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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入されるプローブ外筒と、前記プローブ外筒の内部において前記プローブ
外筒の長手方向に配置される光ファイバと、前記光ファイバの先端から出射される測定光
を偏向し、前記被検体上で測定光を走査する偏向部と、を有するプローブを装着するプロ
ーブ装着部と、
　光源から出射された光を分割手段によって測定光と参照光とに分割し、前記プローブ装
着部に装着される前記プローブを介して測定光を被検体の組織に導き，参照光を参照光学
系に導いた後、被検体の組織で反射した測定光と参照光との干渉状態を検出器によって検
出する干渉光学系と、
　前記検出器からの信号に基づいて断層画像を生成する断層画像生成手段と、
　前記断層画像生成手段によって生成される断層画像に基づいて前記偏向部による測定光
束の走査速度の不均一性、および走査位置のズレの少なくとも一方を補正する補正手段と
、を備え、
　前記プローブ装着部は、前記偏向部の動作に伴い前記測定光が照射される光照射領域の
一部に光を透過する透過領域が形成され、且つ、前記透過領域の両端に遮光領域が形成さ
れた遮光部材を有する前記プローブを装着し、
　前記補正手段は、前記断層画像生成手段によって生成される断層画像から前記遮光領域
による干渉像を検出する干渉像検出手段を有し、前記干渉像検出手段によって検出される
前記干渉像が画像上の所定位置に配置されるように前記走査速度の不均一性、および走査
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位置のズレの少なくとも一方を補正することを特徴とする光断層像撮影装置。
【請求項２】
　前記干渉像検出手段は、前記断層画像生成手段によって生成される断層画像に含まれる
一定の領域の画像情報を用いて前記遮光領域による干渉像を検出することを特徴とする請
求項１記載の光断層像撮影装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記断層画像の幅方向の縮尺を調節することによって、前記走査速度
の不均一性を補正することを特徴とする請求項１又は２記載の光断層像撮影装置。
【請求項４】
　前記偏向部を回転させるための駆動源を有し、
　前記補正手段は、前記駆動源を制御することによって、前記走査速度の不均一性、およ
び走査位置のズレの少なくとも一方を補正することを特徴とする請求項１から３の何れか
に記載の光断層像撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体の組織の断層画像を撮影する光断層像撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検体の所定部位における断層画像を撮影することができる装置として、光断層
干渉計（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＯＣＴ）を用い
た装置が知られている。ＯＣＴを用いた光断層像撮影装置は、光源から出射された光を測
定光と参照光に分割し、分割した測定光を被検体の組織に走査させながら照射する。組織
によって反射された測定光を参照光と合成し、合成した光の干渉信号から、組織の深さ方
向の情報を取得する。光断層像撮影装置は、取得した深さ方向の情報を用いて断層画像を
生成することができる。
【０００３】
　被検体内に挿入可能なプローブの先端から測定光を照射することで、組織の断層画像を
被検体内から撮影する光断層像撮影装置が知られている（非特許文献１参照）。この種の
装置として、プローブ内部の光部材を駆動させることによって、被検体上で測定光を走査
するものが提案されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｋａｎｇ　Ｚｈａｎｇ，Ｐｅｔｅｒ　Ｇｅｈｌｂａｃｈ，Ｊｉｎ　Ｕ．
Ｋａｎｇ“Ａ　ｃｏｍｍｏｎ－ｐａｔｈ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍ
ｏｇｒａｐｈｙ　ｄｉｓｔａｎｃｅ－ｓｅｎｓｏｒ　ｂａｓｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ　ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ａｎｄ　ｍｏｔｉｏｎ　ｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎ　ｈａｎｄ－ｈｅｌｄ
　ｍｉｃｒｏｓｕｒｇｉｃａｌ　ｔｏｏｌ”Ｐｒｏｃ．　ｏｆ　ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ．　７
８９４　７８９４０Ｇ－１，２０１１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミングが、所期する
タイミングよりも速く、又は遅く行われてしまう場合がある。この場合、良好な画質の断
層画像を得ることは、必ずしも容易でない。
【０００６】
　本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、良好な断層画
像を得ることができる光断層像撮影装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の一態様に係る光断層像撮影装置は、被検体内に挿入されるプローブ外筒と、前
記プローブ外筒の内部において前記プローブ外筒の長手方向に配置される光ファイバと、
前記光ファイバの先端から出射される測定光を偏向し、前記被検体上で測定光を走査する
偏向部と、を有するプローブを装着するプローブ装着部と、光源から出射された光を分割
手段によって測定光と参照光とに分割し、前記プローブ装着部に装着される前記プローブ
を介して測定光を被検体の組織に導き，参照光を参照光学系に導いた後、被検体の組織で
反射した測定光と参照光との干渉状態を検出器によって検出する干渉光学系と、前記検出
器からの信号に基づいて断層画像を生成する断層画像生成手段と、前記断層画像生成手段
によって生成される断層画像に基づいて前記偏向部による測定光束の走査速度の不均一性
、および走査位置のズレの少なくとも一方を補正する補正手段と、を備え、前記プローブ
装着部は、前記偏向部の動作に伴い前記測定光が照射される光照射領域の一部に光を透過
する透過領域が形成され、且つ、前記透過領域の両端に遮光領域が形成された遮光部材を
有する前記プローブを装着し、前記補正手段は、前記断層画像生成手段によって生成され
る断層画像から前記遮光領域による干渉像を検出する干渉像検出手段を有し、前記干渉像
検出手段によって検出される前記干渉像が画像上の所定位置に配置されるように前記走査
速度の不均一性、および走査位置のズレの少なくとも一方を補正する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、良好な断層画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】光断層像撮影装置１と周辺機器の概略構成を示す図である。
【図２】プローブ２の先端部近傍の拡大図である。
【図３】光断層像撮影装置１が実行するメイン処理のフローチャートである。
【図４】メイン処理にて実行される光路長調節処理のフローチャートである。
