
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動の内部焦点調節レンズ（１５０）を有する眼科手術用顕微鏡（１００）と、
　目（１０００）内の特定の層から反射された光に相応する検出信号を供給するための光
学干渉性断層（ＯＣＴ）撮影装置（２００）と、
　前記光学干渉性断層（ＯＣＴ）撮影装置からの光学出力を眼科手術用顕微鏡の中に内部
結合する手段と、
　前記光学干渉性断層撮影装置からの検出信号出力を解析する解析手段（２８５，２９５
，２１０）を有する眼科手術装置において、
内部焦点調節レンズ（１５０）は、光学干渉性断層（ＯＣＴ）撮影装置からの、解析され
た検出信号に応答して動かされ、眼科手術用顕微鏡（１００）は自動焦点調節され、該自
動焦点調節により、眼科手術用顕微鏡（１００）は、目（１０００）の特定の層の位置で
焦点調節されることを特徴とする眼科手術装置。
【請求項２】
　内部結合手段が、
　光学干渉性断層撮影装置からの光学出力をラスタ走査するラスタ走査手段と、
　前記光学干渉性断層撮影装置からの光学出力を、ラスタ走査手段の中に形成されている
中間像へ転送するリレーレンズ手段と、
　前記中間像を眼科手術用顕微鏡の対物レンズに転送する走査レンズ手段とを具備し、前
記中間像は、走査レンズ手段の後側焦点の近くに形成されていることを特徴とする請求項

10

20

JP 3789960 B2 2006.6.28



１に記載の眼科手術装置。
【請求項３】
　走査レンズ手段は、ラスタ走査手段からの走査された出力の主光線が、前記走査レンズ
手段と眼科手術用顕微鏡の対物レンズとの間で実質的に平行 であるように配置されて
いることを特徴とする請求項２に記載の眼科手術装置。
【請求項４】
　ラスタ走査手段が 動の２つの鏡を有することを特徴とする請求項３に記載の眼科手
術装置。
【請求項５】
　解析手段（２８５，２９５，２１０）が、
　（ａ）　長手方向軸線に沿って対象体を走査するように光学干渉性断層撮影装置を作動
する手段と、
　（ｂ）　前記光学干渉性断層撮影装置からの検出信号出力を検査する手段と、
　（ｃ）　顕微鏡の 内部焦点調節レンズを駆動するために自動焦点信号を電動機手段
に送信する手段とを有することを特徴とする請求項２に記載の眼科手術装置。
【請求項６】
　 検査手段が、
　（ａ）　検出信号を表示する手段と、
　（ｂ）　ユーザ入力を受信する手段と、
　（ｃ）　前記ユーザ入力に応答して自動焦点信号を 電動機手段に送信する手段とを
有することを特徴とする請求項５に記載の眼科手術装置。
【請求項７】
　 解析手段が、光学干渉性断層撮影装置からの検出信号出力の１つ以上の数の最大値
を検出する手段と、１つ以上の数の前記最大値のうちの少なくとも１つの最大値に応答し
て自動焦点信号を 電動機手段に送信する手段とを有することを特徴とする請求項５に
記載の眼科手術装置。
【請求項８】
　 コンピュータ手段が、１つ以上の最大値の
間の距離を求める手段を有することを特徴とする請求項７に記載の眼科手術装置。
【請求項９】
　 記光学干渉性断層撮影装置からの光学出力をラスタ走査するラスタ走査手段と、
　（ａ）　長手方向軸線に沿って眼房を走査するように光学干渉性断層撮影装置を作動し
、
　（ｂ）　前記光学干渉性断層撮影装置からの検出信号出力を解析し、
　（ｃ）　前記眼房の表面の輪郭マップを提供する
解析手段とを有する請求項１に記載の眼科手術装置。
【請求項１０】
　検出信号を解析する解析手段が、
　（ａ）　前記検出信号の１つ以上の最大値を検出する手段と、
　（ｂ）　１つ以上の前記最大値を眼房の１つ以上の表面に対応させる手段と、
　（ｃ）　１つ以上の前記表面の輪郭マップを提供する手段

