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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
患者用のヘッドレスト（２）と、少なくとも１つの軸（Ｓ２）の回りで治療レーザー・ビ
ーム（Ｌ）を可変に偏向するビーム偏向要素（１５）と、前記ビーム偏向要素（１５）に
続いて配置され、前記レーザー・ビーム（Ｌ）を光軸に沿って眼（２１）内または該眼（
２１）上に焦点合わせする焦点合わせ光学部品（２０）と、眼（２１）に置くことが可能
な、前記焦点合わせ光学部品（２０）に続いて配置される、コンタクト・グラス（２３）
であって、該コンタクト・グラス（２３）を介して治療レーザー・ビーム（Ｌ）が入射す
るコンタクト・グラス（２３）とを備え、力が該レーザー・ビームの入射の方向と反対に
該コンタクト・グラス（２３）に向けられる時に、前記ヘッドレスト（２）および前記コ
ンタクト・グラス（２３）を離間移動した状態にする安全機構（２４、２５）が設けられ
た眼科手術用のレーザー治療装置であって、
　前記安全機構（２４、２５）が、力の限度値（Ｆｍｉｎ）を超える力でのみ上記離間す
る移動を可能にし、かつ、力が力の限度値未満の場合に前記ヘッドレスト（２）および前
記コンタクト・グラス（２３）を互いに相対的に固定し、
　離間して移動する時に、前記ビーム偏向要素（１５）と前記コンタクト・グラス（２３
）との間の光経路の長さが一定になるように、前記安全機構（２４、２５）が前記コンタ
クト・グラス（２３）、前記焦点合わせ光学部品（２０）、および前記ビーム偏向要素（
１５）を結合することを特徴とするレーザー治療装置。
【請求項２】



(2) JP 4887306 B2 2012.2.29

10

20

30

40

50

前記安全機構（２４、２５）が、前記コンタクト・グラス（２３）を引っ込めることを特
徴とする請求項１に記載のレーザー治療装置。
【請求項３】
力の限度値（Ｆｍｉｎ）が、弾性力および／または荷重力のうちの少なくとも１つによっ
てもたらされることを特徴とする請求項１または２に記載のレーザー治療装置。
【請求項４】
前記コンタクト・グラス（２３）が、力の限度値（Ｆｍｉｎ）を定義する力によってハウ
ジング（Ｂ、６）の止めに抗して押圧される保持要素（２４）に取り付けられることを特
徴とする請求項１、２または３に記載のレーザー治療装置。
【請求項５】
前記保持要素（２４）が、前記治療レーザー・ビーム（Ｌ）を前記眼（２１）内または前
記眼（２１）上に焦点合わせする焦点合わせ光学部品（２０）を担持することを特徴とす
る請求項４に記載のレーザー治療装置。
【請求項６】
力の限度値が、１ニュートンであることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記
載のレーザー治療装置。
【請求項７】
患者用のヘッドレスト（２）と、
　少なくとも１つの軸（Ｓ２）の回りで治療レーザー・ビーム（Ｌ）を可変に偏向するビ
ーム偏向ユニット（１５、１６）と、
　前記ビーム偏向ユニット（１５、１６）に続いて配置され、前記レーザー・ビーム（Ｌ
）を光軸に沿って眼（２１）内または該眼（２１）上に焦点合わせする焦点合わせ光学部
品（２０）と、
　眼（２１）内に置くことが可能な、前記焦点合わせ光学部品（２０）に続いて配置され
る、コンタクト・グラス（２３）と、
　力が前記レーザー・ビームの入射の方向と反対に前記コンタクト・グラス（２３）に向
けられる時に、前記ヘッドレスト（２）および前記コンタクト・グラス（２３）を離間移
動した状態にする安全機構（２４、２５）とを備えた眼科手術用のレーザー治療装置であ
って、
　前記ビーム偏向ユニット（１５、１６）が、少なくとも、偏向の前記１つの軸（Ｓ２）
について作用する偏向要素（１５）に関して、前記焦点合わせ光学部品（２０）の入射瞳
内に配置され、
　離間して移動する時に、前記偏向要素（１５）が前記入射瞳内にとどまり、かつ、前記
偏向要素（１５）と前記コンタクト・グラス（２３）との間の光経路の長さが一定になる
ように、前記安全機構（２４、２５）が前記コンタクト・グラス（２３）、前記焦点合わ
せ光学部品（２０）、および前記偏向要素（１５）を結合する
　ことを特徴とするレーザー治療装置。
【請求項８】
前記安全機構（２４、２５）が、前記コンタクト・グラス（２３）を引っ込めることを特
徴とする請求項７に記載のレーザー治療装置。
【請求項９】
前記コンタクト・グラス、前記焦点合わせ光学部品、および前記偏向要素が、堅固に接続
されてユニットを形成し、前記安全機構が、該ユニットの縦案内を含むことを特徴とする
請求項８に記載のレーザー治療装置。
【請求項１０】
前記焦点合わせ光学部品（２０）の前記入射瞳に続く前記レーザー・ビーム（Ｌ）の光学
経路が、少なくとも１回折り曲げられ（１８）、前記安全機構（２４、２５）が、引っ込
み中に前記コンタクト・グラス（２３）、前記焦点合わせ光学部品（２０）、および前記
偏向要素（１５）を共同に回転移動またはピボット回転移動させることを特徴とする請求
項８または９に記載のレーザー治療装置。
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【請求項１１】
前記コンタクト・グラス（２３）、前記焦点合わせ光学部品（２０）、および前記偏向要
素（１５）が、堅固に接続されて腕を形成することと、前記安全機構が、入射瞳平面内に
ある回転の軸を有する該腕用の回転支持体（２５）を含むこととを特徴とする請求項１０
に記載のレーザー治療装置。
【請求項１２】
前記安全機構（２４、２５）が、釣合い重り、または、ばね要素（２７、４１）の形態の
荷重力補償ユニット（２７、２８）を含むことを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか
１項に記載のレーザー治療装置。
【請求項１３】
前記荷重力補償ユニット（２７、２８）が、力の限度値をセットすることを特徴とする、
請求項１乃至６のいずれか１項と組み合わされた請求項１２に記載のレーザー治療装置。
【請求項１４】
前記腕が、力の限度値（Ｆｍｉｎ）で前記レーザー治療装置（１）のハウジング（Ｂ）に
おいて支持されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項と組み合わされた請
求項１１に記載のレーザー治療装置。
【請求項１５】
患者の体（３３）に接触して置くことが可能な支持体（３４）であって、該支持体（３４
）に作用する前記レーザー・ビームの入射の方向と反対の力をも前記離間する移動を引き
起こすように前記安全機構（２４、２５）に結合された支持体を含む支持ユニット（３４
、３６）を備えること特徴とする請求項７乃至１４のいずれか１項に記載のレーザー治療
装置。
【請求項１６】
前記レーザー・ビームの入射の方向に沿って可動であり、前記ヘッドレストを含むベッド
（２）であって、離間して移動する前記安全機構が該ベッド（２）を移動させる、ベッド
（２）を備えること特徴とする請求項１乃至１５のいずれか１項に記載のレーザー治療装
置。
【請求項１７】
少なくとも１つの軸（Ｓ２）の回りで治療レーザー・ビーム（Ｌ）を可変に偏向するビー
ム偏向要素（１５）と、前記ビーム偏向要素（１５）に続いて配置され、前記レーザー・
ビーム（Ｌ）を光軸に沿って眼（２１）内または該眼（２１）上に焦点合わせする焦点合
わせ光学部品（２０）と、眼（２１）に置くことが可能な、前記焦点合わせ光学部品（２
０）に続いて配置される、コンタクト・グラス（２３）であって、該コンタクト・グラス
（２３）を介して治療レーザー・ビーム（Ｌ）が入射するコンタクト・グラス（２３）と
