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(57)【要約】
　電磁放射を分離し、電磁放射を使用してサンプルの情
報を入手するシステム、構成、及び方法が提供されてい
る。具体的には、電磁放射の少なくとも１つの偏光及び
少なくとも１つの波長に従って電磁放射を少なくとも１
つの第１部分及び少なくとも１つの第２部分に分離可能
である。第１及び第２の分離された部分を同時に検出可
能である。更には、第１放射をサンプルから入手可能で
あり、且つ、第２放射を基準から入手可能であり、第１
及び第２放射を合成して更なる放射を形成可能であり、
この場合に、第１及び第２放射は、電磁放射と関連付け
られている。情報は、以前に分離された更なる放射の第
１及び第２部分の関数として提供され、これを分析する
ことにより、サンプルを特徴付けている複屈折情報を抽
出可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電磁放射を分離するための装置であって、
　前記電磁放射の少なくとも１つの偏光及び少なくとも１つの波長に応じて前記電磁放射
を少なくとも１つの第１部分及び少なくとも１つの第２部分に分離するべく構成された第
１構成と、
　前記分離された第１及び第２部分を同時に検出するべく構成された第２構成と、
　を有する装置。
【請求項２】
　前記第２構成は、検出要素の単一の列を含む検出構成を有する請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記第２構成は、第１検出構成及び第２検出構成を有しており、この場合に、前記第１
及び第２検出構成のそれぞれは、検出要素の単一の列を含んでいる請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記第１構成は、前記少なくとも１つの偏光に基づいて前記電磁放射を前記第１及び第
２部分に分離するべく構成された第１要素と、前記少なくとも１つの波長に基づいて前記
電磁放射を前記第１及び第２部分に分離するべく構成された第２要素と、を含む請求項１
記載の装置。
【請求項５】
　前記第１要素は、前記電磁放射の光学経路内において前記第２要素に後続している請求
項４記載の装置。
【請求項６】
　前記第１構成は、前記第１及び第２要素に近接した状態において前記光学経路内に提供
された第３光導波要素を更に含む請求項５記載の装置。
【請求項７】
　前記第３要素は、前記第１及び第２要素の間に設けられる請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記第３要素は、前記光学経路内において前記第１及び第２要素に後続している請求項
６記載の装置。
【請求項９】
　前記第１構成は、前記第１及び第２要素に後続した状態において前記光学経路内に設け
られた第３及び第４光導波要素を更に含む請求項５記載の装置。
【請求項１０】
　前記第３及び第４要素のそれぞれは、前記個別の分離された部分の中の少なくとも１つ
を前記第２要素に向かって導波する請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２要素は、前記電磁放射の光学経路内において前記第１要素に後続している請求
項４記載の装置。
【請求項１２】
　電磁放射を使用してサンプルの情報を取得するための装置であって、
　前記電磁放射を生成するべく構成された第１構成と、
　前記サンプルからの第１放射と基準からの第２放射を受光し、更なる放射へと合成する
べく構成された第２干渉計構成であって、前記第１及び第２放射は、前記電磁放射と関連
付けられている、第２干渉計構成と、
　前記電磁放射の少なくとも１つの偏光及び少なくとも１つの波長に応じて前記更なる放
射を少なくとも１つの第１部分と少なくとも１つの第２部分に分離するべく構成された第
３構成と、
　前記分離された第１及び第２部分を同時に検出し、前記分離された第１及び第２部分の
関数として前記情報を取得するべく構成された第４構成と、
　を有する装置。
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【請求項１３】
　前記第１構成は、生成された電磁放射の偏光を制御するべく構成された更なる構成を含
む請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記第４構成は、検出要素の単一の列を含む検出構成を有する請求項１２記載の装置。
【請求項１５】
　前記第３構成は、前記少なくとも１つの偏光に基づいて前記電磁放射を前記第１及び第
２部分に分離するべく構成された第１要素と、前記少なくとも１つの波長に基づいて前記
電磁放射を前記第１及び第２部分に分離するべく構成された第２要素と、を含む請求項１
２記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１要素は、前記電磁放射の光学経路内において前記第２要素に後続している請求
項１５記載の装置。
【請求項１７】
　前記第３構成は、少なくとも、（ｉ）前記第１及び第２要素に近接した状態において、
又は（ｉｉ）前記第１及び第２要素に後続する状態において、前記光学経路内に設けられ
た第３光導波要素を更に含む請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　前記第３要素は、少なくとも、（ｉ）前記第１及び第２要素の間に設けられるか、又は
（ｉｉ）前記光学経路内において前記第１及び第２要素に後続している請求項１７記載の
装置。
【請求項１９】
　前記第３及び第４要素のそれぞれは、前記個別の分離された部分の中の少なくとも１つ
を前記第２要素に向かって導波する請求項１７記載の装置。
【請求項２０】
　前記第２要素は、前記電磁放射の光学経路内において前記第１要素に後続している請求
項１５記載の装置。
【請求項２１】
　電磁放射を分離するための方法であって、
　前記電磁放射の少なくとも１つの偏光及び少なくとも１つの波長に応じて前記電磁放射
を少なくとも１つの第１部分及び少なくとも１つの第２部分に分離し、
　前記分離された第１及び第２部分を同時に検出すること、
　を有する方法。
【請求項２２】
　電磁放射を使用してサンプルの情報を取得するための方法であって、
　前記サンプルからの第１放射及び基準からの第２放射を受光し、更なる放射へと合成す
ることであって、前記第１及び第２放射は、前記電磁放射と関連付けられていることと、
　前記電磁放射の少なくとも１つの偏光及び少なくとも１つの波長に応じて前記更なる放
射から分離された前記更なる放射の第１及び第２部分を同時に検出することと、
　前記分離された第１及び第２部分の関数として前記情報を取得することと、
　を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学画像生成に関するものであり、更に詳しくは、スペクトルドメイン偏光
検出型光干渉断層法を提供する能力を有する構成、システム、及び方法に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　（関連出願に対する相互参照）
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　本出願は、２００５年４月２２日付けで出願された米国特許出願第６０／６７４，００
８号に基づくものであって、これに対する優先権の利益を主張するものであり、この開示
内容は、本引用により、そのすべてが本明細書に包含される。
　（連邦政府による資金提供をうけた研究開発の記載）
　本発明は、国立衛生研究所によって付与された契約第ＲＯ１ＥＹ０１４９７５号及び第
ＲＯ１ＲＲ０１９７６８号、並びに、国防省によって付与された契約第Ｆ４９６２０－０
２１－１－００１４号の下に米国政府の支援によって行われたものである。従って、米国
政府は、本発明において特定の権利を保有している。
　偏光感受型光コヒーレンストモグラフィ（Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－Ｓｅｎｓｉｔｉ
ｖｅ　Ｏｐｔｉａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＰＳ－ＯＣＴ）シス
テムの取得速度は、時間ドメイン技術を置換することによって大幅に向上させることが可
能であり、この例は、Ｊ．　Ｆ．　ｄｅ　Ｂｏｅｒ他による「Ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏ
ｎａｌ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　
ｔｉｓｓｕｅ　ｂｙ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ
　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、１９
９７年、第２２（１２）巻、９３４～９３６頁）及びＢ．　Ｈ．　Ｐａｒｋ他による「Ｒ
ｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｍｕｌｔｉ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅ
ｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、２００３年、第１１
（７）巻、７８２～７９３頁）に記述されている。
【０００３】
　１つの模範的なスペクトルドメイン（ＳＤ）のファイバに基づいたシステムが、Ｎ．　
Ｎａｓｓｉｆ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ
　ｂｙ　ｕｌｔｒａｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉ
ｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ
、２００４年、第２９（５）巻、４８０～４８２頁）及びＮ．　Ａ．　Ｎａｓｓｉｆ他に
よる「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｖｉｄｅｏ－ｒａｔｅ　ｓｐ
ｅｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐ
ｈｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｃ　ｎｅｒｖｅ」（
Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、２００４年、第１２（３）巻、３６７～３７６頁）に記
述されている。これらの文献は、例えば、高速のデータ取得や改善された信号対雑音比な
どの時間ドメイン分析に対するスペクトルドメイン分析の利点について記述している。例
えば、Ｍｉｃｈｅｌｓｏｎ干渉計の出力における干渉の光学スペクトルをフーリエ変換す
ることにより、構造情報（即ち、深さプロファイル）を取得可能である。
【０００４】
　又、Ｊ．　Ｆ．　ｄｅ　Ｂｏｅｒ他による「Ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｂｉｒ
ｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｉｎ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｉｓｓｕｅ　
ｂｙ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅ
ｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、１９９７年、第２２
（１２）巻、９３４～９３６頁）には、模範的な偏光感受型時間ドメインシステム、並び
に、ファイバに基づいたシステムについて記述されている。
【０００５】
　例えば、既知の時間ドメインＯＣＴシステムによって取得された健康なボランティアか
らの画像品質及び偏光検出型の結果をＢ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　
ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ
　ｌａｙｅｒ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ａｎｄ　ｇｌａｕｃｏｍａｔｏｕｓ　ｓｕｂｊｅ