有することを特徴とする請求項９に記載の眼科手術装置。
【請求項１１】
　 解析手段が、少なくとも２つの表面の間の距離を求める手段を有することを特徴と
する請求項１０に記載の眼科手術装置。
【請求項１２】
　 解析手段が、１つ以上の表面のうちの少なくとも１つの表面を表す曲率分布を求め
る手段を有することを特徴とする請求項１０に記載の眼科手術装置。
【請求項１３】
　 解析手段が、輪郭を表示する手段を有することを特徴とする請求項１０に記載の眼
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科手術装置。
【請求項１４】
　 内部連結手段が、
　光学干渉性断層撮影装置からの光学出力をラスタ走査するラスタ走査手段と、
　前記光学干渉性断層撮影装置からの光学出力を、前記ラスタ走査手段の中に形成されて
いる中間像へ転送するリレーレンズ手段と、
　前記中間像を眼科手術用顕微鏡の対物レンズに転送する走査レンズ手段とを有し、前記
中間像が、前記走査レンズ手段の後側焦点の近くに形成されることを特徴とする請求項９
に記載の眼科手術装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、光学干渉性断層撮影により補助されている手術装置に関し、このような装置
には例えば、（ａ）例えば白内障に使用するために後方眼内レンズ被膜に自動焦点調節し
、例えば屈折手術に使用するためにインライン角膜局所解剖学測定を行う光学干渉性断層
撮影ユニットと、（ｂ）例えば露出時間及び焦点サイズ及びレーザパワー等のレーザパラ
メータを制御する光学干渉性断層撮影ユニットを有するレーザ手術装置とがある。
【０００２】
【従来の技術】
　公知のように、白内障手術は、眼から不透な眼内レンズを除去する眼科手術である。こ
の手術では、眼内レンズが除去された後、人工眼内レンズを移植して、患者の視力を回復
しなければならない。手術の間に使用される眼科手術用顕微鏡が、手術の間に眼内レンズ
被膜に自動焦点調節する能力を有することが望ましく、この能力は、不透明な眼内レンズ
の大部分が除去された後にはとりわけ重要である。不透明な眼内レンズの大部分が、除去
された後、小量の白内障残留物が、光学的に透明な眼内レンズ被膜に残ることがある、何
故ならば眼内レンズ被膜は透明であるので、このような残留物は、見分けるのが困難であ
るからである。公知のように、このような残留物を完全に除去することが重要である、何
故ならば眼内レンズ嚢にあるいかなる残留物も、新しい白内障の核として作用するからで
ある。眼科手術用顕微鏡を自動焦点調節する従来の装置、例えば１９９４年２月２２日に
発行された米国特許第５２８８９８７号明細書に開示されている従来の装置等は、対象体
から散乱された光の強度を検出及び測定することを基礎としている。しかし、このような
自動焦点調節装置は、不利である、何故ならば例えば後方眼内レンズ被膜等の光学的に透
明な媒体に焦点調節することは困難である、何故ならばこの媒体からの反射は、正反射で
あり微弱であるからである。
【０００３】
　このような理由から、このような技術において、白内障手術に使用するために後方眼内
レンズ被膜に自動焦点調節できる眼科手術用顕微鏡が、必要となる。
【０００４】
　公知のように、非正視手術は、その主目的として、角膜の屈折力を調整するために角膜
を切開することにより非正視（屈折異状）を修正する手術である。角膜形状の手術的操作
は、頂上から縁まで前方角膜曲率を測定する正確かつ精密な方法を必要とする。従来、角
膜の中心の曲率の測定は、通常、角膜曲率計を使用して行い、角膜局所解剖学的なより正
確な測定のためには、通常、ホト角膜検影法又はビデオ角膜検影法を利用する。
【０００５】
　現在の角膜局所解剖学的測定装置は、大部分、プラシード円板を基礎とする角膜鏡であ
る。このような装置では、一連の同心円が、円錐形ハウジングの上に配置され、これによ
り、角膜から反射された像は、空間の中で実際の上で平面的である。次いで、リングの配
置が解析されて、角膜の局所解剖学が求められる。このタイプの従来の装置は、論文”人
間の角膜の輪郭を求める新装置及び方法”（Ｇ．Ｔｏｗｎｓｌｅｙ著，Ｃｏｎｔａｃｔｏ
誌，１１（４），１９６７，７２～８１頁）に説明されている。このようなビデオ角膜鏡
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は、次の欠点を有する。すなわち、（ａ）角膜の半径が小さい（約８ｍｍ）ことに起因し
て、制限された数のリングしか、角膜の上で分解されない（通常、測定できる輪郭は、角
膜の上で０．８～１１ｍｍの直径の領域に制限される）ことと、（ｂ）リングの間に関す
る情報が得られないことと、（ｃ）リングを用いることに起因して、インライン測定が、
眼科手術用顕微鏡と組合せて使用する場合に困難であることとである。論文”角膜曲率測
定法と、ホト検影法と、校正されたスチールボールの上での角膜モデリングとの正確度及
び精度”（Ｓ．Ｂ．Ｈａｎｎｕｓｈ及びＬ．Ｃｒａｗｆｏｒｄ及びＧ．Ｏ．Ｗａｒｉｎｇ
　ＩＩＩ及びＭ．Ｃ．Ｇｅｍｍｉｌｌ及びＭ．Ｊ．Ｌｙｎｎ及びＡ．Ｎｉｚａｍ著，Ａｒ
ｃｈ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌ誌，Ｖｏｌ．１０７，１９８９年８月，１２３５～１２３９
頁）は、これらの従来技術の方法及び装置の比較を記載している。
【０００６】
　別の角膜局所解剖学的測定装置は、最近、ＰＡＲ　Ｍｉｃｒｏｓｙｓｔｅｍ　Ｃｏ．に
より開発された。この装置は、角膜局所解剖学的に測定するためにラスタ写真測量を利用
する。この装置では、格子パターンが、角膜に投影される。次いで、格子パターンは、オ
フセット角度から目視され結像される。最後に、格子パターンの中のそれぞれの離散点で
角膜の隆起が、投影された格子パターンと、その幾何学的形状とを用いて計算される。こ
の装置は、論文”内部操作形ラスタ写真測量ーＰＡＲ角膜局所解剖学的システム”（Ｍ．
Ｗ．Ｂｅｒｌｉｎ著，Ｊ．Ｃａｔａｒａｃｔ　Ｒｅｆｒａｃｔ　Ｓｕｒｇ誌，Ｖｏｌ．１
９，補足，１９９３年，１８８～１９２頁）に説明されている。角膜局所解剖学的測定は
、この装置では困難である、何故ならば、投影された格子パターンの像の中の制限された
数の点しか、像光学装置により分解されないからである。
【０００７】
　公知のように、後方角膜表面は、角膜の全屈折力の約－１４％寄与するので、いくつか
の場合、前方角膜局所解剖学は、それ自身では、屈折手術に使用するために充分な情報を
提供しない。この理由から、現在の角膜局所解剖学的測定では得られない精度で角膜局所
解剖学的測定を得ることが、なお重要となる。
【０００８】
　前述の理由から、この技術において、屈折手術で使用するためにインライン形角膜局所
解剖学的測定を行うことができる眼科手術用顕微鏡が必要となる。
【０００９】
　最近、新型の眼科測定装置、すなわち、光学干渉性断層撮影装置が、開示され、この装
置は、前述の従来の眼科測定装置に比して有利である。光学干渉性断層撮影装置は、白色
干渉法の原理を基礎とする領域測定のための短い干渉性光源を使用する。光学干渉性断層
撮影は、最近、いくつかの眼科用途での使用を提案された。例えば、このような提案が、
論文”光学干渉性断層撮影によるインビボに眼前部のミクロン分解能結像”（Ｊ．Ａ．Ｉ
ｚａｔｔ及びＭ．Ｒ．Ｈｅｅ及びＥ．Ａ．Ｓｗａｎｓｏｎ及びＣ．Ｐ．Ｌｉｎ及びＤ．Ｈ
ｕａｎｇ及びＪ．Ｓ．ｓｃｈｕｍａｎ及びＣ．Ａ．Ｐｕｌｉａｆｉｔｏ及びＪ．Ｇ．Ｆｕ
ｊｉｍｏｔｏ著，１９９４年，１２～２４頁）で行われた。この論文が開示する光学干渉
性断層撮影は、光ファイバ技術と、超光発光レーザダイオード源とを利用し、この光学干
渉性断層撮影装置は、１０～２０μｍの空間的分解能で眼内構造を結像するスリットラン
プ生体顕微鏡によりインターフェースされている。
【００１０】
　この論文が開示する光学干渉性断層撮影装置は、（ａ）眼の横断面輪郭寸法、光学散乱
、角膜の中の構造と、（ｂ）前方アングル領域と、（ｃ）虹彩と、（ｄ）水晶体との直接
的なミクロン分解能測定を提供する。この論文は、更に、（ａ）後方角膜表面からレンズ
前方被膜までの目視軸線に沿っての距離として定義されている前眼房深度と、（ｂ）角膜