【図５】光路長を調節する際に光路長調節処理の中で生成される断層画像を示す図である
。
【図６】（ａ）は、補正前の断層画像２００、（ｂ）は、（ａ）に対し左右方向の縮尺を
補正した断層画像２１０、（ｃ）は、透過領域を介して撮影された部分を（ｂ）から抽出
した断層画像２２０である。
【図７】（ａ）は、１枚の断層画像２００に用いるＡスキャンの所期する収集範囲αを示
したプローブ２の断面図であり、（ｂ）は、収集範囲αのＡスキャンに基づいて生成され
た断層画像２００を示している。
【図８】（ａ）は、１枚の断層画像２００に用いるＡスキャンの収集範囲βを示したプロ
ーブ２の断面図であり、（ｂ）は、収集範囲βのＡスキャンに基づいて生成された断層画
像２００を示している。
【図９】メイン処理にて実行される走査速度・位置ズレ補正処理のフローチャートである
。
【図１０】領域２０３における輝度分布を示したグラフである。
【図１１】（ａ）は、１枚の断層画像２００に用いるＡスキャンの収集範囲γを示したプ
ローブ２の断面図であり、（ｂ）は、収集範囲γのＡスキャンに基づいて生成された断層
画像２００と、断層画像２００に対する画像処理によって生成される断層画像２３０とを
し示している。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について、図面を参照して説明する。まず、図１を参照して
、本実施形態に係る光断層像撮影装置１の概略構成について説明する。本実施形態の光断
層像撮影装置（光コヒーレンストモグラフィーデバイス）１は、被検体内の組織の断層画
像を、被検体内に挿入されるプローブ２を利用して撮影する。本実施形態では、被検眼Ｅ
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の内部組織（例えば、網膜）の断層画像を撮影する眼科撮影装置を例示して説明を行う。
しかし、本発明は、眼以外の被検体（例えば、内臓、耳等）の断層画像を撮影する装置に
も適用できる。光断層像撮影装置１は、測定部１０と制御部３０を備える。
【００１１】
　測定部１０は、光断層干渉計（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍ
ｏｇｒａｐｈｙ）の構成（例えば、干渉光学系）を備える。本実施形態の測定部１０は、
測定光源１１、エイミング光源１２、カップラー１３、カップラー１４、参照光学系１５
、装着部１６、開閉部１７、ファイバ回転モータ１８、検出器（受光素子）１９および光
路長変更ユニット２０を備える。
【００１２】
　測定光源１１は、断層画像を取得するための光を出射する。一例として、本実施形態の
光断層像撮影装置１は、出射するレーザ光の波長を高速で変化させることが可能な測定光
源１１を備えることで、Ｓｗｅｐｔ－ｓｏｕｒｃｅ　ＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）計測によっ
て断層画像を取得する。本実施形態の測定光源１１は、レーザ媒体、共振器、および波長
選択フィルタ等によって構成される。波長選択フィルタとして、例えば、回折格子とポリ
ゴンミラーの組み合わせ、または、ファブリー・ペローエタロンを用いたフィルタ等を採
用できる。
【００１３】
　エイミング光源１２は、測定光の照射位置（つまり、断層画像の撮影位置。）を示すた
めの可視光であるエイミング光を出射する。
【００１４】
　カップラー１３は、測定光源１１から出射された光と、エイミング光源１２から出射さ
れたエイミング光とを合波し、２つの光の光軸を一致させる。カップラー１４は、カップ
ラー１３から入射された光を、測定光（試料光）と参照光に分割する。測定光は、装着部
１６に装着されたプローブ２に導光される。参照光は、参照光学系１５に導光される。ま
た、カップラー１４は、被検眼Ｅによって反射された測定光（反射測定光）と、参照光学
系１５によって生成された参照光とを合成して干渉光を生成する。カップラー１４は、生
成した干渉光を検出器１９に受光させる。
【００１５】
　参照光学系１５は、カップラー１４から導光された参照光を再びカップラー１４に戻す
。参照光学系１５は、マイケルソンタイプであってもよいし、マッハツェンダタイプであ
ってもよい。本実施形態では、参照光学系１５は、参照ミラー等を備えた反射光学系によ
って、カップラー１４から導かれた参照光を反射させて、カップラー１４に再び戻す。前
述したように、カップラー１４に戻された参照光は、被検眼Ｅによる反射測定光と合成さ
れる。なお、参照光学系１５の構成は変更できる。例えば、参照光学系１５は、カップラ
ー１４から導かれた参照光を反射させずに、光ファイバ等の透過光学系によって検出器１
９へ透過させてもよい。
【００１６】
　装着部（例えばコネクタ）１６には、プローブ２におけるファイバ４の後端部（基端部
）が着脱可能に装着される。装着部１６に対してプローブ２が装着されることによって、
カップラー１４によって分割された測定光の導光路（例えば、測定部１０内のファイバ）
と、プローブ２とが接続される。本実施形態のプローブ２は、プローブ本体３と、ファイ
バ４と、を備える。また、プローブ本体３は、ハンドピース５、およびニードル６を有す
る。ファイバ４は、測定部１０のカップラー１４から導かれた測定光とエイミング光を、
ニードル６の先端部まで導光する。ファイバ４はトルクコイル（図示せず）によって被覆
されており、ハンドピース５に対して回転自在である。ハンドピース５は、作業者（例え
ば、検者、術者等）によって把持される略筒状の部材である。ニードル６は、ハンドピー
ス５の先端に設けられており、ハンドピース５の外径よりも小さい外径を有する。ニード
ル６の先端部は、被検体（例えば、被検眼Ｅ）の内部に挿入される。ファイバ４は、ハン
ドピース５の後端部に接続し、ニードル６の先端部まで延びている。プローブ２は、ファ
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イバ４によって導光された測定光およびエイミング光を走査させながら、先端部から出射
することができる。プローブ２における先端部の構造の詳細については、図２を参照して
後述する。
【００１７】
　開閉部１７は、装着部１６の周囲に設けられ、プローブ２を装着部１６に着脱する際に
開閉される。本実施形態の光断層像撮影装置１は、開閉部１７が開放された状態のときに
、プローブ２の着脱が可能となる。一方、開閉部１７が閉鎖された状態のときに、開閉部
１７は、作業者が装着部１６に触れてしまうことを防止する。その結果、作業者の指等が
後述する装着部１６の回転に巻きこまれることを防止する。また、閉鎖部１７が閉鎖状態
のときにプローブ２は、着脱できなくなる。結果、プローブ２の不用意な脱落を防止する
。なお、開閉部１７は、作業者等が手動で開閉させるものでもよいし、プローブ２を着脱
する所定のタイミングで自動的に開閉するための機構を有したものでもよい。
【００１８】
　開閉部１７は、開閉検出センサ１７ａを有している。開閉検出センサ１７ａは、開閉部
１７の開閉状態を検出する。開閉検出センサ１７ａは、接触式のセンサであってよいし、
非接触式のセンサであってもよい。
【００１９】
　ファイバ回転モータ１８は、プローブ２のファイバ４が装着された装着部１６を、ファ
イバ４の軸を中心として回転させることができる。つまり、ファイバ回転モータ１８は、
装着部１６を回転させることでファイバ４を回転させて、測定光およびエイミング光を走
査させる。本実施形態において、ファイバ回転モータ１８には、回転検出センサ１８ａが
