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Preliminary study of in vivo  three-dimensional quantitative ultrasound assessment for mouse model of lymph node 
metastasis
Masaaki OMURA1, Daiki NAGAMATSU2, Tetsuya KODAMA2, Yusuke SATO1, Kenji YOSHIDA3, Tadashi YAMAGUCHI3

1Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, 2Graduate School of Biomedical Engineering, Tohoku University, 3Center for Frontier Medical 
Engineering, Chiba University

【目的】
術中のリンパ節郭清の高精度化に向けて，腫瘍化の特徴をin vivo下
で3次元的に定量評価する必要がある．我々のグループらの先行研
究では，高周波超音波定量診断技術の適用により，摘出リンパ節
のがん転移の診断能は9割以上の正診率を達成している．本研究で
は，腫瘍化の経時変化の定量評価に向けて，リンパ節転移モデルマ
ウスに対しin vivoでの超音波エコー信号を解析し，3次元空間の腫
瘍化の特徴を指標化することを目指した．
【対象と方法】
リンパ節転移モデルマウス（コントロール，腫瘍モデル）の固
有腋窩リンパ節を評価した．コントロールはリン酸緩衝食塩水
を，腫瘍モデルはFM3A-Lucルシフェラーゼ発現性マウス乳がん
細胞を接種している．マウスを麻酔下に置き，リンパ節に対し
蛍光観察（IVIS, PerkinElmer）および超音波計測を経時的に行っ
た．超音波計測については，動物用超音波診断装置（Vevo770，
VisualSonics）と中心周波数が25 MHzのメカニカルスキャンプロー
ブ（RMV710B，同社）を用いて3次元RFエコー信号を収集し，A/
Dボードによりサンプリング周波数250 MHzで標本化，14 bitで量
子化をした．リンパ節において，1 mm3の解析窓を走査し，振幅包
絡の統計解析法および周波数特性に着目した後方散乱係数解析法を
適用した．定量評価の指標として，Homodyned-K分布の散乱体数

密度や均一性に関わる特徴量（HK-μ）とガウシアン散乱モデルを
仮定した条件において散乱体サイズおよびエコー強度に関わる音響
濃度を推定した．
【結果】
Figure 1に腫瘍増殖を示す蛍光像（腫瘍接種後7，10，13日）（a）腫
瘍接種後10日目のコントロール（b）および腫瘍モデル（c）のC断
面（リンパ節中央断面かつフォーカス深度付近）におけるHK-μの
重畳像を示す．腫瘍モデルのリンパ節のHK-µはコントロールモデ
ルに対して一様に低い．これは散乱体数密度が低いまたは散乱体分
布が不均一であると想定される．コントロールに対し腫瘍モデルの
3次元空間での変化率（平均）は，HK-μが－63%，散乱体サイズ
が5.4%，音響濃度が－15%であった. これは我々のグループが報告
したヒト摘出リ
ンパ節のがん転
移有無の比較結
果（HK-μ が －
74%，散乱体サ
イズが22%，音
響濃度が－52%）
と大小関係の傾
向が一致した．

93-体-002 
リンパ節転移モデルマウスの 3 次元in vivo超音波定量評価の基礎検討

大村 眞朗 1，永松 大輝 2，小玉 哲也 2，佐藤 悠佑 1，吉田 憲司 3，山口 匡 3

1千葉大学 大学院融合理工学府， 2東北大学 大学院医工学研究科， 3千葉大学 フロンティア医工学センター

Flow Velocity Estimation in Human Lymphatic Vessel Using Photoacoustic Imaging
Moemi URANO1, Hiroki KAJITA2, Nobuaki IMANISHI3, Makoto YAMAKAWA4, Kenichi NAGAE5, Kazuo KISHI2, Tsuyoshi SHIINA4, Sadakazu AISO5, 
Masahiro JINZAKI1