の後方表面と前方表面との曲率の曲率半径と、（ｃ）角膜屈折力と、（ｄ）例えば厚さ等
の角膜寸法とを測定する光学干渉性断層撮影装置の使用を開示している。この論文は、更
に、光学干渉性断層撮影装置が、小コストのダイオードレーザ源と光ファイバ移植とを用
いて、既存の眼科器具と適合可能であることを開示している。最後に、この論文は、光学
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干渉性断層撮影の潜在的な医療用途のための次の提案を行っている、すなわち、（ａ）角
膜と前方アングル領域と虹彩との病理を解明するためと、眼内質量すなわち腫瘍を識別及
び監視するためとに用いる全前眼房の横断面像を提供することと、（ｂ）前眼房深度及び
角膜曲率及び角膜屈折力を測定することと、（ｃ）角膜の厚さの変動と、角膜病理の量的
解析のための角膜支質の中の散乱の分布とを示す高分解能を提供することとである。
【００１１】
　公知のように、レーザは、眼の手術において種々の用途に使用され、その多分最も重要
な用途は、網膜の光凝固と、角膜の光剥離とである。このような用途では、レーザ光線は
、眼組織と相互作用し、この組織の構造的及びトポロジー的変化を発生する。このような
用途では、通常、ＣＣＤマイクロチップインターフェースにより、又は、眼科手術用生体
顕微鏡を有する双眼鏡アイピースによりビデオモニターで視覚的にこのような組織変化を
監視することを行う。しかし、従来のＣＣＤ画像は、２つの基本的理由により制限される
。従来のＣＣＤ画像が制限されている第１の理由は、ＣＣＤ画像は、組織表面の画像しか
提供しないことにある。例えば黄斑孔のレーザ治療においては、視力機能を不必要に損な
うことを回避するために明確に定義された領域に組織凝固を制限する必要があるにもかか
わらず、高度に潅流されたコロイド層の出血を回避するために組織凝固の深さを制限する
必要もある。組織変化の深さを制限する必要を示す別の例は、光屈折手術のためのレーザ
剥離の間に角膜の内皮層の損傷を回避する必要である。従来のＣＣＤ画像が、制限されて
いる第２の理由は、この画像が、レーザパワー及び露出時間及びスポットサイズを基礎と
して組織変化を制御する量的方法を提供しないことにある。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
　前述の理由から、レーザ治療の間に組織変化の程度を制御し、レーザパワー及び露出時
間及びスポットサイズを基礎にして組織変化を制御する、レーザ治療に使用するための装
置が必要である。
【００１３】
　本発明の課題は、眼科手術による治療の間に組織変化の程度を制御する眼科手術装置を
提供することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
　本発明によると、この課題は、可動の内部焦点調節レンズを有する眼科手術用顕微鏡と
、目内の特定の層から反射された光に相応する検出信号を供給するための光学干渉性断層
（ＯＣＴ）撮影装置と、光学干渉性断層（ＯＣＴ）撮影装置からの光学出力を眼科手術用
顕微鏡の中に内部結合する手段と、光学干渉性断層撮影装置からの検出信号出力を解析す
る解析手段を有する眼科手術装置において、内部焦点調節レンズは、光学干渉性断層（Ｏ
ＣＴ）撮影装置からの、解析された検出信号に応答して動かされ、眼科手術用顕微鏡は自
動焦点調節され、該自動焦点調節により、眼科手術用顕微鏡は、目の特定の層の位置で焦
点調節されることにより解決される。
【００１５】
　本発明の１つの実施例は、眼科手術用顕微鏡を有し、この顕微鏡は、内部的に、光学干
渉性断層撮影装置と組合され、自動焦点調節は、光学干渉性断層撮影装置からの信号出力
により眼科手術用顕微鏡の電動機駆動形内部焦点調節レンズを駆動することにより実現さ
れる。本発明の１つの実施例では、視界の１つ特定の対象体、例えば後方レンズ被膜が、
重要となった場合はいつでも、光学干渉性断層撮影装置は、眼の長手方向軸線に沿って前
眼房を走査し、これにより、特定の対象体に関する位置情報を提供する。次いで、光学干
渉性断層撮影装置は、特定の対象体に眼科手術顕微鏡を自動焦点調節するために、電動機
駆動形内部焦点調節レンズを駆動するために位置信号を出力する。
【００１６】
　本発明の別の１つの実施例では、前眼房のインライン角膜断層撮影測定が、例えば２つ
の走査電動機を有する走査装置等の走査装置を用いて行われ、これにより、角膜のラスタ
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横方向光学干渉性断層撮影走査が、長手方向光学干渉性断層撮影走査と組合されて得られ
る。この走査の結果は、次のデータを提供するためにコンピュータにより解析される、す
なわち、これらのデータとは、（ａ）前方角膜表面輪郭と、（ｂ）後方角膜表面輪郭と、
（ｃ）角膜の厚さとである。容易に分かるように、このような輪郭は、３次元輪郭である
。これらのデータは、屈折手術の間に角膜屈折力のインライン及びオンライン監視を提供
するために用いられる。
【００１７】
　本発明では、眼科手術用顕微鏡の実施例では、手術の間に直接に目視するためにアイピ
ースと、ＣＣＤカメラとが、設けられている。光学干渉性断層撮影装置は、眼科手術用顕
微鏡と内部的に組合されているので、有利には、顕微鏡対物レンズの作業距離は、維持さ
れる。
【００１８】
　本発明の別の１つの実施例は、レーザデリベリ光学系を有し、このレーザデリベリ光学
系は、光学干渉性断層撮影装置と組合せられ、この場合、レーザ治療の間の組織変化の程
度は、レーザデリベリ光学系を制御するために光学干渉性断層撮影装置からの出力を解析
することにより監視及び制御される。
【００１９】
【実施例】
　次に本発明を実施例に基づいて図を用いて詳細に説明する。
【００２０】
　なお、異なる図における同一部分は、同一参照番号により示されている。
【００２１】
　図１は、概略的に、本発明の実施例を示し、この実施例は、眼科手術用顕微鏡１００と
、光学干渉性断層撮影装置２００（”ＯＣＴ２００”）と、ビデオ画像装置２２０とを有
する。図１に示されているように、眼科手術用顕微鏡１００は、対物レンズ１１０を有し
、対物レンズ１１０は、手術過程の間に患者の眼１０００に焦点調節するための長い作業
距離（約２００ｍｍ）を有する。ビームコンバイナ１２０は、照明路３００からの照明光
３１０と、光学干渉性断層撮影路４００からの光学干渉性断層撮影光線４１０とを対物レ
ンズ１１０に向ける。図１に示されているように、ビームコンバイナ１２０は、ビームス
プリッタである。図１に示されているように、眼科手術顕微鏡１００は、更に、光学倍率
調整器１３０を有し、光学倍率調整器１３０は、ある特定の手術を行うために適する条件
に設定される（通常、多数のレンズ群が、ドラムに配置され、これにより種々の倍率、例
えば５Ｘ、１２Ｘ、２０Ｘ等が得られる）。光学倍率調整器１３０に入射する光は、コリ
メートされる。
【００２２】
　眼科手術顕微鏡１００は、更に、（ａ）リレーレンズ１４０を有し、このリレーレンズ
１４０は、光学倍率調整器１３０からのコリメートされた出力光を受取り、例えば眼１０
００等の対象体の中間像を形成し、眼科手術顕微鏡１００は、更に、（ｂ）内部焦点調節
レンズ１５０を有し、この内部焦点調節レンズ１５０は、リレーレンズ１４０により形成
された対象物の中間像に焦点を合せ、コリメートされたビームを形成する（内部焦点調節
レンズ１５０が、目視路５００に沿って上下移動し、これにより、内部焦点調節調整が行
われる）。
【００２３】
　内部焦点調節レンズ１５０を通過すると、光線は、コリメートされ、ビームスプリッタ
１６０は、コリメートされた光線の一部を光路６００に結合し、これによりビデオ画像が
得られる。ビデオ画像は、ビデオレンズ１９０と、ＣＣＤカメラ１９５と、ビデオモニタ
ー２２０とを使用して得られる。当業者であれば容易に分かるように、単一のＣＣＤカメ
ラの使用が示されているにもかかわらず、本発明の精神から逸脱せずに、実施例は、２つ
のビームスプリッタを使用して形成でき、すなわちビームスプリッタ１６０と、類似に配
置されているビームスプリッタとを使用して形成でき、これにより、２つのＣＣＤカメラ