設けられている。回転検出センサ１８ａは、後端部におけるファイバ４の回転を１回転毎
に検出すると共に、検出毎（つまり、１回転毎）に信号を制御部３０へ出力する。回転検
出センサ１８ａからの信号は、各々の断層画像（Ｂスキャン画像）の生成開始のタイミン
グを決定するために利用される。
【００２０】
　検出器１９は、反射測定光と参照光の干渉状態を検出する。換言すると、検出器１９は
、カップラー１４によって生成された干渉光の干渉信号を検出する。より詳細には、フー
リエドメインＯＣＴの場合には、干渉光のスペクトル強度が検出器１９によって検出され
、スペクトル強度データに対するフーリエ変換によって、所定範囲における深さプロファ
イル（Ａスキャン信号）が取得される。前述したように、本実施形態の光断層像撮影装置
１には、ＳＳ－ＯＣＴが採用されている。しかし、光断層像撮影装置１には、種々のＯＣ
Ｔを採用できる。例えば、Ｓｐｅｃｔｒａｌ－ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）、
Ｔｉｍｅ－ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ（ＴＤ－ＯＣＴ）等のいずれを光断層像撮影装置１に採
用してもよい。ＳＳ－ＯＣＴを採用する場合、複数の受光素子を有する平衡検出器を検出
器１９として採用することが望ましい。平衡検出器を用いる場合、光断層像撮影装置１は
、複数の受光素子からの干渉信号の差分を得て、干渉信号に含まれる不要なノイズを削減
することができる。その結果、断層画像の品質が向上する。
【００２１】
　なお、測定部１０は、測定光と参照光の光路長差を変更する光路長変更ユニット２０を
有する。本実施形態の光路長変更ユニット２０は、参照光学系１５が備える光学部材（例
えば、参照ミラー）と、駆動部とを含む。参照ミラーは、参照光の光路中に配置され、駆
動部によって参照光の光軸方向に移動される。その結果として、測定光と参照光との光路
長差が変更される。ただし、光路長差を変更するための光学部材は、測定光の光路中に配
置されてもよい。この場合、光学部材が駆動部によって測定光の光軸方向に移動されるこ
とによって、光路長調節が行われる。なお、参照光学系１５が透過光学系である場合は、
少なくとも２本の光ファイバを接続することによって導光路を形成すると共に、２本の光
ファイバの端部同士の間隔を変更することによって、光路長差を変更できる。２本の光フ
ァイバの間には、少なくとも一本のファイバの端部と共に駆動されるフォーカシングレン
ズ、光路長補正用ガラス等が設けられてもよい。より詳細な構成については、特開２０１
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０－２２０７７４号公報等を参照されたい。
【００２２】
　なお、光断層像撮影装置１は、測定光のフォーカス調整を行うための光学系等の種々の
構成をさらに備えるが、これらの詳細な説明は省略する。
【００２３】
　制御部３０は、ＣＰＵ（プロセッサ）３１、ＲＡＭ３２、ＲＯＭ３３、および不揮発性
メモリ３４等を備える。ＣＰＵ３１は、光断層像撮影装置１、および周辺機器の制御を司
る。ＲＡＭ３２は、各種情報を一時的に記憶する。ＲＯＭ３３には、各種プログラム、初
期値等が記憶されている。不揮発性メモリ３４は、電源の供給が遮断されても記憶内容を
保持できる非一過性の記憶媒体である。例えば、ハードディスクドライブ、フラッシュＲ
ＯＭ、および、光断層像撮影装置１に着脱可能に装着されるＵＳＢメモリ等を、不揮発性
メモリ３４として使用することができる。不揮発性メモリ３４には、後述するメイン処理
（図３参照）を制御するための撮影制御プログラムが記憶されている。また、不揮発性メ
モリ３４には、撮影された断層画像等の各種情報が記憶される。
【００２４】
　本実施形態では、測定部１０に接続されたパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と
いう。）が制御部３０として用いられる。しかし、ＰＣを用いずに、測定部１０と制御部
３０を１つのデバイスに一体化させてもよい。また、制御部３０は、複数の制御部（つま
り、複数のプロセッサ）によって構成されてもよい。例えば、ＰＣに設けられた第一制御
部と、測定部１０内に設けられた第二制御部とによって、光断層像撮影装置１の制御部３
０が構成されてもよい。この場合、例えば、ＰＣの第一制御部は、ＰＣに接続された操作
部の操作に基づいて、撮影の開始および終了等を第二制御部に対して指示すればよい。第
二制御部は、第一制御部からの指示に従って、測定光源１１、エイミング光源１２、ファ
イバ回転モータ１８等の動作を制御すればよい。また、干渉信号に基づく画像の生成処理
等は、第一制御部および第二制御部のいずれで行ってもよい。
【００２５】
　制御部３０には、表示部４１、操作部４２、および手術顕微鏡４６等の周辺機器が電気
的に接続される。表示部４１には、後述する断層画像等が表示される。表示部４１は、Ｐ
Ｃのディスプレイであってもよいし、光断層像撮影装置１専用のディスプレイであっても
よい。複数のディスプレイが併用されてもよい。操作部４２は、作業者による各種操作指
示を認識するためのデバイスである。操作部４２には、例えば、マウス、ジョイスティッ
ク、キーボード、タッチパネル等の少なくともいずれかを用いてもよい。
【００２６】
　手術顕微鏡４６は、被検体（本実施形態では被検眼Ｅ）の内部を、手術中、診断中、ま
たはこれらの訓練中に拡大表示（本実施形態では撮影して拡大表示）する。作業者は、手
術顕微鏡４６を覗き込みながら手術、診断、またはこれらの訓練（本実施形態では、これ
らをまとめて「作業」という。）を行う。また、本実施形態では、制御部３０は、手術顕
微鏡４６によって撮影された画像を取得し、表示部４１に表示させることができる。作業
中には、作業者の補助者等は、表示部４１に表示された画像を確認することで、作業状況
等を確認することができる。なお、手術顕微鏡４６を用いずに本発明を実現することも可
能である。例えば、被検体の内部の画像を撮影するための観察光学系を、測定部１０に設
けてもよい。この場合、作業者は、観察光学系によって撮影された画像を確認しながら作
業を行うことができる。また、作業者が肉眼でプローブ２の先端部近傍を注視する場合で
も、本発明は適用できる。
【００２７】
　図２を参照して、プローブ２のニードル６における先端部の構造について詳細に説明す
る。ニードル６の先端部には、遮光部材６１、外筒６６、保持部６８、および偏向部７１
等が設けられている。
【００２８】
　遮光部材６１は、ファイバ４の先端側の周囲（特に、保持部６８および偏向部７１の周
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囲）を囲む。本実施形態では、遮光部材６１の形状は、略筒状である。遮光部材６１は、
測定光およびエイミング光を遮光する材質によって形成されている。遮光部材６１のうち
、軸線方向において偏向部７１が位置する部位の近傍には、測定光およびエイミング光の
走査方向（軸周りの方向）に所定の幅を有する切欠き６２（又は、開口）が形成されてい
る。偏向部７１から照射された光は、切欠き６２の内側の領域６３（以下、「透過領域６
３」という。）では外部に透過されるが、切欠き６２が形成されていない領域６４（以下
、「遮光領域６４」という。）では遮光部材６１によって遮光される。
【００２９】
　本実施形態では、遮光部材６１の内側の面には粗面加工が施されている。つまり、遮光
