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近年,ヒ トあるいは動物 の体 内で生 じて いる分子 レベルの現象 をモニター

する新 しい技術 として蛍光 トモグラフィーが急速 に発展 している.蛍光 トモ

グラフィー は生体 組織内の蛍光薬剤 の空間的分布 を画像化す る もので あ り,

生体組織が近赤外光 によ り励起 され,蛍光が生 じ,その蛍光 を.観察 して非侵

襲 に生体 内部 の蛍光薬剤濃度 の空間分布 を画像 化す る.蛍光薬剤 の濃度 の画

像 は 目標 とす る組織 の位置 と機能 に関する貴重な情報 を与 える.連続光方式

あるいは強度 変調光方 式 を用 いた蛍光 トモ グ ラフィー に関す る多 くの研 究

が,数値 シミュ レー シ ョンで,あるいは模擬試料や生体 を用 いた実験 によ り

行われ ている.もう一つの方式 は時間分解計測方式で あ り,励起が極短パル

ス光 とピコ秒 時間分解検 出法 を用 いる もので ある.時間分解 計測方式は,特

に空間分解能 の観点か ら,連続光方式 あるいは強度変調光方式よ りも良質な

画像 を提供す る.なぜな ら,極短パ ルス光 を用 いる時間分解計測方式 はあ ら

ゆる周波数 の強度変調光 を含 んでお り,したが って最 も豊富な情報 を与える
か らで ある.

本論文 で提案 して いる トータル ライ ト法は一般的 には連続光方式,周波数

変調方式,時 間分解 計測方式 のいずれ に も適用が可能で ある.本論文の動機

は,画像 の質 を保 ちなが ら時間分解計測方式の蛍光 トモ グラフィー の画像再

構成計算 を高速化す る ことにある.トー タル ライ ト法 は生体組織内の蛍光薬

剤の濃度 と吸収係数分布 を同時 に画像 化す る ことが可能で ある.

本論文 は全 5章で構成 されている.各章の概要は次の通 りで ある.

第 1章 は蛍光 トモ グラフィー につ いての概要 を述べている.まず.蛍光現

象 につ いて,そ の特性 と計測法 をレビュー し,次 に,拡散光 トモグラフィー

につ いて,生体 内の光伝播 と生体組織 の光学特性･につ いて述べて いる.蛍光

と拡 散光 トモ グ ラフィー を組 み合わせ が蛍光 トモ グ ラフィー に発展 して い

る こと,そ して,蛍光 トモ グラフィー技術が悪条件 の逆問題で ある ことを述

べている.
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第 2章においては,蛍光寿命がゼ ロと仮定するゼ ロ蛍光寿命法を用いて,

生体内の蛍光 の伝播 を扱 う順問題モデル を説明 している.蛍光薬剤の濃度 と

生体組織内の光学特性値分布 の画像 を高品質で得るためには,生体組織内の

励起光 と蛍光 の伝播 を解析する順問題 の正確なモデルが肝心で ある. これ

は,順問題モデルの解 の誤差が逆問題 のプロセス中に強調 され,再構成画像

の品質 を落 として しまうか らである.また , 順問題 を高速で解 くことは,逆

問題プロセスによる画像再構成 にとっては大いに望ましい ことである.これ

らの課題 を解決するために,ゼ ロ蛍光寿命法を提案す る.木章は,まず,光

拡散方程式 を解 く有限要素法を レビュー し,次に本論文のオ リジナルアイデ

ィアであるゼ ロ蛍光寿命法について説明する.最後 に , 順問題モデルの解の

結果 として,対象物 の表面で測定 され る時間分解波形や対象物の内部にお け

る光強度分布 を示す.

第 3章 にお いては,声優再構成のために トータル ライ ト法を用 いた逆問題
モデル を説明 し,各種 の対象物 に対するシミュレー ションの測定データか ら

再構成 された結果 を示す.時間分解 計測方式の蛍光 トモ グラフィー におい

て,従来 の計算法では画像再構成 の全体 プロセスの中で蛍光強度 を計算する

ための畳み込み積分 の計算が大きな割合 を占めるが,トータル ライ ト法を用

いることによ り,この畳み込み積分の回数を大幅に削減 し,全体 の計算時間

を顕著 に短 くす ることができる.本章では,まず,逆畳み込み積分法をレビ

ュー し,計測データを編集する操作 を説明する.次 に画像再構成のための逆

問題プロセスを記述するが,そ こにはヤコビ行列の生成および幾何学的再構

成法 ( )hiecnqueio
t tconsruc
Al cRe nT が含まれる.最後 に,各種条件下でb igera
のシミュ レー ションで得 られた再構成画像 を示す.蛍光薬剤の濃度 の再構成

された画像 は定量的 にも空間的 にも良好である.