、力がレーザー・ビームの入射の方向と反対に前記コンタクト・グラス（２３）に向けら
れる時に引っ込むように前記コンタクト・グラス（２３）を可動に保持する安全機構（２
４、２５）とを備えた眼科手術用のレーザー治療装置であって、
　前記安全機構（２４、２５）が、前記コンタクト・グラス（２３）の引っ込みを監視し
、前記コンタクト・グラスの移動が閾値（Ｐ１）を超える場合にレーザー治療装置（１）
のレーザー治療動作を中断する検出ユニット（２９、４６）を含み、
　離間して移動する時に、前記ビーム偏向要素（１５）と前記コンタクト・グラス（２３
）との間の光経路の長さが一定になるように、前記安全機構（２４、２５）が前記コンタ
クト・グラス（２３）、前記焦点合わせ光学部品（２０）、および前記ビーム偏向要素（
１５）を結合することを特徴とするレーザー治療装置。
【請求項１８】
前記安全機構が、前記コンタクト・グラス（２３）および眼（２１）を離間して能動的に
移動させる駆動機構（２８、５）を含み、制御ユニット（Ｃ）が、それぞれ力の限度値（
Ｆｍｉｎ）を超える力の場合、または閾値（Ｐ１）を超えるコンタクト・グラスの移動の
場合に、前記離間する移動が能動的に行われるように駆動機構（２８、５）を制御するこ
とを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか１項に記載のレーザー治療装置。
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【請求項１９】
前記駆動機構（２８）が、ピボット回転移動または回転移動を行うことを特徴とする請求
項１８および１０に記載のレーザー治療装置。
【請求項２０】
前記駆動機構（２８）が、前記腕を回転することを特徴とする請求項１８および１１に記
載のレーザー治療装置。
【請求項２１】
前記検出ユニットが、前記支持体（３４）への圧力を検出することを特徴とする請求項１
５および１７に記載のレーザー治療装置。
【請求項２２】
前記安全機構が、閾値（Ｐ１）を超えるコンタクト・グラスの移動の場合に前記ベッド（
２）を付加的に降下させることを特徴とする請求項１６および１７に記載のレーザー治療
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科手術用のレーザー治療装置であって、前記装置が、眼に置くことができ
、かつ、それを介して治療レーザー・ビームが入射するコンタクト・グラスと、力がレー
ザー・ビームの入射の方向と反対にコンタクト・グラスに向けられる時に引っ込むように
コンタクト・グラスを可動に保持する安全機構とを備えるレーザー治療装置に関する。本
発明は、さらに、少なくとも１つの軸の回りで治療レーザー・ビームを可変に偏向するビ
ーム偏向ユニットと、ビーム偏向ユニットに続いて配置され、レーザー・ビームを光軸に
沿って眼内または眼上に焦点合わせする、焦点合わせ光学部品と、眼上に置くことができ
、かつ焦点合わせ光学部品に続いて配置されるコンタクト・グラスと、力がレーザー・ビ
ームの入射の方向と反対にコンタクト・グラスに向けられる時に引っ込むようにコンタク
ト・グラスを可動に保持する安全機構とを備える眼科手術用のレーザー治療装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　そのようなレーザー治療装置は、眼に対するレーザー手術法に使用される。それを行う
際に、治療レーザー放射は、光学的な切断が組織を変化させるように焦点合わせされる。
治療レーザー放射は、たとえば、光破砕または光切除によって作用する。これらの効果の
特に有利な応用分野は、眼科での視覚的欠陥の矯正に見出される。眼の視覚的欠陥は、し
ばしば、角膜および水晶体の回折特性が網膜での正しい焦点合わせを引き起こさないとい
う事実から生じる。近視（近視（ｍｙｏｐｉｅ）とも称する）の場合に、弛緩した眼の焦
点は、網膜の前に位置し、遠視（遠視（ｈｙｐｅｒｏｐｉｅ）とも称する）の場合に、こ
の焦点は、網膜の後に位置する。視覚的欠陥は、焦点合わせが焦点ではなく直線歪みを伴
ってもたらされる場合に、乱視の形でも存在し得る。
【０００３】
　視覚的欠陥の矯正について、治療レーザー・ビームによって角膜の回折特性に適切に影
響することが既知である。そのような方法は、たとえば、米国特許第５９８４９１６号明
細書および米国特許第６１１０１６６号明細書に記載されている。この場合に、複数の光
学的な切断部が、部分的体積が眼の角膜内で分離されるように順次準備される。この分離
された部分的体積は、したがって残りの角膜組織から分離されるが、その後、横に開く切
れ目を介して角膜から抜き取られる。この部分的体積の形状は、この部分的体積の除去の
後の角膜の回折特性が変更され、その結果、視覚的欠陥の所望の矯正が達成されるように
選択される。
【０００４】
　光学的な切断部の順次準備によって切れ目を形成するためには、もちろん、正確に所定
の位置に光学的な切断部を生成することが絶対必要である。これは、眼の角膜内でのレー
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ザー・ビームの正確な位置決めを必要とする。したがって、レーザー治療装置に対する相
対的な眼の変位は、できる限り避けるか、あるいは補償しなければならない。したがって
、米国特許第６３７３５７１号明細書および国際公開第０／００２００８号パンフレット
で、アダプタとして眼の角膜上に置かれ、レーザー治療装置に対して相対的に眼を固定す
るコンタクト・レンズが提案されている。眼は、通常、真空を使用する吸引によってアダ
プタに固定される。そのようなアダプタは、コンタクト・グラスとも称するが、２つの機
能を実行する。一方では、アダプタは、アダプタの所定の表面形状に従って眼を変形させ
る。したがって、形成された表面形状が、レーザー治療装置のビーム経路内に存在する。
もう一方では、コンタクト・グラスは、眼を固定し、これによって、治療的介入中の眼の
変位を防止する。
【０００５】
　患者が動く時であってもコンタクト・グラスを眼に確実に保持するために、米国特許第
５３３６２１５号明細書で、上で述べたタイプのデバイスが提案され、ここで、レーザー
放射を焦点合わせするレンズが、コンタクト・グラスと共にフレーム内に設置され、この
フレームが、弾力的に懸架される。したがって、このレンズおよびコンタクト・グラスは
、治療レーザー放射の入射の光軸に沿って共に変位可能である。したがって、患者による
すべての移動が、ビーム経路内のコンタクト・グラスの変位および焦点合わせ光学部品の
変位に自動的につながる。光学部品のそのような移動は、同時に、治療レーザー・ビーム
を焦点合わせできる品質に関する不利益となった。
【０００６】
　救済策として、コンタクト・グラスおよび焦点合わせ光学部品を永久的に取り外し不能
にレーザー治療装置に取り付けることが考えられる。しかし、この手法は、患者が動く時
の打撲によって眼に損傷を与える危険性を伴う。そのような移動は、患者の物理的移動に
よって引き起こされるか、または眼をコンタクト・グラスに接触させる時に生じる可能性
がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、安全機構が、レーザー治療装置の光学品質に悪影響を及
ぼさずに眼の圧迫を確実に防止することができるように、上で述べたタイプのレーザー治
療装置を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、眼科手術用のレーザー治療装置であって、前記装置が、眼に置くことがで