ｃｔ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　
ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ＸＩＶ、２００４年、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　Ｓ
ＰＩＥ、第５３１４巻、１７９～１８７頁）に記述されている緑内障患者のものと比較可
能である。
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【０００６】
　緑内障患者から得られた画像内における相対的に低い信号対雑音比が、恐らくは、信頼
性の低い結果の原因であろうと確認された。更には、健康な被検者から得られた分析結果
である網膜神経線維層（Ｒｅｔｉｎａｌ　Ｎｅｒｖｅ　Ｆｉｂｅｒ　Ｌａｙｅｒ：ＲＮＦ
Ｌ）の厚さ及びＤＰＰＲ／ＵＤ（Ｄｏｕｂｌｅ－Ｐａｓｓ　Ｐｈａｓｅ　Ｒｅｔａｒｄａ
ｔｉｏｎ　ｐｅｒ　Ｕｎｉｔ　Ｄｅｐｔｈ）データから、この文献に記述されているよう
に、信頼性の高い複屈折計測のためには、７５μｍを上回るＲＮＦＬの厚さを使用する必
要があることが確認された。この文献に示されているように、計測された大部分の緑内障
の神経線維層の厚さは、この限度未満であるため、完全な緑内障データセットを取得する
ことができなかった。更には、この文献に記述されている時間ドメインシステムにおける
１スキャン当たりには６秒、そして、完全なデータセットにおいては７２秒という長い取
得時間は、無意識の眼の動き及び頻繁な瞬きによって引き起こされるデータ損失に起因し
た信頼性の低いデータを結果的にもたらしている。
【０００７】
　Ｙ．　Ｙａｓｕｎｏ他による「Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　
ｈｕｍａｎ　ｓｋｉｎ　ｂｙ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｓｐｅ
ｃｔｒａｌ　ｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｒｉｃ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　
ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、２００２年、第２７（２０）
巻、１８０３～１８０５頁）及びＹ．　Ｙａｓｕｎｏ他による「Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏ
ｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃ
ａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　Ｊｏｎｅｓ　ｍａｔｒｉｘ
　ｉｍａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｓａｍｐｌｅｓ」（Ａｐｐｌｉｅｄ　
Ｐｈｙｓｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、２００４年、第８５（１５）巻、３０２３～３０２５
頁）には、分光計に基づいたフーリエドメインシステムを使用した生体外におけるヒトの
皮膚並びに生体外におけるブタの食道の複屈折計測について記述されている。これらの文
献においては、Ａラインの計測レートについては記述されていない。計測については、Ｊ
．　Ｚｈａｎｇ他による「Ｆｕｌｌ　ｒａｎｇｅ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓ
ｉｔｉｖｅ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔ
ｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、２００４年、第１２（２４）巻
、６０３３～６０３９頁）において提供されている偏光感受型ＯＦＤＩ（Ｏｐｔｉｃａｌ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｄｏｍａｉｎ　Ｉｍａｇｉｎｇ）システムを使用し、生体外にお
けるウサギの腱について記述されている。このようなシステムのＡラインレートは、２５
０Ｈｚであり、これは、従来の時間ドメインＰＳ－ＯＣＴシステムと比較した場合に、改
善ではなかったと思われる。時間ドメインＯＣＴに対するスペクトルドメインＯＣＴの特
定の利点（これらは、相対的に高い感度及び相対的に高い取得レートである）は、前述の
文献によって実証されてはいない。これらの改善は、生体内における計測にとって好まし
いものである。以下に記述されているのは、生体内における緑内障患者の網膜神経線維層
の厚さ及びＤＰＰＲ／ＵＤを計測することによって得ることができる特定の利点である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的の１つは、従来技術によるシステムの（前述のものを含む）欠陥及び欠点
を克服すると共に、スペクトルドメイン偏光感受型光コヒーレンストモグラフィを提供す
ることの可能な構成、システム、及び方法の具体例を提供することにある。これは、（例
えば、ＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴ構成、システム、及び方法などの）ＰＳ－ＯＣＴにおけるスペ
クトルドメイン（Ｓｐｅｃｔｒａｌ－Ｄｏｍａｉｎ：ＳＤ）分析、構成、システム、及び
方法を実現することにより可能となる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　例えば、偏光の２つの連続生成入力状態における２つの直交偏光チャネルにおいてＯＣ
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Ｔシステムからの干渉分光信号を同時に分析することにより、調査対象の組織（サンプル
又はターゲットなど）の偏光検出特性を取得可能である。本発明の一具体例によれば、例
示的なＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴ構成、システム、及び方法において高速分光計の様々な構成を
使用可能である。
【００１０】
　本発明によるＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、構成、及び方法の具体例においては、超高
速取得及び高感度を偏光感受性と組み合わせることができる。この例示的な組み合わせは
、緑内障患者から得られた計測値の信頼性を改善可能である。
【００１１】
　従って、電磁放射を分離すると共に、電磁放射を使用してサンプルの情報を取得するシ
ステム、構成、及び方法の具体例が提供される。具体的には、電磁放射の少なくとも１つ
の偏光及び少なくとも１つの波長に応じて、電磁放射を少なくとも１つの第１部分と少な
くとも１つの第２部分に分離可能である。分離された第１及び第２部分を同時に検出可能
である。更には、第１放射をサンプルから取得可能であり、第２放射を基準から取得可能
であり、且つ、第１及び第２放射を組み合わせて更なる放射を形成可能であり、この場合
に、これらの第１及び第２放射は、電磁放射と関連付けられている。予め分離された更な
る放射の第１及び第２部分の関数として情報を得ることができる。
【００１２】
　本発明の別の具体例によれば、検出要素の単一の列を包含可能である検出構成を使用す
ることにより、検出を実行可能である。更には、又は、この代わりに、２つの検出構成を
使用可能であり、これらの検出構成のそれぞれは、検出要素の単一の列を含んでいる。更
には、偏光に基づいて電磁放射を第１及び第２部分に分離するべく構成された第１要素と
、波長に基づいて電磁放射を第１及び第２部分に分離するべく構成された第２要素を使用
することにより、分離を実行可能である。第１要素は、電磁放射の光学経路内において第
２要素に後続可能である。
【００１３】
　例えば、第１及び第２要素に近接した状態において（例えば、第１及び第２要素の間、
並びに／又は、光学経路内において第１及び第２要素に後続した状態など）、光学経路内
に第３光導波要素を設けることが可能である。更には、又は、この代わりに、第１及び第
２要素に後続した状態において光学経路内に更なる光導波要素を設けることも可能である
。これらの更なる要素のそれぞれは、個別の分離された部分の中の少なくとも１つを第２
要素に向かって導波可能である。第２要素は、電磁放射の光学経路内において第１要素に
後続可能である。生成された電磁放射の偏光を制御するべく、更なる構成を設けることが
可能である。
【００１４】
　本発明のこれら及びその他の目的、特徴、及び利点については、添付の請求項との関連
において、本発明の実施例に関する以下の詳細な説明を参照することにより、明らかとな
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の更なる目的、特徴、及び利点については、本発明の例示用の実施例を示してい
る添付図面との関連において、以下の詳細な説明を参照することにより、明らかとなろう
。
【００１６】
　添付図面において、同一の参照番号及び符号は、特記されていない限り、類似した例示
用の実施例の特徴、要素、コンポーネント、又は部分を表すべく使用されている。更には
、以下においては、図面を参照し、本発明について詳述することとするが、この説明は、
例示用の実施例との関連において行われている。
【００１７】
　（具体例の第１の例示的構成）



(7) JP 2008-538612 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

　Ｎ．　Ｎａｓｓｉｆ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｉｍａ
ｇｉｎｇ　ｂｙ　ｕｌｔｒａｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｏｍａｉｎ　
ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔ
ｔｅｒｓ、２００４年、第２９（５）巻、４８０～４８２頁）及びＮ．　Ａ．　Ｎａｓｓ
ｉｆ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｖｉｄｅｏ－ｒａｔ
ａ　ｓｐａｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏ
ｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｃ　ｎｅｒ
ｖｅ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、２００４年、第１２（３）巻、３６７～３７６
頁）は、スペクトルドメインのファイバに基づいたシステムについて記述している。本発
明によるシステム及び構成の具体例が図１に示されている。図示のように、本システムは
、２つのラインスキャンカメラを有する偏光検出型分光計を包含可能である。例示的なシ
ステム／構成は、ラインスキャンカメラ１及び２（それぞれ、ＬＳＣ１：１０５０、ＬＳ
Ｃ２：１０６０）、偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ：１０４０）、合焦器（Ｆ：１０３０
）、透過格子（ＴＧ：１０２０）、及びコリメータ（Ｃ：１０１０）を包含可能である。
クリーンアップ偏光器をラインスキャンカメラ１（ＬＳＣ１：１０５０）の前に設けるこ
とが可能であるが、図には示されていない。本発明による例示的なシステム構成において
は、検出器アーム内でラインスキャンカメラ１（ＬＳＣ１：１０５０）、偏光ビームスプ
リッタ（１０４０）、及びクリーンアップ偏光器を使用し、ソースアーム内で偏光変調器
を使用することにより、偏光感受型となるように、前述の以前のシステムを変更している
。
【００１８】
　例えば、検出アーム内のファイバの端部において光又は電磁放射の偏光状態の２つの直
交成分を偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ：１０４０）によって分離可能であり、この後に
、それぞれの偏光成分をその独自の光学コンポーネント及び／又はカメラ上に画像生成可
