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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータに、患者の眼の視力補正のための治療計画を選択するのを支援させるプロ
グラムであって、該コンピュータに、
患者の眼に関して選択した診断上の入力データタイプを取得するステップと、
入力データをパラメーター化して、患者の眼を予め決められた複数の分類集合の１つに
分類するステップと、
前記分類に基づいて患者の視力を潜在的に補正するための実行可能な複数の治療アルゴ
リズムを決定するステップと、
治療計画の１つの将来の選択のため、治療アルゴリズムに基づく個々の複数の治療計画
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を提示するステップとを実行させるプログラムであって、
前記分類するステップが、眼がａ）手術前の眼または以前に処置した眼、ｂ）規則的な
眼または不規則な眼、およびｃ）混合乱視を伴うか否かに関わらず近視眼、混合乱視を伴
うか否かに関わらず遠視眼の一方であるかどうかを決定することを含むことを特徴とする
プログラム。
【請求項２】
少なくとも１つの治療アルゴリズムのデフォルトパラメーターを選択的に修正し、治療
計画の１つの将来の選択のために、修正された治療計画を提示するステップを含む、請求
項１に記載のプログラム。
【請求項３】
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入力データタイプが、ウェーブフロントデータ、トポグラフィデータ、測厚データ、お
よび屈折データの１つまたは複数を含む、請求項１に記載のプログラム。
【請求項４】
入力データタイプが診断ウェーブフロントデータおよび診断角膜データを含み、各々の
データが、ユーザが選択可能な異なるファイルに記憶される、請求項１に記載のプログラ
ム。
【請求項５】
患者の眼の視力補正治療を計画するために使用するシステムであって、
患者の視力に関する診断上の入力データを受信し、眼がａ）手術前の眼または以前に処
置した眼、ｂ）規則的な眼または不規則な眼、およびｃ）混合乱視を伴うか否かに関わら
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ず近視眼、混合乱視を伴うか否かに関わらず遠視眼の一方であるかどうかを決定し、前記
入力データを分析して、使用可能な治療アルゴリズムから、複数の潜在的に使用可能な治
療アルゴリズムを決定し、前記入力データ、および予め選択した１つまたは複数のアルゴ
リズムのデフォルトパラメーターに基づいて、潜在的に使用可能な治療アルゴリズムを処
理するための手段と、
それぞれ複数の潜在的に使用可能な治療アルゴリズムに対応する複数の治療計画を表示
し、アルゴリズムのデフォルトパラメーター、およびその他の画定された治療に影響する
パラメーターを選択的に修正し、修正された個々の複数の治療計画を表示するための手段
であって、前記受信する手段に動作可能に接続された手段とを含むシステム。
【請求項６】
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表示手段が、好ましい治療計画を選択するようにさらに構成される、請求項５に記載の
システム。
【請求項７】
選択された好ましい治療計画を含む複数の修正された治療計画を選択的に記憶すること
が可能なデバイス可読記憶媒体をさらに含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
前記記憶媒体と動作可能に連絡し、選択された好ましい治療計画を患者の眼に適用する
ように構成された治療用レーザアブレーション構成要素をさらに含む、請求項７に記載の
システム。
【請求項９】
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複数の修正された治療計画が、レーザアブレーションショットファイルを記述する個々
のインストラクションを含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項１０】
レーザアブレーションショットファイルが、患者の眼におけるレーザアブレーションシ
ョットの少なくとも１つの位置および順序の決定を含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記診断上の入力データが、ウェーブフロントデータのみ、トポグラフィデータのみ、
角膜測厚データを含むか否かに関わらず、ウェーブフロントおよびトポグラフィデータの
うち少なくとも１つを含む群から選択される、請求項５に記載のシステム。
【請求項１２】
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比較的多数の使用可能な治療アルゴリズムが、近視治療のみ、乱視治療のみ、乱視を伴
う近視治療、乱視を伴う遠視治療、低収差補正治療、高収差補正治療、再治療、球面補正
治療、非球面補正治療、ＬＡＳＩＫ治療、ＬＡＳＥＫ治療、ＰＲＫ治療、ノモグラム調節
治療、およびカスタマイズされた治療に関連する少なくとも２つを含む群から選択される
、請求項５に記載のシステム。
【請求項１３】
前記受信手段がソフトウェア駆動計算モジュールを含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項１４】
