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はじめに111

これまでの当社内視鏡システムでは，内視鏡で一般的
に使われる白色光から，信号処理で任意の波長の分光画
像を抽出して，組織の性状や血管などを見やすくする
FICE（Flexible spectral Imaging Color Enhancement）
機能を搭載してきた。しかし，白色光照明では粘膜表層
の微細な血管を高いコントラストで描出することはむず
かしいとされていた。

2012年9月 に 発 売 し た 新 世 代 内 視 鏡 シ ス テ ム
「LASEREO（レザリオ）」（Fig. 1）では，2種類のレーザー
光に蛍光体を組み合わせたレーザー照明技術と独自の画
像処理技術を搭載した。それにより，がん診断に重要な
情報といわれている粘膜表層の微細な変化を強調した画
像観察が可能である狭帯域光観察機能BLI（Blue LASER 
Imaging）を実現した。

本報告においては，そのシステムの概要と特長，原理，
性能，そしてレーザー内視鏡が持つ将来性について解説
する。

Fig. 1   LASEREO system.
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Abstract

We have developed a new generation endoscope system “LASEREO”. A new laser illumination 
technology is applied to LASEREO. Having two kinds of lasers and phosphor, the new illumination is useful 
in detecting the structure of the mucous membrane. We realized the narrow band light observation BLI (Blue 
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illumination technology together with our original image processing technology.
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市場の特徴211

消化器内視鏡検査を行なう病院は，①拠点病院，②一
般病院，③診療所（クリニック）に分けることができる。
拠点病院には高度医療を行なう特定機能病院と一般病院・
診療所の後方支援を行なう地域医療支援病院があり，
EMR（内視鏡的粘膜切除術）やESD（内視鏡的粘膜下層
剥離術）などの内視鏡治療を行なう前の確定診断として，
拡大観察・画像強調観察のニーズが強い。特に，がん診
断では，粘膜表層の微細構造や微細血管のパターンを詳
細に観察し，パターン分類に従って病変の状態を内視鏡
下で判断して，治療方針を決定することがある（咽頭・
食道，胃，大腸，それぞれの部位で組織構造やがんの発
生形態が異なるため，部位ごとにいくつかのパターン分
類が存在する）。一方，診療所ではスクリーニング検査が
中心であり，拡大観察を行なうことはほとんどないが，
拾い上げとしての画像強調観察のニーズがある。

画像強調観察は，①光学法，②デジタル法，③光学デ
ジタル法，④色素撒布法，に分けられ，前述の表面構造・
微細血管の観察や拾い上げには，デジタル法である
FICE， 光 学 デ ジ タ ル 法 で あ るNBI（Narrow Band 
Imaging），色素散布法であるインジゴカルミン散布，
ルゴール散布などが用いられている。FICEは白色光を
照射して得られる信号から演算手段によって，NBIは光
学フィルタを用いて白色光を狭帯域化して照射する手段
によって，それぞれ生体の反射スペクトル情報を取得し，
強調表示している。実施前後の準備・手間やランニング
コストがかかる色素散布法に比べて，スイッチを押すだ
けで効果が得られるFICEやNBIに対する期待は高い。

システムの概要・特長311

LASEREOは消化器内視鏡システムとしては，初めて
レーザーを照明光として採用した。白色光観察だけでは
なく，レーザー光の特性を利用した狭帯域光観察機能を
標準搭載している。また，従来のキセノンランプを使っ
た光源に比べて消費電力・発熱が少ないことも特長であ
る。システムは，プロセッサ「VP-4450HD」，レーザー光
源「LL-4450」，専用スコープ「L590シリーズ」（上部消
化管用拡大スコープEG-L590ZW，上部消化管汎用スコー
プEG-L590WR，下部消化管用拡大スコープEC-L590ZW，
下部消化管汎用スコープEC-L590WM）で構成される。

レーザー光源LL-4450の特長3111
レーザー光源LL-4450は2つの波長のレーザーを搭載

し，それらの発光強度比を変えることで，通常観察と狭
帯域光観察それぞれに適した照明を実現している。

2種類のレーザーの1つ，白色用レーザー（波長：
450nm±10nm）は，蛍光体を発光させて通常の観察に
適したスペクトル幅の広い白色光照明を得るために使用
し，もう1つの狭帯域光観察用レーザー（波長：410nm
±10nm）は波長が短くスペクトル幅が狭い特長を利用
して，粘膜表層の微細血管やわずかな粘膜の凹凸，深部
の血管などの情報を高コントラストな信号として取得す
るために使用している（Fig. 2）。

照明光に求められる調光のダイナミックレンジが広い
ことも特長である。さらに狭帯域光観察BLIを用いる場
合は，広い調光範囲において白色用レーザーとBLI用
レーザーの発光強度比が常に一定になるように出力制御
することが求められる。LL-4450は複数種類のレーザー
変調駆動方式を組み合わせることで，広い調光範囲での
高精度制御を可能としている。

蛍光体白色用レーザー

BLI用レーザー

蛍光体白色用レーザー

BLI用レーザー

 

Fig. 2   Laser illumination.

