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(57)【要約】
【課題】診断者や被検者等にとって好適な態様で画像表
示を行うことができる光音響イメージング装置を提供す
る。
【解決手段】被検体の少なくとも一つの部位を被検部位
とし、前記被検部位に光を照射して得られる光音響波の
検出信号を解析して、前記被検部位の音圧分布または当
該音圧分布からの導出情報分布を画像化した光音響画像
を得る画像再構成部１３と、前記画像再構成部１３で得
た前記光音響画像と当該光音響画像についての判断に用
いられる関連性を有した関連画像との合成画像、または
、前記画像再構成部１３で得た複数の前記光音響画像で
互いに対をなすもの同士の合成画像を、出力画像として
生成する画像編集部１４と、前記画像編集部１４が生成
した前記出力画像の表示出力を行う画像表示部１５と、
を備えて光音響イメージング装置１０を構成する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検体の少なくとも一つの部位を被検部位とし、前記被検部位に光を照射して得られる
光音響波の検出信号を解析して、前記被検部位の音圧分布または当該音圧分布からの導出
情報分布を画像化した光音響画像を得る画像再構成部と、
前記画像再構成部で得た前記光音響画像と当該光音響画像についての判断に用いられる
関連性を有した関連画像との合成画像、または、前記画像再構成部で得た複数の前記光音
響画像で互いに対をなすもの同士の合成画像を、出力画像として生成する画像編集部と、
前記画像編集部が生成した前記出力画像の表示出力を行う画像表示部と、
を備える光音響イメージング装置。
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【請求項２】
前記光音響画像は、少なくとも最大値投影画像を含む
請求項１に記載の光音響イメージング装置。
【請求項３】
前記画像再構成部は、前記光の照射方向の任意深さにおける当該照射方向に垂直な断面
画像を前記光音響画像とする
請求項１または２に記載の光音響イメージング装置。
【請求項４】
前記画像再構成部は、前記光音響画像として、前記光の照射方向に垂直な断面画像を当
該照射方向に沿って複数得るものであり、
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前記画像表示部は、前記出力画像の一部として、複数の前記断面画像の連続的な表示切
り替えを行うものである
請求項１から３のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項５】
前記関連画像は、前記光音響画像または前記光音響画像の基になった前記検出信号から
導き出される数値化情報を画像化した数値化画像である
請求項１から４のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項６】
前記数値化情報は、前記被検部位の血流の状態を数値化した情報である
請求項５に記載の光音響イメージング装置。
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【請求項７】
前記数値化情報は、前記被検部位における血液の酸素飽和度を数値化した情報である
請求項５または６に記載の光音響イメージング装置。
【請求項８】
前記合成画像は、人体の両手または両足についての一対の前記光音響画像を並べた画像
である
請求項１から４のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項９】
前記合成画像は、人体の手または足の表裏のそれぞれについての前記光音響画像を並べ
た画像である
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請求項１から４のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１０】
前記画像再構成部で得た前記光音響画像を記憶する画像記憶部または前記画像記憶部に
接続するインタフェース部の少なくとも一方を備えるとともに、
前記画像編集部は、前記被検部位について前記画像記憶部に記憶されている前記光音響
画像を前記画像記憶部から読み出して前記関連画像とする
請求項１から４のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１１】
前記合成画像は、人体の手または足について、異なる時期に得た各光音響画像を時系列
に沿って並べた画像である
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請求項１０に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１２】
前記画像表示部による表示出力内容を選択するための入力操作部を備える
請求項１から１１のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１３】
前記被検部位における関節部の炎症を伴う疾患の診断に用いられる
請求項１から１２のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１４】
前記疾患は、関節リウマチである
請求項１３に記載の光音響イメージング装置。
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【請求項１５】
前記被検体の四肢先端部の少なくとも一つを前記被検部位とする
請求項１から１４のいずれか1項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１６】
前記被検部位が手である
請求項１５に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１７】
前記被検部位が手関節とＭＰ関節とを含む領域である
請求項１５または１６に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１８】
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前記被検部位がＰＩＰ関節を含む領域である
請求項１５から１７のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項１９】
前記被検部位がＤＩＰ関節を含む領域である
請求項１５から１８のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【請求項２０】
前記合成画像の初期表示の際に、当該合成画像を構成する各画像の向きおよび倍率を統
一して表示出力を行う
請求項１から１９のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、光音響イメージング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、例えば医療分野において、光音響効果を用いて被検体内部を画像化するイメージ
ング技術を利用することが提案されている（例えば特許文献１参照）。光音響効果とは、
物体にパルス光を照射すると、光エネルギーを吸収した分子が熱を放出し、その熱による
体積膨張で音響波が発生する現象である。このような光音響効果を用いたイメージング技
術は、光音響トモグラフィ（ＰＡＴ：Photoacoustic Tomography）とも呼ばれる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４−１００４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ＰＡＴにより得られた画像（以下「ＰＡＴ画像」ともいう。）を医療分野において利用
する場合には、そのＰＡＴ画像の表示内容に基づいて被検部位の状態が診断されることに
なる。したがって、表示される画像は、診断を行う診断者（医師等）にとって、その診断
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を簡便かつ適切に行い得るものであることが求められる。また、診断を受ける被検者（患
者等）にとっても、診断者による診断内容を容易に理解し得るものであることが望ましい
。
【０００５】
そこで、本発明は、診断者や被検者等にとって好適な態様で画像表示を行うことができ
る光音響イメージング装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の一態様によれば、
被検体の少なくとも一つの部位を被検部位とし、前記被検部位に光を照射して得られる
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光音響波の検出信号を解析して、前記被検部位の音圧分布または当該音圧分布からの導出
情報分布を画像化した光音響画像を得る画像再構成部と、
前記画像再構成部で得た前記光音響画像と当該光音響画像についての判断に用いられる
関連性を有した関連画像との合成画像、または、前記画像再構成部で得た複数の前記光音
響画像で互いに対をなすもの同士の合成画像を、出力画像として生成する画像編集部と、
前記画像編集部が生成した前記出力画像の表示出力を行う画像表示部と、
を備える光音響イメージング装置が提供される。
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、診断者や被検者等にとって好適な態様で画像表示を行うことができる
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。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置の概略構成の一例を模式的に
示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置の筐体構成の例を模式的に示
す説明図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置における基本的な処理動作例
の手順を示すフロー図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置において被検部位となる箇所
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の一具体例を示す説明図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置において数値化情報を取得す
る際の処理動作例を示すフロー図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像
の一具体例を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像
の他の具体例を示す説明図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像
のさらに他の具体例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
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【０００９】
＜本発明の一実施形態＞
以下に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１０】
（１）光音響イメージング装置の概要
光音響イメージング装置は、光音響効果を用いて被検体内部を画像化して表示出力する
ように構成されたものである。さらに詳しくは、被検体にパルス光を照射して、その被検
体の組織が照射光のエネルギーを吸収した結果により生じる光音響波（超音波）を受信し
、その光音響波の時間変化を数学的に解析することで、被検体内部の音圧分布または音圧
分布からの導出情報の分布を可視画像化して出力するものである。
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【００１１】
本実施形態においては、光音響イメージング装置が医療分野で用いられる場合、すなわ
ち人体を被検体とし、その被検体の少なくとも一つの部位を被検部位とする場合を例に挙
げる。特に、本実施形態では、被検体の少なくとも一つの部位として、その被検体の四肢
先端部および身体突出部の少なくとも一つを被検部位とする場合を例に挙げる。ここでい
う「四肢先端部」とは、人体の四肢（手足）の先端部分、具体的には、手首または足首か
ら先の部分のことである。また、ここでいう「身体突出部」とは、身体の中で隆起または
突出した部位をいい、具体的には乳房や耳等である。なお、「四肢先端部および身体突出
部の少なくとも一つ」であるから、被検部位は四肢先端部や身体突出部等における少なく
とも一つの部位を含んでいればよく、例えば、片手または片足の先端部分のみならず、両
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手両足の先端部分が被検部位となる場合も含まれる。
【００１２】
このような被検部位についての画像化を行う光音響イメージング装置は、被検部位（例
えば四肢先端部または身体突出部）における関節部の炎症を伴う疾患の診断に用いること
が考えられる。「関節部の炎症を伴う疾患」としては、例えば、関節部の滑膜に炎症が発
生する関節リウマチ、リウマチ性多発筋痛症、乾癬性関節炎、変形性関節症や、関節部の
周辺の炎症（関節炎）を伴う糖尿病、パルボウイルス・風疹ウイルスによるウイルス感染
、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病、皮膚筋炎、多発性
筋炎、強皮症などの全身性結合組織病、腱鞘炎、腱付着部炎、肩関節周囲炎、滑液包炎な
どの関節周囲の炎症、痛風、偽痛風などの結晶誘発性関節炎、反応性関節炎、掌蹠膿疱症