部材６１の内側の面には、微細な多数の凹凸が形成されている。この場合、遮光領域６４
では、遮光部材６１の内側の面に照射された光が散乱する。従って、遮光部材６１の内側
が光を散乱させにくい場合（例えば、内側の面に鏡面加工が施されている場合）に比べて
、遮光領域６４で反射された反射光が偏向部７１に戻らない可能性が低下する。つまり、
鏡面加工等が施されている場合には、偏向部７１とは異なる方向に光が反射すると、偏向
部７１には反射光は入射しない。反射光が散乱すると、反射光は偏向部７１に戻りやすい
。よって、光断層像撮影装置１は、測定光が遮光領域６４に照射されていることを検出す
る場合に、遮光領域６４で反射された反射光を用いてより確実な検出を行うことができる
。
【００３０】
　なお、本実施形態の透過領域６３の形状は略矩形であるが、透過領域６３の大きさ、形
状、数等を変更できることは言うまでもない。また、透過領域６３と遮光領域６４を形成
するための具体的な方法も変更できる。例えば、測定光およびエイミング光を透過する材
質と、遮光する材質とを組み合わせて遮光部材６１を製造することで、透過領域６３と遮
光領域６４を形成してもよい。
【００３１】
　外筒６６は、測定光およびエイミング光を透過する材質によって形成されており、遮光
部材６１の外側を閉塞する。従って、外筒６６は、血液、硝子体の組織等が内側に侵入す
ることを防止しつつ、透過領域６３の内側と外側との間における光の透過を許容する。な
お、外筒６６は遮光部材６１の内側に位置してもよい。
【００３２】
　保持部６８は、外形略円柱状の部材であり、遮光部材６１に対して固定されている。保
持部６８の軸心部分には、ファイバ４を回転可能な状態で挿通する挿通孔６９が形成され
ている。保持部６８は、遮光部材６１に対するファイバ４の軸の位置を一定にした状態で
、ファイバ４を回転可能に保持する。
【００３３】
　偏向部７１は、ファイバ４の先端部に設けられている。偏向部７１は、ファイバ４の先
端部から出射された光を偏向させる。偏向部７１によって偏向された光は、透過領域６３
を通過したときに被検体の組織に照射される。なお、本実施形態において、偏向部７１に
よって偏向された光は、所定の距離で集光される。偏向部７１は、例えば、ボールレンズ
であってもよいし、プリズムであってもよい。また、偏向部７１は、組織で反射された反
射測定光を受光し、ファイバ４に入射させる。本実施形態の偏向部７１は、ファイバ４の
軸方向に対して約７０度の角度で光を偏向させるが、偏向の角度は適宜変更できる。なお
、ファイバ４のうち、保持部６８よりも後端側の部分の外周には、ファイバ４のねじれ等
を抑制するためのシャフト７３が設けられている。
【００３４】
　図３から図１１を参照して、光断層像撮影装置１が実行するメイン処理について説明す
る。本実施形態の光断層像撮影装置１は、反射測定光と参照光の干渉光から干渉信号を取
得する。取得した干渉信号を処理することで、組織の断層画像を取得する。本実施形態の
光断層像撮影装置１は、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミングと、所
期するタイミングとのズレによって生じる断層画像の劣化を抑制する制御を行う。
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【００３５】
　例えば、ファイバ４の回転速度は、例えば、シャフト７３と遮光部材６１、又はシャフ
ト７３と外筒６６の摩擦抵抗等の影響によって不均一（ムラ）になってしまう場合がある
。それにも拘わらず、所期する一定の回転速度でファイバ４が回転されているものとして
干渉信号が処理されてしまうと、良好な画質の断層画像が得られない場合がある。例えば
、ファイバ４の走査速度が不均一な場合に撮影された断層画像は、一定の回転速度でファ
イバ４が回転された場合の断層画像と比較して、画像の中で被検体の各部位の示される位
置が変位してしまったり、画像の一部又は全部が幅広に或いは幅狭に形成されてしまった
りする場合がある。これに対し、光断層像撮影装置１は、断層画像の画像情報に基づいて
、走査速度の不均一性を補正する。また、例えば、回転動作に伴うファイバ４のねじれ等
によって、所期する範囲からズレた範囲においてＡスキャンの収集が行われてしまう場合
が考えられる（詳細については後述する）。これに対し、本実施形態の光断層像撮影装置
１は、断層画像の画像情報に基づいてＡスキャンの収集範囲の位置ズレを補正する。
【００３６】
　更に、本実施形態の光断層像撮影装置１は、装着部１６に対するプローブ２の装着状態
の検出結果（本実施形態では、センサからの信号）に基づき、断層画像を生成するための
調節を行う。より詳細には、測定部１０（つまり、干渉光学系）が制御される。例えば、
装着部１６に対し新たなプローブ２を装着した場合は、光断層像撮影装置１における測定
光および参照光の光路長差が、プローブ２の製造誤差等に起因して以前とは変わってしま
う場合がある。これに対し、本実施形態の光断層像撮影装置１は、新たなプローブ２の装
着が検出される場合に、光路長調節ユニット２０を駆動して、測定光および参照光の光路
長差を調節する。本実施形態において、光断層像撮影装置１は、光路長差の調節を、新た
に装着されるプローブ２に応じて行う。結果、プローブ２が交換された際に装置の設定を
行う作業者の負担が低減される。
【００３７】
　制御部３０のＣＰＵ３１は、光断層像撮影装置１の電源がオンとされると、不揮発性メ
モリ３４に記憶された制御プログラムに従って、図３に示すメイン処理を実行する。メイ
ン処理において、ＣＰＵ３１は、新たなプローブ２の装着が検出されたか否かを判定する
（Ｓ１）。本実施形態では、プローブ２の着脱は開閉部１７が開放されたときに行われる
ことから、開閉部１７が閉鎖されるときに（即ち、開放状態から閉鎖状態に切り替わると
き）に、新たなプローブ２が装着されたものとみなされる。プローブ２の装着状態を検出
するために、開閉検出センサ１７ａから出力される信号が利用される。より具体的には、
ＣＰＵ３１は、開閉部１７が閉鎖されるときに開閉検出センサ１７ａから出力される閉鎖
信号（例えば、信号電圧の立ち上がり又は立ち下り）を受信した場合に、新たなプローブ
２が装着されたと判定する（Ｓ１：Ｙｅｓ）。一方、閉鎖信号を受信していなければ、Ｃ
ＰＵ３１は、新たなプローブ２は装着されていないと判定する（Ｓ１：Ｎｏ）。その後、
Ｓ３以下の処理が行われる。
【００３８】
　Ｓ１の処理において、新たなプローブ２が装着されたと判定される場合（Ｓ１：Ｙｅｓ
）、ＣＰＵ３１は、光路長調節処理（Ｓ２）を実行する。光路長調節処理（Ｓ２）では、
新たなプローブ２の装着が検出された後に、光路長変更ユニット２０を駆動することによ
って、測定光と参照光との光路長差が補正される。本実施形態の光路長調節処理（Ｓ２）
は、光路長差の補正を、検出器１９から出力される信号に基づいて行う。
【００３９】
　図４を参照して、本実施形態における光路長調節処理（Ｓ２）の詳細を説明する。初め
に、ＣＰＵ３１は、操作部４２への操作に基づく撮影に関する動作の実行を、光路長の調
節が完了するまでの間禁止する（Ｓ１１）。撮影に関する動作命令が、光路長の調節と並
行して実行されることで、不正常な動作が生じることを予防するためである。但し、撮影
に関係しない動作（例えば、被検眼情報の入力等）は、光路長調節が行われている間にバ
ックグラウンドで行われてもよい。また、ＣＰＵ３１は、表示部４１にて光路長の調節中
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である旨を表示させる（Ｓ１２）。この表示は、光路長の調節が完了するまでの間行われ