能である。偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ：１０４０）の性能は、理想的なものではない
ため、軸上にないカメラ（これは、偏光ビームスプリッタＰＢＳ：１０４０内に包含可能
である）に向かって転送される偏光／電磁放射のいくつかは、その他の偏光状態を有する
光／電磁放射によって汚染されることになる。従って、更なる偏光器を使用することによ
り、これを改善（即ち、浄化）する必要がある。
【００１９】
　（具体例の第２の例示的構成）
　本発明によるシステム／構成の別の具体例が図２に示されており、これは、Ｗｏｌｌａ
ｓｔｏｎプリズムを有する例示的な偏光感受型分光計を示している。この具体例において
は、２つの偏光成分をＷｏｌｌａｓｔｏｎプリズム（ＷＰ：２０４０）によって分離し、
ラインスキャンカメラ（ＬＳＣ：２０５０）上において画像生成している。この例示的な
システム／構成は、透過格子（ＴＧ：２０２０）、コリメータ（Ｃ：２０１０）、及び合
焦構成（Ｆ：２０３０）を含んでいる。使用の際には、カメラは、例えば、図２に示され
ている２つのスペクトルを記録可能である。実際には、単一カメラ（２０５０）又は複数
のカメラと共にＷｏｌｌａｓｔｏｎプリズム（２０４０）又はＲｏｃｈｏｎ、Ｇｌａｎ－
Ｔｈｏｍｓｏｎ偏光要素を使用することにより、従来技術によるシステム／構成を偏光感
受型にすることができる。これらの偏光要素は、２つの直交偏光成分を空間的に分離可能
である。
【００２０】
　例えば、Ｗｏｌｌａｓｔｏｎプリズム（ＷＰ：２０２０）の分割角度を選択することに
より、２つのスペクトルの両方を同一のラインスキャンカメラ（２０５０）上において同
時に画像生成できるように、２つのスペクトルを空間的に分離可能である。この例示的な
構成は、単一カメラ（２０５０）を使用しており、この結果、システム／構成の設計を単
純化すると共に、恐らくはコストを低減可能である。この具体例の別の可能な利点は、Ｗ
ｏｌｌａｓｔｏｎプリズム（２０４０）が、従来の偏光ビームスプリッタによって実行さ
れるものよりも大幅に大きな消光比によって直交偏光成分を分離可能であるという点にあ



(8) JP 2008-538612 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

る。従って、クリーンアップ偏光器を設ける必要がなく、この結果、恐らくは、コストが
更に低減されると共に、光学損失の低減によって分光計の効率が改善されることになる。
【００２１】
　本発明のその他の具体例が図３Ａ及び図３Ｂに示されており、これらは、Ｗｏｌｌａｓ
ｔｏｎプリズムを有する更なる例示的な偏光感受型分光計を示している。図３Ａにおいて
は、コリメータ（３０１０）の後において２つの直交状態を直接的に分離している。図３
Ｂにおいては、これらの２つの状態を透過格子（ＴＧ：３０３０）の後において分離して
いる。Ｗａｌｌａｓｔｏｎプリズム（３０２０）は、例えば、コリメータ（３０１０）の
直後、又は回折格子（３０３０）と合焦構成（３０４０）の間に配置可能である。Ｗｏｌ
ｌａｓｔｏｎプリズム（３０２０）の分離角度は、場所の選択に応じて相応に選択可能で
ある。
【００２２】
　（具体例の第３の例示的構成）
　本発明によるシステム／構成の更なる具体例が図４に示されており、これは、図２、図
３Ａ、及び図３Ｂにおいて前述した合焦レンズの代わりに、放物面鏡（４０５０、４０７
０）を使用することにより、２つの直交偏光成分のスペクトルを画像生成可能であること
を示しており、これは、図４に示されている単一のカメラ（４０８０）又は複数のカメラ
を利用可能である。この具体例の利点の１つは、放物面鏡は、一般に色分散を誘発しない
ため、色収差を低減可能であるという点にある。球面収差などのその他のタイプの収差も
同様に極小化される。
【００２３】
　前述の第１及び第２の例示的構成と同様に、コリメータＣ（４０１０）は、ファイバ（
４０００）から出る光／電磁放射をコリメート可能である。次いで、この光／電磁放射を
透過格子（４０２０）を使用することにより、分散可能であり、且つ、偏光ビームスプリ
ッタ（ＰＢＳ：４０３０）を使用することにより、２つの直交偏光成分を分離可能である
。２つの直線偏光成分は、２つの色消し１／４波長板（ＱＷＰ：４０４０、４０６０）に
よって円偏光に変換可能である。これらの２つの直線偏光成分は、放物面鏡（４０５０、
４０７０）によって反射された後に、同一の色消し１／４波長板（ＱＷＰ：４０４０、４
０６０）を使用することによって変換され、直線偏光に戻されている。これらの直線偏光
は、一般に、初期の成分に対して直交状態となり、従って、ＰＢＳ（４０３０）によって
異なる方式において処理可能である。ＰＢＳ（４０３０）によって最初に反射された直線
偏光は、次いで、ＬＳＣ（４０８０）に向かって透過可能であり、ＰＢＳ（４０３０）に
よって最初に透過された直線成分も、同一のＬＳＣ（４０８０）に向かって反射可能であ
る。２つのミラーをわずかに傾けることにより、ＬＳＣ（４０８０）を使用して２つの偏
光成分のスペクトルを分離可能である。
【００２４】
　この例示的な構成の別の利点は、光／電磁放射が、一般的に、ＰＢＳ（４０３０）を２
回通過しており、従って、追加のクリーンアップ偏光器を使用することなしに、偏光純度
を大幅に改善可能であるという点であろう。
【００２５】
　第２及び第３構成においては、２つの直交偏光成分のスペクトルを同一のＬＳＣ上にお
いて画像生成可能である。別の例示的な構成を使用する場合には、矩形ＣＣＤの平行ライ
ンに沿って２つのスペクトルを画像生成可能である。このような例示的な構成は、恐らく
は軸ずれによる幾何学的収差を低減可能であるという点において有利であろう。
【００２６】
　前述の例示的な構成においては、取得した２つのスペクトルをハードディスク（又は、
別のストレージ装置）に保存し、且つ、リアルタイム並びに後処理において分析可能であ
る。
【００２７】
　これらのスペクトルの分析の際には、「ゴースト複屈折」アーチファクトを回避するこ
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とが好ましい。ゴースト複屈折とは、システムによって計測されるが、恐らく実際には存
在していない複屈折のことである。これは、偏光感受型分光計の誤った較正によって生じ
る可能性がある。本発明のシステム、構成、及び方法の具体例は、後程詳述するように、
分光計の正しい較正を提供するための手順を提供している。
【００２８】
　（具体例の更なる１つ又は複数の構成及び技法）
　本発明の具体例による第１、第２、及び第３の例示的構成を参照して前述したように、
従来のスペクトルドメイン光コヒーレンストモグラフィシステムを偏光感受型にすること
ができる。例えば、これは、ソースアーム内に、偏光変調器を、そして、検出アーム内に
、更なるラインスキャンカメラ（例えば、Ｂａｓｌｅｒ社の最大ライン周波数が２９，３
００Ｈｚであり、１０ｘ１０μｍの２０４８要素のもの）と組み合わせられた偏光ビーム
スプリッタ（ＣＶＩ）を追加することにより、実行可能である。広帯域アイソレータ（Ｏ
ＦＲ）を使用することにより、ハイパワーのスーパールミネッセントダイオード（例えば
、Ｓｕｐｅｒｌｕｍ社のＳＬＤ－３７１－ＨＰ（λ0＝８４０ｎｍ、ΔλFWHM＝５０ｎｍ
））を隔離可能である。アイソレータの出力において、光／電磁放射を恐らくは直線偏光
可能である。
【００２９】
　本発明の更に別の具体例による処理構成を使用することにより、ライン取得のトリガ及
び偏光変調器用の駆動波形を生成可能であり、これは、アイソレータに直接又は間接的に
後続する状態において配置可能である。本発明による方法の１つの具体例が図５Ａにおい
て示されている。具体的には、この波形を高電圧増幅器によって増幅可能であり、且つ、
変調器へ伝送可能である（段階５０１０）。この波形は、ポアンカレ球表現内において垂
直である２つの異なる偏光状態が生成されるように、例えば、２９，３００Ｈｚの最大周
波数を有するブロック波を包含可能である。これらの波形の変調周波数を任意に減速させ
ることにより（段階５０２０）、必要に応じて、計測感度を向上させることが可能である
。相対的に低い速度において、相応して、ラインスキャンカメラの蓄積時間を増大させる
ことができる（段階５０３０）。連続深さスキャン（Ａライン）を交互に変化する入力偏
光状態によって取得できるように、２つのラインスキャンカメラへ伝送されたライン取得
トリガ波形を偏光変調器波形に同期させる（５０４０）。偏光状態が一定である場合にの
み、データを取得し、偏光変調器のスイッチングに起因した偏光不安定性は、２つのカメ
ラの取得時間を２２マイクロ秒に短縮することにより、記録しなかった（段階５０５０）
。それぞれのＢスキャン（又は、フレーム）をスリットランプ装置の高速スキャン軸と同
期化した（段階５０６０）。この例示的な手順は、Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖ
ｉｖｏ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａ
ｙｅｒ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ
　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄ
ｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００４年、第９（１）巻、１２１～１２５頁）に記述されて
いる技法及びシステムと共に使用可能である。
【００３０】
　図５Ｂは、本発明によるラインスキャンカメラ用の例示的な同期トリガ波形（例えば、
ライントリガ、フレームトリガ）と、偏光変調器及び高速ガルバノメーター用の駆動波形
を示すグラフである。図５Ｂに示されているグラフの時間スケールは左から右へいくにつ
れて短縮されている。図５Ｂに示されているトリガ及び駆動波形は、１つの画像について
２０個のＡラインを取得する例示的な構成用に提供されている。このフレーム内において
、２０個のパルスを生成することにより、２０個のスペクトルを取得するべく両方のライ
ンスキャンカメラをトリガ可能である。又、これは、すべてのアップフランクにおいて発
生可能である。カメラ内の内部遅延は、２マイクロ秒となり、偏光変調器内においては、
１マイクロ秒であるため、ソフトウェアにおいて、偏光変調器信号を約１マイクロ秒だけ
遅延可能である。高速ガルバノメーターの１サイクル当たりに１０００個以上のスペクト
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ルを記録可能であることを理解されたい。異なる波形の開始点の間の時間遅延（右のプロ
ット）を生成することにより、ラインスキャンカメラ及び偏光変調器内における遅延を補
償可能である。
【００３１】
　本発明による偏光感受型スペクトルドメイン光コヒーレンストモグラフィを実行するこ
とのできるシステムの別の具体例が図６に示されている。具体的には、広帯域光源（ＨＰ
－ＳＬＤ：６０００）から供給される光（又は、電磁放射）がアイソレータ（Ｉ：６０３
０）を通じて結合され、バルク偏光変調器（Ｍ：６０４０）で２９，３００Ｈｚにおいて
変調される。アイソレータ（Ｉ：６０３０）及び偏光変調器（Ｍ：６０４０）は、ファイ
バベンチ（６０２０）上に配置可能である。８０／２０ファイバカプラ（６０５０）によ
り、変調光をサンプル及び基準アーム上に分配可能である。スリットランプ（ＳＬ：６１
６０）に基づいた網膜スキャナにより、網膜をスキャニング可能であり、基準アームは、
高速スキャニング遅延ライン（ＲＳＯＤ：６０８０～６１４０）を包含可能であり、これ
らを偏光ビームスプリッタ（ＰＢＳ：６０９０）と共に使用することにより、両方の偏光
状態の等しい伝送を保証可能である。又、減衰のために可変中性濃度フィルタ（ＮＤ：６
１３０）を設けることも可能である。戻り経路上において、高速偏光検出型分光計（要素
６２３０～６２８０）を使用することにより、干渉縞を検出可能である。光を（例えば、
要素Ｃ：６２３０を使用することによって（－ｆ＝６０ｍｍ））コリメートし、且つ、透
過格子（ＴＧ：６２４０、１２００ライン／ｍｍ）によって回折可能であり、この後に、
レンズ（ＡＳＬ：６２５０、ｆ＝１００ｍｍ）により、スペクトルを２つのラインスキャ
ンカメラ（ＬＳＣ１：６２７０及び２：６２８０）上に合焦可能である。検出経路内の偏