20

性骨関節炎、強直性関節炎、炎症性腸疾患関連関節炎などの血清反応陰性脊椎関節炎、ベ
ーチェット病、血管炎症候群、成人発症スチル病、結節性紅斑などの全身性結合組織病、
回帰リウマチ、サルコイドーシス、ＲＳ３ＰＥ（Remitting Seronegative Symmetrical S
ynovitis with Pitting Edema）などのリウマチ性疾患、細菌性関節炎、結核性関節炎な
どの感染に伴う関節炎、リウマチ熱、再発性多発軟骨炎などの全身性結合組織病、腫瘍随
伴症侯群のような悪性腫瘍、アミロイドーシス、感染性心内膜炎、複合性局所疼痛症候群
、更年期障害、線維筋痛症のようなその他の疾患等が挙げられる。本実施形態では、診断
対象となる疾患が関節リウマチである場合を例に挙げて、以下の説明を行う。
【００１３】
（２）光音響イメージング装置の構成
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図１は、本実施形態に係る光音響イメージング装置の概略構成の一例を模式的に示すブ
ロック図である。
図例のように、本実施形態に係る光音響イメージング装置１０は、少なくとも、光源部
１１と、センサ部１２と、データ収集システム（ＤＡＳ：Data Acquisition System）部
１３と、画像再構成部１４と、画像編集部１５と、画像表示部１６と、インタフェース（
Ｉ／Ｆ）部１７と、制御部１８と、を備えて構成されている。
【００１４】
（光源部）
光源部１１は、被検部位に照射するパルス光（極短パルス光）を発するもので、公知の
光源（例えばレーザ光源装置）を用いて構成されたものである。具体的には、例えば、Ｎ
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ｄ−ＹＡＧレーザ、Ｔｉサファイヤレーザ、アレキサンドライトレーザ、ＧａＡｓ半導体
レーザが用いられる。パルス幅としては、例えば１００ｎｓ以下が好適な条件である。パ
ルス出力としては、照射面積や繰り返し周波数に依存するが、例えば数十マイクロジュー
ル／パルスから１００ミリジュール／パルスが好適な範囲である。また、パルス光の皮膚
への照射強度は、最大許容露光量を超えない範囲で行う。パルス光の波長は、例えば４０
０ｎｍ以上、１６００ｎｍ以下が好適な範囲である。さらには、生体内において吸収が少
ない７００ｎｍから１１００ｎｍの範囲がより好適な範囲である。なお、光源部１１は、
詳細を後述するように、複数の波長のパルス光の選択的な出射に対応しているものとする
。
【００１５】
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（センサ部）
センサ部１２は、被検部位となる四肢先端部または身体突出部を挿入するための挿入口
１２ａを具備した被検出空間（ただし不図示）を有しており、その被検出空間内に配され
た被検部位に対して光源部１１からのパルス光を照射するとともに、その照射によって得
られる被検部位からの光音響波（超音波）を圧電変換素子等で受信して、光音響波の検出
信号を得るものである。なお、センサ部１２の具体的な構成（圧電変換素子の種類や配置
等）については、公知技術を利用したものであればよく、ここではその詳細な説明を省略
する。
【００１６】
（ＤＡＳ部）
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ＤＡＳ部１３は、センサ部１２からの検出信号に対する信号処理を行うものである。Ｄ
ＡＳ部１３が行う信号処理としては、例えば、微小アナログ信号をデジタル信号に変換す
る処理がある。
【００１７】
（画像再構成部）
画像再構成部１４は、例えば所定プログラムを実行するプロセッサによって構成された
もので、センサ部１２で得た検出信号に基づいて画像再構成を行うものである。画像再構
成とは、検出信号から数学的手法によって画像を復元することをいう。つまり、画像再構
成部１４は、被検部位から得られた光音響波の検出信号を解析して、その被検部位の音圧
分布または音圧分布からの導出情報の分布を画像化するものである。
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【００１８】
被検部位の音圧分布の画像化は、例えば、以下のようにして行えばよい。
被検体内部の光吸収体から発生する初期音圧Ｐ０は、下記の（１）式で表される。
Ｐ０＝Γ・μａ・φ＝Γ・μａ・φ０・ｅｘｐ（−μeff・ｒ）・・・（１）
ここで、Γはグリューナイゼン係数、μａは光吸収体の吸収係数、φは光吸収体に吸収
された局所的な光量、μeffは被検体の平均的な等価減衰係数、φ０は被検体に入射した
光量である。また、ｒは光源部１１からの光が照射された領域から光吸収体までの距離、
つまり光吸収体の深さである。なお、光吸収体から発生する超音波の周波数が低い場合に
は、被検体内部での超音波の減衰は無視できるので、センサ受信音圧は、吸収体での初期
音圧に対応する。
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センサ受信波形の微分波形は、吸収体を球と仮定すると、音圧に比例した波形となる。
この波形をバックプロジェクション法で重ね合わせて、空間的な画像再構成を行えば、初
期音圧の三次元画像を構成することができる。
【００１９】
また、音圧分布からの導出情報分布の画像化は、以下のようにして行えばよい。
例えば、導出情報分布が被検体内部の光吸収係数分布である場合、すなわち光吸収係数
分布μａの三次元画像を得る場合には、被検体の平均的な等価減衰係数μefffを上記の（
１）式に代入して、光吸収係数μａを求めれば、三次元画像を構成することができる。
音圧分布からの導出情報としては、光吸収係数の他に、例えば、被検体内部を流れる血
液のヘモグロビンの酸素飽和度が挙げられる。ヘモグロビンの酸素飽和度は、次のように
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計算される。ある照射波長λ１とλ２でのヘモグロビンの吸収係数は、上記の（１）式に
おいて、吸収係数μａ（λ１）、μａ（λ２）として測定される。また、オキシヘモグロ
ビンのモル吸収係数εHbO2（λ１）、εHbO2（λ２）とデオキシヘモグロビンのモル吸収
係数εHbR（λ１）、εHbR（λ２）、オキシヘモグロビンの濃度［HbO2］とデオキシヘモ
グロビンの濃度［HbR］とから、吸収係数μａ（λ１）、μａ（λ２）は、次のように表
される。
μａ（λ１）＝εHbO2（λ１）・［HbO2］＋εHbR（λ１）・［HbR］
μａ（λ２）＝εHbO2（λ２）・［HbO2］＋εHbR（λ２）・［HbR］
これらの式から、オキシヘモグロビンの濃度［HbO2］とデオキシヘモグロビンの濃度［
HbR］が計算される。そして、これらの濃度を利用すれば、酸素飽和度ＳＯ２（x,y,z）は
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、下記の（２）式で計算される。
ＳＯ２（x,y,z）＝［HbO2］（x,y,z）／（［HbO2］（x,y,z）＋［HbR］（x,y,z））・
・・（２）
ここで、（ｘ，ｙ，ｚ）は、空間の位置を示している。
この（２）式による計算値を三次元マッピングすることによって、酸素飽和度の三次元
画像を構成することができる。
【００２０】
このような画像再構成によって得られた画像は、ＰＡＴ画像とも呼ばれるが、以下「光
音響画像」と称する。光音響画像は、二次元画像または三次元画像の別を問わない。また
、光音響画像を得るための画像再構成においては、整相加算、フィルタードバックプロジ
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ェクション、ユニバーサルバックプロジェクション、フーリエ変換法など、既知の手法を
採用できる。
【００２１】
（画像編集部）
画像編集部１５は、例えば所定プログラムに従いつつ画像処理を行うプロセッサによっ
て構成されたもので、画像再構成部１４で得た光音響画像を基に、その光音響画像を含む
合成画像を生成するものである。さらに詳しくは、画像編集部１５では、光音響画像とそ
の関連画像との合成画像、または、複数の光音響画像同士の合成画像を、生成するように
なっている。ここで、合成画像とは、複数の画像を一つに纏めた画像のことをいい、具体
的には複数の画像を並べて配置した画像や複数の画像を重畳した画像等が該当する。画像
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編集部１５が生成した合成画像は、画像表示部１６で表示出力される出力画像として扱わ
れることになる。なお、合成画像の具体例（すなわち、合成される光音響画像や関連画像
等の詳細、合成の具体的な態様等）については、詳細を後述する。
【００２２】
（画像表示部）
画像表示部１６は、画像表示を行うディスプレイパネルを備えて構成されたもので、画
像編集部１５が生成した合成画像（すなわち、出力画像）の表示出力を行うものである。
なお、画像表示部１６は、例えばタッチパネル機能を備えることで、表示出力内容を選
択するための入力操作部としての機能を兼ね備えたものであることが望ましい。
【００２３】
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（Ｉ／Ｆ部）
Ｉ／Ｆ部１７は、必要に応じてサーバ装置や外部記憶装置等の外部装置（いずれも不図
示）にアクセスして、その外部装置との間のデータ授受を行うものである。つまり、Ｉ／
Ｆ部１７は、外部装置に接続するインタフェース部として機能するものである。
【００２４】
（制御部）
制御部１８は、例えば所定プログラムを実行するプロセッサによって構成されたもので
、光音響イメージング装置１０の全体の動作制御を行うものである。
【００２５】
（筐体）
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図２は、本実施形態に係る光音響イメージング装置の筐体構成の例を模式的に示す説明
図である。
図例のように、以上に説明した光源部１１、センサ部１２、ＤＡＳ部１３、画像再構成
部１４、画像編集部１５、画像表示部１６、Ｉ／Ｆ部１７および制御部１８は、同一筐体
１９に配されているものとする。つまり、上述した各部１１〜１８は、一つの筐体１９に
配置されて、これらが一体化された状態で持ち運びや取り扱い等を行い得るようになって
いる。その場合に、上述した各部１１〜１８は、筐体１９に内包されていてもよいし外装
されていてもよい。また、筐体１９には、キャスター１９ａが設けられていることが望ま
しい。
【００２６】
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なお、上述した各部１１〜１８のそれぞれについては、同一筐体１９に配置された状態
を維持可能であれば、脱着自在であってもよい。例えば、画像再構成部１４、画像編集部
１５および画像表示部１６については、タブレット端末装置を用いて構成して、筐体１９
に対して脱着自在とすることが考えられる。
【００２７】
また、上述した各部１１〜１８のうち、センサ部１２については、例えば図２（ａ）に
示すように、被検出空間内に配される被検部位が水平方向に延伸するように（すなわち、
センサ部１２の長手方向が水平方向に延びるように）配置して、光音響イメージング装置
１０の高さ方向の大きさの小型化を図ることが考えられる。
【００２８】
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その一方で、センサ部１２については、例えば図２（ｂ）に示すように、挿入口１２ａ
が上方側に位置するような傾斜角を与えて配置することも考えられる。センサ部１２が有
する被検出空間１２ｂ内には被検部位２０からの光音響波（超音波）を圧電変換素子等へ
適切に伝えるための媒質（例えば水）１２ｃが必要であるが、傾斜角を与えてセンサ部１
２を配置すれば、挿入口１２ａに媒質１２ｃの流出防止機構を設けなくても、その挿入口
１２ａからの媒質１２ｃの流出を容易に防止し得るようになる。
【００２９】
（その他）
光音響イメージング装置１０は、上述した各部１１〜１８の他に、被検部位についての
可視画像を撮影する可視画像撮像部（ただし不図示）を備えていてもよい。可視画像撮像
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部は、少なくとも可視領域（波長３８０ｎｍ〜７８０ｎｍ程度）の光について感度を有す
る単結晶シリコンのＣＭＯＳセンサやＣＣＤセンサ等といった公知の撮像素子を備えて構
成されたものである。
【００３０】
また、光音響イメージング装置１０は、上述した各部１１〜１８の他に、被検部位につ
いての赤外画像を撮影する赤外画像撮像部（ただし不図示）を備えていてもよい。赤外画
像撮像部は、少なくとも赤外領域（７８０ｎｍより長い波長領域）の光について感度を有
する単結晶シリコンのＣＭＯＳセンサやＣＣＤセンサ、単結晶ゲルマニウムセンサ等とい
った公知の撮像素子を備えて構成されたものである。
【００３１】
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（３）光音響イメージング装置における基本的な処理動作例
次に、上述した構成の光音響イメージング装置１０における基本的な処理動作例を説明
する。ここでは、基本的な処理動作例として、主に、光音響効果を利用して光音響画像を
得るまでの処理動作を説明する。
【００３２】
図３は、本実施形態に係る光音響イメージング装置における基本的な処理動作例の手順
を示すフロー図である。
【００３３】
（被検部位セット：Ｓ１０１）
本実施形態に係る光音響イメージング装置１０は、被検者（人体）の四肢先端部および
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身体突出部の少なくとも一つを被検部位とする。そのため、光音響イメージング装置１０
を用いる場合には、先ず、その光音響イメージング装置１０の所定位置に被検部位をセッ
トする必要がある（ステップ１０１、以下ステップを「Ｓ」と略す。）。被検部位のセッ
トは、被検者の被検部位となる箇所（例えば、四肢先端部および身体突出部の少なくとも
一つ）を、センサ部１２の挿入口１２ａから被検出空間１２ｂ内に挿入することによって
行う。つまり、具体的には、例えば被検者の四肢先端部の少なくとも一つである両手首ま
たは片手首を被検部位とする場合であれば、被検者の両手首または片手首を挿入口１２ａ
に挿入して被検出空間１２ｂ内に被検部位として配する。
【００３４】
（被検部位の具体例）
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被検部位は、診断対象となる疾患（例えば関節リウマチ）の症状（例えば滑膜の炎症）
が特徴的に現れることから、手首よりも先端側の部位、すなわち手首より先の手のひら、
または足首よりも先端側の部位、すなわち足の甲が好ましい。なかでも、挿入口１２ａへ
挿入する際の利便性の観点より、手首よりも先端側の部位を被検部位として検査対象とす
ることが好ましい。
【００３５】
図４は、本実施形態に係る光音響イメージング装置１０において、被検部位となる箇所
の一具体例を示す説明図である。
図４（ａ）に示すように、例えば手を被検部位とする場合には、被検者（患者等）によ
って手のひらの関節のうち炎症の特徴が出やすい部位が異なり、一つの関節のみの検査で