10

20

30

40

50

(6) JP 3789960 B2 2006.6.28



により立体的にみることが可能となる。
【００２４】
　最後に、チューブレンズ１７０は、ビームスプリッタ１６０を通過したコリメートされ
た光線をアイピース１８０の物平面に焦点調節する。次いで、アイピース１８０は、コリ
メートされた光を出力し、このコリメートされた出力光は、目視者の眼により焦点調節さ
れる。前述の目視路５００は、双眼鏡的であるので、ステレオスコープ的にみることがで
きる。
【００２５】
　図１に示されているように、照明路３００は、（ａ）白熱電球形照明光線発生源３１０
を有し、照明路３００は、更に、（ｂ）コンデンサレンズ３２０を有し、このコンデンサ
レンズ３２０は、発生源３１０からの出力光線を集め、照明路３００は、更に、（ｃ）像
レンズ３３０を有し、この像レンズ３３０は、対物レンズ１１０の入射ひとみを白熱電球
形照明光線発生源３１０のフィラメントにより満たす。ビームコンバイナ３４０は、光学
干渉性断層撮影ビーム４１０を、照明路３００からの照明光線３１０と結合する。１つの
有利な実施例では、ビームコンバイナ３４０は、コールドミラー形ビームスプリッタであ
る、すなわちこのミラーは、例えば約７００ｎｍより短い波長の光線を反射し、例えば約
７００ｎｍより長い波長の光線を透過させる。
【００２６】
　図２は、概略的に、光学干渉性断層撮影装置２００の１つの光ファイバを用いた実施例
を示す。図３に示されているように、光学干渉性断層撮影装置２００は、例えば実質的に
８５０ｎｍに集中している光線を出力する超光発光レーザダイオード等のＣＷ光線発生源
２２０を有する。発生源２２０からの出力光は、光ファイバ２３０に結合され、５０／５
０結合器２４０により２つのビームに分割される。５０／５０結合器２４０からの出力光
は、光ファイバ２５０及び２７０のそれぞれに結合される。光ファイバ２７０からの出力
光は、レンズ２８０により参照鏡２９０に結像され、光ファイバ２５０からの出力光は、
横方向走査機構２６０に導かれる。横方向走査機構２６０からの出力光は、更に導かれて
、以下に詳細に説明する方法で対象体に入射する。次いで、対象体から反射された光線は
、光ファイバ２５０に結合されて戻り、５０／５０結合器２４０により、参照鏡２９０か
ら反射され光ファイバ２７０に戻った光線と重畳される。５０／５０結合器２４０からの
重畳された出力光線は、光ファイバ２６５に結合される。公知のように、対象体から反射
された光線と、参照鏡２９０から反射された光線との間に、光路差が光線発生源２２０の
コヒーレンス長より短い場合、干渉が発生する。参照鏡２９０は、実質的に一定の速度で
、当業者には自明の（図示されていない）手段により動かされ、その結果、干渉が、光検
出器２７５により得られる検出器信号の周期的変動として検出され、周期的変動の周波数
は、ドップラーシフト周波数に等しい、すなわち、このドップラーシフト周波数は、一定
速度で運動する参照鏡２９０により導入される。光検出器２７５からの出力信号は、復調
器２８５により復調され、復調出力信号は、アナログ・ディジタル変換器２９５（Ａ／Ｄ
変換器２９５）によりディジタル信号に変換され、Ａ／Ｄ変換器２９５からの出力信号は
、入力信号としてコンピュータ２１０に入力されて解析される。干渉信号は、対象体から
反射された光線と、参照鏡２９０から反射された光線との間の光路差が、発生源２２０の
コヒーレンス長より長くなるとただちに消失する。
【００２７】
　図１に示されているように、光学干渉性断層撮影装置２００からの出力光は、光ファイ
バ２５０を介して光学干渉性断層撮影路４００に結合され、光学干渉性断層撮影路４００
は、以下に説明する横方向走査機構を含む。前述のように、図１の実施例では、光学干渉
性断層撮影ビーム４１０は、８５０ｎｍの周辺に集中している波長を有し、ビームスプリ
ッタ１２０は、ダイクロイックコーティングによりコーティングされ、従って、光学干渉
性断層撮影路４００からの光線は、手術の間連続的に走査でき、その際、眼科手術顕微鏡
１００による目視は、中断されない。
【００２８】
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　本発明では、横方向走査を実現する２つの形態が可能である。第１の形態では、図１に
示されているように、横方向走査を実現するために、走査鏡４５０及び４６０が、直交的
に取付けられ、検流計駆動の走査鏡４５０及び４６０は、一対の電動機（図示せず）に取
付けられ、レンズ４７０は、光ファイバ２５０からの出力光線をコリメートする。走査電
動機は、コンピュータ２１０により制御されて作動され、この作動方法は、当業者に良く
知られている。第１の形態では、走査鏡４５０及び４６０は、対物レンズ１１０の後側焦
点の近くに配置されている。図４は、概略的に、第１の形態での、走査鏡４５０及び４６
０と、眼１０００との間の光学干渉性断層撮影ビーム４１０の主光線を示す。図４に示さ
れているように、対物レンズ１１０の後側焦点１５００は、走査鏡４５０及び４６０に近
く位置し、光学干渉性断層撮影ビーム４１０の主光線は、物体空間の中の光学軸に平行で
あり、なお、物体空間とは、対物レンズ１１０と眼１０００との間の領域のことである。
図４から容易に分かるように、眼１０００の角膜の外縁から反射された光線は、光学干渉
性断層撮影装置２００への戻り路から逸れて導かれる、これは、角膜への光線の入射角が
大きいことに起因する。
【００２９】
　横方向走査を実現する第２の形態は、図３に示されている。図３に示されているように
、リレーレンズ４９０は、光学干渉性断層撮影点発生源を光ファイバ２５０から中間像へ
転送するのに使用され、この中間像は、走査鏡４５０と４６０との間に位置し、走査鏡４
５０及び４６０は、走査レンズ４８０の後側焦点の非常に近くに配置されている。
【００３０】
　図５は、概念的に、第２の形態で、走査鏡４５０及び４６０と、眼１０００との光学干
渉性断層撮影ビーム４１０の主光線を示す。図５に示されているように、走査ビームの主
光線は、リレー空間の中で平行であり、リレー空間とは、走査レンズ４８０と対物レンズ
１００との間の空間であり、主光線は、眼１０００の角膜の曲率の中心の近くに焦点調節
される。光学干渉性断層撮影ビーム４１０は、角膜曲率の中心に焦点調節されるので、光
