように、この実施の形態７にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム８１は、上述した実施の形態６にかかるカプセル型医療装置
誘導システム７１のカプセル型医療装置２に代えてカプセル型医療装置８２を備え、磁気
誘導装置３に代えて磁気誘導装置８３を備え、制御装置７６に代えて制御装置８６を備え
る。また、カプセル型医療装置誘導システム８１は、被検体１００内部におけるカプセル
型医療装置８２の位置を検出する位置検出部８４を備える。この実施の形態７において、
制御装置８６は、上述した実施の形態６にかかる制御装置７６の制御部７９に代えて制御
部８９を備える。その他の構成は実施の形態６と同じであり、同一構成部分には同一符号
を付している。
【０２１７】
　カプセル型医療装置８２は、被検体１００の体内画像の撮像機能および無線通信機能を
内蔵するカプセル型の医療装置であり、磁気誘導装置８３によって磁気誘導可能である。
図３６は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示す模式図で
ある。図３６に示すように、この実施の形態７にかかるカプセル型医療装置８２は、カプ
セル型筐体２０の外壁に、螺旋形状をなす螺旋構造体２０ｄを備える。また、このカプセ
ル型医療装置８２において、永久磁石２６は、その中心軸をカプセル型筐体２０の長軸２
７上に配置した態様で内蔵される。なお、この永久磁石２６の中心軸は、磁気誘導装置８
３による誘導用磁界に追従して回転する際の回転軸の一つである。かかるカプセル型医療
装置８２におけるその他の構成は、上述した実施の形態１～６におけるカプセル型医療装
置２と同じであり、同一構成部分には同一符号を付している。
【０２１８】
　螺旋構造体２０ｄは、カプセル型医療装置８２の長軸２７の方向の推進力を生成するた
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めの構造体である。具体的には、螺旋構造体２０ｄは、図３６に示すように、カプセル型
筐体２０の長軸２７周りの螺旋形状を形成する態様でカプセル型筐体２０の外壁に固定さ
れる。螺旋構造体２０ｄは、このカプセル型筐体２０の外壁から螺旋形状に沿って突起し
た状態であり、被検体１００内部において腸等の消化管壁に接触し、長軸２７周りに回転
しつつ消化管壁と螺接する。この結果、螺旋構造体２０ｄは、カプセル型医療装置８２の
長軸２７の方向の推進力を生成する。カプセル型医療装置８２は、かかる螺旋構造体２０
ｄが生成した推進力によって、長軸２７の方向に前後進動作する。
【０２１９】
　磁気誘導装置８３は、被検体１００内部のカプセル型医療装置８２を磁気誘導するため
のものである。具体的には、磁気誘導装置８３は、ヘルムホルツコイル等の磁界発生コイ
ルを複数組み合わせたものを用いて実現される。磁気誘導装置８３は、上述した絶対座標
系の各軸方向（Ｘ軸方向、Ｙ軸方向、Ｚ軸方向）に対して電源部７からの通電量に基づく
磁界強度の磁界を各々発生し、これら各軸方向の磁界を合成することによって誘導用磁界
を発生する。なお、かかる磁気誘導装置８３による誘導用磁界は、絶対座標系における３
次元的な一様磁界、回転磁界または勾配磁界である。磁気誘導装置８３は、絶対座標系の
３次元空間内部である被検体１００内部のカプセル型医療装置８２に誘導用磁界を印加し
、これによって、磁気誘導装置８３は、被検体内部１００のカプセル型医療装置８２を磁
気誘導し、この結果、この被検体１００内部におけるカプセル型医療装置８２の３次元的
な位置および姿勢を制御する。
【０２２０】
　位置検出部８４は、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置８２の位置を検出す
る。具体的には、位置検出部８４は、磁界検出コイル等を用いて実現される。位置検出部
８４は、制御装置８６の制御に基づいて、このカプセル型医療装置８２内部の永久磁石２
６から発生した磁界を検出する。位置検出部８４は、この磁界の検出結果（磁界強度等）
をもとに、絶対座標系におけるカプセル型医療装置８２の３次元的な位置、すなわち被検
体１００内部におけるカプセル型医療装置８２の位置を検出する。位置検出部８４は、か
かるカプセル型医療装置８２の位置検出結果を制御装置８６の制御部８９に送信する。
【０２２１】
　なお、位置検出部８４は、かかる磁界検出結果に基づいた位置検出処理を行うものに限
らず、カプセル型医療装置８２からの無線信号を受信する複数の受信アンテナを備え、こ
れら複数の受信アンテナの各受信電界強度をもとに、被検体１００内部におけるカプセル
型医療装置８２の位置を検出してもよい。
【０２２２】
　制御装置８６は、上述したように制御部８９を備え、上述した磁気誘導装置８３および