10

は炎症の有無を見逃す可能性があるため、二以上の観察部位について検査を行うことが好
ましい。具体的には、少なくとも、手関節２１とＭＰ（metacarpophalangeal）関節２２
との組み合わせ、または手関節２１とＰＩＰ（proximal interphalangeal）関節２３との
組み合わせについて、検査を行うことが好ましい。より好ましくは、手関節２１とＭＰ関
節２２とＰＩＰ関節２３との組み合わせについて検査を行うことが考えられる。さらに好
ましくは、手関節２１とＭＰ関節２２とＰＩＰ関節２３とＤＩＰ（distal interphalange
al）関節２４との組み合わせについて検査を行うことも考えられる。
また、腱に沿って滑膜炎を生じることもあるため、例えば手関節２１とＭＰ関節２２の
両方の関節炎の有無を検査する場合は、手関節２１の周辺領域とＭＰ関節２２の周辺領域
の炎症の状態を別個に検査するのではなく、手関節２１からＭＰ関節２２に至る連続した
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領域を被検部位とすることがさらに好ましい。
また、図４（ｂ）に示すように、足の関節の状態を検査する場合は、ＭＴＰ（metatars
opharangeal）関節２５、リスフラン関節２６、ショパール関節２７、足関節２８のいず
れか一つの炎症の状況を検査することが好ましい。特に、これらのうち、光照射方向での
厚さが小さく、光音響法での計測のしやすさを考慮すると、ＭＴＰ関節２５を被検部位と
して検査することが好ましい。
【００３６】
（光照射および音響波検出：Ｓ１０２，Ｓ１０３）
被検部位がセットされると、光音響イメージング装置１０では、センサ部１２が被検出
空間１２ｂ内の被検部位に対して光源部１１からのパルス光を照射する（Ｓ１０２）。こ
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のパルス光は、被検部位内の光吸収体に吸収され、超音波（音響波）である光音響波が発
生する。このようにして発生した光音響波は、センサ部１２の被検出空間１２ｂ内に配置
された複数の圧電変換素子等で受信されて、電気信号として検出される（Ｓ１０３）。電
気信号は、必要に応じて、ＤＡＳ部１３にて増幅、デジタル変換等の信号処理が施される
。
【００３７】
（画像再構成：Ｓ１０４）
その後、光音響イメージング装置１０では、センサ部１２で得られた検出信号（電気信
号）を基にして、画像再構成部１４が画像再構成を行って、被検部位の初期音圧分布を画
像化したもの、上記の（１）式に基づいて計算された光吸収係数の分布を画像化したもの
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、または、少なくとも異なる２波長によって計測された音圧から（１）式および（２）式
によって計算された酸素飽和度を画像化したものを、光音響画像として得る（Ｓ１０４）
。光吸収係数および酸素飽和度は、既知の光吸収係数および酸素飽和度を有するファント
ムを利用して校正した数値を用いると定量性が向上し、より好ましいものとなる。画像再
構成部１４で得た光音響画像は、その画像再構成部１４若しくは制御部１８が有する図示
しないメモリ部またはＩ／Ｆ部１７を通じて接続する外部記憶装置等に一時的に保存され
る。
【００３８】
（光音響画像の具体例）
このようにして得られる光音響画像は、二次元画像または三次元画像の別を問わないが
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、具体的には以下のようなものが挙げられる。
例えば、光音響画像としては、少なくとも最大値投影画像を含むものが挙げられる。最
大値投影画像とは、被検部位の全体の画像をＭＩＰ（maximum intensity projection：最
大値投影法）で表示した、いわゆるＭＩＰ画像と呼ばれるものである。ＭＩＰ画像は、被
検部位の状態を診断する上で必要十分なものであり、三次元画像に比べて画像取得の迅速
化や処理負荷軽減等が実現可能となるものである。
【００３９】
ところで、被検部位に対して照射するパルス光は、その光強度が被検体内で光入射方向
に沿って指数関数的に減衰する。
このことから、画像再構成部１４は、例えば、パルス光の照射方向の任意深さにおける
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当該照射方向に垂直な断面画像について、これを光音響画像とすることも考えられる。具
体的には、パルス光の照射方向（入射方向）をｚ軸方向とした場合に、そのｚ軸上の任意
の位置における、そのｚ軸に垂直なｘｙ断面の画像を、光音響画像とするのである。任意
深さ（すなわちｚ軸上の任意位置）については、画像表示部１６における入力操作部とし
ての機能（例えばタッチパネル機能）を利用して、その画像表示部１６から任意に指定し
得るようにすればよい。なお、ここでいう「垂直」な断面とは、実質的に光の照射強度が
面内で均一または左右前後対象と見做せればよい断面である。被検体内での光の強度は、
生体の等価減衰係数が数ｍｍ‑1程度であるため、指数関数的に急激に減衰する。その結果
、光の照射方向に対して厳密に９０°の面ではなくても、９０°±５°程度の範囲に入っ
ている面であれば、実質的に「垂直」と見做すことができる。
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このような任意深さの断面画像を光音響画像とすれば、被検体内で光強度が指数関数的
に減衰しても、面内輝度が対称的になるので、光音響画像を表示出力した際に非常に見や
すいものとなる。また、任意深さを選択し得るようになり、深さ情報が得られるようにも
なるので、光音響画像に基づく診断を行う診断者にとって非常に利便性に優れたものとな
る。
【００４０】
また、画像再構成部１４は、例えば、光音響画像として、パルス光の照射方向に垂直な
断面画像を当該照射方向に沿って複数得ることも考えられる。具体的には、パルス光の照
射方向（入射方向）をｚ軸方向とした場合に、そのｚ軸上における所定間隔の複数位置に
おける、そのｚ軸に垂直なｘｙ断面画像のそれぞれを、光音響画像とするのである。複数
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位置については、予め設定された固定的なものであってもよいし、画像表示部１６におけ
る入力操作部としての機能（例えばタッチパネル機能）を利用して適宜設定し得るもので
あってもよい。なお、「垂直」については、上述した場合と同様である。
このような複数位置の各断面画像を光音響画像とすれば、被検体内で光強度が指数関数
的に減衰しても、面内輝度が対称的になるので、光音響画像を表示出力した際に非常に見
やすいものとなる。また、光音響画像を表示出力する際に、各断面画像の連続的な表示切
り替えを行うようにすれば、表示出力内容の変化から病変部の異常を検知し易くなるので
、光音響画像に基づく診断を行う診断者にとって非常に利便性に優れたものとなる。
【００４１】
以上に説明した光音響画像は、初期音圧分布を画像化したもの、光吸収係数の分布を画
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像化したもの、酸素飽和度を画像化したもののいずれであってもよいが、例えば被検部位
の光吸収係数の分布を画像化したものである場合に、その被検部位に照射したパルス光の
波長が血液の光吸収に対応したものであれば、その被検部位の血管分布状態を視認可能に
表す画像に相当することになる。
【００４２】
（波長変更：Ｓ１０５，Ｓ１０６）
その後、光音響イメージング装置１０では、センサ部１２にセットされた被検部位につ
いての検出が終了したか否かを制御部１８が判断する（Ｓ１０５）。この判断は、例えば
、予め想定された全ての波長について、被検部位へのパルス光の照射およびこれによる光
音響波の検出が終了したか否かに基づいて行うことが考えられる。その結果、検出が終了
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していなければ、光源部１１から照射するパルス光の波長の設定を変更した上で（Ｓ１０
６）、再びパルス光の照射（Ｓ１０２）、音響波の検出（Ｓ１０３）および画像再構成（
Ｓ１０４）を行う。そして、被検部位についての検出が終了するまで、上述した一連の処
理ステップを繰り返し行う（Ｓ１０２〜Ｓ１０６）。
【００４３】
（波長変更の具体例）
光源部１１から照射するパルス光の波長は、被検部位に対する診断内容に応じて予め設
定されたものであればよく、その大きさや波長数等が特に限定されるものではないが、一
具体例としては以下のようなものが挙げられる。
例えば、光源部１１から照射するパルス光の波長としては、血液中の２種類のヘモグロ
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ビン（オキシヘモグロビンとデオキシヘモグロビン）の吸収係数が等しい波長７９７ｎｍ
のものと、これら２種類のヘモグロビンの吸収係数が異なる波長７５６ｎｍのものを、選
択的に切り替えることが考えられる。このような２波長のパルス光を使い分ければ、２種
類のヘモグロビンの分布比（血中の酸素飽和度）を計算することが可能となる。
【００４４】
（生体特性分布算出：Ｓ１０７）
想定された全ての波長についての光音響画像を得たら、光音響イメージング装置１０で
は、それぞれの光音響画像を用いて、制御部１８が生体特性分布の算出を行う（Ｓ１０７
）。生体特性としては、例えば、被検部位の血管または当該血管を流れる血液の特性が挙
げられる。したがって、生体特性分布の算出結果としては、以下のようなものを想定する
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ことができる。
【００４５】
生体特性分布の算出結果の一例としては、被検部位の血流の状態を数値化した情報が挙
げられる。具体的には、血流のボリューム（血管または血液の体積または面積）を数値化
した情報である。生体内の炎症反応などが生じた領域では血管新生により毛細血管などの
量が増加するため、このような数値化情報によれば、血流の状態が異常であるか否かを判
断するための基準となり得るので、被検部位における炎症（滑膜炎等）の有無についての
診断を定性的かつ客観的に行えるようになることが考えられる。
なお、血液のボリューム（血管または血液の体積または面積）は、注目領域を指定し、
閾値となる輝度を決め（例えば、背景の平均輝度、中央値、最大輝度等を閾値とすればよ
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い）、閾値以上の輝度を有する領域の面積または体積を計算することで求めることができ
る。また、過去画像と比較するためには、解剖学的に同一血管と思われる血管の輝度を基
準に画像の輝度を校正することで比較を行うことができる。
【００４６】
また、生体特性分布の算出結果の他の例としては、被検部位における血液の酸素飽和度
を数値化した情報が挙げられる。具体的には、被検部位における２種類のヘモグロビンの
分布比（血中の酸素飽和度）を数値化した情報である。このような数値化情報によれば、
被検部位における炎症（滑膜炎等）の状態の違いが分かるようになり、炎症への対処法（
処方する薬剤の種類等）を簡便かつ適切に特定し得ることが考えられる。
【００４７】