学干渉性断層撮影ビーム４１０は、角膜の表面に垂直であり、反射ビームは、戻り路に再
帰反射される。その結果、第２の場合、最大信号強度は、角膜表面のいずれの個所でも得
られ、図３の実施例は、本発明の有利な実施例である。
【００３１】
　本発明の第１の形態では、光学干渉性断層撮影ユニット２００は、コンピュータ２１０
からの命令に従って、眼の長手方向軸線に沿って眼１０００の前房を公知の方法で走査し
、この走査により、例えば後方レンズ被膜等の特定の対象体に対する位置情報が得られる
。この対象体は、前眼房の中の数層のうちの１つの層である。これらの層から反射された
光学干渉性断層撮影信号の各最大値は、１つの特定の層に対応する。参照鏡は、手術用顕
微鏡の物体空間の中の内部焦点調節レンズ１５０のフォカス像に相応する数センチメート
ルのオーダの距離を走査する。
【００３２】
　参照鏡の零位置は、対物レンズ１１０からの物体平面の公称距離に相応する。コンピュ
ータ２１０は、それぞれの光学干渉性断層撮影信号最大値を検出し、参照鏡のそれぞれの
位置を記録する。この情報は、対物レンズ１１０からの各層の距離を決める。
【００３３】
　各最大値は、１つの特定の層に対応する。層の数は、白内障手術の特定の環境に特有で
ある。当該の層の数は、オペレータにより決められ、コンピュータプログラムの初期構成
の一部である。通常、後方レンズ被膜は、当該の層である。
【００３４】
　次いで、コンピュータ２１０は、（適切な信号を電動機１５５に送ることにより）内部
焦点調節レンズ１５０を位置決めし、これにより、手術用顕微鏡の相応する焦点平面は、
内部焦点調節レンズ１５０の位置に依存して、前述の処理により識別された後方レンズ被
膜の位置に位置する。
【００３５】
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　更に、コンピュータ２１０からの出力信号は、ＣＲＴ２１１に表示され、ＣＲＴ２１１
で、光学干渉性断層撮影縦方向走査により得られた種々の特徴が、例えば位置の関数とし
ての信号の表示により明らかにされる。後方眼レンズの位置は、既知であるので、この位
置は、熟練観察者により容易に識別できる。次いで、例えばキーボード２１２及び／又は
マウス（図示せず）によるコンピュータ２１０へのユーザ入力は、縦方向走査の位置の領
域を指定し、これにより、自動焦点調節が可能となる。ユーザ入力に応答して、コンピュ
ータ２１０は、位置の特定領域の中の信号強度最大値を形成する位置を選択し、内部焦点
調節レンズ１５０の適切な位置を求め、これにより、信号強度最大値を形成する位置への
適切な焦点調節が達成される。次いで、コンピュータ２１０は、適切な信号を電動機１５
５に送り、これにより、内部焦点調節レンズ１５０が、適切な位置へ動かされる。
【００３６】
　本発明の第２の形態では、光学干渉性断層撮影ユニット２００と、走査鏡４５０及び４
６０とは、コンピュータ２１０の命令に従って、縦方向光学干渉性断層撮影走査と組合せ
て角膜のラスタ状の横方向光学干渉性断層撮影走査を提供し、これはすべて、公知の方法
で行われる。その結果は、コンピュータ２１０により解析され、これにより、角膜の局所
解剖学測定値が得られ、これらの測定値は例えば、（ａ）前方角膜表面輪郭、（ｂ）後方
角膜表面輪郭、（ｃ）角膜の厚さである。容易に分かるように、このような輪郭は、３次
元輪郭である。これらのデータは、屈折外科手術の間に角膜屈折力のオンライン監視を提
供するために用いられる。本発明のこの形態の１つの実施例では、閾値が、コンピュータ
２１０に入力され、これにより、眼房の中の所定表面に対応する信号最大値が、識別され
る。次いで、コンピュータ２１０は、所定表面の最大値より大きいレベルを有する信号の
間の対応を行い、ラスタ走査で長手方向走査位置と光学干渉性断層撮影ビームの位置とか
ら空間の中の表面の空間座標を捕捉する。空間の中のこれらの値は、コンピュータ２１０
に記憶される。角膜の厚さは、長手方向走査の間に後方角膜表面と前方角膜表面とにより
発生される信号ピークの空間的差と、角膜の良く知られている光学特性例えば屈折率等と
から求められる。
【００３７】
　ラスタ走査が完了すると、コンピュータ２１０は、後方角膜輪郭と前方角膜輪郭とが得
られるように表面の空間座標の適合を行う。当業者には良く知られているように、角膜の
表面は、球面ではなく、従って、表面は、１組の曲率により描かれ、この１組の曲率は、
曲率分布と呼ばれる。表面輪郭は、角膜の後方表面及び前方表面の曲率分布の中の曲率の
測定値を求めるために用いられ、ひいては、それらの測定値から、角膜の屈折力の測定値
を求めるために用いられる。
【００３８】
　図６は、概略的に、本発明の１つの実施例を示し、この実施例は、光学干渉性断層撮影
装置２００と、コンピュータ６１０と、治療レーザ６８０と、照準レーザ６８１と、レー
ザデリベリ光学装置６９０と、レーザ制御ユニット６７０と、眼科手術用生体顕微鏡１０
０と、ビデオモニター２２０とを有する。図６に示されているように、治療レーザ６８０
からの出力光は、ダイクロイックビームスプリッタ７０３を通過し、レンズ系７０５によ
り光導体の中に収束され、照準レーザ７０３からの出力光は、ダイクロイックビームスプ
リッタ７０３により反射され、レンズ系７０５により光導波体７１０の中に集束される。
例えば光凝固及び光切除等に用いる治療レーザ６８０の実施例は、当業者には良く知られ
ており、照準レーザ６８１の実施例も、当業者には良く知られている。例えば、照準レー
ザ６８１を実施するために用いられる良く知られている１つのレーザは、Ｈｅ－Ｎｅレー
ザである。
【００３９】
　光導波体７１０からの出力光は、コリメートレンズ７１５により実質的に平行なレーザ
ビームに変換され、この実質的に平行なレーザビームは、同焦点光学系７１７への入力光
として用いられる。図６に示されているように、同焦点光学系７１７は、収束レンズ７２
０と、発散レンズ７３０と、収束レンズ７４０とを有する。レンズ７２０及び７３０は、
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レーザデリベリ光学装置６９０の軸線に沿って可動である。レーザデリベリ光学装置６９
０の軸線に沿ってレンズ７２０及び７３０を動かす装置は、当業者に良く知られており、
わかり易くするためと、本発明の理解を容易にするために、図示されていない。レーザデ