位置検出部８４を各々制御する。なお、制御装置８６は、かかる磁気誘導装置８３および
位置検出部８４の各制御機能以外、上述した実施の形態６における制御装置７６と同様の
機能を有する。
【０２２３】
　制御部８９は、操作入力部５５によって入力された操作情報に基づいて、磁気誘導装置
８３の各磁界発生コイルに対する電源部７の通電量を制御し、この電源部７の制御を通し
て、磁気誘導装置８３の誘導用磁界発生動作を制御する。この場合、制御部８９は、上述
した位置検出部８４を制御して被検体１００内部におけるカプセル型医療装置８２の位置
検出結果を位置検出部８４から取得する。制御部８９は、この取得した位置検出結果に示
される絶対座標系の座標位置、すなわち被検体１００内部におけるカプセル型医療装置８
２の現在位置に、操作入力部５５からの操作情報に応じた誘導用磁界を印加するように磁
気誘導装置８３を制御する。また、制御部８９は、この位置検出部８４から取得したカプ
セル型医療装置８２の位置検出結果に基づいて、被検体１００内部におけるカプセル型医
療装置８２の位置情報を表示するように表示部１７を制御する。なお、制御部８９は、か
かる磁気誘導装置８３および位置検出部８４の各制御機能以外、上述した実施の形態６に
おける制御装置７６の制御部７９と同様の機能を有する。
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【０２２４】
　つぎに、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置８２の長軸２７の方向への
磁気誘導について説明する。図３７は、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装
置を長軸方向に磁気誘導する状態を示す模式図である。
【０２２５】
　カプセル型医療装置８２は、被検体１００の腸等の消化管内に到達した場合、図３７に
示すように、この消化管壁と螺旋構造体２０ｄとを螺接した状態になる。ここで、磁気誘
導装置８３は、制御部８９の制御に基づいて、このカプセル型医療装置８２の長軸２７周
りに回転する誘導用磁界を発生し、この長軸２７周りの誘導用磁界をカプセル型医療装置
８２内の永久磁石２６に印加する。この場合、永久磁石２６は、かかる誘導用磁界に追従
して螺旋構造体２０ｄとともに長軸２７周りに回転する。螺旋構造体２０ｄは、消化管壁
と螺接しつつ長軸２７周りに回転し、これによって、長軸２７の方向の推進力を生成する
。カプセル型医療装置８２は、かかる螺旋構造体２０ｄの作用によって、長軸２７の方向
に前後進動作する。磁気誘導装置８３は、このように誘導用磁界の作用によってカプセル
型医療装置８２に前後進動作を行わせつつ、長軸２７の方向にカプセル型医療装置８２を
磁気誘導する。
【０２２６】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態７にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型筐体の長軸周りの螺旋構造体を備えたカプセル型医療装置を被検体の
臓器内部に導入し、絶対座標系の各軸方向の磁界を合成して生成される誘導用磁界を被検
体内部のカプセル型医療装置に印加して、このカプセル型医療装置を磁気誘導するように
し、その他を実施の形態６と同様に構成した。このため、上述した実施の形態６の場合と
同様の作用効果を享受するとともに、たとえ小腸または大腸等の小径の消化管内部であっ
ても、この消化管壁と螺接した状態の螺旋構造体をカプセル型筐体の長軸周りに回転する
ことによって、この消化管に沿ってカプセル型医療装置を容易に磁気誘導することが可能
なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる。
【０２２７】
（実施の形態８）
　つぎに、本発明の実施の形態８について説明する。上述した実施の形態１～６では、被
検体１００内部のカプセル型医療装置２を磁気的に捕捉する磁界発生部５の磁界発生制御
と被検体１００を支持するベッド４のテーブル部分の移動制御とを組み合わせてカプセル
型医療装置２の磁気誘導を制御していたが、この実施の形態８では、誘導用磁界として発
生させた勾配磁界によってカプセル型医療装置を磁気誘導している。
【０２２８】
　図３８は、本発明の実施の形態８にかかるカプセル型医療装置誘導システムの一構成例
を模式的に示すブロック図である。図３８に示すように、この実施の形態８にかかるカプ
セル型医療装置誘導システム９１は、上述した実施の形態６にかかるカプセル型医療装置
誘導システム７１のカプセル型医療装置２に代えてカプセル型医療装置９２を備え、磁気
誘導装置３に代えて磁気誘導装置９３を備え、制御装置７６に代えて制御装置９６を備え