40

なお、生体特性分布の算出結果については、上述したものに限定されることはなく、例
えば、トータルヘモグロビン濃度、オキシヘモグロビン濃度、デオキシヘモグロビン濃度
、グルコース分布、コラーゲン分布等に関するものであっても構わない。
グルコース分布やコラーゲン分布（濃度分布［Ｃ］）については、グルコースやコラー
ゲンに吸収係数の大きい波長の光を用いて、以下の式により計算される。
μａ（λｉ）＝εｃ（λｉ）・［Ｃ］
ここで、［Ｃ］はグルコースやコラーゲンの濃度分布である。εｃ（λｉ）はグルコー
スやコラーゲンのモル吸収係数である。
【００４８】
（算出手順の具体例）
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ここで、上述した算出結果（すなわち数値化情報）を得るための具体的な手順について
簡単に説明する。
図５は、本実施形態に係る光音響イメージング装置１０において、数値化情報を取得す
る際の処理動作例を示すフロー図である。
数値化情報の取得にあたっては、被検部位について全体的な光音響信号（音圧信号）を
取得し（Ｓ２０１）、上述した画像再構成によってＭＩＰ画像や三次元画像等の光音響画
像を得て、その光音響画像を画像表示部１６で表示出力する（Ｓ２０２）。そして、画像
表示部１６の表示画面上で、例えばがんや炎症部位等といった注目領域を、入力操作部と
しての機能を利用して指定させる（Ｓ２０３）。さらには、その注目領域について、算出
すべき数値化情報の種類を、入力操作部としての機能を利用して選択または入力させる（

10

Ｓ２０４）。数値化情報の種類としては、上述したような血液のボリューム、酸素飽和度
、グルコース分布、コラーゲン分布等に関するものが挙げられるが、これに限定されるこ
とはなく、平均音圧強度、平均吸収係数、平均酸素飽和度、平均血液量、各種数値化情報
の経時差分等に関するものであってもよい。数値化情報の種類の指定があれば、その後は
、例えば上記の（１）式、（２）式、その他の計算式を用いて、指定された種類の数値化
情報を計算する（Ｓ２０５）。計算された数値化情報は、詳細を後述するように、画像表
示部１６の表示画面上で、光音響画像における注目領域の近傍に表示出力されることにな
る。
なお、このような一連の手順は、数値化情報の複数種類について、繰り返し行うように
してもよい。また、複数種類の数値化情報を画像表示部１６の表示画面上に同時に表示す