き、それを介して治療レーザー・ビームが入射するコンタクト・グラスを備え、力がレー
ザー・ビームの入射の方向と反対の方向でコンタクト・グラスに向けられる時にコンタク
ト・グラスが引っ込むようにハウジング上で可動にコンタクト・グラスを保持する安全機
構が設けられ、安全機構が、力の限度値を超える力の場合にのみ上記引っ込みを可能にし
、力の限度値未満である力でコンタクト・グラスを固定して保持する、レーザー治療装置
で達成される。
【０００９】
　本発明によれば、この目的は、さらに、眼科手術用のレーザー治療装置であって、前記
装置が、少なくとも１つの軸の回りで治療レーザー・ビームを可変に偏向するビーム偏向
ユニットと、ビーム偏向ユニットに続いて配置され、レーザー・ビームを光軸に沿って眼
内または眼上に焦点合わせする焦点合わせ光学部品と、焦点合わせ光学部品に続いて配置
され、眼上に置くことが可能なコンタクト・グラスと、力がレーザー・ビームの入射の方
向と反対にコンタクト・グラスに向けられる時に引っ込む形でコンタクト・グラスを可動
に保持する安全機構とを備え、ビーム偏向ユニットが、偏向の前記１つの軸について有効
である偏向要素に関して、焦点合わせ光学部品の入射瞳内に配置され、安全機構が、引っ
込み中に、偏向要素が入射瞳内にとどまり、偏向要素とコンタクト・グラスとの間の光経
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路の長さが一定になるように、コンタクト・グラス、焦点合わせ光学部品、および偏向要
素を結合する、レーザー治療装置によって達成される。
【００１０】
　本発明によれば、この目的は、眼科手術用のレーザー治療装置であって、前記装置が、
眼に置くことが可能なコンタクト・グラスであって、該コンタクト・グラスを介して治療
レーザー・ビームが入射するコンタクト・グラスと、力がレーザー・ビームの入射の方向
と反対にコンタクト・グラスに向けられる時に引っ込む形でコンタクト・グラスを可動に
保持する安全機構とを備え、安全機構が、コンタクト・グラスの引っ込みを監視し、閾値
を超えるコンタクト・グラス移動の場合にレーザー治療装置のレーザー治療動作を中断す
る検出ユニットを含む、レーザー治療装置によっても達成される。
【００１１】
　したがって、本発明は、コンタクト・グラスの弾力的支持によってすべての眼の移動を
補償することを備える、従来技術による概念から基本的に逸脱し、ある種の基本的条件の
下で堅固なコンタクト・グラスを提供する。本発明の第１の態様では、この剛性は、コン
タクト・グラスが、力のある限度値を超える場合にのみ可動になるように実施される。し
たがって、最適の光学的条件が、治療レーザー・ビームによる眼の照射中に保証され、そ
れと同時に、眼を押しつぶすことが排除される。というのは、力の限度値が、ある種のパ
ニック解放機構をもたらすからである。
【００１２】
　本発明の別の態様では、コンタクト・グラスの剛性は、眼に関するのではなく、コンタ
クト・グラス、焦点合わせ光学部品、および偏向要素の相互位置に関する。この効果を有
する安全機構の結合は、患者の眼または頭部の移動に起因するコンタクト・グラスの移動
を許容するが、これらの移動は、治療レーザー・ビームの焦点合わせの光学特性に対する
影響を有しない。
【００１３】
　本発明の第３の態様では、本発明の概念に従って提供されるコンタクト・グラスの剛性
は、機能的な形で達成される。レーザー治療手術は、コンタクト・グラスがある最大量を
超えて移動される場合に中断される。
【００１４】
　したがって、本発明によって提供される、上で述べた解決策は、同一の発明的概念の異
なる変形すなわち安全機構によってコンタクト・グラスの剛性をもたらすことを実現し、
前記剛性は、眼の移動または頭部の移動による治療レーザー放射の望まれない焦点はずれ
、または誤った位置決めを防止する。上記したように、前記剛性は、眼またはレーザー治
療装置の光学部品に関して構造的に、または機能的に実現することができる。この３つの
手法を、以下ではそれぞれ第１変形（力の限度値を超えるコンタクト・グラスの引っ込み
）、第２変形（コンタクト・グラス、焦点合わせ光学部品、および偏向要素の結合）、お
よび第３変形（コンタクト・グラスの移動が閾値を超える場合のレーザー治療の中止）と
称する。
【００１５】
　３つの変形のすべてが、共通して、眼の打撲を防止することを有する。打撲の危険があ
る場合に、コンタクト・グラスおよび患者は、離間するように移動される。この事実を、
本明細書では引っ込みと称する。これは、一方では、コンタクト・グラスならびにおそら
くはレーザー治療装置のさらなる部分が、患者の所望の位置から離間して移動することを
意味する。もう一方で、この単語は、もちろん、患者がコンタクト・グラスから離間して
移動される、運動学的に逆転された手法をも含む。患者の観点からは、これもコンタクト
・グラスの引っ込みであり、これが、本明細書で行われる一般化を正当化する。
【００１６】
　もちろん、本発明の変形を、互いに組み合わせることもできる。これは、すべての実施
形態および改良にも適用される。
　本発明の第１変形では、患者が、たとえばその患者の眼によってレーザー治療装置に働
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かせる圧力の増加は、力の限度値を超えた場合のコンタクト・グラスの引っ込みのみにつ
ながる。眼の打撲は、力の適切な限度値が選択される場合に排除され、それと同時に、最
適動作が、通常条件の下で達成される。
【００１７】
　特に単純な構成では、力の限度値は、弾性力または荷重力によって引き起こされる。こ
れを達成する１つの可能性は、たとえば、ベッド上の患者の弾性支持であり、この支持は
、患者の重量の見掛けの増加の際に患者のベッドが引っ込むように選択される。コンタク
ト・グラスへの眼の増加した圧力は、患者の重量のそのような見掛けの増加に現れ、その
結果、所望の引っ込みが、発生するようになる。レーザー治療装置またはこの装置の光学
部品は、空間的に固定されたままになることができる。もちろん、機械的補償の説明され
た可能性の代わりに、対応する閉ループ制御を、たとえば電子閉ループ制御の形でもたら
すこともできる。
【００１８】
　運動学的に逆転された構成は、機械的な見地からは比較的より単純であるが、保持要素
にコンタクト・グラスを取り付けることが有利であり、この保持要素は、力の限度値を定
義する力によってハウジングの止めに抗して押圧される。接触圧力が力の限度値を超える
場合に、コンタクト・グラスをハウジングに対して相対的に変位させることができ、その
結果、所望の安全特性が達成される。次に、引っ込みが、コンタクト・グラスによっても
たらされ、この目的でベッドを移動する必要はない。
【００１９】
　これに、保持要素に力センサを取り付け、ベッドの移動を介して引っ込みを行うことに
よって、組み合わせることもできる。
　本発明の有利な別の実施形態では、コンタクト・グラスが引っ込む場合であっても、あ
る種の基本的な条件に従う限り、レーザー治療を継続することができる。この目的のため
に、コンタクト・グラスだけではなく、治療レーザー・ビームがそれによって眼内または
眼上に焦点合わせされる光学部品の関連構成要素も引っ込めることが、好都合である。し
たがって、コンタクト・グラスに取り付けられる保持要素が、治療レーザー・ビームを眼
内または眼上に焦点合わせする焦点合わせ光学部品も担持することが好ましい。その結果
、引っ込められる時に、コンタクト・グラスおよび焦点合わせ光学部品は、共に移動する
。
【００２０】
　力の限度値は、好都合に、眼の打撲が明確に防止されるようにセットされる。この目的
に適切な値は、約１Ｎである。