3種の照明と4つの観察モード3121
LASEREOは4つの観察モードに対応し，スペクトル分

布が異なる3種の照明を行なっている（Fig. 3，Table 1）。

BLI -brightモードBLIモード 通常/FICEモード

～～

白色用レーザーBLI 用レーザー

波長 波長 波長

～～

白色用レーザーBLI 用レーザー

波長 波長 波長

 
Fig. 3   Spectral distribution of illumination.

Table 1   Types of illumination and observation modes.

モード 目的
レーザー強度

特長
白色用 BLI用

通常 白色光観察 強 弱 従来システム（キセノン光源）と同等の色調。

FICE 色彩強調 通常モードと同じ 分光画像処理により微細な色の変化を強調する。粘膜と血管の色の差を強調することで，血管の視認
性を向上させる効果がある。通常画像と同等の明るさ。

BLI 血管・粘膜表層構
造観察 弱 強 レーザーによる短波光成分を増やし，ヘモグロビン由来のコントラストを高めることで，表層微細

血管の強調に適した画像を生成する。

BLI-bright 血管・粘膜表層構造観察 中 強 BLIに対して白色光成分をやや強めることで，遠景でも明るい画像を生成する。血管・表面構造のコント
ラストは白色光・FICEよりは高いが，BLIよりは若干弱い。
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白色光観察では従来のFICE機能が使用可能である。新
規に開発した狭帯域光観察機能BLIは，狭帯域短波光と
白色光をバランスよく照射し，狭帯域短波光で得られる
狭い波長帯による信号と，白色光で得られる広い波長帯
による信号に対して画像処理を行なうことで，粘膜と血
管のコントラストを向上させた画像を表示する（Fig. 4）。

ECIFthgirb-ILBILB察観光色白

食道

胃

ECIFthgirb-ILBILB察観光色白 ECIFthgirb-ILBILB察観光色白

食道

胃  
Fig. 4   Clinical images captured by LASEREO.
            (supplied by Kyoto Prefectural University of Medicine 
             Hospital)

BLIは狭帯域短波光の割合を大きくすることで，粘膜
表層の構造や微細血管をより高コントラストに表示し，
BLI-brightは白色光成分の割合を大きくすることで，比
較的遠景でも明るい画像を得ることができる。

BLIとFICEの違い3131
FICEは，白色光の画像から信号処理によって狭い波

長帯による画像を生成し，RGB画像として再構築して
強調することで，粘膜と血管のコントラストを向上させ
ている（Fig. 5）。一方，BLIは，狭帯域短波光を強く照
射することで狭い波長帯による画像を取得し，強調処理
を行なうことで粘膜と血管のコントラストを向上させて
いる（Fig. 6）。

分光画像生成

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報と同等

粘膜
血管

粘膜表層

白色光

FICE画像

白色光画像

信号処理

深さ

分光画像生成

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報と同等

粘膜
血管

粘膜表層

白色光

FICE画像

白色光画像

信号処理

分光画像生成

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報と同等

粘膜
血管

粘膜表層

白色光

FICE画像

白色光画像

信号処理

 

Fig. 5   Processing flow of FICE.

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報

粘膜
血管

粘膜表層
白色光

狭帯域短波光

BLI画像

BLI-bright
画像

信号
処理

深さ

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報

粘膜
血管

粘膜表層
白色光

狭帯域短波光

BLI画像

BLI-bright
画像

信号
処理

白色光で得られる情報

短波の狭帯域光で得られる情報

粘膜
血管

粘膜表層
白色光

狭帯域短波光

BLI画像

BLI-bright
画像

信号
処理

Fig. 6   Processing flow of BLI.