光ビームスプリッタ（６２６０）は、直交偏光成分を２つのカメラ（６２７０、６２８０
）に導波しており、これらは、互いに、且つ、ソースアーム内の偏光変調器（６０４０）
と同期化可能である。ＬＳＣ１（６２７０）の前にクリーンアップ偏光器を配置すること
により、汚染変調状態を除去可能である。偏光コントローラ（ＰＣ：６０１０、６０６０
、６１５０、６２１０）を使用することにより、光の偏光状態を微調整可能である。
【００３２】
　例えば、８０／２０ファイバカプラ（６０５０）は、パワーの８０％を基準アームに対
して提供可能である。高速スキャニング遅延ライン（ＲＳＯＤ：６０８０～６１４０）を
偏光ビームスプリッタ（６０９０）と共に使用することにより、両方の入力偏光状態にお
ける遅延ラインを通じた（例えば、等しいパワー量の）伝送を円滑に実行可能である。Ｒ
ＳＯＤは、分散補償のために使用可能であり、ガルバノメーターミラー（６１２０）は、
これらの計測において静止状態に維持可能である。ＲＳＯＤから返ってきた光は、サンプ
ルアームから返ってきた光と干渉可能である。干渉スペクトルを検出アーム内の偏光検出
型分光計によって記録可能であり、この場合には、２つのラインスキャンカメラ（６２７
０、６２８０）を偏光ビームスプリッタ（６２６０）の周囲に配置可能である。ファイバ
から出た光を、まず、コリメートし６２３０、透過格子（６２４０）によって回折可能で
あり、この後に、この光をレンズ（６２５０）を使用することによって合焦可能である。
偏光ビームスプリッタ（６２６０）は、直交状態を２つのラインスキャンカメラ（６２７
０、６２８０）に導波可能であり、これらのカメラは、５軸の並進ステージ上に取り付け
可能である。
【００３３】
　偏光ビームスプリッタを通じて真っ直ぐに透過される偏光状態は、一般的に、純粋なも
のとなる（例えば、パワーの約９９％が水平偏光された状態であってよい）。偏光ビーム
スプリッタによって９０°の角度において反射された偏光状態は、相対的に純粋性が乏し
くなり、水平偏光光が垂直偏光光と混合している。このような汚染は、適切な偏光分析を
歪める可能性があるため、クリーンアップ偏光器を使用することにより、反射された偏光
状態から水平偏光光をフィルタリング可能である。Ｐｏｌａｒｃｏｒのワイヤグリッド偏
光器は、フル帯域幅にわたって１：１０，０００の消光比と、約９０％を上回る透過性能
を具備可能である。この偏光器を軸上にないラインスキャンカメラ（６２７０）の前面に



(11) JP 2008-538612 A 2008.10.30

10

20

30

40

配置可能である。このような偏光器の透過波面歪みは、（６３２．８ｎｍにおいて）１／
４波長未満と規定可能である。スペクトルを２つのラインスキャンカメラ（６２７０、６
２８０）によって同時に記録し、且つ、ハードディスク又は任意のその他のストレージ装
置に保存可能である。１秒当たりに約３フレームというオンスクリーンフレームレートを
リアルタイムで維持可能である。偏光コントローラ（６０１０、６０６０、６１５０、６
２１０）を使用することにより、干渉計のすべてのアーム内の偏光状態を最適化可能であ
る。
【００３４】
　更には、Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　
ａｎｄ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　
ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒｉｚａ
ｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａ
ｐｈｙ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００４年、
第９（１）巻、１２１～１２５頁）に記述されている従来技術によるシステムを利用する
ことにより、ＯＣＴデータ及び／又はビデオ画像を同時に取得可能である。図６に示され
ているように、本発明の具体例によるＰＳ－ＳＤ－ＯＣＤシステムは、例えば、視神経乳
頭周辺におけるスキャンを位置決めするべく使用可能であるＣＣＤカメラ（６１７０）を
包含可能である。このようなカメラの画像は、ハードディスク又は任意のその他のストレ
ージ装置上に保存する必要はないが、必要に応じて保存することも可能である。前述のデ
ータ取得の前に（又は、その最中に）、ＣＣＤカメラ（６１７０）及びリアルタイムＯＣ
Ｔ構造強度ディスプレイからの情報を使用することにより、例えば、瞳孔の中心にスキャ
ニングビームの狙いをつけ、視神経乳頭の周辺におけるスキャンを位置決め可能である。
更には、両方の画像生成モードを使用して、例えば、ビームを網膜上に合焦することによ
り、可能な最高の信号対雑音比を有するデータを保証可能である。
【００３５】
　（偏光感受型分光計の較正の例）
　一般に、ＳＤ－ＯＣＴシステムにおいては、波長空間からｋ空間（ｋ＝２π／λ）への
リマッピングの結果得られるスペクトルのフーリエ変換として、反射率深さプロファイル
（Ａライン）を取得可能である。このリマッピングは、ラインスキャンカメラの異なる画
素上に入射する波長に関する知識に依存可能である。仮定された入射波長λの誤差Δλを
使用することにより、Δｋ＝２πΔλ／λ2によって提供される波数の偏差を生成可能で
ある。２つのラインスキャンカメラがわずかに異なる誤差を有している場合にも、この相
対的な波数の偏差が複屈折性の人工的な外観をもたらすことになる。λ＝８５０ｎｍの入
射波長と、カメラ間におけるΔλ＝１ｎｍの相対的なアライメントエラーの場合に、１ｍ
ｍの深さにおいて位相差Δφ＝８．７０ラジアンを得ることができる。ラインスキャンカ
メラに跨るこれらの位相差の累積的な影響が、サンプル複屈折に起因して位相遅延と弁別
不可能である全体的な位相差に結び付く可能性がある。この人工的な（即ち、「ゴースト
」の）複屈折の除去は、サンプル偏光特性の更に正確な判定を得るために恐らくは有益で
あろう。
【００３６】
　ＬＳＣ上の画素位置と、対応する波長λの間の関係は、簡単な幾何学を使用することに
よって標準格子式から得ることが可能であり、次の式によって提供可能である。
【００３７】



(12) JP 2008-538612 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

【数１】

【００３８】
　図７Ａは、本発明の具体例による１つの偏光チャネル用の例示的な分光計の構成を示し
ている。格子定数ｆ＝１／Δｘを有する回折格子ＤＧ（７０００）を提供可能である。又
、この例示的な構成内に、焦点距離Ｆを有する合焦レンズＬ（７０１０）を更に包含する
ことも可能である。図７Ａに示されているように、θiは、入射角であり、θdは、回折角
である。更には、λcは、角度θcにおいて回折され、合焦レンズＬを通じて真っ直ぐに伝
播し、ＣＣＤ（７０２０)アレイの中心（ｘ＝０）から距離ｘoにおける画素上のＣＣＤ（
７０２０)上に入射する中央波長を表している。Ｄは、格子（７０００）と合焦レンズ（
７０１０）の間の距離を表しており、ｄＦは、レンズ（７０１０）の焦点面からのＣＣＤ
（７０２０）の小さな変位を表している。この長手方向の変位ｄＦは、合焦レンズ（７０
１０）の焦点距離のわずかなチューニングに類似したものであってよい（又は、これに実
質的に等価なものであってよい）。従って、Ｆは、較正パラメータと見なすことが可能で
ある。その他の較正パラメータは、入射角θi、中央波長λc、及びＣＣＤ（７０２０）の
横方向のシフトｘ0である。
【００３９】
　前述の図７Ａに図示されている例示的な２つの偏光チャネルの構成においては、合焦レ
ンズの後にビームスプリッタを提供可能であるため、入射角θi及び中央波長λcは、偏光
チャネルについて実質的に同一であってよく、且つ、光学経路は、ＰＢＳまで共通であっ
てよい。２つのＬＳＣの変位に関係し得るパラメータ（Ｆ及びｘｏ）は、好ましくは、互
いに異なる必要がある。従って、例えば、θi、λc、Ｆ1、Ｆ2、ｘo1、及びｘo2などの特
定数の独立した較正パラメータが存在可能である。
【００４０】
　本発明の別の具体例による非偏光検出型システムにおける較正パラメータを判定するた
めの本発明の例示的な実施例による例示的な手順が図７Ｂのフローチャートに示されてお
り、以下、これについて説明する。
【００４１】
　まず、段階７０５０において、基準アーム内の基準ミラーのいくつかの位置について２
つのＬＳＣ上の強度プロファイルを記録する。段階７０５５において、サンプルアームは
、水が充填された眼のモデル内がミラーを含むことにより、患者の計測をシミュレートし
ている。スペクトルを波長空間内、次いで、ｋ空間内においてマッピング可能であり（段
階７０６０）、且つ、ｋ空間内のスペクトルのフーリエ変換としてコヒーレンス関数を取
得可能である（段階７０６５）。段階７０７５において、基準アーム内のミラーの位置と
は無関係に複素フーリエ変換の位相が一定になる時点まで較正パラメータをチューニング
可能である。この位相項は、前述の患者の計測における分散補償のために使用可能である
。
【００４２】
　更には、段階７０７０において概略的なアライメントを実行可能であり、これは、デー
タ取得段階７０７５の前に実行可能である。基準アーム信号を両方のカメラ上において極
大化させている。２つのカメラを互いにアライメントさせるために、非複屈折スキャッタ
リングサンプル（顕微鏡カバースリップのスタックや均一散乱媒質など）を画像生成可能
であり、且つ、リアルタイム偏光処理を実行することにより、例えば、大量の人工的な複
屈折を視覚的に除去可能である。これは、本発明によるシステムの具体例によって計測さ
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れる観察された複屈折が、小さくなるか、或いは、場合によっては、無視可能になる時点
まで、ビームに対して垂直に１つのカメラの場所を移動させることにより、実行可能であ
る。これにより、１つのカメラの他方のものに対する特定のアライメント（即ち、２つの
ラインスキャンカメラの対応する画素上における入射波長）を近似的又は粗く同一化する
ことが可能であることを保証可能である。
【００４３】
　第２に、マッピングパラメータの更に慎重な再較正を段階７０８０において実行可能で
ある。これは、例えば、先程の基準アーム内のミラーの位置とは無関係な複素フーリエ変
換の一定位相の条件以外の（又は、これに加えて）様々なメリット関数を最適化すること
により、実現可能である。１つのこのような例示的な関数（例えば、Ｓｔｏｋｅｓベクト
ル）は、分光計に入射する光の偏光状態に依存可能である。ストークスベクトルは、Ｊ．
　Ｆ．　ｄｅ　Ｂｏｅｒ他による「Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄｅｐ
ｔｈ－ｒｅｓｏｌｖｅｄ　Ｓｔｏｋｅｓ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　ｌｉｇｈｔ　ｂ
ａｃｋｓｃａｔｔｅｒｅｄ　ｆｒｏｍ　ｔｕｒｂｉｄ　ｍｅｄｉａ　ｂｙ　ｕｓｅ　ｏｆ
　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃ
ｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、１９９９年、第２４（５
）巻、３００～３０２頁）に記述されているように判定可能である。これらの較正パラメ
ータは、計測された偏光状態が基準アーム内のミラーの位置とは無関係に一定になるよう
に最適化可能である。２つのカメラ用の較正パラメータ及び位相係数の組は、患者の計測
におけるスペクトルの正しいマッピング及び分散補償のために使用可能である。
【００４４】
　本発明の別の具体例によれば、段階７０７０を参照して先程説明した概略的なアライメ
ントを実行する必要はない。２つのカメラ用のマッピングパラメータを適切に較正するこ
とにより、人工的な複屈折の出現を除去可能である。但し、段階７０７０を参照して先程
説明した概略的なアライメントを伴わない場合には、ｘ0などのパラメータの変化範囲が
大きなものになる可能性がある。従って、概略的なアライメントは、最適化プロセスを更
に容易且つ有益なものにすることができる。
【００４５】
　（被検者に対する例示的且つ実験的な計測手順）
　ヘルシンキ宣言の教義に基づいたプロトコルに従って特定の実験を実行した。この実験