る。また、カプセル型医療装置誘導システム９１は、被検体１００内部におけるカプセル
型医療装置９２の位置および姿勢を検出する位置姿勢検出部９４を備える。この実施の形
態８において、制御装置９６は、上述した実施の形態６にかかる制御装置７６の制御部７
９に代えて制御部９９を備える。その他の構成は実施の形態６と同じであり、同一構成部
分には同一符号を付している。
【０２２９】
　カプセル型医療装置９２は、被検体１００の体内画像の撮像機能および無線通信機能を
内蔵するカプセル型の医療装置であり、磁気誘導装置９３によって磁気誘導可能である。
図３９は、本発明の実施の形態８にかかるカプセル型医療装置の一構成例を示す模式図で
ある。図３９に示すように、この実施の形態８にかかるカプセル型医療装置９２は、上述
したように径方向に磁化する永久磁石２６に代えてカプセル型筐体２０の長軸２７の方向
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に磁化する永久磁石９７を備える。なお、かかるカプセル型医療装置９２におけるその他
の構成は、上述した実施の形態１～６におけるカプセル型医療装置２と同じであり、同一
構成部分には同一符号を付している。
【０２３０】
　永久磁石９７は、磁気誘導装置９３によるカプセル型医療装置９２の磁気誘導を可能に
するためのものである。永久磁石９７は、撮像部２１，２２に対して相対的に固定された
状態でカプセル型筐体２０の内部に配置される。この場合、永久磁石９７は、図３９に示
すように、カプセル型筐体２０の長軸２７の方向に磁化する。すなわち、永久磁石９７の
磁化方向は、上述した撮像部２１，２２の撮像方向と平行である。また、永久磁石９７の
中心軸９７ａは、カプセル型筐体２０の長軸２７に対して平行であってカプセル型医療装
置２の重心２９から外れている。すなわち、永久磁石９７の中心軸９７ａ上には、カプセ
ル型医療装置９２の重心２９は位置しない。
【０２３１】
　このように配置された永久磁石９７には、磁気誘導装置９３によってカプセル型医療装
置９２の外部から誘導用磁界が印加される。永久磁石９７は、かかる誘導用磁界に追従し
て動作し、この結果、磁気誘導装置９３によるカプセル型医療装置９２の磁気誘導を実現
する。この場合、カプセル型医療装置９２は、かかる永久磁石９７の作用によって、被検
体１００内部における位置、姿勢および方向の少なくとも一つを変更する動作を行う。あ
るいは、カプセル型医療装置９２は、かかる永久磁石９７の作用によって、被検体１００
内部における所望の位置に停止した状態を維持する。
【０２３２】
　磁気誘導装置９３は、被検体１００内部のカプセル型医療装置９２を磁気誘導するため
のものである。具体的には、磁気誘導装置９３は、複数の磁界発生コイルを組み合わせて
実現される。磁気誘導装置９３は、電源部７から供給された電力をもとに、上述した絶対
座標系における所望の方向に磁束密度が変化する勾配磁界を発生し、この勾配磁界を誘導
用磁界として被検体１００内部のカプセル型医療装置９２に印加する。これによって、磁
気誘導装置９３は、絶対座標系の３次元空間内部である被検体１００内部のカプセル型医
療装置９２を磁気誘導する。より具体的には、磁気誘導装置９３は、この印加した勾配磁
界の磁界方向によって、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置９２の姿勢（すな
わちカプセル型医療装置９２の長軸２７の３次元的な方向）を制御する。また、磁気誘導
装置９３は、この印加した勾配磁界の磁気引力によって、被検体１００内部におけるカプ
セル型医療装置９２の位置を制御する。
【０２３３】
　位置姿勢検出部９４は、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置９２の位置およ
び姿勢を検出する。具体的には、位置姿勢検出部９４は、磁界検出コイル等を用いて実現
される。位置姿勢検出部９４は、制御装置９６の制御に基づいて、このカプセル型医療装
置９２内部の永久磁石９７から発生した磁界の磁界強度および磁界方向を検出する。位置
姿勢検出部９４は、この検出した磁界強度をもとに、絶対座標系におけるカプセル型医療
装置９２の３次元的な位置、すなわち被検体１００内部におけるカプセル型医療装置９２
の位置を検出する。また、位置姿勢検出部９４は、この検出した磁界方向をもとに、絶対
座標系におけるカプセル型医療装置９２の長軸２７の方向および径方向を検出し、この長
軸２７の方向および径方向によって規定されるカプセル型医療装置９２の姿勢を検出する
。位置姿勢検出部９４は、かかるカプセル型医療装置９２の位置および姿勢の各検出結果
を制御装置９６の制御部９９に送信する。
【０２３４】