る。
【００４０】
　次に、ＣＰＵ３１は、光路長変更ユニット２０を制御することによって、参照光学系１
５が備える参照ミラーを初期位置に移動させる（Ｓ１３）。例えば、本実施形態では、参
照ミラーの可動範囲にて、参照光の光路長を最短にするときの位置を初期位置とする。詳
細は後述するが、本実施形態の光断層像撮影装置１は、参照ミラーを初期位置から参照光
の光路長を長くする方向に移動させながら光路長差を調節する。勿論、参照光が長い光路
長となる初期位置に参照ミラーを置き、参照ミラーを初期位置から参照光の光路長を短く
する方向に移動させながら光路長差を調節してもよい。
【００４１】
　Ｓ１３の処理の実行後、測定光源１１の発光が開始されると共に、ファイバ回転モータ
１７による測定光の走査が開始される（Ｓ１４）。なお、本実施形態においては、遮光部
材６１の反射測定光による干渉信号を検出できればよいため、必ずしも測定光が走査され
る必要はない。また、干渉信号の取得と、断層画像の生成とが開始される（Ｓ１５）。こ
こで、ＣＰＵ３１は、干渉光を検出する検出器１９からの信号を受信することで、干渉信
号を取得する。また、ＣＰＵ３１は、取得した干渉信号を処理することで断層画像１００
（Ｂスキャン画像）を生成する（図５参照）。なお、図５に示す断層画像は、実像である
。被検体の組織に測定光が照射される場合、断層画像１００には、少なくとも遮光部材６
１の干渉像１０１が含まれ得る。遮光部材６１の干渉像１０１は、遮光部材６１の遮光領
域６４で反射された測定光（反射測定光）に基づいて形成される。なお、本実施形態の光
断層像撮影装置１は、偏向部７１との距離が離れたものほど画像の下部に示されるように
、断層画像１００を生成する。
【００４２】
　次に、断層画像１００を解析し、断層画像１００にて領域１０２に、遮光部材６１の干
渉像１０１が含まれているか否かを判定する（Ｓ１６）。領域１０２は、遮光部材６１の
干渉像１０１を検出するために使用される。本実施形態において、領域１０２は、断層画
像１００にて遮光部材６１を示す干渉像１０１の目標位置（つまり、高さ方向の目標位置
）を示す。本実施形態において、目標位置は、予め設定されたものとして説明する。領域
１０２は、断層画像１００において高さ方向（深さ方向）に所定の幅を持つ。図５の例に
おいて、領域１０２は、断層画像１００のうち、高さｄ１からｄ２までの範囲を占める。
領域１０２の幅は、干渉像１０１の幅に対して十分大きな値に設定される。本実施形態に
おいて、領域１０２は、断層画像１００の上側に設定される。なお、参照ミラーがＳ１３
の処理によって初期位置に配置された直後に取得される断層画像１００では、干渉像１０
１は領域１０２に対して下方に十分間隔を開けた位置に示される。
【００４３】
　本実施形態において、光路長調整は、干渉像１０１が所定の目標位置（本実施形態では
、領域１０２内の位置）に配置されるように光路長差が調整された場合に終了する。領域
１０２内に干渉像１０１が含まれていると判定される場合に（Ｓ１６：Ｙｅｓ）、ＣＰＵ
３１は、測定光源１１の発光、および走査を停止する（Ｓ２０）。また、ＣＰＵ３１は、
Ｓ１５の処理によって開始された干渉信号の取得と、断層画像の生成動作とを停止する（
Ｓ２１）。また、Ｓ１１の処理によって禁止されていた撮影に関する動作の実行を許可す
る（Ｓ２２）。更に、ＣＰＵ３１は、光路長調節中である旨の表示を終了する（Ｓ２３）
。なお、このとき、ＣＰＵ３１は、調整が終了した旨を、表示および音声出力のいずれか
によって作業者等に報知してもよい。Ｓ２３の実行後、光路長調整処理は終了する。その
後、処理は、メイン処理に移行される。
【００４４】
　一方、Ｓ１６の処理において、領域１０２に干渉像１０１は含まれていないと判定され
た場合（Ｓ１６：Ｎｏ）、ＣＰＵ３１は、光路長変更ユニット２０を駆動して、参照光学
系の光路長が長くなる方向に参照ミラーを所定量移動させる（Ｓ１７）。その結果、干渉
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像１０１の位置がより上方に変位した断層画像１００が撮影されるようになる（例えば、
図５（ａ）→図５（ｂ））。
【００４５】
　本実施形態において、ＣＰＵ３１は、領域１０２に干渉像１０１が含まれるまで、Ｓ１
６の判定処理と、参照ミラーの移動処理とを繰り返し行う（Ｓ１６，Ｓ１７）。本実施形
態では、以上のようにして、遮光部材６１を示す干渉像１０１が一定の位置（本実施形態
では、領域１０２内の位置）に示されるように光路長変更ユニット２０が制御される。
【００４６】
　ここで、Ｓ１７の処理の後に、ＣＰＵ３１は、参照ミラーが移動制限を超えたか否かを
判定する（Ｓ１８）。移動制限は、例えば、プローブ２による測定光の光路長の誤差を考
慮して設定される。通常は、移動制限を超える前に領域１０２に干渉像が含まれる。よっ
て、通常、Ｓ１８の判定処理は否定され（Ｓ１８：Ｎｏ）、Ｓ１６の処理に戻って処理が
続行される。しかし、不正常な状態で装置が動作していると、移動制限を超えても領域１
０２に干渉像１０１が含まれるとの判定（Ｓ１６：Ｙｅｓ）がなされない場合が想定され
る。例えば、そもそも干渉像１０２が画像として得られない場合に、移動制限を超えてし
まうことが考えられる。具体的には、光路長調節ユニット２０による光路長の調節範囲に
対してファイバ４の長さの誤差が大きい場合、装着部１６に対してプローブ２が適正に装
着されていない場合、プローブ２の動作不良が生じている場合等が、例示される。本実施
形態では、参照ミラーが移動制限を超える場合に（Ｓ１８：Ｙｅｓ）、エラー処理（Ｓ１
９）が行われる。エラー処理（Ｓ１９）は、表示部４１による表示またはスピーカ４３に
よる音声出力等によって、光路長が適正に調節できなかった旨を作業者等に報知する。例
えば、「プローブが正しく装着されているか確認を行って下さい」等のエラーへの対処を
促すメッセージが、エラー処理において表示等されてもよい。エラー処理（Ｓ１９）の実
行後は、Ｓ２０～Ｓ２３の処理が実行される。その後は、メイン処理に戻って処理が続行
される。
【００４７】
　図３に戻って、メイン処理の説明を続ける。Ｓ３の処理では、撮影が開始されるか否か
が判定される。本実施形態では、ＣＰＵ３１における撮影開始信号の受信状況に応じて、
Ｓ３の判定がなされる。なお、撮影開始信号は、例えば、操作部４２への操作に基づいて
出力される。作業者は、例えば、プローブ２を被検体（本実施形態では、被検眼Ｅ）の内
部に挿入した後、操作部４に対して撮影開始のための操作を入力する。ＣＰＵ３１が撮影
開始信号を受信している場合、撮影開始の判定は肯定される（Ｓ３：Ｙｅｓ）。一方、撮
影開始信号がＣＰＵ３１によって受信されていない場合、撮影開始の判定は否定される（
Ｓ３：Ｎｏ）。この場合、ＣＰＵ３１は、Ｓ１に戻って処理を続ける。
【００４８】
　Ｓ３の判定が肯定されると（Ｓ３：Ｙｅｓ）、測定光源１１およびエイミング光源１２
の発光が開始されると共に、測定光の走査が開始される（Ｓ４）。その後、ＣＰＵ３１は
、Ｓ５～Ｓ８の処理を実行することで、検体上の各位置において測定光が走査されるタイ
ミングと所期するタイミングとのズレによる影響が抑制された断層画像を逐次生成する。
【００４９】
　Ｓ５の処理では、干渉信号を取得し、干渉信号を処理することで、断層画像２００（Ｂ
スキャン画像、図６（ａ）参照）が生成される。断層画像２００には、被検体の干渉像２