第 4章 にお いては,提案 した トータル ライ ト法 も用いた蛍光 トモグラフィ

ーの実験結果 を示す.実験装置の概要を説明 し,実際の測定 にお ける課題 と

解決法を述べ る.直径約 30mm,高さ約 70mmで生体組織に近 い光学特性値

を持つプラスチ ック製の円柱状模擬試料 を用いた.模擬試料 中に作製 した直

径 4mm,深さ 30mmの穴に蛍光薬剤 を含む溶液 を注入 し ,2チャンネルまた

は 12チ ャンネルの時間分解計測 システムを用 いた. 2チ ャンネル システム

で得 られたデータは実験上の制限か らノイズが多 く,画像 の質は良 くなか っ

た .12チャンネル システムで得 られたデータか らの画像は蛍光薬剤の位置

を正 しく特定することができ,本論文で提案 した手法の妥 当性 を検証 した.

第 5章は結言であ り,各章を要約 し本論文を総括 している. 
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近年 , ヒ トある いは動物 の体 内で 生 じて い る分子 レベ ル の現 象 をモニ ター

す る新 しい技術 と して 蛍光 トモ グ ラフィーが急 速 に発 展 して いる.蛍光 トモ

グ ラフィー は生体 組織 内の蛍光 薬剤 の空 間的分布 を画像化 す る もので あ り,

生体 組織 が近赤外 光 によ り励起 され ,蛍 光 が生 じ,そ の蛍光 を観 察 して 非侵

襲 に生体 内部 の蛍光 薬 剤濃度 の空 間分布 を画像 化す る.蛍光 薬剤 の濃度 の画

像 は E l標 とす る組織 の位 置 と機 能 に関す る貴重 な情報 を与 え る.連続 光方 式

あ る い は強 度 変 調 光 方 式 を用 いた蛍 光 トモ グ ラ フ ィー に関す る多 くの研 究

が ,数値 シ ミュ レー シ ョンで , あ るいは模 擬試料 や 生体 を用 いた実験 によ り

行 われ て いる. も う一つ の方式 は時 間分解 計測方 式 で あ り,励起 が極短 パ ル

ス光 とピコ秒 時 間分解検 出法 を用 いる もので ある.時 間分解 計測方 式 は,特

に空 間分解 能 の観点 か ら,連続光方 式 あ るいは強度 変調光 方 式 よ りも良質な

画像 を提供す る.なぜ な ら,極短パ ルス光 を用 い る時 間分解 計測方 式 は あ ら

ゆ る周波 数 の強度 変 調光 を含 んでお り, したが って最 も豊富 な情報 を与 え る

か らで ある.

本論文 で提案 して い る トー タル ライ ト法 は一般 的 には連続光 方 式,周波 数

変調方 式 ,時 間分解 計測 方式 の いず れ に も適用 が可能 で あ る.本論 文 の動機

は,画像 の質 を保 ちなが ら時 間分解 計測 方式 の蛍光 トモ グ ラ フィー の画 像 再

構 成 計算 を高速 化す る ことにあ る. トー タル ライ ト法 は生体 組織 内の蛍光 薬

剤 の濃度 と吸収係 数分布 を同時 に画像 化す る ことが可能で あ る.

本論 文 は全 5章で構成 されて い る.各 章の概 要 は次 の通 りで あ る.