FICE/BLI/BLI-brightでは，いずれも狭帯域光による
観察が可能だが，明るさと血管コントラストについては
強調度合いに差があり，以下のような関係になる。

画像の明るさ：
　   暗い　<            >  明るい
BLI＜BLI-bright＜FICE≒白色光観察
血管と粘膜のコントラスト：
　   高い　<            >  低い
BLI＞BLI-bright＞FICE＞白色光観察

BLIの開発411

BLIの原理4111
BLIはヘモグロビンの吸光特性（Fig. 7）と粘膜の散

乱特性に基づき表層にある微細血管と深層にある血管を
区別して画像化する技術である。
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Fig. 7   Absorption spectrum of hemoglobin.
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Fig. 8にBLIの基本原理を示す。短波長の光は粘膜内部
で散乱しにくく血管に吸収されやすい特性を持つため，
表層微細血管は高コントラストに描写される（Fig. 8a）。
一方，長波長の光は散乱しやすく血管に吸収されにくい
ため，表層微細血管は散乱の影響により低コントラスト
の輪郭がぼけた画像になり，深層血管はコントラストの
高い画像で描写される（Fig. 8b）。

この2つの画像を用いることで表層微細血管と深層に
ある血管を分離して表示することが可能となる。

Depth

MucosaBlood vessel

Short-wavelength light Long -wavelength light

a. Short-wavelength b. Long-wavelength

MucosaBlood vessel MucosaBlood vessel

a. Short-wavelength b. Long-wavelength

Fig. 8   Principle of BLI.

光源条件4121
内視鏡検査では表層微細血管の明瞭な抽出が望まれ

る。従来，短波長域の狭帯域光フィルタで表層血管の 
コントラストが高まることは知られていたが，定性的な
理解にとどまっており，中心波長と帯域幅との関係は不
明であった。

そこでまずシミュレーションにて，レーザーの波長・
帯域でも表層血管が高コントラストで得られるかを確認
し，実粘膜での検証を踏まえ，BLIの光源条件を決定し
た。

シミュレーションによる検討412111
照明スペクトル分布と粘膜モデルより画像信号値は以

下の式で求められる。

S (c, m)= ∫ L (λ) M (m, λ) C (c, λ) d λ
　　　　　　　　　　･･･ (1)
　S (c, m)  ： 画像信号値
　L (λ)　   ：照明スペクトル分布
　M (m, λ)：粘膜分光反射率
　C (c, λ)  ： CCD分光感度
　c = R, G, B
　m = 粘膜, 表層微細血管, 深層血管

照明スペクトル分布L (λ)には，短波長域の各種レーザー
および白色用レーザーと蛍光体のスペクトルを使用した。

未知の値である粘膜分光反射率M (m, λ)は，光伝播シ
ミュレーションを用い胃粘膜と血液のデータより算出し
た。光伝播シミュレーションより算出した粘膜・表層血
管の反射スペクトルの一例をFig. 9に示す。
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Fig. 9   Reflection spectra obtained by simulation.

短波長域の各種レーザーと白色用レーザーと蛍光体の
比率を変更させた光源条件やキセノンランプ・狭帯域
フィルタなどの照明スペクトル分布L (λ)を式(1)に適用
しシミュレーションを行ない，各条件の血管コントラス
トを比較した（Fig. 10）。

その結果，「適切な波長を選択すればレーザーの帯域
でも高コントラストが得られること」，「短波長域レー
ザーの光量を白色用レーザーと蛍光体に対し上げること
で，高コントラストが得られること」が結論として得ら
れ，表層血管観察用に適した短波長域レーザー（BLI用
レーザー）として波長410nmを選択した。

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

410nmレーザー

白色：低、410：高

白色：中、410：中

白色：高、410：低

白色用レーザー

キセノン

狭帯域フィルタ

Relative contrast normalized by Xe contrast

Fig. 10   Contrasts in microvessel images obtained by simulation.

口唇裏粘膜での実験412121
シミュレーションでの結論を踏まえ，口唇裏粘膜を被

写体とし，BLI用レーザーと白色用レーザーの光量比率
を変化させながら，血管が高コントラストで得られる条
件の検証を行なった。
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各光源条件での口唇裏の粘膜と表層血管のコントラス
ト（粘膜の信号値/血管の信号値）をFig. 11に，それら
の画像をFig. 12に示す。

1.0 1 .2 1 .4 1 .6 1.8 2 .0

BLI用レーザー

BLI/白色=1.7

BLI/白色=1.1

BLI/白色=0.8

白色用レーザー

キセノンランプ

狭帯域フィルタ

Contrast

Fig. 11   Contrasts in microvessel images obtained in an experiment.