前記表示手段が、マルチレベルＧＵＩを表示するディスプレーデバイスを含む、請求項
５に記載のシステム。
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【請求項１５】
デバイス可読記憶媒体が、フロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、コンピュ
ータハードドライブ、および電磁データ記憶手段を含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１６】
治療レーザアブレーション構成要素が、アイトラッカー構成要素に動作可能に接続され
た角膜組織の光アブレーション用に構成されたレーザシステムを含む、請求項８に記載の
システム。
【請求項１７】
前記受信および表示手段が、それぞれ、計算された治療計画の各々に関してユーザが画
定する複数の基準を記憶および表示するように構成される、請求項５に記載のシステム。
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【請求項１８】
前記マルチレベルＧＵＩが、選択された治療計画の要約データを示すデータディスプレ
ーを示す、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１９】
前記マルチレベルＧＵＩがスタートアップナビゲーションスクリーンを含む、請求項１
４に記載のシステム。
【請求項２０】
ユーザが修正可能な優先選択設定およびデフォルト設定を表示するためのスクリーンを
さらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】

20

診断データファイルを表示するためのスクリーンをさらに含む、請求項１９に記載のシ
ステム。
【請求項２２】
患者情報を表示するためのスクリーンをさらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２３】
治療計画の計算を表示するためのスクリーンをさらに含む、請求項１９に記載のシステ
ム。
【請求項２４】
少なくとも２つの治療計画の計算を同時に表示するためのスクリーンをさらに含む、請
求項２３に記載のシステム。
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【請求項２５】
データチェックスクリーンをさらに含む、請求項１９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
背景
発明の分野
本発明は、一般にレーザ視力補正の分野を対象とし、詳細には、患者の眼の視力を補正
するための治療計画の識別および選択を目的とする方法、システムおよびアルゴリズムを
対象とする。
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【背景技術】
【０００２】
関連出願の説明
ＰＲＫおよびＬＡＳＩＫと呼ばれる手順による視力をフォトアブレーティブレーザで補
正する最も初期の頃から、これらの治療法、および比較的最近のたとえばＬＡＳＥＫは、
適用の正確さおよび範囲に関して開発されてきた。比較的最近では、主観的に測定された
屈折を生の（現在の基準により）前部角膜プロファイル測定値と結合して、ブロードビー
ム、固定軸レーザビームにより供給される角膜の単純な形状の減算モデルに基づいて、治
療アブレーションを決定した。過去１５年間では、比較的進歩したレーザが開発され、こ
うしたレーザは、複雑なショット分類および順序付けの計算に基づく高度の反復で小さい
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スポットを使用して、かつてに比べて、より正確かつ効率的に、はるかに矯正的にアブレ
ートすることができるようになった。トポグラフィ技術、波面収差測定および分析、レー
ザ測厚およびその他の診断技術並びに器具類の進歩は、複雑な治療アルゴリズムの開発を
推進し、もはや単に患者の顕性屈折を補正して視力を改善するのみならず、高収差を補正
し、組織の破壊過程に対する眼の生体力学的反応を補償し、レーザパルスの照射による角
膜に対する熱加熱の影響を補償し、斜めビーム配置位置によるアブレーションビーム効率
を調節する。さらに、無数のノモグラム調節を治療アルゴリズムに適用して、様々な近視
、遠視、環境、履歴、および視力の補正に影響を与えるその他のパラメーターを考慮する
。
【０００３】
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技術と知識が進歩するに連れて、執刀医にとって、多くの利用可能なレーザプラットフ
ォームのどれが、一意的に特徴のある眼の特定の視力欠陥に最適な治療計画を達成するか
を決定するという付随的な問題が生じる。誰でも、適用する治療法は患者の眼の手術前の
所見によって決まり、本質的に無数のオプションにつながると合理的に結論するであろう
。たとえば、著しい高収差を有する眼は、ウェーブフロントデータに基づいてカスタマイ
ズされたアブレーション手順が適する候補である。しかし、この同じ眼は、主な収差が前
部角膜表面に生じる場合、トポグラフィドリブン治療法の候補でもあるだろう。
【０００４】
執刀医には、技術レベルに関係なく、どの治療法が患者の眼に最も良く適するかを決定
するために利用可能なごくわずかな決定基準がある。たとえば、３種類の治療法オプショ
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ンがあり、あるオプションは光学領を最適化するが、組織の消耗を代償にし、もう１つの