1Radiology, Keio University, 2Plastic and Reconstructive Surgery, Keio University, 3Anatomy, Keio University, 4Graduate School of Medicine, Kyoto University, 
5Luxonus

【背景】
光超音波イメージングは，非侵襲的な血管イメージングの有望な画
像診断装置として期待されている．
今回，我々は光超音波イメージング装置によって撮影した健常者の
集合リンパ管のリンパ流の発生頻度と速度とを算出した．
【方法】
光超音波イメージング装置は，PAI-05［1］を使用した．
健常者の足にICG（5mg/ml）を皮下注射した後，光超音波イメー
ジングにより生体内の血管とICGを含むリンパ管とを動画で撮影し
た．赤血球由来とICG由来の光音響信号を区別するために，光照射
には797nmと835nmとの2つの波長を用い得られた画像を解析した．
抽出したリンパ管画像の輝度値の時間変化からリンパ流の発生頻度
と速度を算出した．
速度の算出方法に関し，リンパ流に対応する領域のどの部分を用い
て算出するのが最適か比較検討を行った．
対象は9名の健常者，合計20本のリンパ管である．
動画の撮影範囲は直径20mm，フレームレートは10Hzであった．
【結果】
光超音波イメージング動画において，血管とリンパ管とを分離でき
た．
個別のリンパ管において複数回のリンパ流の発生が確認でき，その

リンパ流発生の間隔は15秒から4.5分まで変化した．リンパ流の発
生頻度の平均は1.0回/分であった．
また，リンパ流の速度算出方法については，リンパ流に対応する領
域の中央位置を用いた算出手法のばらつきが小さかった．
この方法を用いて算出した速度は6.5mm/secから18.5mm/secまで変
化し，流速の平均は11.3mm/secであった．
【結語】
光超音波イメージングによって，健常者のリンパ流の発生頻度と速
度算出を行った．今後，解析対象をリンパ浮腫患者まで広げ，病態
との関連性を探索する．
【参考文献】
[1]   Kenichi Nagae, et al.  "Real-time 3D Photoacoustic Visualization 

System with a Wide Field of View for Imaging Human Limbs", 
F1000Research, 19 Nov 2018, 7:1813.

93-体-001 
ICG 造影光超音波イメージングによるヒトリンパ流の発生頻度と速度算出
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5株式会社 Luxonus
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Visualization of a simulated lymph channel by contrast-enhanced active Doppler ultrasound imaging 
Kenji YOSHIDA1, Katsuya SAITO2, Masaaki OMURA2, Tadashi YAMAGUCHI1

1Center for Frontier Medical Engineering, Chiba University, 2Graduate School of Science and Engineering, Chiba University

【目的】
体表より10 mm以上深部に位置するリンパ管を可視化することを目
標に，音響放射力により移動する造影剤の動態を利用する動的造影
超音波法を提案している．リンパ流は過渡的で低流速であるため，
提案法による可視化が効果的であると想定される．バブル懸濁液で
満たされた模擬リンパ管を対象に可視化実験を行い，提案法の有用
性についてコントラストハーモニックイメージング（CHI）との比
較から議論する．
【方法】
音響散乱体を含有したゲルファントム内に直径0.3 mmの流路を形
成し，その内部に超音波造影剤を注入した．流路内の流体は静止し
ており，造影剤は浮力により流路上壁に滞留している状態である．
中心周波数15 MHzの超音波を繰り返し周波数2 kHzで送信し，造影
剤の移動速度をドプラ法により定量した．振動子を10μm間隔で走
査させ，すべての走査線で同一の処理を行なうことで画像化を行
なった．各走査線における超音波の照射期間は3 sである．同一の
模擬リンパ管を対象に，中心周波数5 MHzの振動子を用いてCHIを
実施した．振動子を10μm間隔で走査し，各走査線データから基本
波成分，2次および3次高調波成分を抽出し，各周波数成分で画像化
を行った．なお，各走査線における超音波の送受信回数は1回であ
る．