20

るようにしてもよく、その場合には診断者の診断をサポートする上で有用なものとなる。
【００４９】
（表示出力：Ｓ１０８）
その後、光音響イメージング装置１０では、画像表示部１６が光音響画像等の表示出力
を行う。この画像表示部１６による表示出力については、詳細を後述する。
【００５０】
（４）光音響イメージング装置における特徴的な処理動作例
次に、本実施形態に係る光音響イメージング装置１０における特徴的な処理動作例を説
明する。ここでは、特徴的な処理動作例として、主に、画像表示部１６が表示出力を行う
際の処理動作を説明する。
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【００５１】
本実施形態に係る光音響イメージング装置１０は、例えば、関節リウマチの診断に用い
られる。そのため、画像表示部１６が表示出力する画像は、診断を行う診断者（医師等）
にとって、その診断を簡便かつ適切に行い得るものであり、また診断を受ける被検者（患
者等）にとっても、診断者による診断内容を容易に理解し得るものであることが望ましい
。
【００５２】
このことから、本実施形態に係る光音響イメージング装置１０は、診断者や被検者等に
とって好適な態様で画像表示を行えるようにすべく、画像再構成部１４で得た光音響画像
を含む合成画像を生成する画像編集部１５を備えており、その画像編集部１５が生成した
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合成画像を画像表示部１６が出力画像として表示出力するようになっている。
【００５３】
（出力画像の概要）
以下、画像表示部１６が表示出力する出力画像、すなわち画像編集部１５が生成する合
成画像について説明する。
画像編集部１５は、合成画像（すなわち、画像表示部１６が表示出力する出力画像）と
して、光音響画像とその関連画像とを合成したもの、または、複数の光音響画像同士を合
成したものを生成する。
【００５４】
（光音響画像と関連画像との合成）
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ここでいう「関連画像」とは、光音響画像に関連する所定種類の画像であって、その光
音響画像についての判断に用いられる関連性を有した情報を画像化したものである。
このような関連画像の一例としては、画像再構成部１４で得た光音響画像またはその光
音響画像の基になった検出信号から一意に導き出せる数値化情報を画像化（テキスト表示
）したものが挙げられる。具体的には、光音響画像を基に算出した血流状態の数値化情報
や酸素飽和度の数値化情報等のように、生体特性分布の算出結果である数値化情報を画像
化（テキスト表示）したものが相当する。
【００５５】
また、関連画像の他の例としては、光音響画像との比較対象となる他の光音響画像が挙
げられる。具体的には、同一の被検部位について過去に取得した光音響画像や健常者の被
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検部位についての光音響画像等で、メモリ部や外部記憶装置等に保存されているものが相
当する。つまり、例えば光音響画像であっても、一旦メモリ部や外部記憶装置等に保存さ
れ、そのメモリ部や外部記憶装置等から読み出されて利用されるものについては、「関連
画像」として取り扱うものとする。
このように、メモリ部や外部記憶装置等から読み出した光音響画像を関連画像とした場
合には、例えば同じ被検部位について時期を変えて測定した光音響画像の時系列変化を表
示出力することが実現可能となる。より具体的には、例えば、ある患者の症状の安定性に
応じて、例えば一か月〜三か月の期間をおいて測定した光音響画像を同時に視認しうる態
様で表示出力させることにより、疾患の進行・治癒の状態について、一つの光音響画像だ
けが表示出力される場合に比べて、診断者（医師等）は、簡便かつ適切に診断することが
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できるようになる。また、被検者（患者等）に出力画像を視認させながら診断内容を説明
すれば説明能が向上し、被検者も容易に説明内容を理解できるようになる。
【００５６】
また、関連画像のさらに他の例としては、被検者についての診療情報を画像化したもの
が挙げられる。具体的には、被検者の個人情報や診療録等のカルテ情報を画像化したもの
で、Ｉ／Ｆ部１７を通じて接続するサーバ装置等にアクセスすることで取得可能なものが
相当する。
また、関連画像のさらに他の例としては、可視画像撮像部または赤外画像撮像部を備え
ている場合であれば、光音響画像を得た被検部位について撮影した可視画像や赤外画像等
が挙げられる。
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【００５７】
なお、どのような種類の画像を関連画像とするかについては、予め設定されてプログラ
ミングされていれば特に限定されるものではなく、上述したいずれか一つの種類であって
もよいし、複数の種類を適宜組み合わせてもよいし、上述した種類以外のものを含んでい
てもよい。
【００５８】
光音響画像と関連画像との「合成」とは、複数の画像を一つの画像に纏めることを意味
する。具体的には、複数の画像を並べて配置した画像を生成することや、複数の画像を重
畳した画像を生成すること等、が相当する。
最初に複数の画像を並べて配置する場合（すなわち、初期表示の段階）には、各画像に
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ついて、画像を見る向きおよび画像の倍率を統一して表示することが好ましい。また、光
音響画像についての初期表示画像は、光照射方向が表示画面と垂直になる向きで表示する
ことが好ましい。複数の画像を重畳する場合には、初期の重畳画像として、現装置で撮像
した最新の光音響画像のｘｙｚ座標軸を基準に、過去画像や他モダリティ画像を重畳する
ことが好ましい。また、重畳する過去画像や他モダリティの画像は、基準となる光音響画
像と色彩を変えて、区別できるよう表示することが好ましい。このように初期設定するこ
とで、初期画像の表示が統一され、診断時の利便性が向上する。
なお、合成の具体的な手法は、公知の画像処理技術を利用したものであればよく、特に
限定されるものではない。
【００５９】
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（複数の光音響画像同士を合成）
また、ここでいう「複数の光音響画像同士」とは、複数の光音響画像で互いに対をなす
もの同士のことである。「互いに対をなすもの」としては、具体的には、両手または両足
の各光音響画像や、手の表裏（掌と甲）のそれぞれの光音響画像、足の表裏（足裏と甲）
のそれぞれの光音響画像等のように、一対とされることが一般的である被検部位について
のものが挙げられる。特に、「互いに対をなすもの」の表示では、画像の倍率、視野方向
（視野角）、コントラスト等といった、互いに揃えられるパラメータについては揃えて表
示することが好ましい。「合成」については、上述した関連画像の場合と同様である。
【００６０】
なお、画像編集部１５が出力画像として生成する合成画像は、上述したように、光音響
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画像とその関連画像とを合成したもの、または、複数の光音響画像同士を合成したもので
ある。ここでいう「または」とは、必ずしも択一的な意味に限定されることはなく、それ
ぞれが並存する場合をも含み得る。したがって、画像編集部１５は、複数の光音響画像同
士を合成したものに、さらにその関連画像を合成したものを、出力画像として生成するも
のであってもよい。
【００６１】
以上のような合成画像を出力画像とし、その出力画像を表示出力すれば、画像表示部１
６からは、例えば、片手もしくは片足の光音響画像とその関連画像、両手もしくは両足の
一対の光音響画像、または、一対の光音響画像とその関連画像が、それぞれ同時に視認し
得る態様で表示出力されることになる。したがって、光音響イメージング装置１０を利用
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する診断者（医師等）は、一つの光音響画像だけが表示出力される場合に比べて、被検部
位の状態について簡便かつ適切に診断することができるようになる。また、被検者（患者
等）に出力画像を視認させながら診断内容を説明すれば説明能が向上し、被検者も容易に
説明内容を理解できるようになる。
【００６２】
（出力画像の一具体例）
ここで、画像表示部１６が表示出力する出力画像について、具体例を挙げてさらに詳し
く説明する。
【００６３】
図６は、本実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像の一具
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体例を示す説明図である。
図例の出力画像３０は、光音響画像３１とその関連画像３２，３３とが合成されてなる
ものである。さらに詳しくは、出力画像３０は、光音響画像３１に対して、ある一つの態
様の関連画像３２が合成されたものと、他の態様の関連画像３３が合成されたものと、を
含んで構成されている。
【００６４】
（光音響画像）
光音響画像３１としては、例えば、ＭＩＰ画像を表示出力することが考えられる。ＭＩ
Ｐ画像であれば、被検部位の状態を診断する上で必要十分なものであり、三次元画像に比
べて画像取得の迅速化や処理負荷軽減等が実現可能となる。
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ただし、表示出力する光音響画像３１は、ＭＩＰ画像に限られることはなく、例えば、
光照射方向の任意深さにおける垂直断面画像であってもよい。このような任意深さの垂直
断面画像を光音響画像３１とすれば、面内輝度が対称的になるので、表示出力した際に非
常に見やすいものとなる。さらには、任意深さを選択し得るようになり、深さ情報が得ら
れるようにもなるので、光音響画像３１に基づく診断を行う診断者にとって非常に利便性
に優れたものとなる。
また、表示出力する光音響画像３１は、例えば、光照射方向に沿った複数位置における
各垂直断面画像を連続的に表示切り替えしたものであってもよい。このような複数位置の
各垂直断面画像を光音響画像３１とすれば、面内輝度が対称的になるので、表示出力した
際に非常に見やすいものとなる。さらには、各垂直断面画像の連続的な表示切り替えを行
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うことで、表示出力内容の変化から病変部の異常を検知し易くなるので、光音響画像３１
に基づく診断を行う診断者にとって非常に利便性に優れたものとなる。
【００６５】
なお、光音響画像３１として表示出力する画像の種類（ＭＩＰ画像やその他の画像等）
については、予め設定された固定的なものであってもよいが、例えば画像表示部１６にお
ける入力操作部としての機能（例えばタッチパネル機能）を利用して選択し得るようにし
てもよい。また、被検部位のどの部分を光音響画像３１として表示出力するか（例えば、
全体表示とするか、部分表示とするか等）についても、例えば画像表示部１６における入
力操作部としての機能を利用して選択し得るようにすることが考えられる。
【００６６】