　本発明の第１変形は、患者の誤りによって引き起こされる損傷を防止するのに適切であ
るだけではなく、装置の誤動作をこれによって食い止めることもできる。レーザー治療中
に、患者は、通常はベッドの上で支持される。高さ調整ユニットにより、それぞれレーザ
ー治療装置またはコンタクト・グラスと患者との間の距離の調整が可能となる。本発明に
よる安全機構は、眼の打撲をもたらすこの高さ調整機構の誤動作を確実に防止する。たと
えば、高さ調整機構が、患者をコンタクト・グラスに向かって移動しすぎる場合に、本安
全機構は、眼が押しつぶされる危険性が生じる前に、コンタクト・グラスの引っ込みを自
動的に行う。
【００２１】
　本発明の第２変形は、コンタクト・グラスの引っ込みが、治療レーザー放射がそれによ
って眼に導入される光学品質に対してできる限り少ない影響を有することを保証する。レ
ーザー治療装置では、レーザー治療ビームが、（たとえば、上で述べた視覚的欠陥の矯正
中に）非常に多様な点に案内されるので、レーザー・ビームの焦点の３次元シフトが、通
常は必要である。これは、いつものように、レーザー焦点の横移動用の、たとえば検流計
スキャナなど、２つのスキャナの形態の偏向要素を必要とする。
【００２２】
　単純な構成では、コンタクト・グラスの引っ込み中に発生する光学誤差を、コンタクト
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・グラスと、治療レーザー・ビームを眼に焦点合わせする焦点合わせ光学部品とを堅固に
接続し、これらが共に引っ込むようにすることによって、最小にすることができる。たと
えば平行ビーム経路または平行に近いビーム経路など、光学経路の長さの変化に対して鈍
感であるビーム経路セクションが、追加的に焦点合わせ光学部品に先行して配置される場
合に、焦点合わせ光学部品およびコンタクト・レンズからなるユニットの引っ込み中に発
生する光学誤差は、自動的に小さくなる。
【００２３】
　コンタクト・グラスの引っ込みによって誘導される誤差を最小にするために、偏向要素
に続く光学経路の長さが引っ込み中であっても変化しないままになるならば、一般に有利
である。そうでない場合に、投影レンズ内の距離が変化するはずであり、この変化は、シ
ステム全体の有効焦点距離の変化と等しくなるはずである。具体的に言うと、患者に向か
って面する側で凹面の湾曲を有し、したがって眼の内圧をわずかに増やすだけである曲が
ったコンタクト・グラスは、使用するのが困難であるはずである。その代わりに、眼の前
表面を平らにし、したがって眼の内圧をできる限り一定に保つためには不利であるコンタ
クト・グラスを使用しなければならないはずである。したがって、コンタクト・グラスと
、焦点合わせ光学部品と、ビーム偏向ユニットの偏向要素のうちの少なくとも１つとが、
１つの単一ユニットを形成するように接続され、安全機構が、このユニットの縦の案内を
行う場合に、さらなる最小化が達成される。
【００２４】
　次に、本発明の第２変形は、偏向ユニットと治療レーザー・ビーム放射の焦点との間の
距離を一定に保つ。レーザー焦点の軸方向位置がシフトされた場合に、予測不能な副作用
が、患者の角膜に現れる可能性がある。最悪の場合には、レーザーの影響が、上皮または
内皮に損傷を与える可能性がある。
【００２５】
　偏向要素、たとえばＡＯＤまたはスキャナは、光学部品の瞳平面内に有利に配置される
。ほとんどの場合に、偏向要素は、２つの相互に垂直な軸の回りのビーム偏向をもたらす
。しかし、他の手法、たとえばタンブリング・ミラーの使用も、その手法が２次元ビーム
偏向をもたらすならば可能である。一般的なスキャナは、ビーム経路に対する相対的なそ
の逃げ角に関して可変の表面での偏向によって動作する。これは、ビーム経路全体がスキ
ャナである角度で折り曲げられるという効果を有する。それを行う際に、約９０°の折り
曲げ角が実現されることが好ましい。光学系の一部が、ある軸の回りで回転可能に支持さ
れるように、前記曲げのうちの１つを設計することが有利である。その結果、コンタクト
・グラスの引っ込みは、光学系を前記曲げの回りで回転し、その結果、後続のビーム経路
が主軸でピボット回転されるだけであり、それ以外は変化しないようにすることによって
達成することができる。ビーム経路の、たとえば９０°の別の偏向が、この曲げでもたら
される場合に、コンタクト・グラスの引っ込みは、第１曲げに置かれた回転の軸の回りの
ピボット回転移動として実現される。これによって、曲げの回りの後で配置された光学部
品のピボット回転が可能になり、したがって、ビーム経路に現れる変化なしでのコンタク
ト・グラスの引っ込みが可能になる。
【００２６】
　したがって、レーザー・ビームの光経路が、焦点合わせ光学部品の入射瞳の後で少なく
とも１回偏向されることと、安全機構が、引っ込み中のコンタクト・グラス、焦点合わせ
光学部品、および偏向要素の共同の回転移動またはピボット回転移動を引き起こすことと
が好ましい。特に好都合な構成は、コンタクト・グラス、焦点合わせ光学部品、および偏
向要素が、堅固に接続されて腕を形成し、安全機構が、偏向要素の平面内の回転軸を有す
る、その腕のための回転支持体を含む構成である。偏向要素での回転の軸の配置は、回転
またはピボット回転中に、偏向に関して、調整が必要とならないという利点を有する。
【００２７】
　しかし、重量補償が必要になる場合がある。というのは、回転移動またはピボット回転
移動が、光学ユニット全体を偏向要素と共にコンタクト・グラスから瞳孔まで持ち上げる
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ことを必要とするからである。したがって、この実施形態が、対応するバランシング・ウ
ェイトを提供し、腕を持ち上げるのに必要な力を減らし、したがってコンタクト・グラス
を引っ込めるのに必要な力を減らすことが有利である。
【００２８】
　この実施形態は、特に釣合い重り、または、ばね要素の形の荷重力補償ユニットを含む
全般的に好ましい安全機構の変形である。第１変形または第２変形の利点を組み合わせる
ことが望まれる場合には、荷重力補償ユニットが、好都合に力の限度値をセットすること
ができる。具体的に言うと、腕を、力の限度値でレーザー治療装置のハウジングによって
支持することが可能である。
【００２９】
　別の手法は、回転の軸をビーム経路内で重量重心の位置に置くことを含む。というのは
、それを行う際に、バランスのとれた構造が、したがってコンタクト・グラスの引っ込み
に関する小さい力が自動的に達成されるからである。
【００３０】
　本発明の第３変形では、検出ユニットが、コンタクト・グラスの機能的剛性に関して設
けられ、このユニットは、閾値を超えるコンタクト・グラス移動の時にレーザー治療動作
をブロックする。この場合に、閾値は、異なる判断基準に従って選択することができる。
レーザー治療装置の設計に応じて、この閾値は、眼への受け入れがたく大きい荷重の直前
に非活性化する緊急非活性化の意味で選択することができ、あるいは、品質保証特性とし
て働くことができ、前記移動によって引き起こされる光学誤差を考慮することができる。
【００３１】
　この閾値が、受け入れがたく大きい眼の圧力を防止するように選択される場合に、非活
性化は、コンタクト・グラスの引っ込みが前記移動の機械的に決定される終りに達する前
にもたらされる。この閾値を超えた後であっても、対抗手段を、コンタクト・グラスがそ
の移動の終りで接触することなく開始することができる。たとえば、患者のベッドの高さ
調整手段を非活性化することができ、即ち、患者のベッドをすばやく降下させることがで
きる。
【００３２】