　なお、位置姿勢検出部９４は、かかる磁界検出結果に基づいた位置検出処理を行うもの
に限らず、カプセル型医療装置９２からの無線信号を受信する複数の受信アンテナを備え
、これら複数の受信アンテナの各受信電界強度をもとに、被検体１００内部におけるカプ
セル型医療装置９２の位置を検出してもよい。
【０２３５】
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　制御装置９６は、上述したように制御部９９を備え、上述した磁気誘導装置９３および
位置姿勢検出部９４を各々制御する。なお、制御装置９６は、かかる磁気誘導装置９３お
よび位置姿勢検出部９４の各制御機能以外、上述した実施の形態６における制御装置７６
と同様の機能を有する。
【０２３６】
　制御部９９は、操作入力部５５によって入力された操作情報に基づいて、磁気誘導装置
９３の各磁界発生コイルに対する電源部７の通電量を制御し、この電源部７の制御を通し
て、磁気誘導装置９３の誘導用磁界発生動作を制御する。この場合、制御部９９は、操作
入力部５５からの操作情報によって指定される磁気誘導方向に基づいて、絶対座標系にお
ける誘導用磁界の勾配方向および磁界方向を決定する。また、制御部９９は、この操作情
報によって指定される磁気誘導速度に基づいて、絶対座標系における誘導用磁界の勾配変
化（すなわち誘導用磁界による磁気引力）を決定する。制御部９９は、このように決定し
た勾配方向、磁界方向および勾配変化を有する誘導用磁界を被検体１００内部のカプセル
型医療装置９２に印加するように磁気誘導装置９３を制御する。制御部９９は、かかる誘
導用磁界の磁界方向の制御を通して、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置９２
の姿勢を制御し、かかる誘導用磁界の勾配方向および勾配変化の制御を通して、被検体１
００内部におけるカプセル型医療装置９２の位置を制御する。
【０２３７】
　また、制御部９９は、上述した位置姿勢検出部９４を制御して、被検体１００内部にお
けるカプセル型医療装置９２の位置および姿勢の各検出結果を位置姿勢検出部９４から取
得する。制御部９９は、この位置姿勢検出部９４から取得したカプセル型医療装置９２の
位置検出結果に基づいて、被検体１００内部におけるカプセル型医療装置９２の位置情報
を表示するように表示部１７を制御する。また、制御部９９は、この位置姿勢検出部９４
から取得したカプセル型医療装置９２の姿勢検出結果に基づいて、被検体１００内部にお
けるカプセル型医療装置９２の仰角および方位角を算出する。制御部９９は、このように
算出したカプセル型医療装置９２の仰角情報および方位角情報を表示するように表示部１
７を制御する。なお、かかる制御部９９が有するその他の機能は、上述した実施の形態６
における制御装置７６の制御部７９と同様である。
【０２３８】
　なお、この実施の形態８において、画像表示装置６３の制御部６４は、上述した制御装
置９６の制御部９９から位置姿勢検出部９４によるカプセル型医療装置９２の姿勢検出結
果を取得する。制御部６４は、この取得した姿勢検出結果に基づいて上述した体内画像の
交線方向と表示画面の上下方向とを一致させて、表示部１２に体内画像を表示させる。こ
の場合、画像処理部１４ａは、制御装置９６の制御部９９から取得したカプセル型医療装
置９２の姿勢検出結果をもとに、カプセル型医療装置９２の固体撮像素子２１ｃ，２２ｃ
の各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３を算出する。画像処理部１４ａは、既知であるカプセル
型筐体２０の径方向と固体撮像素子２１ｃ，２２ｃの各撮像面の上下方向Ｄ２，Ｄ３との
相対関係をもとに、必要に応じて体内画像の回転処理を行って、かかる固体撮像素子２１
ｃ，２２ｃによる体内画像Ｐ１，Ｐ２における交線方向と表示部１２の表示画面の上下方
向とを一致させる。
【０２３９】
　以上、説明したように、本発明の実施の形態８にかかるカプセル型医療装置誘導システ
ムでは、カプセル型筐体の長軸方向に磁化した永久磁石を備えたカプセル型医療装置を被
検体の臓器内部に導入し、絶対座標系の所望の方向に勾配する勾配磁界を被検体内部のカ
プセル型医療装置に印加して、このカプセル型医療装置を磁気誘導するようにし、その他
を実施の形態６と同様に構成した。このため、上述した実施の形態６の場合と同様の作用
効果を享受するとともに、勾配磁界の勾配方向への磁気引力によってカプセル型医療装置
を磁気誘導することができ、この結果、簡易な構成で被検体内部の所望の方向にカプセル
型医療装置を磁気誘導可能なカプセル型医療装置誘導システムを実現できる。
【０２４０】



(47) JP 5603988 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