リベリ光学装置６９０の軸線の方向は、矢印７１９により示され、以下においてｚ軸線と
呼ばれる。当業者には良く知られているように、同焦点光学系７１７からの出力光は、実
質的に平行なビームであり、このビームは、可変のビーム直径を有し、ビーム直径の大き
さは、ｚ軸線すなわちレーザデリベリ光学装置６９０の軸線に沿ってのレンズ７２０及び
７３０の位置により求められる。
【００４０】
　図６に示されているように、同焦点光学系７１７の出力光は、ビームコンバイナ７４５
を通過し、マイクロマニピュレータレンズ７５０への入力光として用いられる。マイクロ
マニピュレータレンズ７５０からの出力光は、ビームディレクタ７５５により、眼１００
０の表面上のレーザ焦点７６０に導かれる。図６は、眼１０００の角膜に焦点調節されて
いるレーザビームを示す。しかし、当業者には自明なように、レーザビームは、同一の構
成により網膜に焦点調節することもでき、これは、例えばコンタクトレンズを用いて行い
、その際、コンタクトレンズは、患者の眼の角膜に押圧される。コンタクトレンズの目的
は、角膜の屈折力を中和することにある。この場合、眼と装置との間の作業距離を調整し
て、レーザビームを網膜に焦点調節する。
【００４１】
　ビームコンバイナ７４５は、同焦点光学系７１７からのレーザ出力光線と、光学干渉性
断層撮影装置２００からの出力光である光学干渉性断層撮影ビーム７２５からの光線とを
結合する。１つの有利な実施例では、ビームコンバイナ７４５はビームスプリッタである
、このビームスプリッタは、治療レーザ６８０及び照準レーザ６８１からの出力光の波長
のレーザ光線を透過させ、光学干渉性断層撮影ビーム７２５の波長の光線を反射する。こ
の有利な実施例では、ビームディレクタ７５５は、鏡又は反射プリズムであり、この鏡又
は反射プリズムは、眼科手術用生体顕微鏡１００の２つの観察路の間に配置されている。
マイクロマニピュレータレンズ７５０は、ｚ軸線に垂直な１つの平面の中で可動であり、
この平面は、以下においてｘ・ｙ平面と呼ばれる。ｘ・ｙ平面の中でマイクロマニピュレ
ータレンズを動かす装置は、当業者には周知であり、わかり易くかつ、本発明の理解を容
易にするために図示されていない。
【００４２】
　図６に示されているように、光学干渉性断層撮影ビーム７２５は、光学干渉性断層撮影
装置２００の光ファイバ２５０からの出力光であり、レンズ８７０によりコリメートされ
る。レンズ８７０からのコリメートされた出力光は、走査鏡８５０及び８６０に入射され
、これらの走査鏡は、直交的に取付けられ、検流計により駆動される走査鏡である。走査
鏡８５０及び８６０は、一対の電動機（図示せず）に取付けられ、これらの電動機は、コ
ンピュータ６１０により、当業者には周知のように作動され、これにより、光学干渉性断
層撮影ビーム７２５の横方向走査が行われる。走査鏡８５０及び８６０から反射された光
学干渉性断層撮影ビーム８２５は、ビームコンバイナ７４５に向けられる。本発明では、
走査鏡８５０及び８６０は実質的に、マイクロマニピュレータレンズ７５０の後側焦点平
面に配置されている。
【００４３】
　走査鏡８５０及び８６０は、当業者には周知のようにのこぎり波形電圧関数により駆動
される。それぞれの駆動電圧の位相及び周波数が、互いに等しい場合、これにより得られ
る走査パターンは、線形走査である。このようにして、（走査鏡８５０及び８６０により
形成される）線形走査は、（図２の参照鏡２９０の運動により形成される）眼１０００へ
向かう長手方向での光学干渉性断層撮影走査と組合され、これにより、平面の中での光学
干渉性断層撮影走査が行われる。それぞれののこぎり波形の振幅は、当業者には周知のよ
うに個々に調整でき、これにより、線形走査のオリエンテーションが調整され、ひいては
、光学干渉性断層撮影走査の平面のオリエンテーションが調整される。線形走査のオリエ
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ンテーション、ひいては平面のオリエンテーションは、それぞれののこぎり波形の振幅の
比により求められる。このようにして、本発明では、光学干渉性断層撮影走査の平面は、
振幅の比を調整することにより回転できる（ｚ軸線が回転軸線）。
【００４４】
　図６の装置では、光学干渉性断層撮影ビーム８２５の主光線は、レーザデリベリ光学装
置６９０から発射するレーザビームと同一の平面の中にある。このようにして、光学干渉
性断層撮影ビーム８２５は、治療レーザ６８０からのビームと同一の焦点面の中に焦点調
節される。更に、光学干渉性断層撮影ビーム８２５は、マイクロマニピュレータレンズ７
５０がｘ・ｙ方向において動かされると動く。その結果、光学干渉性断層撮影ビーム８２
５は常に、物体平面の中でレーザ焦点７６０を横切って横方向に走査し、対称にレーザ焦
点７６０を横切って横方向に走査する、すなわち、レーザ焦点７６０のそれぞれの側での
横方向走査の部分の長さは、互いに等しい。
【００４５】
　光学干渉性断層撮影ビーム８２５からの光線は、眼１０００から後方散乱され、光学干
渉性断層撮影装置２００に戻される。図２に関連して前に説明したように、光学干渉性断
層撮影信号は、光学干渉性断層撮影装置２００により発生され、コンピュータ６１０に送
信され、解析される。更に、照準レーザ６８１からの光線は、ビームディレクタ７５５に
より眼１０００から反射され、眼科手術用生体顕微鏡１００の中に導かれる。最後に、ビ
デオモニター２２０は、画像を提供し、この画像は、マイクロマニピュレータレンズ７５
０の位置を調整することによりレーザ焦点７６０を位置決めするのに用いる。図６の装置
も、照明光学装置を有することもあり、これにより、眼１０００の像が供給され、この像
は、ビデオモニター２２０でのレーザ焦点７６０の位置と組合せて観察される。しかし、
このような照明光学装置は、前に説明しており、わかり易くするためと、本発明の理解を
容易にするために図示されていない。
【００４６】
　次に、治療レーザ６８０の走査を制御するためにコンピュータ６１０により行われる解
析を説明する。光学干渉性断層撮影ビーム８２５からの後方散乱された光線の振幅は、レ
ーザ治療された組織における場合と、治療されていない周囲組織の場合とでは異なる。実
際のところ、実験研究により、このような後方散乱光線の振幅は、レーザ治療された組織