　したがって、対抗手段の１つは、コンタクト・グラスと眼とを能動的に離間移動するこ
とにある。したがって、安全機構が、コンタクト・グラスを能動的に引っ込めるための駆
動機構を含むことと、制御ユニットが、それぞれ力の限度値を超える力の場合または閾値
を超えるコンタクト・グラス移動の場合に、コンタクト・グラスを能動的に引っ込めるよ
うにこの駆動機構を制御することとが好ましい。
【００３３】
　上で述べた第２変形の回転可能またはピボット回転可能な光学装置の場合に、駆動機構
は、通常、ピボット回転移動または回転移動、具体的には第２変形に関して上で述べた腕
の回転を開始する。
【００３４】
　検出ユニットは、コンタクト・グラスの移動の経路に関する機械式の止めの近くに置か
れた光バリヤを使用することができる。もちろん、コンタクト・グラスの位置のマルチレ
ベル・ステップ単位応答検出ユニットまたは連続的監視も、本発明に従って可能である。
【００３５】
　所望の最大移動を超えることを付加的に検出する１つの可能性は、眼をコンタクト・グ
ラスに固定する取付け機構で感知することにある。この目的のために、真空が、従来通り
に使用される。次に、検出ユニットは、真空システム内の圧力を感知し、したがって、コ
ンタクト・グラスに対する相対的な眼の受け入れがたい移動を判定することができる。
【００３６】
　人間の外的特徴に起因して、コンタクト・グラスに向けられた眼の移動は、頭部の移動
を自動的に伴う。したがって、眼だけではなく、患者の体、好ましくは頭部での、コンタ
クト・グラスに向けられた力を感知することが可能である。この手順は、眼に対するさら
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なる保護を与える。したがって、患者の体に適用でき、レーザー・ビームの入射の方向と
反対の支持体へのある種の力もコンタクト・グラスの引っ込みを引き起こすように、安全
機構に結合された支持体を含む支持ユニットが設けられるならば、上で述べたすべての変
形にとって好都合である。第３変形では、検出ユニットが、支持体への圧力を検出するこ
とができる。
【００３７】
　本発明を、例として、図面を参照して以下により詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　図１に、レーザー手術治療ステーション１の形態のレーザー治療装置を示す。このレー
ザー治療装置には、治療中に患者（図示せず）が横たわらされるベッド２が含まれる。治
療ヘッド４を含むレーザー・ユニット３が、ベッドの横および上方に配置される。それぞ
れベッド２またはその上に横たわる患者と、治療ヘッド４との間の距離は、ベッド２に設
けられる高さ調整ユニット５によって調整することができる。治療ヘッド４は、患者の頭
部の上に突き出すように、レーザー・ユニット３の片持ばり６に配置される。
【００３９】
　外科医は、片持ばり６に設けられた顕微鏡接眼レンズ７を通じて治療の進行情況を精査
することができる。キーボード８ならびにモニタ９は、レーザー治療法のパラメータを調
整するように働く。レーザー手術治療ステーション１は、コンピュータＣによって制御さ
れ、視覚的欠陥の眼科矯正を対象とする。
【００４０】
　治療ヘッド４は、ノズル１０を有し、このノズル１０で、治療レーザー・ビームが出射
され、このノズルが、治療のために眼に接触する。下で説明するように、ノズル１０を含
む治療ヘッド４は、片持ばり６内で可動に支持され、その結果、高さ調整ユニット５によ
って移動される調整性に加えて、ノズル１０とそれぞれベッド２に横たわる患者またはそ
の患者の眼との間に、移動のためのさらなる空間が存在する。
【００４１】
　図２に、治療ビーム経路１１の詳細を示すが、この治療ビーム経路１１は、患者の眼の
中で治療レーザー放射Ｌを焦点合わせし、これによって光学的な切断部を生成し、最終的
に視覚的欠陥の矯正を行うために、レーザー手術治療ステーション１によって使用される
。レーザー・ユニット３には、治療レーザー放射Ｌを発するレーザーと、治療レーザー放
射Ｌを拡大する拡大光学部品とが含まれる。
【００４２】
　これらの２つの要素は、本明細書で説明されるレーザー手術治療ステーション１の安全
機能にこれ以上関連せず、したがって、図面には示されていない。拡大光学部品には、レ
ーザー焦点を角膜に関する軸方向でシフトできるようにするために軸方向に変位可能な要
素が含まれる。
【００４３】
　拡大光学部品に続いて、スキャニング・ミラー１２を含む第１スキャナが配置され、こ
のスキャニング・ミラー１２は、モーター１３によって駆動されて、第１偏向軸Ｓ１の回
りでピボット回転可能になる。第１スキャニング・ミラー１２は、後で説明する光学系の
瞳内に置かれる。第１スキャニング・ミラー１２に続いて、瞳が、要素１４で結像されて
、第１スキャニング・ミラー１２が光学系の瞳内に置かれることが保証される。別の瞳内
に、第２スキャニング・ミラー１５があり、この第２スキャニング・ミラー１５も、モー
ター１６によって駆動される。第２スキャニング・ミラー１５の回転の軸は、第１スキャ
ニング・ミラー１２の偏向軸Ｓ１に垂直である。第２ミラー１５は、図３に破線で示され
た第２偏向軸Ｓ２の回りで回転する。２つのスキャニング・ミラー１２および１５の偏向
軸Ｓ１およびＳ２は、互いに直角になっている。
【００４４】
　第２スキャニング・ミラー１５に続いて配置されているのが、スキャニング光学部品１
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７であり、その瞳の中に、第２スキャニング・ミラー１５が置かれ、そのビーム経路は、
ビーム・スプリッタ１８によってノズル１０に偏向される。ノズル１０には、焦点合わせ
光学部品２０が含まれ、この焦点合わせ光学部品２０は、コンタクト・グラス２３を介し
て患者の眼２２の角膜２１内にレーザー放射Ｌを焦点合わせする。ビーム・スプリッタ１
８は、顕微鏡接眼レンズ７の観察ビーム経路１９内に結合される。それと同時に、ビーム
・スプリッタ１８は、このビーム経路を第２スキャニング・ミラー１５の後で９０°だけ
偏向する。
【００４５】
　スキャニング光学部品１７、ビーム・スプリッタ１８、焦点合わせ光学部品２０、およ
びコンタクト・グラス２３は、腕２４を形成する。腕２４は、モーター１６およびスキャ
ニング・ミラー１５と共に回転継手２５に取り付けられる。その結果、腕２４は、この回
転継手の回りでピボット回転可能である。ピボット回転軸は、瞳内に置かれ（この瞳内に
はスキャニング・ミラー１５も配置される）、偏向軸Ｓ２に垂直に延びる。腕２４のピボ
ット回転は、結果として、角膜２１から離間するようにコンタクト・グラス２３を移動す
る。
【００４６】
　図２および３による実施形態のスキャニング光学部品は、支持体２６に取り付けられ、
したがって、腕２４に組み合わせられる。この腕は、ボール・ベアリングの形態の回転継
手２５に接続される。ボール・ベアリングの軸は（安定性のために、共通の軸上で複数の
ベアリングを使用することもできる）、先行する瞳孔結像１４の光軸と同一である。たと
えば、大きい直径を有する非常に大きいボール・ベアリングを使用して、瞳孔結像１４の
マウントに直接に置くことができる。したがって、瞳孔結像１４の光軸に対する相対的な
回転継手２５の単純なセンタリングが達成され、ピボット回転軸は、正確に瞳平面内に置
かれる。ここに設けられる回転継手への第２スキャナ１５の取付け（もちろん、任意選択
であると理解される）は、２つのスキャナ１２および１５の偏向軸Ｓ１およびＳ２が、腕
２４が持ち上げられる時であっても互いに垂直のままになり、第２スキャニング・ミラー
１５によって偏向されるビームが、腕２４がピボット回転される時であっても、それでも
