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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

G1. 星詳子,町田学（浜松医科大学）
DOTアルゴリズムの構築と検証・光学特性値の計測と決定

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

G3. 大川晋平（防衛医科大学),橋本康（慶應義塾大学）
順・逆問題解析

G4. 吉永哲哉, 河野理（徳島大学）
逆問題解析

G5. 谷川ゆかり，川口拓之（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

G6.  藤井宏之（北海道大学）
順問題解析

産学共創基礎基盤研究
ヒト生体イメージングを目指した革新的バイオフォトニクス技術の構築



従来技術

光トポグラフィ（近赤外線スペクトロスコピー, NIRS）
組織酸素モニター，神経機能イメージング

競合技術

光コヒーレーンストモグラフィ(OCT)
光音響イメージング



近赤外線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



NIRSを用いた脳機能イメージング研究



照射点

受光点

計測点

光トポグラフィ



光トポグラフィの限界

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.
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超低出生体重児頭部DOT (血流分布)

光CT（拡散光トモグラフィ, DOT）
生体組織における光の吸収・散乱係数の分布を画像化する技術

↓

生体の限局した領域における血流・代謝・構造変化を
定常状態で定量的に検出

非侵襲的・ベッドサイドなどでの計測が可能



光CTの臨床応用例

1. 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

腫瘍細胞の深さ方向の拡がりを検出

2. 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

3. 炎症組織の検出

4. 新生児・乳幼児検査法

5. 神経機能イメージング法

6. 筋疾患の診断

7. 治療方針の決定：光線力学療法

乳がん

Biomed Opt Express 2015

末梢血管障害

Biomed Opt Express 2012

関節リウマチ（手指）

JBO 2013



蛍光トモグラフィ FDOT

分子イメージング
PET アミロイドイメージング

健常者

アルツハイ
マー患者

石井賢二，東京都健康長寿医療
センター研究所より



脳組織における光伝播

輻射輸送方程式



時間分解計測 逆問題計算

光CT画像再構成アルゴリズム
(Model-Based Iterative Image Reconstruction: MOBIIR)
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検出器1

入射光

検出器2
Time (ns)

Time (ns)

測定結果と計算結果を比較

ma, ms’ 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
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時間分解計測 (time-resolved spectroscopy, TRS)
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マルチチャンネル時間分解計測システム
（平成28年7月完成）



頭頸部を対象とする光CT

濾胞癌：
甲状腺癌の10-15%
濾胞腺腫との区別は穿刺吸引細胞診でも困難

内頚動脈狭窄症

甲状腺・副甲状腺疾患

脳疾患
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頸部MR画像 （26スライス）



3D頸部モデル

全 体
甲状腺と気管と軟骨

動脈と静脈

19



数値実験：3D頸部モデル
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構成組織と
その吸収係数(μa[/mm])

1 背景組織 0.0085

2 筋肉 0.055

3 甲状腺 0.065

4 骨 0.025

5 動脈 0.4758

6 静脈 0.4758

7 気管壁 0.055

8 気管 0.0001

9 食道 0.055

10 CSFの周囲 0.025

11 CSF 0.004

12 脊髄 0.017

13 軟骨 0.025



数値実験： 3D頸部モデル
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甲状腺内部に２種類のガンを配置

甲状腺 0.065
ガン：タイプ１ 0.095

ガン：タイプ2 0.035

吸収係数((μa[/mm])

ガンのサイズ
4mm × 4mm × 4mm



数値実験：3D頸部モデル

22

Ｖ

source

detector

1cm

1cm

皮膚表面にsource及びdetectorを配置 (sourceの総数23個)
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マルチチャンネル時間分解計測システムによる頸部計測



数値実験：３Ｄ頸部モデルにおけるＤＯＴ
ガン組織検出(吸収係数分布）

24
ガン (タイプ１) ガン (タイプ2)
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頭部用ファイバホルダー
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ファイバホルダの試作