10

（関連画像の一態様）
このような光音響画像３１と合成される関連画像としては、その一態様として、図中に
示す「※※※※」のように、光音響画像３１から導き出される数値化情報（例えば、生体
特性分布の算出結果）をテキスト表示するために画像化したもの（以下「数値化画像」と
もいう。）３２がある。数値化画像３２は、その基になった光音響画像３１と併記するよ
うな態様で表示出力される。このような数値化画像３２によれば、被検部位の状態（特に
血管状態）について定量的かつ客観的な指標を提示することができ、光音響画像３１を用
いた診断をより一層簡便かつ適切に行えるようになる。
【００６７】
数値化画像３２の一具体例としては、被検部位の血流の状態（具体的には、血管の体積
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または面積によって表される血流のボリューム）の数値化情報を画像化したものが挙げら
れる。このような数値化画像３２を表示出力すれば、その数値化画像３２を視認した診断
者は、被検部位における炎症（滑膜炎等）の有無についての診断を、定性的かつ客観的に
行うことができる。
数値化画像３２の他の具体例としては、被検部位における血液の酸素飽和度の数値化情
報を画像化したものが挙げられる。このような数値化情報を表示出力すれば、その数値化
画像３２を視認した診断者は、被検部位における炎症（滑膜炎等）の状態の違いが分かる
ようになり、炎症への対処法（処方する薬剤の種類等）を簡便かつ適切に特定し得るよう
になる。
なお、数値化画像３２は、上述した各具体例のいずれかに限定されることはなく、生体
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特性分布の算出結果として得られるものであれば、例えば、トータルヘモグロビン濃度、
オキシヘモグロビン濃度、デオキシヘモグロビン濃度、グルコース分布、コラーゲン分布
等に関するものであってもよいし、またこれらを適宜組み合わせたものであってもよい。
【００６８】
ところで、数値化画像３２は、被検部位における関節部についてのものとすることが考
えられる。具体的には、例えば被検部位が四肢先端部であれば、その四肢先端部における
各関節部（例えば図４参照）のそれぞれについて生体特性分布を算出し、それぞれの算出
結果を各関節部についての数値化画像３２とする。例えば関節リウマチは、各関節部の滑
膜の炎症の発生有無が判断基準の一つとなる。そのため、関節リウマチのように関節部の
炎症を伴う疾患の診断に用いるためには、各関節部のそれぞれについて数値化画像３２を
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表示出力することが望ましい。
関節部毎に数値化画像３２を得るためには、関節部の範囲を特定すること、すなわち関
節部とそれ以外の部分との区分けが必要となる。関節部の範囲は、例えば、画像表示部１
６における入力操作部としての機能（例えばタッチパネル機能）を利用して特定したり、
公知の画像認識技術（例えば、骨同士の連結箇所となる関節部であろう箇所を画像上で認
識する技術）を利用して特定することが考えられる。
【００６９】
関連画像としての数値化画像３２が各関節部についてのものである場合、それぞれの数
値化画像３２は、その関連画像と共に出力画像３０を構成する光音響画像３１中の対応す
る関節部の近傍位置に配置されるものとする。ここで「対応する関節部」とは、数値化画
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像３２の基になった数値化情報を取得した関節部のことをいう。つまり、光音響画像３１
中における各関節部の近傍に、それぞれから得た数値化画像３２が配置した状態で、出力
画像３０が表示出力される。数値化画像３２の配置は、数値化情報を得た際の関節部の範
囲特定情報に基づいて行うことになるが、対応する関節部として特定した範囲の近傍であ
れば、すなわち数値化画像３２がどの関節部についてのものであるか識別可能であれば、
光音響画像３１中に位置するか、光音響画像３１の外に位置するかを問わない。
このように、対応する関節部の近傍位置に数値化画像３２を配置すれば、例えば光音響
画像３１中に複数の関節部が存在する場合であっても、数値化画像３２がどの関節部につ
いてのものであるかを、容易かつ的確に認識することができる。
【００７０】

10

生体特性分布の算出結果を数値化画像３２として表示出力する場合には、その数値化画
像３２と合わせて、例えば図中に示す「（※※※※）」のように、数値化画像３２につい
ての診断を行う際の基準となる基準数値情報を画像化したもの（以下「基準数値画像」と
もいう。）を表示出力することが考えられる。基準数値画像は、数値化画像３２の適否を
判断する閾値としての機能を果たすもので、具体的には、被検部位の四肢先端部の関節部
以外の箇所からの数値化情報の平均値や、健康体における一般的な数値化情報に相当する
ものとして予め規定された標準値等、に関するものが該当することになる。基準数値画像
の表示出力は、メモリ部、外部記憶装置、サーバ装置等に予め設定されているものを取得
して行えばよい。
このように、数値化画像３２に基準数値画像を含めたものを関連画像とすれば、これら

20

を互いに対比させることで、その数値化画像３２の適否を容易かつ的確に判断することが
できるので、四肢先端部の関節部の状態（例えば炎症の発生有無）の診断の簡便化および
適切化を図る上で非常に好適なものとなる。
【００７１】
（関連画像の他の態様）
図６中の右方には、光音響画像３１と他の態様の関連画像３３とが合成されてなるもの
を示している。
【００７２】
他の態様の関連画像３３としては、例えば、被検部位について撮影した可視画像が挙げ
られる。そして、可視画像からなる関連画像３３は、光音響画像３１に重畳させるような
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態様で合成されて、表示出力されている。
このように、光音響画像３１を得た被検部位について撮影した可視画像を関連画像３３
として当該光音響画像３１と共に表示出力すれば、光音響画像３１とその可視画像とを容
易に対応させることができ、これにより例えば光音響画像３１において異常箇所（例えば
関節の炎症の発生箇所）があった場合に、その異常箇所が四肢先端部のどの位置に存在す
るかを簡便かつ適切に診断することができる。
【００７３】
なお、可視画像は、例えば被検部位について撮影した赤外画像であってもよい。光音響
画像３１を得た被検部位について撮影した赤外画像を関連画像３３として当該光音響画像
３１と共に表示出力すれば、特に関節の炎症の発生有無について容易かつ確実に診断する
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ことができる。関節の炎症の発生箇所は、熱を発生するため、赤外画像を参照することで
、正常箇所との識別が容易になるからである。
【００７４】
（関連画像のさらに他の態様）
光音響画像３１と合成される関連画像は、その光音響画像３１を得た被検部位について
、メモリ部や外部記憶装置等に既に記憶されている光音響画像（すなわち、過去に取得さ
れた光音響画像）であってもよい。その場合に、関連画像としての光音響画像は、メモリ
部や外部記憶装置等から読み出され、被検部位から取得した光音響画像３１と並ぶように
合成されて表示出力される。
このように、光音響画像３１の取得対象となる被検部位について既に記憶されている光
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音響画像を読み出して関連画像とすれば、その被検部位についての光音響画像の時系列変
化を容易に認識し得るようになる。つまり、過去の光音響画像との比較に基づく診断が行
えるようになるので、被検者の被検部位の状態の変化を診断する上で非常に好適なものと
なる。
【００７５】
図７は、本実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像の他の
具体例を示す説明図である。
図例の出力画像３４は、同一被検者の同一の被検部位であって、診断日の異なるの複数
の光音響画像３１、３５同士が並んで配置された状態に合成されてなるものである。つま
り、メモリ部や外部記憶装置等から読み出された光音響画像（すなわち、過去に取得され
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た診断日Ｂの光音響画像）３５を関連画像とし、その光音響画像（関連画像）３５を、セ
ンサ部１２での信号検出および画像再構成部１４での画像再構成を経て得られた診断日Ａ
の光音響画像３１と並べて配置している。
このように、複数画像のうちの一つの光音響画像３１が診断時（診断日：Ａ）に測定さ
れたものであって、他の一つの光音響画像３５が過去（診断日：Ｂ）の診断画像である場
合には、時系列での関節炎の炎症の状況を比較することができるため、症状の進行具合、
あるいは治療の効果を確認することができ、また症状の経過に基づいて診断者（医師等）
が治療方針を決定できるため、関節リウマチの治療において非常に好適なものとなる。
【００７６】
また、出力画像３４においては、それぞれの光音響画像と合わせて数値化情報が表示さ
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れていてもよい。このような数値化情報としては、それぞれの時期における関節リウマチ
の状況を示す数値化情報、例えば圧痛関節数、腫脹関節数などの触診評価による数値、Ｃ
ＲＰ（C‑reactive protein）、ＥＳＲ（erythrocyte sedimentation rate）、ＭＭＰ３（
Matrix Metalloproteinase‑3）、ＲＦ（Rheumatoid factor）などの体液に含まれるバイ
オマーカーの臨床データ、患者全般評価値（ＰｔＧＡ）、医師全般評価値（ＰｈＧＡ）、
およびこれらの値を用いて算出したＤＡＳ２８（disease activity score 28 joints）、
ＳＤＡＩ（simplified disease acrivity index）、ＣＤＡＩ（clinical disease acrivi
ty index）などの総合活動性指標などであってもよい。
このような数値化情報を光音響画像と合わせて出力すれば、医師や患者は、光音響画像
による関節炎の状況を視認するとともに、数値化情報で症状の他の側面を比較することが
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できるため非常に好適である。
【００７７】
（関連画像のさらにまた他の態様）
以上に、各態様の関連画像３２，３３，３５を具体的に説明したが、光音響画像３１と
合成される関連画像は、これらの態様に限定されるものではない。以下に、関連画像のさ
らに他の態様について簡単に説明する。
【００７８】
また、光音響画像３１と合成される関連画像は、その光音響画像３１を得た被検部位を
持つ被検者についての診療情報を画像化したものであってもよい。その場合に、診療情報
は、Ｉ／Ｆ部１７を通じて接続するサーバ装置等から読み出され、画像化された上で、被
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検部位から取得した光音響画像３１と並ぶように合成されて表示出力される。
このように、被検者についての診療情報を画像化したものを関連画像とすれば、その被
検者に対する診療の過程での事象を容易かつ効率的に認識し得るようになり、被検者の被
検部位の状態を簡便かつ適切に診断する上で非常に好適なものとなる。
【００７９】
なお、関連画像をどのような態様のものとするかについては、予め設定された固定的な
ものであってもよいが、例えば画像表示部１６における入力操作部としての機能（例えば
タッチパネル機能）を利用して選択し得るようにしてもよい。
【００８０】
（出力画像の他の具体例）

50

(18)

JP 2018‑15262 A 2018.2.1

図８は、本実施形態に係る光音響イメージング装置にて表示出力される出力画像の他の
具体例を示す説明図である。
図例の出力画像３６は、複数の光音響画像３７，３８同士が並んで配置された状態に合
成されてなるものである。
【００８１】
各光音響画像３７，３８は、いずれも、関連画像３２，３３，３５と合成される光音響
画像３１の場合と同様のものである。ただし、各光音響画像３７，３８は、それぞれが互
いに対をなす関係にある。具体的には、各光音響画像３７，３８は、ある被検者の右手を
被検部位とするもの、および、同被検者の左手を被検部位とするものである。これらの光
音響画像３７，３８は、被検者の両手をセンサ部１２にセットしてそれぞれを略同時に得