【結果・考察】
Fig. 1にCHIおよび提案法の結果を示す．CHIでは模擬リンパ管は楕
円状に抽出され，特に3次高調波成分では深さ方向にサイズが過少
評価された．コントラスト対ノイズ比（CNR）は1.58（二次高調波
成分）および1.64（三次高調波成分）であった．一方，提案法では
模擬リンパ管を直径0. 3mm程度の円形部位として視認できた．造
影剤が音響放射力により流路内を音波伝搬軸方向に移動したことに
より，流路全体を均一に描出できたと考えている．CNRは2.28であ
り，CHIよりも高くなることを確認した．
【結論】
提案法を用いることで模擬リンパ管の全体像を高コントラストに描
出できることを確認した．提案法では，造影剤を移動させるために
一走査線あたり少なくとも数百ミリ秒の間パルス超音波を繰り返し
照射し続ける必要があり，集束ビームを用いた送受信シーケンスで
はフレームレートが極度に低下する．今後，平面波送信と受信並列
ビームフォーミング
による高速イメージ
ングを適用すること
でこの問題を改善す
る予定である．

93-体-004 
動的造影超音波法を用いた模擬リンパ管の可視化

吉田 憲司 1，齋藤 勝也 2，大村 眞朗 2，山口 匡 1

1千葉大学 フロンティア医工学センター， 2千葉大学 融合理工学府

Ultrasound-guided intranodal lymphangiography for lymphorrhea or chylorrhea
Sakiko KAGEYAMA, Hideki OTA, Atsuro MASUDA, Tomomi SATO, Yoshiaki MORITA, Kei TAKASE
Department of Diagnostic Radiology, Tohoku University Hospital

【背景】
リンパ管造影はリンパ漏や乳糜漏の漏出部同定に有用な検査のひと
つである．過去には，足背のリンパ管を露出し直接穿刺・造影する
足背法で行われていたが，昨今では，超音波ガイド下にリンパ節を
穿刺し直接造影剤を注入する方法が確立されている．足背法より容
易で侵襲が少なく，施行件数も増えてきている．リンパ漏や乳糜漏
に対して，リンパ管造影のみ，あるいはリンパ管造影で推定した責
任リンパ管の破砕・塞栓術の有用性が報告されており，当院でも診
断・治療目的のリンパ管造影件数が増えてきている．
【目的】
当院でリンパ漏や乳糜漏に対し超音波ガイド下にリンパ管造影を
行った症例について検討する．
【対象・方法】
2018年1月から2019年12月までに，超音波ガイド下リンパ節穿刺
でリンパ管造影を行った8症例を対象とした．年齢の中央値は68歳
（49-78歳），男性6例，女性2例である．すべて両側鼠径リンパ節穿
刺によるリンパ管造影を行い，病態によっては破砕・塞栓を追加し
た．当院でのリンパ節造影は，超音波ガイド下に23G カテラン針
をリンパ節の手前より刺入，皮膚と平行に針を進めてリンパ節を穿
刺し，Lipiodolを緩徐に注入（1-2ml/5sec）している．破砕・塞栓
は21G PTCD針を用い，塞栓物質にはNBCAを用いた．対象症例の
背景や術前検査結果，手技的・臨床的成功について検討した．
【結果】
症例の内訳は，術後6症例（食道癌術後の乳糜胸水4例，S状結腸捻

転術後の乳糜腹水1例，精巣腫瘍術後のリンパ嚢胞1例），非術後2
症例（Pulmonary lymphatic perfusion syndrome: PLPSによる乳糜胸
水1例，原因不明の乳糜心1例）で，術後症例はすべて男性であっ
た．
リンパ管造影前にはリンパ管シンチを施行し，貯留液内にトレー
サー漏出を確認した．漏出点を推定できたのは4症例（50%）で，
いずれも術後症例であった．
リンパ管造影はすべての症例で成功し（100%），破砕・塞栓は術
後の4症例に行った．術後の6症例はすべて1回のリンパ管造影，破
砕・塞栓にて治癒を得た（75%）．非術後の2症例は治療に難渋し
た．PLPSによる乳糜胸水の症例は2回目のリンパ管造影・塞栓を行
い，軽快した．乳糜心の症例は，経過を見て追加治療を検討してい
る．治療に伴う合併症は認めていない．
【結語】
超音波ガイド下リンパ節穿刺によるリンパ管造影および破砕・塞栓
術は侵襲が低く，リンパ漏や乳糜漏に対して有用な方法である．当
院の検討では術後
症例で特に良好な
治療効果を得た．