オプションは視力を改善するが、微光条件下におけるコントラスト感度が不良であり、第
３のオプションはさらに異なるトレードオフを提供し、執刀医が利用可能な特定の治療オ
プションが一様になることは急速に明白になるが、実際に検討されているオプションはき
わめて少ない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
したがって、本願発明人は、執刀医が特定の患者の眼を分類し、自動的かつ同時に計算
、最適化し、レビューおよび選択のために執刀医に対して表示させることが可能である多
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様な実行可能治療計画のレビューに基づいて、治療計画を選択するのを支援する方法およ
びシステムに対する必要性および方法およびシステムの利益を認識している。したがって
、以下の説明および添付の請求の範囲に記載する本発明により有利に対処される上記の問
題および関連する問題に対する解決方法に対する必要性が認識されている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
発明の概要
本発明は、フォトアブレーティブ屈折矯正手術により患者の視力を補正するための多数
の実行可能な治療計画を自動的に決定するためのシステムおよび方法を対象とする。本発
明の実施態様は、患者の眼に関して選択した様々な診断上の入力に頼って、利用可能な治
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療アルゴリズムの比較的大きい群から選択した数種類の治療アルゴリズムによる治療に特
に適する眼を分類する。本発明は、選択した入力データおよび利用可能な治療アルゴリズ
ムであって、執刀医がレビュー、修正、および最終的に選択し、患者の眼に適用すること
が可能なアルゴリズムに基づく様々な治療計画を同時に提示することをさらに目的とする
。
【０００７】
本発明の一実施態様は、執刀医が患者の眼の視力補正のための治療計画を選択するのを
支援するアルゴリズムである。このアルゴリズムは、患者の眼に関して選択した診断上の
入力データを取得するステップと、入力データをパラメーター化して、患者の眼を予め決
められたいくつかの分類集合の１つに分類するステップと、患者の眼の分類に基づいて患
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者の視力の欠陥を補正するのに適する２種類以上の実行可能な治療アルゴリズムを自動的
に決定するステップと、対応する２種類以上の治療計画を治療計画の１つの予想されるオ
プションとして執刀医に提示するステップとを含む。
【０００８】
最初の治療アルゴリズムの計算は、結果確定デフォルトパラメーターに基づく。この実
施態様の一態様では、執刀医は、デフォルトパラメーターの一部または全部を選択的に修
正し、計算し直した治療計画をレビューし、これらの治療計画の１つを選択して患者の視
力を補正する。
【０００９】
診断上の入力データは、ウェーブフロントデータ、トポグラフィデータ、測厚データ、
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屈折データまたはその他の選択した診断情報を含み、これらは単独で、または多様な利用
可能な治療アルゴリズムを相互に組み合わせて使用して、特に分類された眼の欠陥を治療
する。本発明の例示的な態様では、分類集合は、手術前の眼対以前に処置した眼、規則的
な眼対不規則な眼、並びに混合乱視を伴うか否かに関わらず近視および／または遠視の眼
を含む。本発明がこれらの例示的な分類に限定されるわけではない点は、評価されるであ
ろう。
【００１０】
本発明のもう１つの実施態様は、執刀医が患者の眼の視力を補正するための治療計画を
選択するのを支援するための方法を対象とする。この方法は、患者の眼に関して選択され
た入力診断情報を取得するステップと、入力診断情報を分析して、等しい数またはより多
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数の利用可能な治療アルゴリズムから選択される２つ以上の潜在的に使用可能な治療アル
ゴリズムを自動的に決定するステップと、予め設定された結果確定デフォルトパラメータ
ーを使用して、潜在的に使用可能な治療アルゴリズムを処理するステップと、潜在的に使
用可能な治療アルゴリズムに対応するレビューのために、多数の実行可能な治療計画を執
刀医に提示するステップと、デフォルトパラメーターおよびその他の画定された治療パラ
メーターの１つまたは複数を選択的に修正するステップと、修正されたパラメーターを使
用して、２つ以上の潜在的に使用可能な治療アルゴリズムを再度処理するステップと、対
応する治療計画をさらにレビューし、診断上の入力情報に基づいて患者の視力を補正する
ために、執刀医に対して再度提示するステップとを含む。
【００１１】
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一態様では、この方法は、患者の眼に適用するための治療計画の１つを選択するステッ
プをさらに含む。
【００１２】
もう１つの態様では、計算された治療計画の情報は、執刀医が、執刀医が好ましいと思
う基準に基づいて複数の実行可能な治療計画を比較することができるように、最適化およ
び分類することができる。
【００１３】
