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G1. 星詳子,岩瀬正，河野理（東京都医学総合研究所）

数理モデル・DOTアルゴリズムの検証・光学特性値の計測

G2. 岡田英史（慶應義塾大学）

モンテカルロシミュレーションによる数理モデル・ DOT

アルゴリズムの構築・光学特性値の決定
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順・逆問題解析・光学特性値の決定

G4. 吉永哲哉,藤本 憲市（徳島大学）

逆問題解析・光学特性値の決定

G5. 谷川ゆかり（産業技術総合研究所）
数理モデル・DOTアルゴリズムの検証・光学特性値の計測

バイオメディカル光イメージングにおける
数理モデルと画像再構成
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近赤外線近赤外線近赤外線近赤外線スペクトロスコピースペクトロスコピースペクトロスコピースペクトロスコピー
(near-infrared spectroscopy, NIRS)

近赤外線（700 nm ~ 1300nm)を用いる非破壊分析法

近赤線



血流・血液量・酸素化状態

組織（主として脳組織）Hb量の計測
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NIRSの代表的計測法



拡張ベ－ル・ランバート則
（Modified Beer-Lambert Law, MBLL)
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A = - log I/I0 = ε C βL + S
ε, モル吸光係数
C, 濃度(oxy-Hb, deoxy-Hb, t-Hb)

βL, 光路長
L, 照射－受光間距離
β, differential pathlength factor (DPF）
S, 散乱とその他の生体物質での吸収による減光



NIRS 装置
CW TRS Wearable



NIRSを用いた神経機能イメージング研究

Hoshi et al. J. Neuroimaging 2012 



NIRSの問題点

脳脊髄液 頭蓋骨

脳

頭皮

脳活動領域

�NIRS 信号は，皮膚や頭蓋骨など脳外組織の影響を受ける。

� 選択的に脳内Hb濃度変化を定量的に計測することは極めて
困難である。



Wang et al. Appl. Opt. 17, 410-420, 2010 

頭蓋骨・脳脊髄液・皮膚：厚さ，吸収係数，散乱係数の値によって光伝搬
は変化する．

脳脊髄液層の厚さと光マッピング

∆OD



DOT：拡散光（散乱光）を検出して生体組織における光学
特性値のxyz軸方向分布を画像化する技術

↓
生体の限局した領域における循環代謝・構造情報を

定量的に検出

水平断 冠状断 矢状断 新生児脳新生児脳新生児脳新生児脳におけるにおけるにおけるにおける
吸収係数吸収係数吸収係数吸収係数のののの分布分布分布分布
（（（（760 nm)760 nm)760 nm)760 nm)

y

x

z

拡散光トモグラフィ
Diffuse optical tomography (DOT)



DOTの臨床応用

1. 診断・治療効果判定

• 悪性腫瘍組織の検出

外因性トレーサーやプローブが不要

腫瘍細胞のz軸方向（深さ方向）の拡がりを検出

• 循環障害の検出・障害度の評価

造影剤が不要

定量評価が可能

• MRIなど他の方法による計測が難しい対象の検査法

2. 光を用いた治療計画：光線力学治療（PDT）



時間分解計測 逆問題計算

DOT画像再構成アルゴリズム
(Model-Based Iterative Image Reconstruction: MOBIIR)

µa, µs’

検出器
1

入射光

検出器2
Time (ns)

Time (ns)

解

測定結果と計算結果を比
較

µa, µs’ を推定

光伝搬モデルを用い
て順問題解析

各検出器での検出光の変
化を計算

不
一

致

一致

検出光強度の時間プロファイ
ル



超低出生体重児頭部DOT
(低炭酸ガス血症による脳血流低下）

正常呼吸状態 低炭酸ガス血症



DOT画質を左右する因子

1. 装置の性能

2. 画像再構成アルゴリズムの適切性

順問題モデルとして拡散方程式を採用
拡散近似の成立しない領域・条件が存在

非線形逆問題
未知数の方が測定数より多く局所解に陥る可能性が高い
不良設定問題 (ill-posed problem)

3. 光学特性値の信頼性

真の値は不明
逆問題は初期値設定誤差が解の大きな誤差になる不良
条件問題 （ill-conditioned problem)



1. 生体内光伝播の数理モデル（順問題モデル）の構築

・決定論的手法：時間依存輻射輸送方程式
・確率論的手法：モンテカルロシミュレーションによる検証

2. 高速・高精度逆問題解析法（画像再構成アルゴリズム）
の確立

・輸送－拡散方程式ハイブリッドモデルによる画像再構成

アルゴリズム

3.   生体組織の光学特性値（吸収・散乱係数）の決定

・フェムト秒レーザーによる小動物・サル・ヒト皮膚での計測

課題
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吸収係数の３D画像再構成：水平断

原画像 再構成画像



甲状腺: 0.065

気管: 0.0001

筋肉: 0.055

脊椎: 0.025

背景: 0.01

食道 :0.045

µ
a
初期値(/mm)

g = 0.9,  µs = 10/mm

32 by 32 by 32 mm

臨床応用：甲状腺癌検出



Type-1 Type-2

癌: µ
a
=0.095 癌: µ

a
=0.035

甲状腺: µ
a
=0.065

甲状腺癌 （吸収係数が異なる２タイプ）



Type-1 

癌組織

Type-2 

癌組織

甲状腺の３D画像再構成（吸収係数）



生体光断層イメージング

直進光検出
深度1-2 mmの断
層像

Optical coherence tomography (OCT)

数ミリメートルより厚い組織の深さ方向の情報
散乱光

輸送方程式に基づくDOT画像再構成アルゴリズムが必要
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企業企業企業企業へのへのへのへの期待期待期待期待

• 未解決の装置の性能については、企業技術
により克服できると考えている。

• 内視鏡の技術を持つ企業との共同研究を希
望。

• また，OCTで得られる以上の深さ方向情報を

与える計測技術を開発中の企業，生体を対象
とした分子イメージングへの展開を考えている
企業には，本技術の導入が有効と思われる。
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おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 （（（（４４４４月月月月１１１１日以降日以降日以降日以降））））

浜松医科大学

メディカルフォトニクスセンター

星 詳子

ＴＥＬ 053-436-2111 (代表）

e-mail yhoshi@hama-med.ac.jp