第 1章 は蛍光､トモ グ ラフィー につ いて の概 要 を述べ て いる. まず ,蛍光 現

象 につ いて ,そ の特 性 と計測法 を レビュー し,次 に,拡 散光 トモ グラ フィー

につ いて ,生体 内 の光 伝 播 と生体 組織 の光 学特性 につ いて述 べ て いる.蛍光

と拡 散光 トモ グ ラフィー を組 み合 わせ が 蛍光 トモ グ ラフィー に発 展 して い る

こと,そ して ,蛍光 トモ グ ラフィー技術 が悪 条件 の逆 問題 で ある ことを述べ

て いる.
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第 2章 にお いて は,蛍光寿命がゼ ロと仮定す るゼ ロ蛍光 寿命法 を用 いて,

生体 内の蛍光 の伝播 を扱 う順 問題 モデル を説明 している.蛍光薬剤 の浪度 と

生体組織 内の光学特性値分布 の画像 を高品質で得るた めには,生体組織内の

励起光 と蛍光 の伝 播 を解析 す る順 問題 の正確 なモデ ルが肝心 で ある. これ

は,順 問題 モデルの解 の誤差が逆問題 のプ ロセ ス中に強調 され,再構成画像

の品質 を落 として しまうか らで ある.また,順 問題 を高速で解 くことは,逆

問題プ ロセ ス による画像再構成 に とっては大 いに望 ま しい ことである.これ

らの課題 を解 決す るために,ゼ ロ蛍光寿命法 を提案す る.木章は,まず,光

拡散方程式 を解 く有限要素法 を レビュー し,次 に本論文のオ リジナルアイデ

ィアで あるゼ ロ蛍光寿命法 につ いて説 明する.最後 に,順 問題モデルの解 の

結果 として,対象物 の表面で測定 され る時間分解波形や対象物 の内部 にお け

る光強度分布 を示す.

第 3章 にお いて は,画像再構成 のために トータル ライ ト法 を用 いた逆問題

モデル を説 明 し,各種 の対象物 に対す るシミュ レー シ ョンの測定データか ら

再構成 され た結果 を示す .時 間分解 計測方 式の蛍光 トモ グ ラフィー にお い

て,従来 の計算法で は画像再構成 の全体 プ ロセスの中で蛍光強度 を計算す る

ための畳み込み積分 の計算が大 きな割合 を占めるが,トータル ライ ト法 を用

いる ことによ り,この畳み込み積分の回数 を大幅 に削減 し,全体 の計算時間

を顕著 に短 くす る ことがで きる.本章で は,まず,逆畳み込み積分法 をレビ

ュー し,計測 データを編集す る操作 を説明す る.次 に画像再構成 のための逆

問題 プ ロセス を記述す るが,そ こにはヤ コビ行列 の生成および幾何学的再構

成法 ( )h iecnqueio
t teconsruc
Al CR nT が含 まれ る.最後 に,各種条件下でb lgera
の シミュ レー シ ョンで得 られた再構成画像 を示す.蛍光薬剤 の濃度 の再構成

された画像 は定量的 にも空間的にも良好で ある.

第 4章 にお いて は,提案 した トー タル ライ ト法 も用 いた蛍光 トモ グラフィ

ー の実験結果 を示す,実験装置の概 要 を説明 し,実際の測定 にお ける課題 と

解決法を述べ る.直径約 30mm,高 さ約 70mmで生体組織 に近 い光学特性値

を持つ プラスチ ック製の円柱状模擬試料 を用 いた.模擬試料 中に作製 した直

径 4mm,深 さ 30mmの穴 に蛍光薬剤 を含む溶液 を注入 し ,2チ ャンネルまた

は 12チ ャンネルの時間分解 計測 システム を用 いた. 2チ ャンネル システム

で得 られ たデー タは実験上の制限か らノイズが多 く,画像 の質は良 くなか っ

た. 12チ ャンネル システムで得 られ たデータか らの画像 は蛍光薬剤 の位置

を正 しく特定す る ことができ,本論文で提案 した手法 の妥 当性 を検証 した.

第 5章は結言で あ り,各章 を要約 し本論文 を総括 して いる.

以上のよ うに,本論文 は小動物 を対象 とした蛍光 トモ グラフィ-技術 の研

究 開発 にお いて,時間分解 計測法 を用 いた手法 につ いて新 しい画像再構成法

を提案 し,シミュ レー シ ョンによ りそ の可能性 を明 らか に した.さ らに,坐

体模擬試料 を用 いて実験 を行 い,提案 した画像再構成法 の有効性 を実験的 に

検 証 して いる.今後 ,これ らの成果 はさ らに発展 して実用化 にまで進み,負

光 トモ グラフィー技術 の新たな展 開に大 き く寄与す るもの と期待 され る,

よって,本論文 は博士 (工学)の学位請求論文 として十分な価値 を有す る

もの と認 める.