93-体-003 
当院でのリンパ漏・乳糜漏に対する超音波ガイド下リンパ管造影の検討

影山 咲子，大田 英揮，益田 淳朗，佐藤 友美，森田 佳明，高瀬 圭
東北大学病院 放射線診断科
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Fundamental study for clarification of skin photoaging mechanism by photoacoustic imaging
Haruna TAKESHIMA1, Takeshi NAMITA1, Kengo KONDO1, Makoto YAMAKAWA1, Tsuyoshi SHIINA2

1Graduate School of Medicine, Kyoto University, 2Faculty Consort of Human Health Sciences, Kyoto University

【背景・目的】
皮膚の光老化は，紫外線曝露による皮膚の毛細血管の縮退や線維組
織の変質などにより起こるといわれている．皮膚の光老化の評価に
は摘出した皮膚に対する病理組織学的診断が行われているが，侵襲
的で，代謝機能がないといった問題があり，そのメカニズムの解明
は十分に行われていない．そこで本研究では，非侵襲でin vivo計測
が可能な光音響イメージングにより，より詳細なメカニズムの解明
をめざすこととした．光音響イメージングとは，光吸収による体積
膨張により発生した音響波を受信して画像化するイメージング技術
である．
今回，波長400–500 nm付近の可視領域において，光音響顕微鏡に
より光老化の程度が異なるヒト皮膚サンプルの光音響計測を行い，
光老化のメカニズム解明における光音響イメージングの有用性を検
証した．
【方法・対象】
今回は，超音波の分解能を有する光音響顕微鏡を使用した．パルス
光（繰り返し周波数100 Hz，照射光量0.5–0.8 mJ/pulse）を脱気水
で満たされた水槽を介して試料に照射し，試料からの光音響信号
をトランスデューサ（中心周波数50 MHz，焦点距離6.7 mm）によ
り検出した．入射光の一部を試料前に設置したパワーメータで計測
し，その値により光音響信号強度を正規化した．計測対象は，皮膚
の光老化の程度の異なる28–95歳女性6名の頬部の皮膚切片(厚さ25 
μm)とした．切片の病理染色像(Elastica van Gieson染色)によりコ
ラーゲン部位，エラスチン部位を同定し，それぞれ計測を行った．

なお，43歳以下についてはエラスチン変性がみられなかったため，
コラーゲン部位のみ計測を行った．
【結果・考察】
波長440–520 nm において，それぞれの部位における光音響信号の
波長依存性（光音響スペクトル）を算出した．Kligmanらによる光
老化の指標1)により光老化の程度を分類した結果の一例をFig. 1に示
す．エラスチン部位に比べコラーゲン部位の信号強度比が高いこと
が分かる．
【結論】
上記解析をとおし，光音響イメージングにより光老化に関係するコ
ラーゲンとエラスチンを容易に分別でき，光老化のメカニズム解明
に有用な情報が得られる可能性を実証した．今後，より詳細に光音
響特性を調査し，皮膚の状
態評価方法を確立するとと
もに，in vivo 計測により，
光音響イメージングの有用
性を検証する必要があると
考える．
【参考文献】
1) A. M. Kligman, J. Am. 
Med. Assoc.,  210 2377, 
1969.