０１と、遮光部材６１の干渉像２０２とが含まれ得る。図５と同様、干渉像２０２は、遮
光部材６１の遮光領域６４で反射された測定光（反射測定光）に基づいて形成される。被
検体の干渉像２０１は、透過領域６３を透過し、被検体によって反射された測定光に基づ
いて形成される。
【００５０】
　本実施形態において、断層画像２００は、所定時間毎に収集したＡスキャンを一定間隔
で並べ、反射強度毎に濃淡をつける等の画像処理が行われることによって生成される。ま
た、１枚の断層画像に用いるＡスキャンの収集期間は、ファイバ４の後端部が一回転する
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毎に出力される回転検出センサ１８ａからの信号に基づいてＣＰＵ３１が設定する。例え
ば、回転検出センサ１８ａからの信号がＣＰＵ３１によって受信されるタイミングで、１
枚の断層画像に使用する複数のＡスキャンの収集が開始されたり、終了されたりしてもよ
い。また、回転検出センサ１８ａからの信号が受信されるタイミングから遅れたタイミン
グで、１枚の断層画像に使用する複数のＡスキャンの収集が開始されたり、終了されたり
してもよい。
【００５１】
　断層画像２００は、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミングが所期す
るタイミングよりも速く、又は遅く行われてしまうことによって、干渉像２０１の位置が
所期する位置から変位している可能性がある。例えば、図７（ａ）にて、所期する収集範
囲αにおいてＡスキャンが収集される場合、図７（ｂ）に示す断層画像２００が生成され
る。一方、ファイバ４のねじれ等によって、Ａスキャンの収集範囲が、範囲βにズレてし
まった場合は（図８（ａ）参照）、収集範囲βにおけるＡスキャンによって生成した断層
画像２００（図８（ｂ）参照）では、被検体の干渉像２０１の位置が、図７（ａ）に示す
断層画像２００対してズレてしまう。また、被検体上の各位置において測定光が走査され
るタイミングが、所期するタイミングよりも速く、又は遅く行われてしまうことによって
、干渉像２０１が幅広に或いは幅狭に形成されている恐れがある。
【００５２】
　これに対し、本実施形態の光断層像撮影装置１は、走査速度・位置ズレ補正処理（Ｓ６
）を実行することによって、断層画像の劣化を抑制する。走査速度・位置ズレ補正処理（
Ｓ６）は、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミングと、所期する走査の
タイミングとのズレによる影響を、Ｓ５の処理によって得られる断層画像２００の画像情
報を用いて補正する。ここで、図９を参照して、走査速度・位置ズレ補正処理の詳細を説
明する。
【００５３】
　図９に示すように、走査速度・位置ズレ補正処理（Ｓ６）では、初めに、遮光部材６１
の干渉像２０２における透過領域６３と遮光領域６４との境界が、断層画像２００から検
出される（Ｓ３１）。本実施形態では、干渉像２０２を含む二次元的な領域２０３の画像
情報を利用して境界を検出する。本実施形態では、領域２０３に含まれる画素の輝度情報
および輝度情報の解析結果が利用される場合について説明する。但し、これ以外の画像情
報を利用して干渉像２０２の検出が行われてもよい。
【００５４】
　本実施形態において、領域２０３は、横長の帯状に示されており、断層画像２００にお
ける遮光部材６１の位置を囲む。なお、本実施形態において、領域２０３は、光路長調節
処理（Ｓ２）によって光路長差が調節された場合に遮光部材６１の干渉像２０２が示され
る位置の周囲に設定される。干渉像が高輝度の画素で示される場合、領域２０３における
輝度毎の画素の分布は、例えば、高輝度側にピークを持つ（図１０参照）。本実施形態で
は、分布における最大の輝度を基準に、透過領域６３と遮光領域６４とを区別するための
輝度のしきい値が設定される。例えば、図１０の例では、領域２０３内の画素における最
大の輝度値に対し、２０％の輝度値がしきい値として利用される。但し、透過領域６３と
遮光領域６４とを区別するための方法は、上記の手法に限定されるものではない。例えば
、図６（ａ）に示す干渉像２０２のフィッティング曲線（例えば、包絡線）を用いた画像
処理によって、透過領域６３と遮光領域６４とが区別されてもよい。このように、本実施
形態では、透過領域６３と遮光領域６４との境界部分が、断層画像２００の画像情報を用
いて検出される。
【００５５】
　一方、検出器１９から出力される干渉信号に対して信号処理を行うことによって、透過
領域６３と遮光領域６４と境界を検出することも考えられる。しかし、干渉信号の信号処
理によって透過領域６３と遮光領域６４との境界を検出することは容易ではない。これに
対し、画像情報を用いた場合には、ノイズとノイズではない部分とを、より安定して区別
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できる。例えば、画像情報を利用することによって、画素の連結性を調べることができる
。透過領域６３および遮光領域６４はいずれも測定光の走査方向（本実施形態では、ファ
イバ４の円周方向）に沿って連続した領域なので、連続性の無い（又は、少ない）領域は
ノイズとして認識される。また、本実施形態では、遮光部材６１の干渉像２０２の一部又
は全部を含む二次元的な領域２０３の輝度分布を用いて処理が行われるので、透過領域６
３と遮光領域６４とが適正に区別される。
【００５６】
　Ｓ３２の処理では、補正前の断層画像２００に対して、透過領域６３と遮光領域６４と
の境界部分の情報を用いて、走査速度の不均一性が補正される。より詳細には、透過領域
６３の両端が所期する幅（例えば、一定の幅）となるように断層画像２００における横方
向の縮尺が変更される（図６（ａ）→図６（ｂ））ことによって、縮尺変更画像２１０が
得られる。所期する幅は、例えば、予め定められた値であってもよいし、あるタイミング
で取得された断層画像２００を基準とした幅であってもよい。本実施形態の光断層像撮影
装置１は、断層画像２００の横方向の縮尺が変更されることによって、被検体上における
測定光の走査速度の不均一性を補正する。また、透過領域６３を介して撮影された範囲を
縮尺変更画像２１０から抽出することによって、断層画像２２０には、被検体の干渉像２
０１が一定の位置で表される。その結果、Ａスキャンの収集範囲の位置ズレが補正される
。走査速度の不均一性を補正する処理とＡスキャンの収集範囲の位置ズレを補正する処理
との順序は、適宜入れ替えることができる。
【００５７】
　なお、図７（ａ）に示すように、本実施形態では、１枚の断層画像２００は、偏向部７
１の１周に満たない収集範囲Ａで得られるＡスキャンを使用して生成される場合を説明し
たが、偏向部７１の略１周分のＡスキャンを使用して断層画像２００が生成されてもよい
（図１１（a）参照）。この場合、透過領域６３の途中からAスキャンの収集が開始される
と、図１１（ｂ）に示すように、断層画像２００の両端に、見切れた状態の干渉像２０１
が示されてしまう場合がある。このような場合において、ＣＰＵ３１は、透過領域６３を
介して撮影された範囲を特定すると共に、断層画像２００の両端で干渉像２０１が接合さ
れた補正画像２３０を生成することによって、Ａスキャンの収集範囲の位置ズレを補正し
てもよい。なお、Ａスキャンの収集開始と、終了とで、プローブ２の先端と被検体との位
置関係が変化している場合が考えられる。この場合において、両端の干渉像２０１の高さ
方向および横方向のいずれかの位置ずれが補正されたうえで補正画像２３０を生成する画