10

るようにすることが考えられるが、必ずしもこれに限定されることはなく、それぞれを順
次得るようにしても構わない。
【００８２】
以上のような複数の光音響画像３７，３８同士の合成画像を出力画像３６として表示出
力すれば、被検者の両手についての光音響画像３７，３８が同時に視認し得る態様で表示
出力されることになるので、特に関節リウマチの診断に用いて非常に好適なものとなる。
関節リウマチに関しては、一般に左右対称に症状（関節の炎症）が出ると言われているか
らである。したがって、このことは、例えば、両手についてのみならず、両足について同
時に視認し得る態様で表示出力する場合においても同様である。
【００８３】
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なお、ここでは、出力画像３６として、被検者の両手についての光音響画像３７，３８
を並べて表示出力する場合を例に挙げたが、被検者の両手または両足ではなく、一方の手
または足の表裏のそれぞれについての光音響画像を並べて表示出力することも考えらえる
。
このように、手または足の表裏の光音響画像を並べた画像を出力画像とすれば、被検部
位の状態（例えば関節の炎症の発生有無）について多角的に診断することができる。また
、光音響現象を生じさせる照射光の到達深度に限界があっても、表裏の光音響画像を並べ
るので、診断が困難となる箇所が生じてしまうのを極力抑制することができる。
【００８４】
（インタラクティブ表示）
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以上に、出力画像３０，３４，３６の具体例について説明したが、どのような出力画像
３０，３４，３６を表示出力するかについて（すなわち、画像表示部１６での表示出力内
容について）は、必ずしも予め設定された固定的なものである必要はなく、例えば画像表
示部１６における入力操作部としての機能（例えばタッチパネル機能）を利用して選択し
得るようにしてもよい。具体的には、例えば、画像表示部１６にて表示出力された画像を
参照しながら、診断者（医師等）が所望部位を画面上で選択すると、その部位近傍に入力
画面または選択画面が表示され、その入力画面または選択画面で指定された情報に応じて
、画像表示部１６にて表示出力される画像（すなわち、出力画像の内容）が切り替わる、
といった対話型のインタラクティブ表示を実現することも考えられる。このようなインタ
ラクティブ表示は、例えば公知のＧＵＩ（Graphical User Interface）技術を利用すれば
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、実現することが可能である。
【００８５】
（５）本実施形態の効果
本実施形態によれば、以下に示す一つまたは複数の効果を奏する。
【００８６】
（ａ）本実施形態では、光音響画像３１とその関連画像３２，３３，３５とを合成したも
の、または、複数の光音響画像３７，３８同士を合成したものを、出力画像３０，３４，
３６として表示出力する。したがって、一つの光音響画像だけが表示出力される場合に比
べて、診断者（医師等）が被検部位の状態について簡便かつ適切に診断することができる
ようになる。また、被検者（患者等）に出力画像を視認させながら診断内容を説明すれば
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説明能が向上し、被検者も容易に説明内容を理解できるようになる。つまり、本実施形態
によれば、診断者や被検者等にとって好適な態様で画像表示を行うことができる。
【００８７】
（ｂ）本実施形態のように、光音響画像３１，３７，３８が少なくともＭＩＰ画像を含ん
でいれば、被検部位の状態を診断する上で必要十分なものとなる。しかも、ＭＩＰ画像で
あれば、三次元画像に比べて画像取得の迅速化や処理負荷軽減等が実現可能となる。
【００８８】
（ｃ）本実施形態のように、パルス光の照射方向の任意深さにおける当該照射方向に垂直
な断面画像を光音響画像３１，３７，３８とすれば、面内輝度が対称的になるので、表示
出力した際に非常に見やすいものとなる。さらには、任意深さを選択し得るようになり、
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深さ情報が得られるようにもなるので、光音響画像３１，３７，３８に基づく診断を行う
診断者にとって非常に利便性に優れたものとなる。
【００８９】
（ｄ）本実施形態のように、パルス光の照射方向に垂直な断面画像を当該照射方向に沿っ
て複数得て、このような複数位置の各断面画像を光音響画像３１，３７，３８とすれば、
面内輝度が対称的になるので、表示出力した際に非常に見やすいものとなる。さらには、
光音響画像３１，３７，３８を表示出力する際に、各垂直断面画像の連続的な表示切り替
えを行うことで、表示出力内容の変化から病変部の異常を検知し易くなるので、光音響画
像３１，３７，３８に基づく診断を行う診断者にとって非常に利便性に優れたものとなる
。
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【００９０】
（ｅ）本実施形態のように、光音響画像から導き出される数値化画像３２を関連画像とす
れば、被検部位の状態（特に血管状態）について定量的かつ客観的な指標を提示すること
ができ、光音響画像３１を用いた診断をより一層簡便かつ適切に行えるようになる。
【００９１】
（ｆ）本実施形態のように、被検部位の血流の状態の数値化情報を画像化したものを数値
化画像３２とすれば、被検部位における炎症（滑膜炎等）の有無についての診断を定性的
かつ客観的に行うことができるようになる。
【００９２】
（ｇ）本実施形態のように、被検部位における血液の酸素飽和度の数値化情報を画像化し

30

たものを数値化画像３２とすれば、被検部位における炎症（滑膜炎等）の状態の違いが分
かるようになり、炎症への対処法（処方する薬剤の種類等）を簡便かつ適切に特定し得る
ようになる。
【００９３】
（ｈ）本実施形態のように、数値化情報が被検部位の関節部についてのものであれば、特
に関節リウマチの診断に用いて非常に好適なものとなる。
【００９４】
（ｉ）本実施形態のように、数値化画像３２を光音響画像３１中の対応する関節部の近傍
位置に配置して表示出力すれば、光音響画像３１中に複数の関節部が存在する場合であっ
ても、数値化画像３２がどの関節部についてのものであるかを、容易かつ的確に認識する
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ことができ、診断者や被検者等にとって非常に利便性が高いものとなる。
【００９５】
（ｊ）本実施形態のように、数値化画像３２と合わせて基準数値画像を表示出力すれば、
これらの互いに対比させることで、その数値化画像３２の適否を容易かつ的確に判断する
ことができるので、被検部位の関節部の状態（例えば炎症の発生有無）の診断の簡便化お
よび適切化を図る上で非常に好適なものとなる。
【００９６】
（ｋ）本実施形態のように、両手または両足の光音響画像３７，３８を並べた合成画像を
出力画像３６とすれば、特に関節リウマチの診断に用いて非常に好適なものとなる。関節
リウマチに関しては、一般に左右対称に症状（関節の炎症）が出ると言われているからで
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ある。
【００９７】
（ｌ）本実施形態のように、人体の手または足の表裏のそれぞれについての光音響画像を
並べた合成画像を出力画像とすれば、被検部位の状態（例えば関節の炎症の発生有無）に
ついて多角的に診断することができる。また、光音響現象を生じさせる照射光の到達深度
に限界があっても、表裏の光音響画像を並べるので、診断が困難となる箇所が生じてしま
うのを極力抑制することができる。
【００９８】
（ｍ）本実施形態のように、被検部位について撮影した可視画像を関連画像３３とすれば
、光音響画像３１とその可視画像とを容易に対応させることができ、これにより例えば光
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音響画像３１において異常箇所（例えば関節の炎症の発生箇所）があった場合に、その異
常箇所が被検部位のどの位置に存在するかを簡便かつ適切に診断することができる。
【００９９】
（ｎ）本実施形態のように、被検部位について撮影した赤外画像を関連画像とすれば、特
に関節部の炎症の発生有無について容易かつ確実に診断することができる。関節部の炎症
の発生箇所は、熱を発生するため、赤外画像を参照することで、正常箇所との識別が容易
になるからである。
【０１００】
（ｏ）本実施形態のように、光音響画像３１を得た被検部位について既に記憶されている
光音響画像をメモリ部や外部記憶装置等から読み出して関連画像とすれば、その被検部位
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についての光音響画像の時系列変化を容易に認識し得るようになる。つまり、過去の光音
響画像との比較に基づく診断が行えるようになるので、被検体の被検部位の状態の変化を
診断する上で非常に好適なものとなる。
【０１０１】
（ｐ）本実施形態のように、被検者についての診療情報をＩ／Ｆ部１７を通じて接続する
サーバ装置等から読み出して、その診療情報を画像化したものを関連画像とすれば、その
被検者に対する診療の過程での事象を容易かつ効率的に認識し得るようになり、被検者の
被検部位の状態を簡便かつ適切に診断する上で非常に好適なものとなる。
【０１０２】
（ｑ）本実施形態のように、画像表示部１６による表示出力内容を選択するための入力操
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作部としての機能を当該画像表示部１６が備えていれば、その画像表示部１６による表示
出力内容について、対話型のインタラクティブ表示を実現することができる。そのため、
表示出力内容が固定的である場合に比べると、診断者にとっての利便性が格段に向上する
ことになる。
【０１０３】
（ｒ）本実施形態のように、センサ部１２が挿入口１２ａを具備する被検出空間１２ｂを
有しており、その被検出空間１２ｂ内に配された被検部位に対してパルス光を照射し、そ
の被検部位からの光音響波の検出信号を検出するように構成されていれば、光音響イメー
ジング装置１０の利用にあたり、被検者は被検部位となる四肢先端部または身体突出部を
挿入口１２ａに挿入するだけでよい。そのため、被検者にとっては、非常に利便性に優れ
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たものとなる。また、診断者にとっても、被検者に対する案内説明の簡便化が図れる。
【０１０４】
（ｓ）本実施形態のように、光音響イメージング装置１０を構成する各部１１〜１８が同
一筐体１９に配されて構成されていれば、これらの各部１１〜１８が一体化された状態で
持ち運びや取り扱い等を容易に行い得るようになり、また省スペース化への対応も容易化
するので、この点においても装置利用者にとっての利便性向上が図れる。
【０１０５】
（ｔ）本実施形態のように、被検体の四肢先端部の少なくとも一つ、特に手を被検部位と
すれば、例えば滑膜の炎症が特徴的に現れることから、関節リウマチの診断に用いて非常
に好適なものとなる。しかも、センサ部１２における挿入口１２ａへの挿入が容易に行え
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るので、被験者（患者等）にとっての利便性が非常に優れたものとなる。
【０１０６】
（ｕ）本実施形態のように、被検部位が手関節とＭＰ関節とを含む領域、さらに好ましく
はＰＩＰ関節やＤＩＰ関節等を含む領域であれば、関節リウマチの診断に用いて非常に好
適なものとなる。被検者（患者等）によっては炎症の特徴が出やすい部位が異なり、一つ
の関節のみの検査では炎症の有無を見逃す可能性があるが、二以上の観察部位について検
査を行えば、そのようなおそれを排除できるからである。
【０１０７】
＜他の実施形態＞
以上に、本発明の一実施形態を具体的に説明したが、本発明は上述の実施形態に限定さ
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れるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
【０１０８】
上述した実施形態では、診断対象となる疾患が関節リウマチである場合を例に挙げたが
、本発明がこれに限定されることはない。すなわち、本発明は、関節リウマチの他にも、
例えば関節部の周辺の炎症（関節炎）を伴う糖尿病のように、関節部の炎症を伴う疾患の
診断に適用することが考えられる。さらには、関節部の炎症を伴う疾患のみならず、他の
疾患について、医療分野で用いられる光音響イメージング装置に適用しても有用である。
【０１０９】
また、上述した実施形態では、光音響イメージング装置１０を構成する各部１１〜１８
が一つの筐体１９に配置され一体化されている場合を例に挙げたが、本発明がこれに限定
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されることはなく、それぞれが別体で構成されていても構わない。さらには、光音響イメ
ージング装置１０を構成する各部１１〜１８についても、上述した実施形態で例に挙げた
具体例に限定されることはなく、同等のものに代替して構成しても構わない。具体的には
、その一例として、Ｉ／Ｆ部１７に接続する外部記憶装置に代わって、筐体１９内に記憶
装置を設ける、といったことが考えられる。
【０１１０】
＜本発明の好ましい態様＞
以下に、本発明の好ましい態様について付記する。
【０１１１】
［付記１］
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本発明の一態様によれば、
被検体の少なくとも一つの部位を被検部位とし、前記被検部位に光を照射して得られる
光音響波の検出信号を解析して、前記被検部位の音圧分布または当該音圧分布からの導出
情報分布を画像化した光音響画像を得る画像再構成部と、
前記画像再構成部で得た前記光音響画像と当該光音響画像についての判断に用いられる
関連性を有した関連画像との合成画像、または、前記画像再構成部で得た複数の前記光音
響画像で互いに対をなすもの同士の合成画像を、出力画像として生成する画像編集部と、
前記画像編集部が生成した前記出力画像の表示出力を行う画像表示部と、
を備える光音響イメージング装置が提供される。
【０１１２】