93-体-006 
光音響イメージングによる皮膚光老化メカニズム解明のための基礎的検討

竹嶋 悠菜 1，浪田 健 1，近藤 健悟 1，山川 誠 1，椎名 毅 2

1京都大学 大学院医学研究科人間健康科学系専攻， 2京都大学 人間健康科学系

Acoustic impedance measurement on skin surface with ultrasound microscope
Aki SAITA1, Yoshihumi SAIJO1, Kazuto KOBAYASHI2

1Graduated School of Biomedical Engineering, Tohoku University, 2Research and Development Dept., Honda Electronics Co., Ltd.

【目的】
音響インピーダンスは物質の音速と密度の積であらわされ，物質間での差
が大きいと超音波の透過率は小さくなる．超音波トランスデューサの圧電
素子の音響インピーダンスは生体の音響インピーダンスより非常に大きい
ため，その中間の音響インピーダンスをもつ整合層が積層化されており，
さらに生体組織より音響インピーダンスの小さな凸面音響レンズで覆われ
ている．高齢者や抗がん剤治療中の患者の皮膚は乾燥しており，鮮明な超
音波画像を得ることは難しい．これは，皮膚の音響インピーダンスが健常
成人と比較して大きいためではないかと推測される．したがって，体表の
音響インピーダンス （1.8×10⁶ kg/m²・s） を音響レンズの音響インピーダ
ンス（1.2×10⁶ kg/m²・s）に近づけることができれば，超音波の透過率が
向上する．水の音響インピーダンス（1.5×10⁶ kg/m²・s）が小さいことか
ら，皮膚水分量を保つことによって音響インピーダンスの低下が期待され
る．本研究の目的は，皮膚表面の音響インピーダンスの安定的な測定手法
を確立することである．さらに，水および保湿効果のある超音波ゼリーを
塗布した場合の音響インピーダンスを測定し，皮膚水分量と音響インピー
ダンスの関係を示す．
【方法】
音響インピーダンスは，使用周波数は75MHzの超音波顕微鏡（AMS-
50SI，本多電子）を用いて計測した．計測の基本原理は，シャーレを透過
して組織表面で反射した超音波強度と既知の音響インピーダンスの対照部
位を比較することで測定部位の音響インピーダンスを演算することがで
きる．初めに，音響インピーダンスの部位による差および再現性を評価
した．測定部位を前腕内側と手のひらの2か所とし，それぞれ皮膚表面と
シャーレの間に媒介させるために1滴の水を塗布し，音響インピーダンス
の測定を3回繰り返した．この予備実験で安定した測定が可能だと判断で
きたため，同様の手法で女性3名，男性6名を対象に，水および保湿効果

のある超音波ゼリー（ECHO JELLY MORE，日立製作所）を塗布した場
合の音響インピーダンスを測定した．それぞれを前腕内側に塗布した後よ
く拭き取り，その上から皮膚とシャーレの間に1滴の水を媒介させた．塗
布後5分，10分，15分，20分での音響インピーダンスを測定し，同時に角
質水分測定器（Corneometer®CM825，C&K）を用いて皮膚水分量を計測
した．
【結果】
予備実験において，音響インピーダンスは前腕内側で1.61×10⁶ kg/m²・s，
手のひらで1.74×10⁶ kg/m²・sと前腕内側がより低値を示し，3回の測定で
同じ傾向が確認できた．また，水のみを塗布した場合と比較し，ゼリーの
塗布後15分，20分で音響インピーダンスが有意に低下していた(p<0.05)．
塗布後5分，10分では有意差はなかったが，ゼリーを塗布した場合に同様
に音響インピーダンスが低下する傾向があった．また，皮膚水分量と音響
インピーダンス間に弱い負の相関を認めた．
【考察】
本研究では，アルカシーランという高分子化合物を配合した超音波ゼリー
を用いた．これは塗布時に水を放出することで角層の空隙を埋め，結合水
とのフィルムを肌上に形成する．ゼリー塗布後の音響インピーダンスが低
値を示したのは，主にこの物質の影響によるものだと推測される．今後
は，音響インピーダンスの測定において皮膚とシャーレの間に水を媒介さ
せているため，皮膚表面の水の層の影響を考慮する必要がある．
【結論】
保湿効果のある超音波ゼリーを塗布することで音響インピーダンスが低下
することが示された．また，水分量と音響インピーダンスの間には負の相
関があり，皮膚水分量を保つことで音響インピーダンスが低下する可能性
が示唆された．