 

BLI用レーザーBLI／白色=1.7BLI／白色=0.8

白色用レーザーキセノンランプ狭帯域フィルタ

BLI／白色=1.1 BLI用レーザーBLI/白色=1.7BLI/白色=0.8

白色用レーザーキセノンランプ狭帯域フィルタ

BLI/白色=1.1

Fig. 12   Experimental results using oral mucosa.

Fig. 11より，BLI用レーザーと白色用レーザーの光量
比率を適切に設定することで，狭帯域光フィルタ方式

（420nmを中心波長としたフィルタを使用）と同等の血
管コントラストが得られることを確認した。

また，Fig. 12より2つのレーザーの比率を変更するこ
とでさまざまな血管のコントラストを得られることを確
認した。BLI用レーザーと白色用レーザーの光量比率を
変えることで，用途や観察対象に応じた光源を実現でき
る可能性を得た。

実験で得られた口唇裏粘膜の血管コントラストとシ
ミュレーションで得られた血管コントラストの光源条件
間の関係は対応が取れており，シミュレーションを用い
た光源条件選択の妥当性が検証できた。

2つの狭帯域光観察モードの設定412131
BLI用レーザーと白色用レーザーの特長を踏まえ，

LASEREOでは次の２つの狭帯域光観察モードを用意し
た。

・BLIモード：
　 粘膜表層の微細血管のコントラストを高めることを

狙い，BLI用レーザー光の比率を高めた。主として
近接～拡大観察用を想定。

・BLI-brightモード：
　 BLI用レーザー光と白色用レーザー光とをバランス

よく配分し，血管コントラストの向上と明るさを両
立。主として中景～近接の観察用を想定。

この2つの狭帯域光観察モードにより，LASEREOの
狭帯域光観察では，明るい非拡大観察と血管コントラス
トの高い拡大観察を実現した。

構造強調4131
内視鏡検査では数cmの病変を遠景で観察し，Fig. 13 

下段 の10μm程度の微細血管を拡大観察するなど観察
対象がさまざまである。拡大観察においても10μmの微
細血管だけでなく，Fig. 13上段の白く縁取られた腺窩
辺縁上皮を観察して今後の治療方針を決定することがあ
る。さまざまな観察条件に対応するため，BLIの構造強
調は強調の周波数帯域を変えた2種類の強調モードを搭
載している。Fig. 13のAモードは周波数の低い所も強
調する設計になっておりエリアや構造を強調するのに適
している。また、Fig. 13のBモードは細線のみを強調す
るように設計しており，微細血管の観察用と考えている。

観察距離5mm

観察距離2mm

a. A-mode b. B-mode

観察距離5mm

観察距離2mm

観察距離5mm

観察距離2mm

a. A-mode b. B-mode
Fig. 13   Two modes of structure enhancement.

色彩強調4141
消化管は部位によって粘膜上皮や血管密度が異なり，

再現される色調はさまざまである。咽頭・食道・胃・大
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腸の各部位で病変を目立たせることを目的としてBLIで
は3つ の 色 調（C1, C2, C3） を 提 供 し て い る。 ま た，
BLI-brightでは，さらに白色光観察に近い色調の「色彩
強調なし」を追加している（Fig. 14）。

C2

色彩強調なし (BLI-brt)

C1

C3

C2C1

C3

Fig. 14   Color enhancement by BLI and BLI-bright.

まとめ511

消化器内視鏡システムLASEREOはレーザー光源を
照明光として採用し，レーザー光源の持つ高輝度・狭帯
域の特性を活かして，粘膜・血管を高コントラストに表
示する狭帯域観察機能BLIを搭載するに至った。また，
BLI用レーザーと白色用レーザーの強度を変化させるこ
とによって比較的遠景でも明るい狭帯域観察を可能とす
るBLI-brightを実現した。

今後，早期のがん病変発見やより詳細な治療方針の決
定に役立つ内視鏡システムを実現するには，BLIやBLI-
brightに加えて，多種多様な「がんの生物学的，機能的
な変化」を可視化する技術が必要と考えている。

LASEREOでは光の波長の異なるレーザー光源を用い
ることにより「がんの生物学的，機能的な変化」を可視
化する新しい診断機能を拡張する発展性を備えている。

現在，われわれは独立行政法人国立がん研究センター
東病院と，レーザー光源を用いて，がんの生物的，機能
的な変化の一つである「がん病変の低酸素状態」を可視
化する技術に取り組んでおり，今後も，早期のがん病変
発見や，治療方針決定につながる内視鏡システムとして，
LASEREOを発展させていきたい。
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