40

［付記２］
好ましくは、
前記光音響画像は、少なくとも最大値投影画像を含む
付記１に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１３】
［付記３］
好ましくは、
前記画像再構成部は、前記光の照射方向の任意深さにおける当該照射方向に垂直な断面
画像を前記光音響画像とする
付記１または２に記載の光音響イメージング装置が提供される。
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【０１１４】
［付記４］
好ましくは、
前記画像再構成部は、前記光音響画像として、前記光の照射方向に垂直な断面画像を当
該照射方向に沿って複数得るものであり、
前記画像表示部は、前記出力画像の一部として、複数の前記断面画像の連続的な表示切
り替えを行うものである
付記１から３のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１５】
［付記５］
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好ましくは、
前記関連画像は、前記光音響画像または前記光音響画像の基になった前記検出信号から
導き出される数値化情報を画像化した数値化画像である
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１６】
［付記６］
好ましくは、
前記数値化情報は、前記被検部位の血流の状態を数値化した情報である
付記５に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１７】

20

［付記７］
好ましくは、
前記数値化情報は、前記被検部位における血液の酸素飽和度を数値化した情報である
付記５または６に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１８】
［付記８］
好ましくは、
前記数値化情報は、前記被検部位における関節部についてのものである
付記５から７のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１１９】
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［付記９］
好ましくは、
前記画像編集部は、前記関連画像としての前記数値化画像を、当該関連画像と共に前記
出力画像を構成する前記光音響画像中の対応する関節部の近傍位置に配置する
付記８に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２０】
［付記１０］
好ましくは、
前記画像編集部は、前記数値化画像と合わせて、当該数値化情報についての診断を行う
際の基準となる基準数値情報を画像化したものを、前記関連画像とする
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付記５から９のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２１】
［付記１１］
好ましくは、
前記合成画像は、人体の両手または両足についての一対の前記光音響画像を並べた画像
である
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２２】
［付記１２］
好ましくは、
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前記合成画像は、人体の手または足の表裏のそれぞれについての前記光音響画像を並べ
た画像である
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２３】
［付記１３］
好ましくは、
前記被検部位についての可視画像を撮影する可視画像撮像部を備えるとともに、
前記画像編集部は、前記可視画像撮像部が撮影した前記可視画像を前記関連画像とする
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２４】
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［付記１４］
好ましくは、
前記被検部位についての赤外画像を撮影する赤外画像撮像部を備えるとともに、
前記画像編集部は、前記赤外画像撮像部が撮影した前記赤外画像を前記関連画像とする
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２５】
［付記１５］
好ましくは、
前記画像再構成部で得た前記光音響画像を記憶する画像記憶部または前記画像記憶部に
接続するインタフェース部の少なくとも一方を備えるとともに、
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前記画像編集部は、前記画像記憶部に記憶されている前記光音響画像を前記画像記憶部
から読み出して前記関連画像とする
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２６】
［付記１６］
好ましくは、
前記合成画像は、人体の手または足について、異なる時期に得た各光音響画像を時系列
に沿って並べた画像である
付記１５に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２７】
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［付記１７］
好ましくは、
診療情報を記憶するサーバ装置に接続するインタフェース部を備えるとともに、
前記画像再構成部は、前記被検体について前記サーバ装置に記憶されている診療情報を
前記サーバ装置から読み出して前記関連画像とする
付記１から４のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２８】
［付記１８］
好ましくは、
前記画像表示部による表示出力内容を選択するための入力操作部を備える
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付記１から１７のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１２９】
［付記１９］
好ましくは、
前記被検部位を挿入する挿入口を具備した被検出空間を有し、前記被検出空間内に配さ
れた前記被検部位に対して光を照射して当該被検部位からの光音響波の検出信号を検出す
るセンサ部と備える
付記１から１８のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３０】
［付記２０］
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好ましくは、
前記画像再構成部、前記画像編集部、前記画像表示部および前記センサ部が同一筐体に
配されて構成されている
付記１９に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３１】
［付記２１］
好ましくは、
前記被検部位における関節部の炎症を伴う疾患の診断に用いられる
付記１から２０のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３２】
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［付記２２］
好ましくは、
前記疾患は、関節リウマチである
付記２１に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３３】
［付記２３］
好ましくは、
前記被検体の四肢先端部または身体突出部の少なくとも一つを前記被検部位とする
付記１から２２のいずれか1つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３４】
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［付記２４］
好ましくは、
前記被検体の四肢先端部の少なくとも一つを前記被検部位とする
付記１から２２のいずれか1つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３５】
［付記２５］
好ましくは、
前記被検部位が手である
付記２４に記載の記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３６】
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［付記２６］
好ましくは、
前記被検部位が手関節とＭＰ関節とを含む領域である
付記２４または２５に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３７】
［付記２７］
好ましくは、
前記被検部位がＰＩＰ関節を含む領域である
付記２４から２６のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３８】

40

［付記２８］
好ましくは、
前記被検部位がＤＩＰ関節を含む領域である
付記２４から２７のいずれか１つに記載の光音響イメージング装置が提供される。
【０１３９】
好ましくは、
前記合成画像の初期表示の際に、当該合成画像を構成する各画像の向きおよび倍率を統
一して表示出力を行う
付記１から２８のいずれか１項に記載の光音響イメージング装置が提供される。
【符号の説明】
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【０１４０】
１０…基板処理装置、１１…光源部、１２…センサ部、１２ａ…挿入口、１２ｂ…被検
出空間、１２ｃ…媒質、１３…ＤＡＳ部、１４…画像再構成部、１５…画像編集部、１６
…画像表示部、１７…Ｉ／Ｆ部、１８…制御部、１９…筐体、２０…被検部位、２１…手
関節、２２…ＭＰ関節、２３…ＰＩＰ関節、２４…ＤＩＰ関節、３０，３４，３６…出力
画像、３１，３７，３８…光音響画像、３２…関連画像（数値化画像）、３３…関連画像
、３５…関連画像（光音響画像）
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