93-体-005 
超音波顕微鏡による皮膚表面の音響インピーダンス計測

齋田 亜希 1，西條 芳文 1，小林 和人 2

1東北大学 医工学研究科， 2本多電子 研究開発部
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In vitro demonstration of melanoma metastasis in lymph nodes of prepared specimens using an LED-based multispectral 
photoacoustic ultrasound imaging system
Tomoyuki OHTA1, Takako SHIRAKAWA2

1Radiology, International University of Health and Welfare University, 2Department of Radiological Sciences, Tokyo Metropolitan University

　近年，動物実験レベルではあるものの，光超音波検査によるメラ
ノーマのリンパ節転移診断の有効性が報告されており，今後，臨床
応用も期待される．我々は，無色素性メラノーマの組織を含むリン
パ節転移が見られた右下肢メラノーマの症例を経験した．この症例
では，検体の載ったプレパラートを対象にしてLED光超音波画像
（再構成画像）を得ることができ，詳細な組織像との対比検討でき
たので報告する．
　症例　58歳女性　右足背の隆起性色素性結節を主訴に当院受診，
同病変は大腿部皮下腫瘤と共に切除された．主病変は結節型メラ
ノーマであり，大腿部皮下腫瘤は無色素性メラノーマを含むリンパ
節転移を伴っていた．
　光音響効果は無色素性メラノーマの箇所では明らかとは言えず，
メラニン陽性の箇所で明瞭であった．原発が有色素性であっても無
色素性として再発する報告もあり，また，無色素性は予後も悪いと
されているため，メラノーマのリンパ節転移検索では，メラニン検
出を目標とした光超音波検査だけでなく，通常超音波画像での評価
も実施されるべきではないかと思われた．今後実施される臨床試験
では思わぬpitfallになりかねないと考えており，本症例報告がよき
注意喚起となることを期待する．

93-体P-002 
メラノーマのリンパ節転移組織像と LED 光超音波画像との対比　

太田 智行 1，白川 崇子 2

1国際医療福祉大学病院 放射線科， 2東京都立大学 放射線科

Basic Study of Ultrasound Strain Elastography for Assessment of Pressure Ulcer
Chika NAKAJIMA1, Kotaro NAKAJIMA1, Hitoshi SATO1, Naotaka NITTA2

1Department of Radiological Sciences, Ibaraki Prefectural University of Health Sciences, 2Health Research Institute, National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST)

【目的】
近年，褥瘡診断に超音波検査が実施され，褥瘡の内部構造を客観
的に評価できるようになった．Bモードやドップラーだけでなく，
硬さを評価するツールであるStrain Elastographyの褥瘡診断への応
用も期待されている．Strain Elastographyは組織の硬さの違いをカ
ラーマップとして表示し，主に視覚的に評価する．また，歪み比
（strain ratio: SR）を用いた半定量的な計測法もあるが，経験上バラ
つきが大きい．そこで，褥瘡診断へのStrain Elastographyの応用の
可能性を検討するために，弾性率の違いによる視覚的な検出能と，
SR測定値の信頼性を調べた．
【方法】
エラストグラフィ用褥瘡模擬ファントム（OST）は，ファントムの表
面から10 mmの深さに弾性率の異なる6種類の模擬病変が埋設されてい
る．圧縮試験機（AUTOGRAPH AG-X：島津製作所)を用い各模擬病変
の弾性率を測定し，周囲に対する弾性率比を求めた．次に各模擬病変
に対し，超音波診断装置（HI VISION Avius：日立製作所）を用い，そ
れぞれ10回ずつStrain Elastographyを実施してSRの平均値を求めた．
【結果】
ファントム内模擬病変の周辺物質に対する弾性率比の測定結果は，
0.41，0.65，0.75，1.08，1.20，1.66だった．これらの模擬病変の弾
性率比に対するSR測定値は傾き1.16のほぼ直線関係であった（図
1）．視覚評価の結果は，弾性率比0.41倍の模擬病変では全10回中
100%が軟らかく表示されたが，弾性率比0.65と0.75の模擬病変で