必ず所定の方向でスキャニング光学部品１７を通過することを保証する。
【００４７】
　もちろん、その代わりに、瞳孔結像要素１４に、スキャニング光学部品１７と共にすな
わち腕２４と共に回転させることも可能である。これは、回転の軸に関する大きい長さの
案内を実現することを可能にし、したがって、案内のより高い正確さを達成する。この手
法の別の実施形態では、レーザーを含む光学ユニット全体が回転する。そのような実施形
態は、光学装置全体の安定性に関して有利であるが、コンタクト・グラスの引っ込みを開
始するために克服しなければならない慣性の力が、支持されるユニットの質量に伴って増
える。
【００４８】
　別の実施形態では、レーザーとその拡大光学部品との間を結合するファイバが、使用さ
れる。この場合に、光学部品のすべての残りの要素が、ピボット回転可能な支持ユニット
に取り付けられる。有利なことに、ファイバによって引き起こされるチャープは、ファイ
バに入る前またはその後のいずれかのコンプレッサ・ユニットによって補償される。この
コンプレッサ・ユニットは、ファイバに先行して配置されることが好ましい。というのは
、ファイバ内のピーク性能が、これによって下げられ、ファイバへの光強度依存損傷が、
回避されるからである。それと同時に、自己位相変調が減らされる。
【００４９】
　図１のレーザー手術治療ステーション１での図２および３の構成は、患者が、たとえば
真空によってその患者の眼に取り付けられているコンタクト・グラス２３を押しのけるこ
とを可能にする。コンタクト・グラス２３は、打撲傷を避けるために、焦点合わせ光学部
品２０およびスキャニング光学部品１７と共に眼から離間して移動し、眼にかかる圧力を
軽くすることができる。しかし、移動しなければならない要素の質量に起因して、前記移
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動の開始は、補助手段なしで患者の眼だけを介して与えることのできない力を必要とする
場合がある。
【００５０】
　したがって、嵩高の光学構造の場合に、図４および５に示された実施形態が提供される
。この場合に、腕２４は、支持体２６によって補剛され、支持体２６には、ビーム・スプ
リッタ１８およびノズル１０を含むスキャニング光学部品１７が取り付けられる。さらに
、静的な力を減らすばね懸架装置２７が、支持体２６の自由端で有効である。それぞれ腕
２４または支持体２６は、片持ばり６によって支持され、定義された力で片持ばり６に接
触するようになる。この軸受荷重は、懸架装置２７によってセットされる。
【００５１】
　したがって、コンタクト・グラス２３に圧力を付与することによって、患者は、比較的
小さい力を使用して支持体２６上の腕２４をその患者自身から離間するように押すことが
でき、その結果、この腕は、図５に示された持ち上げられた位置に達する。単に軸受荷重
を克服することが必要である。それを行うのに必要な力は、眼の打撲が回避されるように
セットされる。たとえば、前記力は、１Ｎである。
【００５２】
　図５は、スキャニング・ミラー１５が腕２４のピボット回転に伴って回転することをさ
らに明瞭に示す。したがって、スキャニング・ミラー１５からのレーザー放射のスキャニ
ング光学部品１７への結合は、支持体２６が偏向され、したがってコンタクト・グラス２
３が持ち上げられる場合であっても、変更されないままになる。
【００５３】
　しかし、図４および５の構成は、腕の回転を開始するために必要な動的な力を補償する
ことができない。そのような動的な力は、ベッド２が上向きに移動されているので患者が
コンタクト・グラスに向かって移動する時に、慣性の力として現れる。コンタクト・グラ
ス２３を引っ込めるのに必要な腕２４の加速度について、追加の力が必要であり、この追
加の力は、眼の少なくとも一時的な圧迫につながり得る。この影響（回転継手２５に取り
付けられた腕２４のある慣性モーメントから比較的大きくなる）を避けるためには、コン
タクト・グラス２３を能動的に引っ込める機構すなわち、腕２４上のコンタクト・グラス
２３の加速中に眼を援助する機構を設けることが有利である。この目的のために、本明細
書で説明する構成が、腕２４を能動的に持ち上げることが必要である。
【００５４】
　図５および図６に、ここでは真空によって動作するそのような機構の例示的実施形態を
示す。真空セルが、腕２４の回転可能な端に支持体２６で取り付けられる。真空セル内に
負圧がある場合に、その真空セルは収縮し、支持体２６をその自由端で持ち上げる。この
状態を、図７に示す。ここではスイッチ３１を作動させる機械式フィーラ３０として設け
られているセンサ２９によって、制御ユニット３２は、患者が腕２４を腕の下側位置から
ある最小量だけ持ち上げるや否や、オンに切り替えられる。次に、制御ユニット２３は、
負圧駆動機構２８を活性化し、負圧駆動機構２８は、腕２４と共に支持体２６を持ち上げ
、したがって、コンタクト・グラス２３を眼から離間するように引っ張る。したがって、
スキャニング光学部品の小さい移動が、負圧駆動機構の作動につながる。
【００５５】
　変更された形態では、スキャニング光学部品の一部だけを、または異なる光学部品に取
り付けられた追加部分を、スキャニング光学部品の残りと共に軸方向に可動に取り付ける
ことができる。この構成要素が、眼の圧力によって上向きに移動される場合に、制御ユニ
ット３２の対応する信号が出力され、これによって、負圧駆動機構２８が活性化される。
それを行う際に、この目的に必要な弁作動も、機械的手段によって直接にまたは電気的に
行うことができる。もちろん、スキャニング光学部品の移動の感知は、無接触で、たとえ
ば、光バリヤまたは容量性距離センサによって行うこともできる。
【００５６】
　上で説明した負圧駆動機構の代替案として、もちろん、任意の適切な駆動機構、たとえ
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ば電気的に駆動されるサーボ・モーターを含む駆動機構が考えられる。
　腕２４を能動的に駆動する代わりに、またはそれに加えて、機械式スペーサによる支持
を、図８に示されているように使用することができる。このスペーサには、ステム３４が
含まれ、このステム３４は、患者の頭部３３に接触させることができ、コンタクト・グラ
ス２３が定位置にある時に患者の額３５に接触する。それを行う時に、ステム３４は、額
３５に直接に接触するように、ロッキング機構によってセットされる。ステムは、レーザ
ー治療放射Ｌがノズル１０を介してコンタクト・グラス２３および角膜２１に入射する照
射の方向に平行に延びる。角膜２１がコンタクト・グラス２３に接触するや否や、ステム
は、患者の額に接触するように、下向きに変位され、たとえば、それ自体の重量の力によ
って移動される。この位置で、ステムは、自動的にロックするか、外部からロックされる
。患者の眼２２が上向きに移動する場合に、腕２４は、ステム３４によって自動的に持ち
上げられる。
【００５７】
　さらに、ステム３４の代替として、支持を、患者のベッド２で直接に行うこともできる
。したがって、高さ調整ユニット５の不注意な作動は、腕２４をピボット回転することに
よって、コンタクト・グラス２３の引っ込みに即座に変換される。
【００５８】
　純粋に空気式の手段によって負圧駆動機構２８の作動を引き起こすことも可能である。
その結果、フィーラ３０が、スイッチ３１を作動させ、スイッチ３１は、弁として設けら
れ、この図では制御ユニット３２に対応する真空源と負圧駆動機構２８との間の真空ダク
ト内に置かれる。この弁は、腕２４を伴う支持体２６のわずかな移動中にそうであるよう