MRIより体表・甲状腺を抽出
⇒甲状腺を基準にホルダ位置の設定

MRIでDOT画像の精度評価をするため、
装着姿勢の再現性が高いホルダが必要
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ファイバホルダの試作

3DCADを使って、ホルダをデザイン
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ファイバホルダの試作

3Dプリンターで試作

被験者に装着



生体光断層イメージング

直進光検出
空間分解：～10 mm
深度1-2 mmの断層像

1. 光コヒーレンストモグラフィ(OCT)

冠動脈（φ = 2.5mm) OCT 胃壁(粘膜組織）OCT

春名正光. 映像情報メ

ディア学会雑誌. Vol 65, 
67-71, 2011より

汎用診断技術として
の発展の妨げ

粘膜 粘膜下層



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

胃内視鏡



2. 光音響イメージング

脳疾患

吸収係数の定量的計測は極めて困難．

頭蓋骨に覆われている脳の計測はできない．

散乱係数やチトクロームCオキシダーゼなど光CT
で計測可能な生体情報の取得ができない．

Three-dimensional multispectral 
optoacoustic mesoscopic images of 
human skin (J. Biophotonics, 2016) 



実用化に向けた課題

シミュレーション実験と異なり, 実際の計測データに
は様々な要因に起因するノイズが含まれるため, 画
像再構成アルゴリズムのブラッシュアップが必要であ
る.

画像再構成アルゴリズムの高速化を目的に, これま

で複数の方法を考案してきたが、生体計測での有効
性を検証する必要がある．

MRI計測時の姿勢を正確に再現できるように光ファ
イバ固定用ホルダーの精度を上げる必要がある．



すべての測定
を利用した場合
の再構成画像

飽和した測定を
線形で補間した
場合の再構成

飽和した測定
を未知変数に加
えた方法を適用

提案法

すべての測定データを利用するのではなく，一部を不確かな測定とみなして未知変数に
加え，再構成画像の高品質化を期待するアプローチを提案している．以下は数値実験の
例：

ファントム

この位置に極端
に高い光学特性
値あり

画像再構成のための逆問題解法の改良例

従来法従来法



実用化に向けた課題

シミュレーション実験と異なり, 実際の計測データに
は様々な要因に起因するノイズが含まれるため, 画
像再構成アルゴリズムのブラッシュアップが必要であ
る.

画像再構成アルゴリズムの高速化を目的に, これま

で複数の方法を考案してきたが、生体計測での有効
性を検証する必要がある．

MRI計測時の姿勢を正確に再現できるように光ファ
イバ固定用ホルダーの精度を上げる必要がある．
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輻射輸送―拡散方程式ハイブリッドモデル

rDE ~ 5/ ′ (1.5 cm), tDE ~ 1/vμa  (160 ps)
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rDE



実用化に向けた課題

シミュレーション実験と異なり, 実際の計測データに
は様々な要因に起因するノイズが含まれるため, 画
像再構成アルゴリズムのブラッシュアップが必要であ
る.

画像再構成アルゴリズムの高速化を目的に, これま

で複数の方法を考案してきたが、生体計測での有効
性を検証する必要がある．

MRI計測時の姿勢を正確に再現できるように光ファ
イバ固定用ホルダーの精度を上げる必要がある．



OCTで得られる以上の深さ方向情報を与える生体
光断層イメージング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を考えている企業に
は，本技術の導入が有効と思われる．

光CT内視鏡など他の技術と光CTを組み合わせて
新たな計測機器開発に意欲的な企業との共同研究
を希望．

医療分野（診断機器）以外で，高精度な分光計測
技術のニーズがある企業の参画を希望．

光線力学療法など，治療方針を決める時に生体の
光学特性値を先見情報として必要な技術に，光CT
の技術は有用と思われる．

企業への期待



お問い合わせ先

浜松医科大学・光尖端医学教育研究センター
産学官連携推進部

TEL 053-435-2438
FAX   053-435-2438
E-mail collabo@hama-med.ac.jp