軟らかく表示されたのは20％であった．また，弾性率比1.20と1.66
の模擬病変は100%が硬く表示された．
【考察】
模擬病変のSR測定値は弾性率比が大きいほどバラつきが大きく，SR
測定値の信頼度を高めるためには複数回の測定が必要である．また，
弾性率比1.20の模擬病変は全て視覚評価可能であったが，弾性率比
0.65と0.75では20％しか評価できず，硬い病変の方が視認し易いこ
とが示唆された．本研究では褥瘡を想定して比較的浅い位置の模擬
病変に対して計測を実施したが，表面からの深さにより計測結果が
変わることが予測されるため，さらに検討が必要である．
【結論】
Strain Elastography により模擬病変のSRをした結果，SR測定値はバ
ラつきが大きいため，適
切な評価を行うためには
複数回の計測を行う必要
がある．視覚評価では，
弾性率比0.41，1.20，1.66
の模擬病変は全て評価可
能であり，褥瘡のような
微量な硬さの変化も描出
できると考えられる．

93-体P-001 
褥瘡診断への Strain Elastography 応用の基礎的検討

中島 千佳 1，中島 光太郎 1，佐藤 斉 1，新田 尚隆 2

1茨城県立医療大学 放射線技術科学科， 2産業技術総合研究所 健康工学研究部門
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Detection of melanin in fish eyes retina and iris by LED photoacoustic ultrasound
Takako SHIRAKAWA1, Akira FURUKAWA1, Norio NAKATA2, Tomoyuki OHTA4, Youhei OHKI2, Rui KANOU2, James OKANO3, Naoto SATOU5

1Graduate School of Human Health Science, Tokyo Metropolitan University, 2Department of Radiology, Jikei University School of Medicine, 3Division of 
Regenerative Medicine, Jikei University School of Medicine, 4Department of Radiology, International University of Health and Welfare, 5R&D Department, 
CYBERDYNE, INC

【目的】
光超音波による，魚眼球の網膜と虹彩のメラニン描出を検討する．
近年，iPS細胞による再生医学が進歩している．iPS細胞による各種
臓器の創生は，遠い未来ではない．眼球の再生に関して，メラニン
に裏打ちされた網膜と虹彩の形成は不可欠である．メラニンを光超
音波によって非破壊的，低侵襲に確認することは，再生医学にとっ
て重要である．
【対象】
食品店から購入した食用チダイの頭部，眼球．
【方法】
使用機器は，光音響イメージング研究機AcousticX(CYBERDYNE
社製)である．850nm/690nm Combination LED光源を用い，2種類
の光波長を交互に2kHzでパルス発光させ，中心周波数7MHzのリニ
アプローブでチダイ眼球をスキャンし，PA (photoacoustic)＋Bモー
ドで光音響信号および超音波信号を同時取得した．光音響信号は
850nmと690nmで取得したそれぞれの光音響信号の比を計算しカ
ラーコーディングして表示できる二波長解析機能で，網膜と虹彩の
メラニンを描出する．
【結論】
チダイ眼球の網膜と虹彩内のメラニンは，光超音波によって高輝度
に描出した．メラニンを光超音波によって非破壊的，低侵襲に描出

することは，網膜・光彩再生の評価に有用である．

93-体P-003 
LED 光超音波による魚眼球網膜 / 虹彩のメラニン描出
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