に、フィーラ３０が上向きに移動する時に開かれる。この弁が開かれている時には、負圧
駆動機構２８が、排気され、収縮し、これによって腕２４と共に支持体２６を上向きに傾
ける。
【００５９】
　腕２４に収容された光学部品が、適切な設計を有する場合に、懸架装置２７は、患者の
眼の打撲を防止するのに十分である。５０ｃｍの腕の長さを仮定し、２ｋｇ・ｍ２の腕２
４の慣性モーメントを実現すると、眼がコンタクト・グラス２３の加速中に０．７７ｍｍ
だけ押し込まれる場合に、７．８ｍｍの曲率半径および２ｃｍのコンタクト・グラスの曲
率半径でコンタクト・グラス２３に向かう毎秒６ｍｍの眼の移動は、０．３Ｎの力につな
がる。次に、コンタクト・グラス２３が、腕２４全体と共に、１秒の１／３以内に眼の移
動の速度まで加速される。したがって、腕２４が巧みに設計される場合に、外部駆動機構
が厳密に必要ではないことは明白である。
【００６０】
　図９に、懸架装置２７の機能のために働くばね機構の可能な設計を示す。下から腕２４
を支持するのは、支持機構３７である。腕２４は、レバー４０を介してばね４１に接続さ
れたロール３８上で支持され、前記ばねは、ロール３８を上向きに押す。矢印３９の方向
に働く腕２４の荷重力は、ばね４１を適切に選択するか位置決めすることによって、残余
軸受荷重を除いて、望み通りに補償することができる。
【００６１】
　上記した構成で、作動する移動が、患者またはベッド２の移動のどちらによって引き起
こされるかは、全く重要ではない。腕２４は、必ず持ち上げられる。
　図１０に、図１に示された構成に似たレーザー手術治療ステーションの延長部６のさら
に詳細な図を示すが、図１０の表現は、図１で選択されたものに対して鏡像反転されてい
る。ノズル１０を有する腕２４が、延長部６内に設けられ、延長部６のうちで、ハウジン
グＢの単に一部の構成要素が図示されていることは、明白である。腕２４は、図１０の左
側に位置する図示されていないピボット点の回りで、延長部６に対して相対的に支持体２
６と共にピボット回転可能である。このピボット回転移動で、ノズル１０は、ハウジング
Ｂ内に引っ込むように、ハウジングＢに対して相対的に持ち上げられる。それぞれ腕２４
または支持体２６は、図示されていない支持体で延長部６に接触する。延長部６の持ち上
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げは、ノズル１０に（コンタクト・グラス２３を介して）作用する力によって行うことが
できる。
【００６２】
　図１０の構成では、腕２４によって引き起こされる打撲から患者の体を保護する安全機
構が、さらに設けられる。この目的のために、バッフル板４２が、継手４３によってハウ
ジングＢに取り付けられ、継手４３は、たとえば、鋼板の形態の屈曲可能なアタッチメン
トとして設計することができる。バッフル板４２は、リッジ４５によって、腕２４または
その支持体２６上に支持される。矢印４４の方向でバッフル板４２に作用する力は、これ
によって、腕２４に上向きの圧力を働かせる。位置センサ４６が、腕２４の持ち上げを検
出する。この位置センサ４６の可能な実施形態は、それぞれハウジングＢまたは延長部６
に対する相対的な腕２４の変位を感知するが、図１１に例として示されている。
【００６３】
　図１１から明白なとおり、スリット５０および５１を含む光バリヤ４８および４９が、
延長部６の取付け表面４７のハウジング側に取り付けられる。これらのスリットを介して
、それぞれ支持体２６または腕２４に取り付けられた位置マーク４２が通ることができる
。したがって、腕２４が持ち上げられる時に、位置マーク５２は、スロット５０内に移動
し、さらに持ち上げられる場合に、スロット５１内にも移動する。位置マーク５２が、そ
れぞれ光バリヤ４８または４９のスロット５０または５１内に位置する場合に、位置マー
ク５２は、対応する信号を生成し、この信号は、制御ユニット（図示せず）、たとえばレ
ーザー手術治療ステーション１（図１を参照されたい）のコンピュータＣに送られる。次
に、コンピュータＣは、システムの対応する反応、たとえば、治療レーザー放射Ｌの非活
性化または患者のベッド２を降下させることを制御する。
【００６４】
　図１２に、レーザー手術治療ステーション１のそれぞれ腕２４の位置Ｐまたはノズル１
０の位置Ｐと患者の眼に働く力Ｆとの間の例示的関係を概略的に示し、それぞれ高さ調整
ユニット５の位置によってベッド２に横たわる患者について与えられる眼の位置ｘの関数
として得られる。患者が治療の準備ができている時に、新しい滅菌コンタクト・グラス２
３が、まずノズル１０に取り付けられる。次に、患者が、ベッド２に置かれ、ベッド２の
高さ調整ユニット５が、外科医によってレーザー手術治療ステーション１で制御される。
この目的のために、コンピュータＣは、適切な入力デバイス、たとえばジョイスティック
を含み、それ相応に高さ調整ユニット５を制御する。最初に、高さ調整ユニット５は、下
向きに移動し、位置ｘ０をもたらす。それと同時に、腕２４が下側止めで延長部６に接触
するので、ノズル１０は、その最も下の位置Ｐ０に置かれる。次に、外科医は、患者の眼
が位置ｘ１でコンタクト・グラス２３に接触するまで、高さ調整ユニット５によって患者
を上向きに移動する。次に、外科医は、眼がコンタクト・グラス２３に十分に接触するま
で、患者をさらに上にゆっくりと移動する。これは、位置ｘ２にあてはまり、位置ｘ２は
、コンタクト・グラス２３を角膜２１に固定するための真空を適用できることを特徴とす
る。
【００６５】
　角膜２１が、できる限り完全にコンタクト・グラス２３の内側表面に接触するために、
眼２３は、ある力でコンタクト・グラス２３を押す。しかし、この力は、まだ、腕２４が
それによって持ち上げられる力Ｆｍｉｎより弱いので、腕２４は、この場合には静止し続
ける。
【００６６】
　真空の活性化の際に、コンピュータＣは、自動的に高さ調整ユニット５をわずかに持ち
上げ、その結果、ベッド２は、真空による角膜２１へのコンタクト・グラス２３の確実な
固定を保証するために、位置ｘ２のわずかに上に持ち上げられる。したがって、それぞれ
高さ調整ユニット５または患者の頭部は、位置ｘ２とｘ３との間に置かれる。眼は、最小
力Ｆｍｉｎ未満の力でコンタクト・グラス２３を押し、その結果、腕２４は、まだ位置Ｐ
０のままになる、すなわち、持ち上げられない。眼がコンタクト・グラスに固定され、治
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療を開始することができる。
【００６７】
　患者の頭部が、たとえば患者が頭部を動かしているので、または高さ調整ユニット５の
意図されない作動に起因して、治療中に上向きに動く場合に、腕２４に働く力は、位置ｘ
３に達するまでは、腕２４が片持ばり６に接触する最小力Ｆｍｉｎと等しくならない。頭
部のさらなる上向きの移動の際に、片持ばり２４が持ち上げられる。このケースは、図１
２のグラフ５３（実線として図示）の上昇に対応し、腕２４は、その休止位置Ｐ０から離
間する。片持ばりが、位置Ｐ１に達している場合に、患者の頭部が、または誤動作もしく
は誤った動作の場合には高さ調整ユニット５が、位置ｘ４に達しているので、第１光バリ
ヤ４８が、切替信号を出力する。腕２４は、セットされた力Ｆｍｉｎを介して持ち上げる
ことができるので、力が眼に働くが、眼に働く圧力は、これ以上増加しない。
【００６８】
　位置Ｐ１で渡される切替信号により、コンピュータＣが、治療がこれ以上行われないよ
うにレーザー・ビームＬを切り替える。たとえば、レーザーをオフに切り替えることがで
き、あるいは、レーザー・ビーム・エネルギを、光学的な切断部がこれ以上生成されない