の場合の方が、治療されていない周囲組織の場合に比して大きいことが分かり、この事実
は、レーザ治療された組織を識別するのに用いられる。レーザ治療された組織の反射性と
、治療されていない組織の反射性とは、実験的に、例えばレーザパワーと露出時間との関
数として求められる。これらのデータは、解析で用いる基準閾値レベルを形成するために
利用される。例えば、基準閾値レベルより高い値を有する振幅は、レーザ治療された組織
から受取ったものと見なされ、基準閾値レベルより低い値を有する振幅は、治療されない
組織から受取ったものと見なされる。当業者であれば分かるように、ノイズ及び眼の微小
運動の影響を考慮することが、基準閾値レベルを求める場合には必要である。これらの基
準閾値レベルは、コンピュータ６１０に記憶されている。容易に分かるように、基準閾値
レベルは、当該の組織及び／又はレーザパワー及び／又は露出時間の関数であることもあ
る。しかし、本発明を理解するために、単一の基準閾値レベルしか存在しないと仮定する
。以下の説明により、当業者には、基準閾値レベルのより複雑な変形を考慮した実施例を
いかにして形成できるかが、自明となる。
【００４７】
　本発明では、コンピュータ６１０は、光学干渉性断層撮影装置２００と、走査鏡８５０
及び８６０とを作動し、これにより、眼１０００の一部の光学干渉性断層撮影走査が行わ
れる。前述のように、走査鏡８５０及び８６０は、線形横方向光学干渉性断層撮影走査を
実現し、線形横方向光学干渉性断層撮影走査において所定の点で、眼１０００の中へ向か
う長手方向に沿って光学干渉性断層撮影光線８２５の経路の中のすべての散乱体から反射
された光学干渉性断層撮影光線は、参照路からの光線と比較され、参照路の光路長は、周
期的に変化し、この光路は、正確に知られている（図２に関連した前述の説明での光学干
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渉性断層撮影に関する個所を参照）。前述のように、光学干渉性断層撮影出力信号は、眼
１０００の１つの特徴個所から反射された光学干渉性断層撮影光線の光路長が、参照路の
光路長すなわち光学干渉性断層撮影光線の一時的コヒーレンス長に等しい場合にのみ発生
される。本発明では、振幅情報は、反射された光学干渉性断層撮影光線の場合、線形横方
向走査においてそれぞれの所定の点で、眼１０００の中へ向かう長手方向に沿って深さの
関数として得られる。このようにして、光学干渉性断層撮影走査の後、コンピュータ６１
０は、（以下において横方向平面と呼ばれる）１つの平面に関する振幅情報を有するデー
タを収集し、横方向平面は、レーザ焦点７６０の回りに延在し、かつその際、眼１０００
へ向かう長手方向に延在する。データは、コンピュータ６１０により解析され、これによ
り、横方向平面の中のレーザ治療された組織の領域が求められる。この領域は、所定のや
り方の治療での所望の医療効果に関する情報と比較され、この情報は、例えば医者により
コンピュータ６１０に入力されている。次いで、コンピュータ６１０は、レーザ制御ユニ
ット６７０により治療レーザ６８０と相互に作用し、これにより、治療レーザ６８０がス
イッチオフされたり、露出時間が調整されたりする。更に、コンピュータ６１０は、スポ
ットサイズを調整する必要を指示でき、この場合、コンピュータの一部であるディスプレ
ーで所望のスポットサイズを実現するためにレンズ７２０及び７３０の位置決めのための
パラメータを供給し、これによりオペレータは、レンズ７２０及び７３０を適切に位置決
めする。選択的に、レンズ７２０及び７３０は、例えばステッピングモータ等の電動機（
図示せず）に取付けられ、コンピュータ６７０によりレンズ７２０及び７３０が動かれ、
これにより、当業者には良く知られている方法で電動機と直接に相互作用することにより
所望のスポットサイズが実現される。解析の別の実施例では、基準閾値レベルは、光学干
渉性断層撮影画像の中の最大振幅値の所定の整数分の１に設定される。所定の整数分の１
は、実験的に求められる。解析のこの実施例は、眼の治療部分が患者毎に異なることに起
因する後方散乱強度の変動による影響が、比較的小さい。
【００４８】
　レーザ治療された組織は、識別され、レーザ治療プロセスは、本発明により次のように
制御される。横方向平面からのデータは、治療レーザ６８０のパルス持続時間の間に得ら
れ、データは、コンピュータ６１０に記憶される。通常の横方向平面は、約２ｍｍ×１ｍ
ｍの領域を含み、通常の横方向平面のための通常のデータ組は、約３０×１００値の格子
からのデータを含む。治療に使用される通常のレーザパルスの長さは、約１００ｍｓであ
る。本発明の１つの有利な実施例では、１０個までの光学干渉性断層撮影走査組が、１０
０ｍｓレーザパルスの持続時間の間に得られる。これは、それぞれの横方向平面からの（
３０００値から成る）データが、１０ｍｓの間に処理されなければならないことを意味す
る。この有利な実施例では、横方向平面のための振幅データを解析する際、格子の中の１
つの個所における振幅が、基準閾値レベルより高い場合、格子位置が、レーザ治療された
組織に相応すると仮定される。格子の中の各位置に対するデータが、解析されると、レー
ザ治療された組織の格子の中の位置に相応するマトリクスへの入力が行われ、カウンタが
、レーザ治療された組織が検出されたそれぞれの個所に対して１ステップだけ増加される
。カウンタは、レーザ治療の効果が測定可能である横方向平面の中の格子位置の数を計数
する。このプロセスは、３０×１００データ値を有する横方向平面のための光学干渉性断
層撮影データ組が、全部得られると、完了する。最後のカウンタ値は、横方向平面のレー
ザ治療領域の測定値を提供する。本発明の別の１つの実施例では、格子に対するデータが
、ディスプレーに表示され、この表示は、レーザ治療の効果を示すために求められた格子
位置が、識別されるように行われる。例えば、基準閾値を越える値は、周囲組織の値とは
異なる色彩で表示される。これにより、オペレータは、横方向平面にわたるレーザ治療の
効果の視覚により画像を見ることができる。
【００４９】
　前述の実施例では、処理時間を節約するために横方向平面からのデータを解析すると有
利である。この利点は、対称なレーザビームを用い、これによりレーザ治療の効果が、眼
１０００の中に向かう長手方向に沿って１つ線の回りに対称に現れる場合に得られる。し