像処理が行われてもよい。
【００５８】
　なお、本実施形態において、走査速度の不均一性、および走査位置のズレが調べられる
画像と、走査速度の不均一性、および走査位置のズレが補正される画像とは、同一の断層
画像２００（同一のタイミングで撮影された画像）であるが、必ずしもこれに限られるも
のではない。例えば、第一のタイミングで撮影された第一断層画像から走査速度の不均一
性等を調べると共に、第一のタイミングよりも後の第二のタイミングで撮影された断層画
像に対し、第一断層画像における走査速度の不均一性、および走査位置のズレに関する情
報を用いて補正を行ってもよい。
【００５９】
　Ｓ３１の処理によって補正断層画像２２０が生成された後、ＣＰＵ３１は、メイン処理
に戻って、Ｓ７の処理を行う。
【００６０】
　図９に戻ってメイン処理の説明を続ける。Ｓ７の処理では、走査速度・位置ズレ補正処
理（Ｓ６）の結果として得られた補正断層画像２２０が、表示部４１に表示される。また
、不揮発性メモリ３４に記憶される。
【００６１】
　次に、撮影終了の指示をＣＰＵ３１が受信したか否かが判定される（Ｓ８）。撮影終了
の指示が受信されていなければ（Ｓ８：Ｎｏ）、Ｓ５に戻って断層画像の生成および表示
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等を繰り返し実行する。結果、本実施形態では、リアルタイムに撮影される断層画像が表
示部４１に表示される。表示部４１の画面上の断層画像が表示される領域では、被検体の
干渉像２０１が、一定の位置に、一定の範囲で示される。その結果、例えば、検者は、表
示部４１の表示によって被検体の断層を良好に観察できる。
【００６２】
　一方、撮影停止の指示が受信されていれば（Ｓ８：Ｙｅｓ）、測定光源１１およびエイ
ミング光源１２の発光が停止される（Ｓ９）。また、処理は、Ｓ３の判定処理に戻される
。よって、再度撮影開始の指示が受信されるまで（Ｓ３：Ｙｅｓ）、断層画像の撮影は停
止される。なお、メイン処理は、電源がオフされることによって、終了する。
【００６３】
　以上、実施形態に基づいて発明を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定されるこ
となく様々に変形して実施できる。
【００６４】
　例えば、上記実施形態では、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミング
と所期するタイミングとのズレによる影響の補正は、断層画像２００を変形する画像処理
によって行われる場合について説明した。しかし、補正は、画像処理以外の手法で行われ
てもよい。例えば、各々の断層画像に用いるＡスキャンの収集開始および終了のタイミン
グを変更する制御によって補正が行われてもよい。例えば、上記実施形態に適用する場合
は、回転検出センサ１８ａからファイバ４の１回転毎に出力される信号の出力（又は受信
）タイミングに対して、１枚の断層画像２００に使用されるＡスキャンの収集開始および
終了のタイミングを変更してもよい。この場合、例えば、ＣＰＵ３１は、直前に取得した
断層画像２００を解析することによって、回転検出センサ１８ａの出力タイミングに対す
る実際のＡスキャンの収集開始のタイミングの誤差情報を取得する。更に、ＣＰＵ３１は
、所期するタイミングでＡスキャンの収集が行われるように、収集開始および終了のタイ
ミングを、回転検出センサ１８ａの出力タイミングに対して誤差情報に基づいて遅延させ
る。その結果、以降に取得される断層画像２００において、Ａスキャンの収集範囲の位置
ズレが補正される。この補正方法は、断層画像２００において、干渉像２０１が見切れて
しまう場合（例えば、断層画像２００の左右の端部に干渉像２０２が形成されていない場
合、図１１（ｂ）参照）に、特に有効である。勿論、画像処理による位置ズレ補正と、Ａ
スキャンの収集開始および終了のタイミングを変更する制御による位置ズレ補正とを組み
合わせて補正が行われてもよい。
【００６５】
　また、例えば、断層画像２００の解析結果に基づいてファイバ回転モータ１７の回転速
度を制御することによって補正が行われてもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態では、プローブ２が備えるニードル６の先端部付近に、プローブの
外筒６６とは別体で遮光部材６１を設け、遮光部材６１の干渉像を利用することによって
、被検体上の各位置において測定光が走査されるタイミングと所期するタイミングとのズ
レによる影響が補正される場合について説明した。しかし、必ずしもこれに限定されるも
のではない。例えば、遮光部材をプローブの外筒が兼ねる場合、光断層像撮影装置は、制
御部３０において外筒の干渉像を取得し、外筒の干渉像を用いて補正を行う構成であって
もよい。この場合、外筒には、透過領域と遮光領域とが形成されてもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態において、プローブ２は、プローブ本体３とファイバ４とを含み、
装着部１６に対するプローブ２の装着は、ファイバ４の後端が装着部１６に装着されるこ
とによって行われる。但し、ファイバ４とプローブ本体３とが着脱可能な構成においては
、ファイバ４の装着部（例えば、先端部）にプローブ本体３を装着することによって、装
着部に対するプローブ２の装着が実現されてもよい。この場合、プローブの装着状態を検
出するセンサは、ファイバ４側に設けられてもよいし、プローブ本体３側に設けられても
よい。また、センサからの信号は、無線および有線のいずれによって制御部３０に入力さ
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れてもよい。
【００６８】
　また、上記実施形態では、装着部１６に対するプローブ２の装着が検出された場合に、
断層画像を生成するための調節として干渉光学系（つまり測定部１０）が制御されてもよ
いし、断層画像を生成するための画像処理で使用する情報の取得が行われてもよい。干渉
光学系の制御としては、上記実施形態にて示した測定光と参照光との光路長差の調節の他
、例えば、測定光学系または参照光学系１５の少なくとも一方に設けられたポラライザの
制御であってもよい。例えば、ＣＰＵ３１は、検出器１９からの出力信号に基づいてポラ
ライザを駆動させることによって、より感度の高い断層画像が光断層像撮影装置１によっ
て撮像される。なお、ポラライザの制御についての詳細は、一例として、特開２０１３－
７６５８７号公報を参照されたい。また、例えば、プローブ２が交換される場合は、検査
される被検体も以前とは変わっている可能性がある。これに対し、例えば、測定光の光量
、検出器１９のゲイン等を、一定の値にリセットする処理が、新たなプローブ２の装着が
検出された場合に行われる構成であってもよい。このように、装着部１６に対するプロー
ブ２の装着状態を示す信号に基づいて干渉光学系が制御されることによって、検者の負担
は低減される。
【００６９】
　一方、断層画像を生成するための画像処理で使用する情報としては、例えば、干渉信号
の分散補正に使用される分散補正情報、検出器１９から出力される干渉信号の位相ずれ情
報等が例示される。
【００７０】
　分散（dispersion）補正について説明する。分散による影響は、干渉成分の位相をシフ
トさせ、各波長の合波信号のピークを下げ、信号に拡がりを持たせる（解像度が下がる）
。そこで、分散補正では、波長毎にシフトした位相を戻してやることで、干渉信号の低下