　なお、上述した実施の形態１～６では、上述したＺ軸コイル５ａ、一対のＸ軸コイル５
ｂ，５ｃおよび一対のＹ軸コイル５ｄ，５ｅをテーブル５ｆ上に備えた磁界発生部５によ
って誘導用磁界を発生させていたが、これに限らず、絶対座標系の各軸方向の磁界を発生
する３つの軸方向コイルを３次元的に組み合わせて実現される磁界発生部によって誘導用
磁界を発生してもよい。図４０は、本発明にかかるカプセル型医療装置誘導システムの磁
界発生部の一変形例を示す模式図である。図４０に示すように、本発明における磁界発生
部は、絶対座標系のＸ軸方向の磁界を発生するＸ軸コイル１０６ａと、絶対座標系のＹ軸
方向の磁界を発生するＹ軸コイル１０６ｂと、絶対座標系のＺ軸方向の磁界を発生するＺ
軸コイル１０６ｃとを３次元的に組み合わせることによって実現される。Ｘ軸コイル１０
６ａおよびＹ軸コイル１０６ｂは、互いに直交する態様で鉄等の金属心１０５を巻き込む
。Ｚ軸コイル１０６ｃは、かかるＸ軸コイル１０６ａおよびＹ軸コイル１０６ｂの上部に
配置される。
【０２４１】
　また、上述した実施の形態１～６では、被検体１００を支持するベッド４のテーブル部
分を絶対座標系のＸ軸方向およびＹ軸方向の少なくとも一方に水平移動して、磁界発生部
５に対するベッド４のテーブル部分の相対位置、すなわち、磁界発生部５に対する被検体
１００の相対位置を変更していたが、本発明は、これに限定されるものではない。図４１
は、ベッドのテーブル部分および磁界発生部の各移動状態の一例を示す模式図である。図
４１に示すように、磁気誘導装置３は、絶対座標系のＹ軸方向にベッド４のテーブル部分
を水平移動可能であり且つ絶対座標系のＸ軸方向に磁界発生部５を水平移動可能であって
もよい。あるいは、磁気誘導装置３は、絶対座標系のＸ軸方向にベッド４のテーブル部分
を水平移動可能であり且つ絶対座標系のＹ軸方向に磁界発生部５を水平移動可能であって
もよい。いずれの場合であっても、磁気誘導装置３は、かかるベッド４のテーブル部分の
水平移動と磁界発生部５の水平移動とを適宜組み合わせて行い、これによって、磁界発生
部５に対する被検体１００の相対位置を変更することができる。
【０２４２】
　さらに、上述した実施の形態２，４～８では、操作対象画像を表示する主画像表示領域
の周囲に枠画像３２ａを表示して、操作対象画像を明示していたが、本発明は、これに限
定されるものではない。図４２は、本発明にかかる画像表示装置における操作対処画像の
明示状態の変形例を示す模式図である。本発明にかかる画像表示装置は、例えば図４２に
示すように、複数の体内画像のうちの非操作対象画像に比して操作対象画像の表示サイズ
を大きくし、これによって、操作対象画像を明示してもよい。または、本発明にかかる画
像表示装置は、複数の体内画像のうちの操作対象画像に所定のマークを付加し、これによ
って、操作対象画像を明示してもよい。
【０２４３】
　また、上述した実施の形態３～８では、操作対象画像の外側近傍にバー状の方向情報４
２ｃを表示することによってカプセル型医療装置の方位角情報を表示していたが、本発明
は、これに限定されるものではない。図４３は、カプセル型医療装置の方位角情報の表示
状態の変形例を示す模式図である。本発明にかかる画像表示装置は、例えば図４３に示す
ように、操作対象画像の内部に、カプセル型医療装置の方位別に異なる矢印を各々含む円
弧形状の方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４を適宜表示してもよい。この場合、本発明にか
かる画像表示装置は、カプセル型医療装置の方位角変化（すなわち旋回動作）に対応して
、方向情報４２ｃ－１，４２ｃ－２，４２ｃ－３，４２ｃ－４をこの順にまたは逆順に切
り替えて操作対象画像内に順次表示する。なお、かかる操作対象画像内における方向情報
４２ｃ－１～４２ｃ－４の矢印の表示位置は、カプセル型医療装置の光学系の歪を考慮し
て設定してもよい。また、本発明にかかる画像表示装置は、かかる方向情報４２ｃ－１～
４２ｃ－４のうちの操作対象画像内に表示した方向情報を、カプセル型医療装置の仰角変
化（すなわち揺動動作）に対応して操作対象画像の上下方向に移動してもよい。この場合
、本発明にかかる画像表示装置は、上述した仰角情報のマーク４２ａ，４２ｂを表示しな
くてもよい。
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【０２４４】
　さらに、上述した実施の形態３～８では、方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４の各々に含
まれる矢印によってカプセル型医療装置の方位を示していたが、本発明は、これに限定さ