10

20

30

40

50

(12) JP 3789960 B2 2006.6.28



かし、本発明は、ある体積にわたってレーザ治療組織を検出する実施例を含む。本発明で
は、眼１０００の体積に対するデータは、前述の方法により、すなわち、走査鏡８５０及
び８６０を駆動するために印加される、のこぎり波電圧の振幅の比を調整することにより
、所定の量だけ線形横方向光学干渉性断層撮影走査の方向を回転することにより得られる
。次いで、回転された位置での横方向平面に関するデータが、収集され、次いで、横方向
平面は、再び回転され、更にこれが繰返され、その体積に関するデータが収集されるまで
繰返される。データは、前述の方法で解析され、これにより、レーザ治療された組織を識
別するマトリクスが、得られる。更に、すべての横方向平面のためのカウンタが加算され
、これにより、レーザ治療された組織の測定値が得られる。別の実施例では、体積は、デ
ィスプレーに表示され、この表示は、レーザ治療の効果を示すように求められた位置が、
識別されるように行われる。例えば、基準閾値を越える値は、周囲組織の値とは異なる色
彩で表示される。これにより、その体積にわたるレーザ治療の効果の視覚的図が得られる
。
【００５０】
　本発明では、レーザ治療された組織の横方向平面の測定面積は、次のパラメータのうち
の１つ以上のパラメータを制御するのに用いられる、すなわち、パラメータとは、（ａ）
治療レーザ６８０に関しては、露出時間及びレーザパワーと、（ｂ）レンズ７２０及び７
３０に関しては、治療レーザ６８０のスポットサイズとである。前述のように、レーザ治
療された組織の横方向平面の測定面積は、レーザ露出の間に数回測定され、測定面積は、
これらの測定値のそれぞれの測定値に対して実験的に求められた基準値と比較される。有
利な実施例では、基準値の選択は、横方向平面の中のレーザ治療組織の領域が、隣接組織
への損傷を回避するために充分小さいように行われ、更に、この基準値の選択は、本発明
により、レーザが、この限界値に到達する前にスイッチオフされるように行われる。容易
に分かるように、治療レーザ６８０の露出時間及びレーザパワーと、ビームのスポットサ
イズとは、測定振幅と基準閾値レベルとの間の差に依存することが検出されることもある
。この場合、実験研究を用いて、振幅が基準閾値レベルを上回るか下回るかに依存するだ
けでなく、振幅と基準閾値との間の差値にも依存するこれらのパラメータの値を制御する
ことも可能である。当業者には、前述の説明に関してこのような効果を考慮した本発明の
実施例を形成できることは自明である。
【００５１】
　別の実施例では、レーザ治療された組織の測定体積を用いて、次のパラメータのうちの
１つ以上のパラメータを制御する、すなわち、これらのパラメータとは、（ａ）治療レー
ザ６８０に関しては、露出時間及びレーザパワーと、（ｂ）レンズ７２０及び７３０に関
しては、治療レーザ６８０のスポットサイズとである。本発明では、レーザ治療された組
織の測定体積は、これらの測定のそれぞれの測定の間に１回以上測定され、測定体積は、
これらの測定のそれぞれの測定において、実験的に求められた基準値と比較される。レー
ザ治療された組織の領域及び／又は体積の検出は、レーザパルスの印加中の検出に制限さ
れず、このような検出は、レーザパルスの印加の終了後に行うこともできることに注意さ
れたい。
【００５２】
　当業者は、前述の説明が、本発明を理解するためのものにすぎないことが分かる筈であ
る。すなわち、前述の説明は、すべての点を網羅することを意図しておらず、又、本発明
は、前述の実施例により制限されない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　眼科手術用顕微鏡及び光学干渉性断層撮影装置を有する本発明の１つの実施例
を説明する略図である。
【図２】　図１の光学干渉性断層撮影装置の１つの光ファイバ実施例の略図である。
【図３】　眼科手術顕微鏡及び光学干渉性断層撮影装置を有する本発明の１つの有利な実
施例の概略図である。
【図４】　図１の実施例のための走査鏡と眼との間の光学干渉性断層撮影ビームの主光線
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の概略図である。
【図５】　図３の実施例のための走査鏡と眼との間の光学干渉性断層撮影ビームの主光線
の概略図である。
【図６】　レーザ治療の間の組織の変化の程度を監視及び制御する本発明の１つの実施例
の概略図である。
【符号の説明】
　１００　眼科手術用顕微鏡
　１１０　対物レンズ
　１２０　ビームコンバイナ
　１３０　光学倍率調整器
　１５０　内部焦点調節レンズ
　１５５　電動機
　１６０　ビームスプリッタ
　１８０　アイピース
　１９５　ＣＣＤカメラ
　２００　光学干渉性断層撮影装置
　２１０　コンピュータ
　２１１　ＣＲＴ
　２１２　キーボード
　２２０　ビデオ画像ユニット
　２３０　光ファイバ
　２４０　５０／５０結合器
　２５０　光ファイバ
　２６０　横方向走査機構
　２６５　光ファイバ
　２７０　光ファイバ
　２７５　光電検出器
　２８０　レンズ
　２８５　復調器
　２９０　参照鏡
　２９５　アナログ・ディジタル変換器
　３００　照明路
　３１０　照明光線
　３３０　像レンズ
　３４０　ビームコンバイナ
　４００　光学干渉性断層撮影路
　４１０　光学干渉性断層撮影ビーム
　４５０　走査鏡
　４６０　走査鏡
　４８０　走査レンズ
　５００　目視路
　６００　光路
　６１０　コンピュータ
　６７０　レーザ制御装置
　６８０　治療レーザ
　６８１　照準レーザ
　６９０　レーザデリベリ光学装置
　７００　レーザ制御ユニット
　７０３　ダイクロイックビームスプリッタ
　７０５　レンズ系
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　７１０　光導波体
　７１５　コリメートレンズ
　７１７　同焦点光学系
　７１９　レーザ軸線の方向
　７２０　収束レンズ
　７２５　光学干渉性断層撮影ビーム
　７３０　発散レンズ
　７４５　ビームコンバイナ
　７５０　マイクロマニピュレータレンズ
　７５５　ビームディレクタ
　７６０　レーザ焦点
　８２５　光学干渉性断層撮影ビーム
　８５０　走査鏡
　８６０　走査鏡
　８７０　レンズ
　１０００　眼
　１５００　後側焦点
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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