のために、一人の健康なボランティアと７人の緑内障患者を動員した。様々な開放隅角度
緑内障の段階を有する患者（原発性、色素性、及び擬似剥離形態）が得られ、且つ、患者
が研究に対する適格性を有しているかどうかを判定した。インフォームドコンセントを付
与し、且つ、患者が研究に参加するための適格性を有していることを判定した後に、緑内
障患者の適格性を有する眼をフェニレフリン塩酸塩５．０％及びトロピカミド０．８％に
よって散瞳させた。本発明によるシステム、構成、及び方法の具体例を使用することによ
り、動員されたすべての被検者について計測を実行した。
【００４６】
　（健康な被検者）
　Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｄｅｐｔｈ－ｒｅｓｏｌｖｅｄ　ｂｉｒ
ｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔ
ｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒｓ　ｂｙ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－
ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（
Ｏｐｔ．　Ｌｅｔｔ．、２００２年、第２７（１８）巻、１６１０～１６１２頁）、Ｂ．
　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｉ
ｃｋｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ
　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅ
ｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００４年、第９（１）巻、
１２１～１２５頁）、及びＢ．　Ｃｅｎｓｅ他により「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂ
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ｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉ
ｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｔｉｓｓｕｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔ
ｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐ
ｈｙ」（Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ、２００４年、第４５（８）巻、２６０６～２６１２頁）に記述されて
いる従来技術による偏光感受型時間ドメインシステム、並びに、Ｎ．　Ｎａｓｓｉｆ他に
よる「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｂｙ　ｕｌｔｒ
ａｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅ
ｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、２００４年、第
２９（５）巻、４８０～４８２頁）、Ｎ．　Ａ．　Ｎａｓｓｉｆ他による「Ｉｎ　ｖｉｖ
ｏ　ｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｖｉｄｅｏ－ｒａｔｅ　ｓｐｅｃｔｒａｌ－ｄｏ
ｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　ｔｈｅ
　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａ　ａｎｄ　ｏｐｔｉｃ　ｎｅｒｖｅ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘ
ｐｒｅｓｓ、２００４年、第１２（３）巻、３６７～３７６頁）、及びＢ．　Ｃｅｎｓｅ
他による「Ｕｌｔｒａｈｉｇｈ－ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｒｅｔ
ｉｎａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｕｓｉｎｇ　ｓｐｅｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃ
ａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｅｘｐｒｅｓｓ、
２００４年）に記述されているスペクトルドメインシステムの両方により、比較のために
、健康なボランティアの画像を予め生成した。
【００４７】
　この実験においては、ボランティアの散瞳されていない右眼上に入射する光のパワーは
、４７０μＷに等しかった。視神経乳頭の周辺において２つの異なるタイプのスキャンを
実行した。同心円形スキャン（１．５～２．６ｍｍの半径間において等距離に離隔した１
０００個のＡラインの１２回の円形スキャン）によって１つのデータセットを生成し、６
．３ｘ６．４ｍｍのエリアをカバーする５００個のＡラインの２５０回のラインスキャン
により、もう１つのデータセットを生成した。データは、１つのＡライン当たりに３３マ
イクロ秒又は１３２マイクロ秒のいずれかの蓄積時間において取得した。最後のセットに
おいては、例示的なシステムの動作速度を４分の１に低減することにより、感度を４倍に
改善した。この設定は、依然として、時間ドメインの計測と比べて、４５倍高速であり、
この結果、１２回の円形スキャンにおいて、合計計測時間が７２秒から１．６秒に低減さ
れた。調査対象の眼は、固定スポットによって安定化させた。
【００４８】
　（緑内障患者）
　緑内障患者の場合には、眼に入射するパワーは５００μＷ未満であった。患者が１つの
眼によってしか見ることができない場合には、視力を欠いた眼の画像を生成した。画像生
成対象の眼は、スプリットランプシステムの内部固定ライトによって安定化させた。この
光を見ることができない患者の反対の眼には、外部固定ライトを使用した。３３及び１３
２マイクロ秒の蓄積時間を有する１０００個のＡラインの円形スキャンを実行した。更に
は、３３０マイクロ秒の蓄積時間により、これらの患者のいくつかの眼の画像を生成した
。更には、１つのＡライン当たりに１３２マイクロ秒において、線形スキャン（１０００
個のＡラインの２００回のスキャン（６．４ｘ６．４ｍｍ））を実行した。
【００４９】
　（例示的なデータ分析）
　偏光分析は、いくつかの手順から構成されていた。第１の例示的な手順においては、分
光計を前述のように較正した。計測されたスペクトルを、波長空間に、次いで、ｋ空間に
対してマッピングするべく、構成パラメータを使用した。更には、Ｒ．　Ｃｈａｎ他によ
る「Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ｅｄｇｅ－ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　ｓｍｏｏｔｈｉｎｇ　
ｉｎ　ｃａｒｏｔｉｄ　Ｂ－ｍｏｄｅ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｆｏｒ　ｉｍｐｒｏｖｅ
ｄ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｎｔｉｍａ－ｍｅｄｉａ　ｔｈｉｃｋｎｅｓ
ｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ」（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｉｎ　Ｃａｒｄｉｏｌｏｇｙ、Ｃａ
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ｍｂｒｉｄｇｅ，　ＭＡ、ＩＥＥＥ、２０００年）に記述されているように、それぞれの
カメラ用に判定された位相曲線を使用することにより、眼及び干渉計内の色分散を補償し
た。データをｚ空間にフーリエ変換した後に、Ｍ．　Ｃ．　Ｐｉｅｒｃｅ他による「Ｓｉ
ｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ，　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ，　ａｎｄ
　ｆｌｏｗ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｗｉｔｈ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｆｉｂｅｒ
－ｂａｓｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔ
ｉｃｓ　Ｌｅｔｔｅｒｓ、２００２年、第２７（１７）巻、１５３４～１５３６頁）に記
述されているように、深さ分解ストークスパラメータを判定した。第１の深さ分解ストー
クスパラメータは、構造強度（例えば、深さ分解反射率）に対応している。Ｒ．　Ｃｈａ
ｎ他による「Ａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃ　ｅｄｇｅ－ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　ｓｍｏｏｔｈ
ｉｎｇ　ｉｎ　ｃａｒｏｔｉｄ　Ｂ－ｍｏｄｅ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｆｏｒ　ｉｍｐ
ｒｏｖｅｄ　ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｉｎｔｉｍａ－ｍｅｄｉａ　ｔｈｉｃ
ｋｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ」（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｉｎ　Ｃａｒｄｉｏｌｏｇ
ｙ、Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，　ＭＡ、ＩＥＥＥ、２０００年）に記述されているように、こ
のデータから網膜神経線維層の上部及び下部境界を判定した。偏光分析においては、Ｃ．
　Ｅ．　Ｓａｘｅｒ他による「Ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｆｉｂｅｒ－ｂａｓｅｄ　ｐｏｌ
ａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏ
ｍｏｇｒａｐｈｙ　ｏｆ　ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｈｕｍａｎ　ｓｋｉｎ」（Ｏｐｔｉｃｓ　Ｌ
ｅｔｔｅｒｓ、２０００年、第２５（１８）巻、１３５５～１３５７頁）、Ｂ．　Ｃｅｎ
ｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｄｅｐｔｈ－ｒｅｓｏｌｖｅｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅ
ｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅ
ｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｂｙ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖ
ｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔ．　Ｌｅｔ
ｔ．、２００２年、第２７（１８）巻、１６１０～１６１２頁）、Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他に
よる「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｍ
ｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆ
ｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　
ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ
　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００４年、第９（１）巻、１２１～１２５頁
）、及びＢ．　Ｃｅｎｓｅ他により「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇ
ｅｎｃｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅ
ｒ　ｔｉｓｓｕｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓ
ｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｉｎｖｅ
ｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ
、２００４年、第４５（８）巻、２６０６～２６１２頁）に記述されているように、正規
化された表面ストークスベクトルを特定の深さにおける正規化されたストークスベクトル
と比較することにより、深さ分解位相遅延を判定した。
【００５０】
　健康なボランティアから取得されたデータについては、表面ストークスベクトルを自動
的に検出された表面下方の１０μｍとなるように選択し、緑内障の患者の場合には、正確
なデータ抽出のために可能な限り多くのポイントを保持するべく、３μｍの値を選択した
。移動平均フィルタを使用することにより、スペックル雑音の影響を低減した。水平方向
においては、２０を上回る数のＡラインを平均し、垂直方向においては、３を上回る数の
ポイントを平均した（これは、１０μｍに対応している）。網膜神経線維層組織の厚さ及
び複屈折をセクタ及び半径の関数として計測した。それぞれの円形スキャンを７．２°の
５０個のセクタに分割した。この５０個のセクタは、時間ドメインデータに使用された４
８個のセクタに略マッチングしていた。
【００５１】
　線形スキャンによって取得されたデータセットを、眼底カメラ、スキャニングレーザー
検眼鏡、又はスキャニングレーザー偏光計のいずれかによって生成されたものに実質的に
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等価である表面画像として処理した。これは、１つのＡライン当たりの強度値をそれぞれ
の深さプロファイルに沿った１つの統合された反射率に対応する１つの値に合計すること
により、実行された。例えば、３次元容積データセットを眼底画像として見える２次元画
像に投影可能である。
【００５２】
　（例示的な実験結果）
　（健康な被検者から得られた結果）
　本発明の具体例を使用することにより、眼底に似た画像として処理された線形スキャン
の組（７．５ｋＨｚにおいて取得された６．４ｘ６．４ｍｍの５００ｘ２５０データポイ
ント）が図８に示されている。具体的には、図８は、取得された三次元容積セットから再
構築された視神経乳頭の例示的な擬似眼底画像を示している。白の円は、最小及び最大直
径円形スキャンの概略的な位置を示している。上部側又は下部側エリア内において視神経
から外に分岐している大きな血管を観察可能である。
【００５３】
　例えば、３０ｋＨｚ及び７．５ｋＨｚにおいて実行された円形スキャンを分析し、互い
に比較した。７．５ｋＨｚのデータセットは、相対的に高い信号対雑音比（～４１ｄＢ対
～３６ｄＢ）を示しており、顕著なモーションアーチファクトを含んではいなかった。図
９は、４０歳の健康なボランティアの散瞳されていない右眼の円形スキャンにより、７．
５ｋＨｚのＡラインレートにおいて取得された健康なボランティアの視神経乳頭周辺の円
形スキャンの構造強度画像を示している。図９に示されているように、眼内の位置には、
側頭部側（Ｔ）、上部側（Ｓ）、鼻側（Ｎ）、下部側（Ｉ）というラベルが付与されてい
る。画像のサイズは、深さ０．９６ｍｍｘ幅１２．６ｍｍであり、これは、明瞭性のため
に、垂直方向において４倍に拡大されている。画像は、リアライメントされておらず、従
って、視神経乳頭周辺の組織の真の形状を示している。ノイズフロアより上の画像のダイ
ナミックレンジは、３８．５ｄＢであった。画像の最上部の下の水平ラインは、軸上にな
いラインスキャンカメラ内の電気雑音によって引き起こされたものである。
【００５４】
　画像のダイナミックレンジは、３８．５ｄＢである（同一データセット内において、最
大で４４ｄＢのダイナミックレンジを有する画像が見出された）。強力な反射が図９内の
黒い画素によって表されている。この画像は、明瞭性のために、垂直方向に拡大されてい
る。Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎ
ｃｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　
ｔｉｓｓｕｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔ
ｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｉｎｖｅｓｔ
ｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ、２
００４年、第４５（８）巻、２６０６～２６１２頁）に記述されているように、上部側（
Ｆ）及び下部側（Ｉ）エリアは、相対的に厚いＲＮＦＬ組織を含んでいる。
【００５５】
　両方のデータセットを分析することにより、セクタ及び半径の関数として厚さ及びＤＰ
ＰＲ／ＵＤ（Ｄｏｕｂｌｅ－Ｐａｓｓ　Ｐｈａｓｅ　ｒｅｔａｒｄａｔｉｏｎ　ｐｅｒ　
ｕｎｉｔ）を比較した。３０ｋＨｚにおいて取得されたデータセットを、７．５ｋＨｚに
おいて取得されたもの、並びに、２５６Ｈｚにおいて時間ドメインシステム内において以
前に取得されたものと比較した。図１１Ａ～図１１Ｆは、これらの例示的な計測値（例え
ば、異なる蓄積時間におけるＲＮＦＬの厚さ及びＤＰＰＲ／ＵＤ計測値）のグラフを示し
ている。例えば、図１１Ａ及び図１１Ｂは、７．５ｋＨｚにおいて取得されたデータのグ
ラフを示しており、図１１Ｃ及び図１１Ｄは、３０ｋＨｚにおいて取得されたものを示し
ている。時間ドメインのＯＣＴシステムによって２５６Ｈｚにおいて取得された図１１Ｅ
及び図１１Ｆは、比較を目的として示されている。図１１Ａ、図１１Ｃ、及び図１１Ｅに
示されている厚さのグラフは、類似した形態となっており、二重こぶのパターンを有して
おり、且つ、上部側（Ｓ）及び下部側（Ｉ）において相対的に高い値を有している。上部
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側のエリア内においては、相対的に小さな二重こぶのパターンを図１１Ｃにおいて観察可
能である。ＤＰＰＲ／ＵＤのグラフも類似した形態となっており、上部側及び下部側にお
いて大きな値を有している。平均値の周辺における計測ポイント（例えば、ラインによっ
て接続されているもの）の広がりは、恐らくは、図１１Ｆに示されている時間ドメインデ
ータにおけるよりも、図１１Ｂ及び図１１Ｄに示されているスペクトルドメインデータに
おいて、相対的に大きいであろう
【００５６】
　以下、側頭部側のセクションの計測から開始して、図１０Ａ及び図１０Ｂ内に示されて
いるデータから取得された１つのセクタにわたって平均化されたスペクトルドメインのＯ
ＣＴ計測について説明する、具体的には、図１０Ａは、本発明の具体例による構成、シス
テム、及び／又は方法を使用して生成されたＯＮＨに対して側頭部側であるセクタの厚さ
及ＤＰＰＲ（Ｄｏｕｐｌｅ－Ｐａｓｓ　Ｐｈａｓｅ　Ｒｅｔａｒｄａｔｉｏｎ）を示す第
１の模範的なグラフを示している。図１０Ｂは、本発明の具体例による構成、システム、
及び／又は方法を使用して生成されたＯＮＨに対して上部側であるセクタの厚さ及びＤＰ
ＰＲの第１の例示的なグラフを示している。７．５ｋＨｚのＡラインレートにより、ＯＮ
Ｈに対して側頭部側であるセクタ（Ａ）及び上部側であるセクタ（Ｂ）の厚さ（例えば、
破線として示されているもの）及びＤＰＰＲ（例えば、実線として示されているもの）の
グラフを取得した。このデータを２０個のＡライン又は７．５°のセクタにわたって平均
した。ＲＮＦＬに属するＤＰＰＲデータは、最小二乗線形フィットによってフィッティン
グ可能である。式中の傾きは、ＤＰＰＲ／ＵＤを表している。垂直ラインは、強度及びＤ
ＰＰＲデータから判定されるＲＮＦＬの推定境界を示している。１５０μｍを上回る深さ
におけるＤＰＰＲにおける増大は、ＲＮＦＬとＲＰＥの間の低信号によって引き起こされ
ている。
【００５７】
　例えば、側頭部側のエリア内においては、ＲＮＦＬは薄く、相対的に小さなＤＰＰＲ／
ＵＤ値を取得可能である。上部側のセクタは、相対的に大きな複屈折を有する相対的に厚
いＲＮＦＬ組織を含んでいる。鼻側のプロットは、薄いＲＮＦＬ及び小さな複屈折を示し
ており、下部側のプロットは、大きなＤＰＰＲ／ＵＤ値を有する厚いＲＮＦＬを示してい
る。厚さの値を半径及びセクタの関数としてプロットし、１つの半径において取得された
データポイントをラインによって接続した。ラインの太さは、スキャンの半径をしており
、スキャンのラインが太いほど、視神経乳頭に対して相対的に近接している。又、ＤＰＰ
Ｒ／ＵＤの値も半径及びセクタの関数としてプロットしており、特定の半径におけるデー
タポイントは、同一のシンボルを保持している。１セクタ当たりの平均ＥＰＰＲ／ＵＤ値
を判定し、１セクタ当たりの平均値をラインによって接続した。平均の標準誤差（Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　ｅｒｒｏｒ：ＳＥ）を判定し、これを誤差バーによってグラフ内に表してい
る。
【００５８】
　図１１Ａ～図１１Ｆの厚さのグラフを比較することにより、上部側及び下部側において
大きな値を有する類似した傾向を観察可能である。これらのエリア内の相対的に大きな厚
さの値は、鋭い神経線維束の存在によって説明可能であり、これらは、中心窩に向かって
分岐している。厚さの計測値の差は、操作者によるデータの主観的な解釈に帰することが
できる。本発明の模範的な一実施例による自動的な画像分析手順により、客観性及び分析
を改善可能である。ＤＰＰＲ／ＵＤのグラフも、上部側及び下部側において大きな値を有
する同様の傾向を示している。７．５ｋＨｚにおいて得られたＳＤ－ＯＣＴのデータ結果
のほうが、ＴＤ－ＯＣＴのデータ結果と、より良好にマッチング可能である。側頭部側の
値は、両方のＳＤ－ＯＣＴデータセット内において増大可能であり、これらの結果は、Ｔ
Ｄ－ＯＣＴセットアップの場合には、小さい。図１１Ａ～図１１Ｆのすべてのグラフにお
いて、下部側及び上部側の値が相対的に大きいという一般的な傾向を観察可能である。こ
の被検者についてＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴによって計測された最大平均ＤＰＰＲ／ＵＤ値は、
約０．４５°／μｍであり、最小平均値は、約０．２°／μｍに等しい。これらの値は、
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８４０ｎｍにおいて計測されたそれぞれ５．４ｘ１０-4及び２．４ｘ１０-4の複屈折に略
等しいであろう。
【００５９】
　（健康な被検者から得られた例示的な結果の検討）
　図１１Ｆに示されている時間ドメインのＤＰＰＲ／ＵＤプロットを図１１Ｂ及び図１１
Ｄに示されているスペクトルドメインプロットと比較すれば、スペクトルドメインのデー
タポイントは、相対的に大きな範囲にわたって散乱した状態で示されている。これは、部
分的に、スペクトルドメインデータに使用した際の本発明のシステム、構成、及び方法の
具体例の操作者による（自動スロープフィッティング手順の使用及び相対的に小さな数の
Ａラインにわたる平均化に伴う）不完全な使用法に帰することができる。雑音の多い時間
ドメイン計測の場合には、ＲＮＦＬより下の平均ＤＰＰＲ値を使用することにより、ＤＰ
ＰＲ／ＵＤを算出した。平均ＤＰＰＲ値をＲＮＦＬの厚さによって除算することにより、
ＤＰＰＲ／ＵＤを算出可能である。スペクトルドメインの値の場合には、この手順により
、データ上に存在している雑音とは無関係に、ＲＮＦＬのＤＰＰＲデータポイントを通じ
てラインをフィッティング可能である。フィッティングするべき多数のデータポイントを