れない。具体的には、被検体の向きが表示画面に対して決まっている場合、かかる矢印の
代わりに、頭側、足側、腹側、背側等の被検体の部位を示す文字情報を方向情報４２ｃ－
１～４２ｃ－４に各々含める。本発明にかかる画像表示装置は、かかる方向情報４２ｃ－
１～４２ｃ－４のうちのいずれかの文字情報を表示することによって、カプセル型医療装
置の方位角情報を表示してもよい。この場合、本発明にかかる画像表示装置は、被検体に
対するカプセル型医療装置の相対方向を直接的に表示することができる。なお、被検体の
体位が変換された場合、本発明にかかる画像表示装置は、かかる被検体の体位変換に対応
して、かかる方向情報４２ｃ－１～４２ｃ－４の各文字情報のうちの表示する文字情報を
変更してもよい。
【０２４５】
　また、上述した実施の形態３～８では、操作対象画像内に仰角情報のマーク４２ａ，４
２ｂを表示していたが、本発明は、これに限定されるものではない。図４４は、仰角情報
の表示状態の変形例を示す模式図である。本発明にかかる画像表示装置は、例えば図４４
に示すように、操作対象画像の側部近傍に、カプセル型医療装置の仰角情報を示すバー画
像１０７を表示する。バー画像１０７は、上端部にマーク１０７ａを含み且つ下端部にマ
ーク１０７ｂを含むバー状の画像情報であり、バーの中心部分を明記した状態で表示され
る。本発明にかかる画像表示装置は、バー形状の情報表示領域内において、かかるバー画
像１０７をカプセル型医療装置の仰角変化に対応して縦移動する。本発明にかかる画像表
示装置は、かかるバー画像１０７の表示位置によって、カプセル型医療装置の仰角情報を
表示する。具体的には、バー画像１０７は、カプセル型医療装置２の仰角増加に伴って操
作対象画像の下方向に移動する。かかるバー画像１０７の上端側のマーク１０７ａは、カ
プセル型医療装置の仰角が９０°である場合、操作対象画像の中心線上に移動する。一方
、バー画像１０７は、カプセル型医療装置の仰角減少に伴って操作対象画像の上方向に移
動する。かかるバー画像１０７の下端側のマーク１０７ｂは、カプセル型医療装置の仰角
が０°である場合、操作対象画像の中心線上に移動する。
【０２４６】
　さらに、本発明にかかる画像表示装置は、例えば図４４に示すように、操作対象画像の
側部近傍に形成したバー状の情報表示領域内に、上述したマーク４２ｄ，４２ｅを表示し
、カプセル型医療装置の仰角変化に対応してマーク４２ｄ，４２ｅを縦移動してもよい。
この場合、本発明にかかる画像表示装置は、上述した操作情報の入力の有無によらず、か
かる情報表示領域内にマーク４２ｄ，４２ｅを所定の色（例えば白色等）で常時表示し、
操作情報が入力された場合に、これらのマーク４２ｄ，４２ｅのうちの操作情報に対応す
るマークの色を別の色（例えば黄色等）に変えて表示すればよい。なお、かかる情報表示
領域内のマーク４２ｄ，４２ｅは、例えば仰角情報のマーク１０７ａを挟んで横一列に並
ぶように表示され、この仰角情報のマーク１０７ａと同様に縦移動する。
【０２４７】
　また、上述した実施の形態１～８では、カプセル型医療装置の撮像方向がカプセル型筐
体の長軸に対して平行であり、カプセル型医療装置の磁化方向がカプセル型筐体の長軸に
対して平行または垂直であったが、本発明は、これに限定されるものではない。図４５は
、本発明にかかる液面に浮揚可能なカプセル型医療装置の変形例を示す模式図である。本
発明にかかるカプセル型医療装置は、液体１０１中において上述した特定状態を維持でき
るように重心が設定され、この特定状態において、鉛直方向と異なる方向に磁化方向を有
していればよい。具体的には、本発明にかかる液面に浮揚可能なカプセル型医療装置は、
図４５に示すように、撮像方向が長軸２７に対して平行であり且つ永久磁石２６の磁化方
向Ｄ１が長軸２７に対して傾斜するタイプＪ１のカプセル型医療装置であってもよいし、
撮像方向が長軸２７に対して傾斜し且つ永久磁石２６の磁化方向Ｄ１が長軸２７に対して
垂直であるタイプＪ２のカプセル型医療装置であってもよい。あるいは、本発明にかかる
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液面に浮揚可能なカプセル型医療装置は、撮像方向および永久磁石２６の磁化方向Ｄ１が
長軸２７に対して傾斜するタイプＪ３のカプセル型医療装置であってもよいし、撮像方向
および永久磁石２６の磁化方向Ｄ１が長軸２７に対して平行であるタイプＪ４のカプセル
型医療装置であってもよい。なお、このタイプＪ４のカプセル型医療装置の重心２９は、
カプセル型筐体の幾何学的中心から径方向に外れた位置に設定される。すなわち、このタ
イプＪ４のカプセル型医療装置は、鉛直方向に対して長軸２７を垂直な状態にして液体１
０１の液面に浮揚する。
【０２４８】