による解像度の低下を補正する。この場合、波数ｋの関数としての位相ずれ量φ（ｋ）を
求めておき、Ｉ（ｋ）・ｅｘｐ-iφ(k)によってｋの値毎に位相のずれを戻す。ここで、
分散補正すべき位相φ（ｋ）は、キャリブレーションによって予め求めることもできるし
、取得された断層画像に対応する位相φ（ｋ）を求めるようにしてもよい。なお、上記の
ようにソフトウェアによって分散補正を行う手法の詳細については、米国特許第６９８０
２９９号公報、特表２００８－５０１１１８号公報、等を参考にされたい。
【００７１】
　また、ＳＳ－ＯＣＴでは、高速に波長を変化させて光源から光を出射させるため、波長
可変光源から光を出射させるためのトリガ信号の出力と、光の出射タイミングとのずれ（
揺らぎ）が生じる。結果、干渉信号に位相ずれが生じ、断層画像にノイズが残存する。こ
れに対し、干渉信号の位相ずれを情報を演算処理によって求めるようにしてもよい。この
処理の詳細は、一例として、特開２０１３－１５６２２９号公報を参照されたい。
【００７２】
　また、上記実施形態において、測定光と参照光との光路長差の調節は、検出器１９から
の信号に基づいて行われる場合について説明した。しかし、必ずしもこれに限定されるも
のではなく、光路長差の調節は、装着部１６に新たなプローブ２が装着された場合におけ
る測定光の光路長に関する長さ情報に基づいて行われてもよい。長さ情報としては、ファ
イバ４の長さ情報（例えば、ファイバ４実測値、実際の長さの誤差の値等）であってもよ
いし、ファイバ４の長さに加えて、測定部１０の測定光の光路長を加味した情報であって
もよい。長さ情報は、例えば、操作部４２に対して検者等により直接入力されることで、
ＣＰＵ３１により取得されてもよい。また、例えば、それぞれのプローブ固有の情報記憶
媒体（例えば、バーコード、ＲＦＩＤ等）から、光断層像撮像装置１に接続されるリーダ
で情報が読み取られることによって、ＣＰＵ３１により取得されてもよい。この場合にお
いても、光断層像撮影装置１は、装着部１６に装着されるプローブ２に応じて装置の光路
長を調節できる。
【００７３】
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　また、光断層像撮影装置１が、撮影中の被検体に関する情報（例えば、被験者又は作業
者のＩＤ、撮影日時情報、眼の左右識別情報等）を管理している場合、いずれかの情報を
、新たなプローブ２の装着が検出された際にリセットする構成であってもよい。
【００７４】
　また、上記実施形態では、開閉部１７が閉鎖されるときに、新たなプローブ２が装着部
１６に装着されるものとして、ＣＰＵ３１が光路長の調節を行う場合について説明した。
つまり、上記実施形態では、開閉部１７の開閉状態を検出する開閉センサ１７ａが、装着
部１６に対するプローブ２の装着状態の検出に利用される。しかし、必ずしもこの構成に
限定されるものではない。例えば、センサからの信号を用いてプローブ２の装着状態が検
出される場合、開閉センサ１７の他、装着部１６に装着されるファイバ４の後端部を検出
するセンサ等、装着部１６、又はその近傍に設けられたセンサによって、プローブ２の装
着状態が検出されてもよい。また、操作部４２に対して入力される撮影開始の操作が、電
源投入後はじめて検出された場合に、新たなプローブ２が装着されているものとみなして
干渉光学系の制御を行う構成であってもよい。また、検出器１９からの信号に基づいて装
着部１６に対するプローブ２の装着状態が検出されてもよい。例えば、遮光部材６１等か
らの反射測定光と参照光とに基づく干渉信号が検出器１９にて検出される場合に、検出器
１９からの信号を取得するＣＰＵ３１によってプローブ２の装着が検出されてもよい。
【００７５】
　また、上記実施形態では、断層画像１００に含まれる遮光部材６１の干渉像１０１を用
いて測定光と参照光の光路長差を調節する場合について説明した。しかし、光路長差の調
節は、遮光部材６１に関する検出器１９からの信号に基づいて行われればよく、必ずしも
信号に基づいて画像化された干渉像１０１を利用しなくてもよい。例えば、遮光部材６１
に関する検出器１９からの信号を処理することによって、ＣＰＵ３１が光路長差の調節に
必要な情報を取得すると共に、その情報に基づいて光路長差を調節する構成であってもよ
い。より具体的には、検出器１９からの信号に対しフーリエ変換を行って得られた情報（
例えば、高さ毎の干渉信号の強度分布１１０、図２参照）に基づいて光路長差の調節が行
われてもよい。この場合、所定の周波数帯域に信号強度のピークが位置するように、ＣＰ
Ｕ３１によって光路長差が調節されてもよい。
【００７６】
　また、測定光と参照光の光路長差を干渉信号（又は干渉信号に基づく干渉像）に基づい
て調節する場合、必ずしも遮光部材６１の情報が利用される必要はない。例えば、測定光
の光路上に存在する部材による干渉信号（又は干渉信号に基づく干渉像）が利用されても
よい。具体例としては、偏向部７１の端部による干渉信号又は干渉像が挙げられる。
【００７７】
　また、上記実施形態では、断層画像１００における領域１０２の位置を固定し、参照ミ
ラーを少しずつ移動させることによって、最終的に領域１０２内に遮光部材６１の干渉像
１０１が含まれるように測定光と参照光との光路長差を調節する場合について説明した。
しかし、断層画像１００における干渉像１０１の高さ方向の位置を、画像処理で検出し、
検出された位置に応じた移動量で参照ミラーを移動させることによって、測定光と参照光
との光路長差を調節してもよい。また、この方法と、上記実施形態の方法とを組み合わせ
て光路長差が調節されてもよい。例えば、断層画像１００における干渉像１０１の高さ方
向の位置の検出結果に基づいて、光路長を粗く調節した後、領域１０２に干渉像１０１が
含まれるまで、光路長の微調整が行われる構成であってもよい。
【００７８】
　また、上記実施形態において、領域１０２は予め定められた目標位置に設定される場合
について説明した。しかし、必ずしもこれに限定されるものではなく、目標位置は、変更
できてもよい。例えば、作業者の所望の位置に目標位置が設定されてもよいし、観察・撮
影を行うときに作業者が所望する被検体とプローブ２との間隔に応じて目標位置が設定さ
れてもよいし、偏向部７１で偏向された測定光の焦点位置に応じて目標位置が設定されて
もよい。被検体とニードル６とをより離して観察・撮影を行いたい場合、および偏向部７
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層画像１００のより上方に設定されるとよい。この場合、作業者が所望する間隔、又は、
測定光の焦点付近で撮影される被検体の干渉像（例えば、干渉像２０１）が、画像の真ん
中に位置するように設定されることが好ましい。
【００７９】
　また、上記実施形態においてプローブ２の偏向部７１は、ファイバ４と共に回転する構
成として説明したが、必ずしもこれに限られるものではない。例えば、より詳細には、偏
向部７１として、ガルバノミラーおよびＡＯＭ（音響光学素子）等、一定の範囲でレーザ
光を揺動させる構成が使用されてもよい。
【符号の説明】
【００８０】
１　　光断層像撮影装置
２　　プローブ
１１　　測定光源
１５　　参照光学系
１６　　装着部
１９　　検出器
３０　　制御部
３１　　ＣＰＵ
３４　　不揮発性メモリ
６１　　外筒
６３　　透過領域
６４　　遮光領域
７１　　偏向部

【図１】 【図２】
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