ように減らすことができる。さらに、たとえばモニタ９での対応する表示の形で、外科医
へのアラートを出力することが可能である。
【００６９】
　最後に、切替機構をコンピュータＣ内に設けることができ、この機構は、眼をｘ２とｘ
３との間の正常な治療領域に戻って導くために、位置Ｐ１に達した時に、自動的に高さ調
整ユニット５を下向きにすなわちより小さいｘ値に移動する。これが達成されたならば、
光バリヤ４８からの切替信号が、休止状態に戻って変化し、通常治療が、再開され、アラ
ートが、非活性化される。眼およびコンタクト・グラスの相対移動が、ベッドを移動する
ことだけによって引き起こされる場合には、切替機構を、たとえばｘ３に達した時に移動
がもたらされるように、ｘ値に適合させることができる。
【００７０】
　しかし、腕２４が、誤動作または患者による対応する動作に起因してさらに上に移動し
、位置Ｐ２に達する場合に、第２光バリヤ４９が、応答し、次に、コンピュータＣが、緊
急シャットダウンを開始し、この緊急シャットダウンは、一方では高さ調整ユニット５を
非活性化し、これを下に移動すると同時に、もう一方では、制御を除いて、レーザー手術
治療ステーション１を非活性化する。これは、位置ｘ５を超えて位置ｘ６に達することを
防止するために行われ、位置ｘ６では、腕２４が、位置Ｐｍａｘでの最大偏向に達し、こ
の最大偏向では、それ以上の引っ込みは不可能である。頭部の持ち上げる移動がまだ継続
する場合には、図１２の力の曲線５４によって明瞭に示されているように、角膜２１また
は眼２２に働く力が、位置ｘ６から先で急に増加する。位置ｘ７では、眼２２への最大の
許容できる力Ｆｍａｘに達し、打撲の危険がある。
【００７１】
　位置ｘ５または位置Ｐ２でもたらされるレーザー手術治療ステーション１の緊急シャッ
トダウンに起因して、眼２２の打撲は、患者がパニックになる場合であっても回避される
。
【００７２】
　バッフル板４２は、図１０による実施形態では片持ばり６の下に置かれるので、高さ調
整ユニットが患者を片持ばり６に押圧する場合に発生し得る、患者の体の打撲も回避され
る。
【００７３】
　図１３に、図１２を参照して説明した保護の方法を実行するために、たとえばコンピュ
ータＣによって実現できる回路を示す。図１３には、図１１の例示的な光バリヤ４８およ
び４９が、全般的に、腕２４がそれぞれ位置Ｐ１またはＰ２に達したかどうかを感知する
センサとして示されている。図１３には、さらに、吸込圧力センサ５５が概略的に示され
ており、この吸込圧力センサ５５は、コンタクト・グラス２３の吸引に使用される真空が
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、コンタクト・グラス２２への眼２２の信頼できる吸引が与えられる値の範囲内であるか
どうかを監視する。これらのセンサならびに真空センサ５５は、これから説明する形態で
高さ調整ユニット５の駆動機構５６に作用する。駆動機構５６は、直流源５７によって供
給され、直流源５７は、駆動機構５６の電源５８を供給する。電流源５７は、２本の電線
によって電源５８に接続される。２つの緊急スイッチ５９および６０が、供給線内で切り
替えられ、これらは、作動時に開き、非活性化された状態で閉じる。
【００７４】
　緊急スイッチ５９は、第２光バリヤ４９によって制御され、緊急スイッチ６０は、外科
医用の機械式緊急スイッチとして働き、その結果、電流源５７と駆動機構５６の電源５８
との間の接続を、いつでも中断できるようになり、したがって、駆動機構５６を非活性化
できるようになる。
【００７５】
　駆動機構５６は、ブロッキング機構６１を含み、その作動によって駆動機構５６が非活
性化される。そのようなブロッキングは、コンタクト・グラス２３への眼２２の吸引がオ
ンに切り替えられていることを真空センサ６２が示し、かつ、真空センサ５５が眼の吸引
を示す場合に発生する。この状態では、高さ調整ユニット５のシフトが必要でない可能性
があり、眼が吸引を受ける時に損傷を引き起こす可能性さえあるので、ブロッキング機構
６１は、駆動機構５６による高さ調整ユニット５のそれ以上の動作を防止する。
【００７６】
　駆動機構５６には、さらに、ブロッキング機構６３が設けられ、このブロッキング機構
６３は、第１光バリヤ４８によって制御され、ロッキング機構６１と並列に、腕２４が位
置Ｐ１に達していることを第１光バリヤ５８が示す時の駆動機構５６のすべての動作を防
止する。これは、高さ調整ユニット５が不注意に作動され、患者を持ち上げることを防止
し、この作動および持ち上げは、患者の移動によって真空が断たれ、したがって、真空セ
ンサ５５が、眼が正しい吸引を受けることをもはや知らせない場合に可能になる。したが
って、たとえば、患者が横向きまたは上向きに移動する時に、駆動機構５６の動作および
その結果として高さ調整ユニット５の動作も、防止される。
【００７７】
　ロッキング機構６１ならびにブロッキング機構６３の並列提供は、高さ調整ユニット５
による閉ループ制御を行うことを可能にし、前記制御は、眼の安全な吸引を保証する。
　第２光バリヤ４９は、腕が位置Ｐ２にある時に信号を発するが、リレー６４を介して緊
急スイッチ５９に接続される。第２光バリヤ４９が、位置Ｐ２を示す信号を発する場合に
は、緊急スイッチ５９が開かれ、駆動機構５６はエネルギを断たれる。駆動機構５６の設
計に応じて、その後、ベッド２は、現在セットされている高さのままになるか、徐々に下
に滑る。
【００７８】
　本発明による説明されたシステムは、患者が持ち上げられるか、あるいは患者がその患
者の頭部を持ち上げる場合に、眼に接触する構成要素が偏向する移動を自動的に実行する
ことに起因して、レーザー手術治療ステーションでの眼の打撲を防止する。それと同時に
、偏向する移動は、可能な場合に、そのような偏向中の治療の光学品質が変更されないま
まになるように、有利に実現される。さらに、眼の打撲につながる移動が発生し得ないこ
とが、対応するセンサおよび制御機構によって保証される。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】患者のベッドに横たわる患者の治療用のレーザー治療装置を示す概略透視図。
【図２】患者が見る方向と反対に見られた、図１のレーザー治療装置のビーム経路を示す
概略部分図。
【図３】９０°回転した平面内のすなわち、患者のうしろに座っている外科医によって見
られる、図２のビーム経路を表す図。
【図４】図３に示されたものに類似する見方で図３の装置に似たレーザー治療装置を示す
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図。
【図５】図３に示されたものに類似する見方で図３の装置に似たレーザー治療装置を示す
図。
【図６】図４および５の見方に似た見方で、さらに変更されたレーザー治療装置を示す図
。
【図７】図４および５の見方に似た見方で、さらに変更されたレーザー治療装置を示す図
。
【図８】図３の見方に似た見方で、変更された構成を有する図１のレーザー治療装置を示
す概略図。
【図９】図１のレーザー治療装置内に設けられる重量釣合い機構を示す図。
【図１０】打撲から患者を保護するために追加の安全機構を含む、図１の装置に似るが横
方向に逆のレーザー治療装置を示す概略図。
【図１１】図１０の拡大詳細を示す図。
【図１２】図１によるレーザー治療装置の動作中に眼に現れる力を示す図。
【図１３】図１のレーザー治療装置の回路図を示す概略図。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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