　一方、上述した実施の形態１～８では、被検体１００内部において液体１０１に浮揚可
能なカプセル型医療装置を例示したが、本発明は、これに限定されるものではない。図４
６は、本発明にかかる液面下に沈降可能なカプセル型医療装置の具体例を示す模式図であ
る。本発明にかかるカプセル型医療装置は、液体１０１中において上述した特定状態を維
持できるように重心が設定され、この特定状態において、鉛直方向と異なる方向に磁化方
向を有していればよい。具体的には、本発明にかかる液面下に沈降可能なカプセル型医療
装置は、図４６に示すように、撮像方向が長軸２７に対して平行であり且つ永久磁石２６
の磁化方向Ｄ１が長軸２７に対して垂直であるタイプＪ５のカプセル型医療装置であって
もよいし、撮像方向が長軸２７に対して平行であり且つ永久磁石２６の磁化方向Ｄ１が長
軸２７に対して傾斜するタイプＪ６のカプセル型医療装置であってもよい。あるいは、本
発明にかかる液面下に沈降可能なカプセル型医療装置は、撮像方向および永久磁石２６の
磁化方向Ｄ１が長軸２７に対して傾斜するタイプＪ７のカプセル型医療装置であってもよ
いし、撮像方向が長軸２７に対して傾斜し且つ永久磁石２６の磁化方向Ｄ１が長軸２７に
対して垂直であるタイプＪ８のカプセル型医療装置であってもよい。
【０２４９】
　また、上述した実施の形態１～８では、撮像方向が互いに異なる２つの撮像部２１，２
２を内蔵する２眼タイプのカプセル型医療装置を例示したが、これに限らず、本発明にか
かるカプセル型医療装置は、単一の撮像部を内蔵する単眼タイプのカプセル型医療装置で
あってもよいし、３つ以上の撮像部を内蔵する複眼タイプのカプセル型医療装置であって
もよい。
【０２５０】
　さらに、上述した実施の形態３～８では、撮像部２１，２２による体内画像Ｐ１，Ｐ２
のうちの操作対象画像に関連付けてカプセル型医療装置の仰角情報と方位角情報と操作情
報の入力有りを示す情報とを表示していたが、これに限らず、上述した枠画像３２ａの表
示等によって操作対象画像を明示しつつ、表示画面内の複数の体内画像の各々に関連付け
てカプセル型医療装置の仰角情報と方位角情報と操作情報の入力有りを示す情報とを表示
してもよい。この場合、カプセル型医療装置の方位角情報は、各体内画像の撮像方向別に
異なるカプセル型医療装置の方位を示すように表示される。また、操作情報の入力有りを
示す情報は、各体内画像の撮像方向別にマークの表示色を異なるものにして表示される。
具体的には、操作対象画像内に表示したマーク４２ａ，４２ｂ，６２ａは、操作情報の入
力に対応して青色等の表示色で表示され、非操作対象画像内に表示したマーク４２ａ，４
２ｂ，６２ａは、操作情報の入力に対応して操作対象画像内のマーク表示色と異なる表示
色（例えば赤色等）で表示される。
【０２５１】
　また、上述した実施の形態１～８では、表示部に表示された複数の体内画像の中から選
択された所望の体内画像のデータを記憶部に保存していたが、さらに、上述した体位設定
部１７ｆによって設定した被検体の体位情報と体内画像データとを関連付けて記憶部に保
存してもよい。これによって、ユーザは、記憶部から読み出した体内画像が被検体におけ
る何れの側（例えば右側、左側、頭側、足側、腹側、背中側等）の体内画像であるかを容
易に判断でき、この結果、被検体内部の何れの部位を観察中であるかを容易に把握できる
。
【０２５２】
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　さらに、上述した実施の形態４～８では、操作入力部の入力操作によって複数の体内画
像の中から操作対象画像を切り替えていたが、これに限らず、画像表示装置に同時に表示
される体内画像毎に、上述したジョイスティック１５ａ，１５ｂを備えてもよい。例えば
、本発明にかかる操作入力部は、表示画面内の体内画像Ｐ１を参照しつつカプセル型医療
装置の磁気誘導を操作するためのジョイスティック１５ａ，１５ｂのセットと体内画像Ｐ
２を参照しつつカプセル型医療装置の磁気誘導を操作するためのジョイスティック１５ａ
，１５ｂのセットとを備えてもよい。この場合、かかるジョイスティック１５ａ，１５ｂ
の各セットは、単一の操作入力部本体に配置されてもよいし、別体の各操作入力部本体に
各々配置されてもよい。
【０２５３】
　また、上述した実施の形態１～８では、カプセル型医療装置の旋回方向または移動方向
等の磁気誘導方向を示す矢印情報を制御装置の表示部に表示していたが、これに限らず、
体内画像を表示する画像表示装置の表示部に、かかる磁気誘導方向を示す矢印情報を表示
してもよい。この場合、画像表示装置の表示部は、操作情報が入力された場合のみ、かか
る磁気誘導方向の矢印情報を表示してもよいし、操作情報の入力の有無によらず常時、か
かる磁気誘導方向の矢印情報を表示し、操作情報が入力された際に、かかる磁気誘導方向