有するＲＮＦＬの厚い部分の場合には、この例示的な手順は、恐らくは、信頼性の高い結
果をもたらすであろう。
【００６０】
　（緑内障被検者の結果）
　例示的なＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、構成、及び方法により、緑内障患者の画像を生
成した。特定のデータセットは、分析するのに有益な信号対雑音比を具備していた。この
データセットは、８１歳の白人女性の左眼から得られたものである。彼女は、６年前に白
内障手術を経験している（これは、恐らくは、相対的に高い画像品質に結び付く）。彼女
の最良に補正された視力は、２０／２０であり、内部固定スポットを使用することにより
、眼を安定化させた。視野試験の結果は、上部側の視野欠陥を示しており、これは、下部
側エリア内における相対的に薄い神経線維層を結果的にもたらすはずである（即ち、眼の
視力に反比例可能である）。報告された視野欠陥は相対的に小さいものであった。図１２
は、この緑内障患者の視神経乳頭周辺の円形スキャンから取得された例示的な構造強度画
像を示している。この画像は、緑内障によって引き起こされた相対的に薄い下部側の神経
線維層（Ｉ）を示している。その他のエリアは、いずれも、変化のない状態において示さ
れている。眼内の位置には、側頭部側（Ｔ）、上部側（Ｓ）、鼻側（Ｎ）、下部側（Ｉ）
というラベルが付与されている。この画像のサイズは、０．９６ｍｍ深さｘ１２．６ｍｍ
幅であり、且つ、これは、明瞭性のために、垂直方向において４倍に拡大されている。ノ
イズフロアよりも上の画像のダイナミックレンジは、３７．４ｄＢであり、Ａラインは、
７．５ｋＨｚにおいて取得している。この画像は、２ｍｍの半径及び７．５ｋＨｚのＡラ
イン取得レートにおいて取得されたものである。
【００６１】
　健康な被検者内において実行されたスキャン（例えば、図９に示されている画像）と比
較した場合に、ＲＮＦＬと神経節細胞層の間のコントラスト（これは、ＲＮＦＬの境界を
なしている）は、それほど強力ではない。この患者の下部側（Ｉ）のＲＮＦＬ組織は、健
康な被検者の同じ下部側の組織と比べて薄くなっている。
【００６２】
　図１３Ａは、本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成さ
れたＯＮＨに対して側頭部側であるセクタの厚さ及びＤＰＰＲの第２の例示的なグラフを
示しており、図１３Ｂは、本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用
して生成されたＯＮＨに対して上部側であるセクタの厚さ及びＤＰＰＲの第２の例示的な
グラフを示している。図１３Ａ及び図１３Ｂに提供されているデータは、緑内障患者から
得られたものである。ＲＮＦＬに属するそれぞれのグラフ内のＤＰＰＲデータを最小二乗
線形フィットによってフィッティングしている。式中のスロープは、ＤＰＰＲ／ＵＤを表
している。垂直ラインは、強度及びＤＰＰＲデータから判定されたＲＮＦＬの推定境界を
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示している。
【００６３】
　図１２に示されている構造強度画像においては、（「Ｉ」というラベルが付与されてい
る）下部側のエリア内において視野欠陥が観察された。図１４は、緑内障患者の下部側の
エリア内におけるこの視野欠陥内のセクタからのＤＰＰＲの結果（実線）及び厚さ（破線
）のグラフを示している。ＲＮＦＬは、相対的に薄い状態において示されているが、ＤＰ
ＰＲ／ＵＤは、大きな値に留まっている。
【００６４】
　すべての半径においてすべてのセクタを分析した後に、２つのグラフ内において厚さ及
びＤＰＰＲ／ＵＤのプロットを組み合わせた。例えば、図１５Ａに示されている厚さのグ
ラフは、上部側のエリア内において計測される厚さが半径の関数として減少することを示
している。Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎ
ｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙ
ｅｒ　ｔｉｓｓｕｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎ
ｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｉｎｖ
ｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｃ
ｅ、２００４年、第４５（８）巻、２６０６～２６１２頁）及びＢ．　Ｃｅｎｓｅ他によ
る「Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｒｅｔｉｎａｌ
　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ａｎｄ　ｇｌａｕｃｏ
ｍａｔｏｕｓ　ｓｕｂｊｅｃｔｓ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ」（Ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ＸＩＶ、Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎ
ｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ、第５３１４巻、２００４年、１７９～１８７頁）に記述されてい
るように、この減少は、健康な被検者においても観察されている。下部側のエリア内にお
いては、この半径の関数としての減少は、異なる半径の曲線がオーバーラップしているた
め、それほど明瞭ではないであろう。健康な被検者の厚さのグラフと比較した場合に、緑
内障被検者の下部側のエリアは、相対的に薄くなっている。具体的には、上部側及び下部
側のエリアの間の比率は、健康な被検者の場合と比べて、この緑内障患者の場合には、格
段に大きくなっている。相対的に薄い下部側のエリアは、視野試験によって計測された視
野欠陥と合致している。
【００６５】
　図１５Ｂに示されているＤＰＰＲ／ＵＤのグラフは、大きな上部側（Ｓ）における値を
示している。また、鼻側（Ｎ）及び下部側（Ｉ）エリアの間においても、大きな値を取得
可能であり、小さな値は、鼻側及び側頭部側のエリアにおいて発生している。側頭部側及
び下部側エリアの間において落ち込みが明白である。スペクトルドメイン及び時間ドメイ
ンのＯＣＴシステム及び手順の両方と共に使用する場合には、一般的な傾向は、健康な被
検者において観察される傾向と類似している。
【００６６】
　健康な被検者からの結果の分析に基づいて、わずかに雑音が多いＤＰＰＲグラフの可能
な影響を低減するべく、本発明の更なる具体例に従って別の平均化手順を開発した。例え
ば、この手順によれば、データを再度分析し、平均化フィルタを実装することにより、４
０個のＡラインのＳｔｏｋｅｓパラメータを平均化している。次いで、データをスキャン
内の相対的に少ない数のデータポイントに対してマッピングすることにより、セクタの数
を２分の１に減少させた。
【００６７】
　図１６Ａは、緑内障患者のＯＮＨに対して鼻側であるエリアの厚さ（破線）及びＤＰＰ
Ｒ（実線）のプロットを提供する例示的なグラフを示している。図１６Ｂは、緑内障患者
のＯＮＨに対して上部側であるエリアの厚さ及びＤＰＰＲのプロットを提供する例示的な
グラフを示しており、且つ、図１６Ｃは、緑内障患者のＯＮＨに対して下部側であるエリ
アの厚さ及びＤＰＰＲのプロットを提供する例示的なグラフを示している。これらのグラ
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フは、図１５Ａ及び図１５Ｂのグラフ内に表示されているものに類似したＤＰＰＲ／ＵＤ
を示している。これらのグラフの場合には、４０個のＡラインのＳｔｏｋｅｓパラメータ
を平均化することにより、スペックル雑音の影響を低減している。これらのグラフを相対
的に少ない数のＡラインにわたって平均化された（図１３Ａ及び図１３Ｂに示されている
）同一患者のセクタグラフと比較すれば、これらの曲線のほうが、雑音が少なくなってい
る。すべてのセクタ及び半径の結果が図１７Ａ及び図１７Ｂに示されている。具体的には
、図１７Ａは、緑内障患者の神経線維層組織のＲＮＦＬの厚さを提供する例示的なグラフ
を示しており、図１７Ｂは、緑内障患者の神経線維層組織のＤＰＰＲ／ＵＤの値を提供す
る例示的なグラフを示している。これらのグラフにおいては、４０個のＡラインからのＳ
ｔｏｋｅｓパラメータを平均化している。２０個のＡラインにわたって平均化された緑内
障データにおいて観察可能であった傾向は、同一に留まっており、ＤＰＰＲ／ＵＤ値は、
上部側及び下部側において大きくなっており、最も厚い組織は、上部側のエリア内に配置
されている。この平均化手順は、データポイント内における広がりを低減しているが、全
体的な傾向は、非常に類似した状態に留まっている。
【００６８】
　この患者についてＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム及び手順によって計測された最大平均Ｄ
ＰＰＲ／ＵＤ値は、約０．４°／μｍであり、最小平均値は、約０．１５°／μｍであろ
う。これらの値は、８４０ｎｍにおいて計測されたそれぞれ４．８ｘ１０-4及び１．８ｘ
１０-4の複屈折に略等しくなっている。
【００６９】
　（緑内障被検者の結果の検討）
　本発明の具体例によれば、緑内障の場合には、明確にアライメントされた複屈折性を有
する神経線維が複屈折性の小さな無定形のグリア細胞によって置換されことになるため、
ＲＮＦＬの複屈折の減少が発生すると考えられる。緑内障患者の下部側のエリアは、緑内
障の結果として相対的に薄くなるが、このエリア内のＤＰＰＲ／ＵＤ値の大部分は、正常
な状態で観察される。下部側及び側頭部側エリアの間の領域内に、わずかな落ち込みが存
在しており、これは、何人かの健康な被検者においても観察可能であるが、鼻側及び下部
側エリアの間には、正常な下部側の値が生じている。約０．４°／μｍというピーク値は
、上部側のエリア内におけるＤＰＰＲ／ＵＤ値、並びに、健康な被検者の下部側及び上部
側のエリアのものに非常に類似している。
【００７０】
　下部側エリア内のＲＮＦＬの大部分は、７５μｍよりもわずかに厚いのみである。同一
の信号対雑音比における時間ドメイン計測の場合には、ＤＰＰＲ／ＵＤ計測は、一般に、
信頼性が高い。しかしながら、これらの計測は、健康な被検者から取得された計測よりも
低い信号対雑音比において取得されている（図１１Ｂ及び図１１Ｄに示されている）。実
際に、緑内障データの信号対雑音比は、健康な被検者からのデータと比べて、平均で約３
ｄＢだけ低くなっている。このような例示的な結果は、緑内障の１つのタイプを有する一
人の緑内障患者から取得されたものであるが、これは、すべての緑内障患者について有用
であろう。
【００７１】
　更には、本発明の具体例によるいくつかの方法によって更に高い信号対雑音比（ＳＮＲ
）を実現可能である。まず、最初に、ソースアームパワーを増大させることにより、ＳＮ
Ｒを改善可能である。ＡＮＳＩ規格は、スキャニングビームについて、６００μＷを上回
る大きなパワーの使用を提供している。７．５ｋＨｚの取得速度、９．４ｍｍのスキャン
長（最短半径によるスキャン）、及び１スキャン当たりに１３２ｍｓのスキャン時間にお
いて、パワーを１５倍の約９ｍＷまで増大可能である。更には、パワーを低減することな
しに、スキャンレートを低減することも可能である。例えば、スキャンレートを約３ｋＨ
ｚに低速化させることにより、信頼性の高いＤＰＰＲ／ＵＤ結果を入手可能である。モー
ションアーチファクトが発生する可能性が高いため、緑内障患者の場合には、相対的に長
い取得時間は、問題となろう。網膜トラッカは、このようなアーチファクトを回避可能で
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あり、且つ、Ｒ．　Ｄ．　Ｆｅｒｇｕｓｏｎ他による「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｏｐｔｉｃａ
ｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔｉｃｓ　ｌｅｔｔｅｒｓ、２
００４年、第２９（１８）巻、２１３９～２１４１頁）に記述されているように、瞬きに
起因して失われたエリアを自動的に再スキャンすることも可能である。健康な被検者にお