の矢印情報の表示色を変化させてもよい。また、画像表示装置の表示部は、被検体の体内
画像に重畳して磁気誘導方向の矢印情報を表示してもよく、この場合、体内画像の観察を
阻害しないように磁気誘導方向の矢印情報を点滅させてもよい。さらに、かかる体内画像
内における矢印情報の表示位置は、カプセル型医療装置の光学系の歪を考慮して決定して
もよい。
【０２５４】
　さらに、上述した実施の形態１～８では、磁気誘導対象であるカプセル型医療装置に印
加した誘導用磁界の磁界方向等をもとに、このカプセル型医療装置の仰角および方位角（
すなわち姿勢）を算出していたが、これに限らず、絶対座標系におけるカプセル型医療装
置の姿勢を検出する姿勢検出部をさらに備え、この姿勢検出部の検出結果をもとに、この
カプセル型医療装置の仰角および方位角を算出し、この算出した仰角および方位角の各情
報を表示してもよい。
【０２５５】
　また、上述した実施の形態１～６では、被検体を支持するベッドと磁界発生部との相対
位置関係をもとに、この被検体内部におけるカプセル型医療装置の位置を算出していたが
、これに限らず、被検体内部におけるカプセル型医療装置の位置を検出する位置検出部を
さらに備え、この位置検出部によるカプセル型医療装置の位置検出結果をもとに、被検体
内部におけるカプセル型医療装置の位置情報を表示してもよい。
【０２５６】
　さらに、上述した実施の形態１～６では、被検体内部のカプセル型医療装置を磁力によ
って中心軸近傍に捕捉する磁界を発生する磁界発生部を用いてカプセル型医療装置を磁気
誘導していたが、これに限らず、カプセル型医療装置の姿勢を制御するための均一磁界と
カプセル型医療装置の位置を制御するための勾配磁界とを発生できる磁界発生部を用いて
被検体内部のカプセル型医療装置を磁気誘導してもよい。
【０２５７】
　また、上述した実施の形態１～８では、体位設定部および操作入力部を用いて被検体の
体位を設定していたが、これに限らず、上述した制御装置は、被検体に装着した重力セン
サの出力をもとに、この被検体の体位を検出してもよい。この場合、制御装置は、この被
検体の体位検出結果と一致する体位設定メニューの設定欄にマークを表示するとともに、
この体位検出結果と一致する体位を示すように被検体模式画像を表示する。なお、上述し
た受信装置９のアンテナ９ａは、かかる重力センサを備えてもよい。この場合、かかる重
力センサの出力信号は、受信装置９を介して画像表示装置および制御装置に入力されるよ
うにしてもよい。
【０２５８】
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　さらに、上述した実施の形態１～８では、ジョイスティック１５ａ，１５ｂの操作によ
ってカプセル型医療装置の磁気誘導を操作していたが、これに限らず、ジョイスティック
１５ａ，１５ｂに代えて十字型入力ボタンを操作入力部に複数設け、かかる十字型入力ボ
タンの操作によってカプセル型医療装置の磁気誘導を操作してもよい。
【０２５９】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。よって、本発
明のより広範な態様は、以上のように表わしかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
形態に限定されるものではない。したがって、添付のクレームおよびその均等物によって
定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な変更が可
能である。
【産業上の利用可能性】
【０２６０】
　以上のように、本発明のカプセル型医療装置誘導システムは、カプセル型医療装置の磁
気誘導を容易に操作するのに適している。
【符号の説明】
【０２６１】
　１，３１，４１，５１，６１，７１，８１，９１　　カプセル型医療装置誘導システム
　８４　　位置検出部
　９４　　位置姿勢検出部
　２，８２，９２　　カプセル型医療装置
　２１，２２　　撮像部
　３，８３，９３　　磁気誘導装置
　４　　ベッド
　４ａ　　駆動部
　５　　磁界発生部
　６　　駆動制御部
　７　　電源部
　８　　冷却装置
　９　　受信装置
　９ａ　　アンテナ
　１０，３３，４３，５３，６３　　画像表示装置
　１１　　入力部
　１２　　表示部
　１３　　記憶部
　１４，３４，４４，５４，６４　　制御部
　１４ａ　　画像処理部
　１５，４５，５５　　操作入力部
　１６，４６，５６，６６，７６，８６，９６　　制御装置
　１７　　表示部
　１８　　記憶部
　１９，４９，５９，６９，７９，８９，９９　　制御部
　１９ａ　　画像処理部
　１００　　被検体
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