けるスペクトルドメイン計測は、時間ドメイン計測において取得されたものと良好にマッ
チングしているため、更なる選択肢は、緑内障を有する若い被検者に対して本発明による
例示的な手順を実行することであろう。
【００７２】
　（例示的な実験の結論）
　本発明の具体例によるスペクトルドメイン偏光検出型ＯＣＴシステム、構成、及び方法
によって一人の健康な被検者について計測された健康なＲＮＦＬ組織の複屈折は、スキャ
ン半径の関数として一定であってよく、且つ、ＯＮＨ周辺の位置の関数として変化可能で
あり、ＯＮＨに対して上部側及び下部側において高い値が生じている。一人の健康な被検
者のＯＮＨの周囲における計測平均ＤＰＰＲ／ＵＤは、０．２０～０．４５°／μｍの間
において変化した。これらの値は、８４０ｎｍにおいて計測された２．４ｘ１０-4及び５
．４ｘ１０-4の複屈折に等しいものであってよい。
【００７３】
　小さな視野欠陥を有する緑内障被検者における計測値は、緑内障に起因して、下部側の
セクタ内において薄くなった神経線維層を示している。本発明の具体例による偏光感受型
の計測値は、恐らくは、これらのセクタ内の神経線維層組織の一部が健康な組織と同程度
に複屈折性を有していることを通知している。
【００７４】
　（例示的な使用法及びアプリケーション）
　本発明によるシステム、構成、及び方法の具体例と共に使用可能である（又は、これら
を内蔵可能である）特定の例示的なシステム、構成、製品、プロセス、サービス、手順、
又は研究ツールは、（ｉ）Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｄｅｐｔｈ－ｒ
ｅｓｏｌｖｅｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｈｕｍａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｂｙ　ｐｏｌ
ａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏ
ｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｏｐｔ．　Ｌｅｔｔ．、２００２年、第２７（１８）巻、１６１０
～１６１２頁）、Ｂ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎ
ｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｈｕｍ
ａｎ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒ
ｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏ
ｇｒａｐｈｙ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００
４年、第９（１）巻、１２１～１２５頁）、及びＢ．　Ｃｅｎｓｅ他による「Ｔｈｉｃｋ
ｎｅｓｓ　ａｎｄ　ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｏｆ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｒｅｔｉｎａ
ｌ　ｎｅｒｖｅ　ｆｉｂｅｒ　ｌａｙｅｒ　ｔｉｓｓｕｅ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｗｉｔｈ
　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃ
ｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇ
ｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　ｓｃｉｅｎｃｅ、２００４年、第４５（８）巻、２６０６～２６
１２頁）に記述されている緑内障の早期検出用のＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、（ｉｉ）
角膜の複屈折計測値を入手するためのＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、（ｉｉｉ）Ｂ．　Ｈ
．　Ｐａｒｋ他による「Ｉｎ　ｖｉｖｏ　ｂｕｒｎ　ｄｅｐｔｈ　ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔ
ｉｏｎ　ｂｙ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ｆｉｂｅｒ－ｂａｓｅｄ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉ
ｏｎ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈ
ｙ」（ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ、２００１年、第６
（４）、４７４～９頁）に記述された火傷深さ分析を提供するため、並びに、Ｍ．　Ｃ．
　Ｐｉｅｒｃｅ他による「Ｂｉｒｅｆｒｉｎｇｅｎｃｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ　ｉ
ｎ　ｈｕｍａｎ　ｓｋｉｎ　ｕｓｉｎｇ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ－ｓｅｎｓｉｔｉｖ
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ｅ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ」（Ｊｏｕｒｎａｌ　
ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　ｏｐｔｉｃｓ、２００４年、第９（２）巻、２８７～２９
１頁）及びＭ．　Ｃ．　Ｐｉｅｒｃｅ他による「Ａｄｖａｎｃｅｓ　ｉｎ　Ｏｐｔｉｃａ
ｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｄｅｒｍａ
ｔｏｌｏｇｙ」（Ｊ　Ｉｎｖｅｓｔ　Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ、２００４年、第１２３（
３）巻、４５８～４６３頁）に記述された皮膚のコラーゲン含有量を計測することによる
皮膚癌検出を実行するためのＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、（ｉｖ）冠状動脈のコラーゲ
ン含有量を計測することによる心血管系疾病の光学的診断を実行するＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴ
システム、（ｖ）腫瘍及び癌組織の早期診断を実行するＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステム、及
び／又は（ｖｉ）プラスチック、ガラス、及び組織などの散乱材料の品質管理用の計測を
実行するＰＳ－ＳＤ－ＯＣＴシステムを包含可能である（但し、これらに限定されない）
。
【００７５】
　以上は、本発明の原理を例示したものに過ぎない。本明細書の開示内容に鑑み、当業者
には、記述されている実施例に対する様々な変更及び変形が明らかであろう。実際に、本
発明の具体例による構成、システム、及び方法は、任意のＯＣＴシステム、ＯＦＤＩシス
テム、ＳＤ－ＯＣＴシステム又はその他の画像生成システム、並びに、例えば、２００４
年９月８日付けで出願された国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０２９１４８号、２
００５年１１月２日付けで出願された米国特許出願第１１／２６６，７７９号、及び２０
０４年７月９日付けで出願された米国特許出願第１０／５０１，２７６号に記述されてい
るものと共に使用可能であり、これらの開示内容は、本引用により、そのすべてが本明細
書に包含される。従って、当業者であれば、本発明の原理を実施すると共に本発明の精神
及び範囲内に属する（但し、本明細書には明示的に図示及び記述されてはいない）多数の
システム、構成、及び方法を考案可能であることを理解されたい。更には、引用によって
本明細書に明示的に包含されていない場合にも、従来技術における知識は、そのすべてが
本明細書に明示的に包含されている。本明細書において参照されたすべての文献は、引用
により、そのすべてが本明細書に包含されている。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明による２つのラインスキャンカメラを有する偏光感受型分光計構成の具体
例の図である。
【図２】本発明によるＷｏｌｌａｓｔｏｎプリズムを有する偏光感受型分光計の第１構成
の具体例の図である。
【図３Ａ】２つの直交状態をコリメータの後において分離しているＷｏｌｌａｓｔｏｎを
含む本発明による偏光感受型検出器の第２構成の具体例の図である。
【図３Ｂ】２つの直交状態を透過格子の後において分離しているＷｏｌｌａｓｏｎを含む
本発明による偏光感受型検出器の第２構成の具体例の図である。
【図４】本発明による放物面鏡を有する偏光感受型分光計の別の具体例の図である。
【図５Ａ】本発明による方法の例示的な一実施例のフローチャートである。
【図５Ｂ】本発明によるラインスキャンカメラ用の例示的な同期トリガ波形（例えば、ラ
イントリガ、フレームトリガ）及び偏光変調器及び高速ガルバノメーター用の駆動波形を
示すグラフである。
【図６】本発明による偏光感受型スペクトルドメイン光コヒーレンストモグラフィを実行
することのできるシステムの具体例のブロック図である。
【図７Ａ】本発明による１つの偏光チャネル用の例示的な分光計構成の図である。
【図７Ｂ】本発明による方法の別の具体例のフローチャートである。
【図８】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された３
次元容積セットから再構築された例示的な視神経乳頭の例示的な擬似眼底画像である。
【図９】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された健
康な患者の視神経乳頭周辺の円形スキャンの例示的な構造強度画像である。
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【図１０】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
ＯＮＨに対して側頭部側（Ａ）および上部側（Ｂ）のセクタの厚さ及びＤＰＰＲ（Ｄｏｕ
ｂｌｅ－ｐａｓｓ　ｐｈａｓｅ　ｒｅｔａｒｄａｔｉｏｎ）を示す第１の例示的なグラフ
である。
【図１１】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
異なる蓄積時間において入手されたＲＮＦＬの厚さ及びＤＰＰＲ／ＵＤの計測値の例示的
なグラフである。
【図１２】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
特定の緑内障患者の視神経乳頭周辺の円形スキャンからの例示的な構造強度画像である。
【図１３】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
ＯＮＨに対して側頭部側（Ａ）および上部側（Ｂ）のセクタの厚さ及びＤＰＰＲの第２の
例示的なグラフである。
【図１４】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
緑内障患者の下部側エリア内の視野欠陥の一部であるセクタ内の厚さ及びＤＰＰＲを示す
更なる例示的なグラフである。
【図１５】本発明の具体例による構成、システム、及び／又は方法を使用して生成された
緑内障患者の神経線維層組織の網膜神経線維層（ＲＮＦＬ）の厚さ（Ａ）およびＤＰＰＲ
／ＵＤ値（Ｂ）を示す例示的なグラフである。
【図１６】緑内障患者のＯＮＨに対して鼻側（Ａ）、上部側（Ｂ）および下部側（Ｃ）の
エリアの厚さ（点線）及びＤＰＰＲ（実線）のプロットを示す例示的なグラフである。
【図１７】緑内障患者の神経線維層組織のＲＮＦＬの厚さ（Ａ）およびＤＰＰＲ／ＵＤ値
（Ｂ）を示す例示的なグラフである。
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