もう１つの態様では、この方法は、好ましい治療計画を自動的に推奨するか、またはそ
の代わりに禁忌の治療計画を警告するステップを含む。
【００１４】
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前記の両方のプロセス実施態様では、様々な診断、履歴および治療情報の選択、処理、
記憶および修正、並びに実行可能な治療計画の表示および選択は、マルチレベルグラフィ
カルユーザインターフェース（ＧＵＩ）により達成される。
【００１５】
本発明によるシステム実施態様は、患者の視力に関する診断上の入力データを受信し、
入力データを分析して、等しい数またはより多数の利用可能な治療アルゴリズムから潜在
的に使用可能な治療アルゴリズムを自動的に決定し、入力データに基づいて潜在的に使用
可能な治療アルゴリズムを処理するための構成要素、並びに患者の視力を補正するために
実行可能な治療計画をレビュー、修正および選択することを容易にするマルチレベルグラ
フィカルユーザインターフェースを表示するための構成要素を備える。このシステムは、
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計算および選択された治療計画であって、選択された治療計画を患者の眼に提供するため
に、システムのフォトアブレーティブレーザ構成要素に関して実行可能なインストラクシ
ョンを含む治療計画を記憶するための記憶媒体にさらに動作可能に結合される。一態様で
は、受信構成要素は、先行技術で十分に周知されている多様な計算プラットフォームの１
つであり、表示構成要素は表示モニタであり、記憶構成要素は、多様な十分に周知されて
いる記憶媒体、たとえばディケット、ＣＤおよびＤＶＤなどの何れかであり、レーザ構成
要素は、１９３ｎｍエキシマーレーザ、または角膜組織をアブレートするのに適するその
他のレーザである。一態様では、アイトラッカーシステムおよび／またはマイクロケラト
ームデバイスおよび／または診断もしくは治療構成要素は、レーザシステムと動作可能に
連絡する。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
発明の詳細な説明
読者が本発明を明確に理解するのを支援するために、本発明の説明全体に使用する特定
の専門用語は、以下の意味を有するものと解釈する：屈折レーザ視力補正の分野では、治
療アルゴリズムは、特定タイプの治療の特定のパラメーターを決定するためのプロセス計
算として考える。たとえば、近視屈折誤差を補正するためのレーザアブレーション治療で
は、所望または目標の角膜プロファイルが決定され、目標プロファイルを取得するために
、手術前の角膜表面上におけるレーザショットの数、順序および配置も決定される。レー
ザショットの配置、順序および数の計算は、テクノラスレーザセッションの略語である「
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．ＴＬＳファイル」として本明細書で呼ぶショットファイルを計算するために使用される
パラメーターである。アブレーションによる光屈折治療を適用するために使用されるレー
ザは、特定の治療を実行するために実行可能なインストラクションとして、ショットファ
イルを使用する。本明細書で使用する治療計画という用語は、プロセスの計画、および画
定されたパラメーターに基づいて特定の治療アルゴリズムを処理し、様々な情報により表
現される予想上の結果を決定した結果を表し、様々な情報としては、アルゴリズムパラメ
ーター、シミュレートされた術後マップ、シミュレートされたアブレーションプロファイ
ル、測厚データ、光学領の寸法、屈折値、収差情報、トポグラフィ情報、視力の測定指標
、およびその他の関連情報、たとえばショットファイルが挙げられる。さらに、眼の分類
に関して本明細書で使用する場合、手術前の眼は、以前に角膜屈折矯正手術を受けたこと
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がない眼を意味する。規則的な眼は、眼鏡、コンタクトレンズなどの標準的な目薬を使っ
て補正可能か、または球および円筒補正に限定されるカスタマイズされていないフォトア
ブレーティブ手術により補正可能な関連視力欠陥を有する眼を意味するが、不規則な眼は
、たとえば、円錐角膜の眼、または一般にウェーブフロント測定により特徴付けることが
できず、トポグラフィまたはその他の全体的な分析を要する眼である。近視、遠視および
乱視の眼は、先行技術で十分に周知されているそれぞれの一般的な意味を有する。
【００１７】
図１は、患者の眼の視力補正のための治療計画１９０を選択するのを支援するためのア
ルゴリズム１００を示す。ステップ１１０では、取得された様々なタイプの診断上の入力
データ１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃ、１１０ｄ．．．１１０ｎが、処理ソフトウェアに
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対する入力として提供される。これらの診断データタイプとしては、たとえばトポグラフ
ィデータ、測厚データ、屈折データ、および当業者が患者の眼および患者の眼の欠陥を特
徴付けるために使用することが可能なその他のデータタイプが挙げられる。データの全部
、一部のみまたは様々な組合せは、様々な治療アルゴリズムにより決定されるように取得
および／または使用される。ステップ１２０では、診断上の入力データ１１０ｎは、予め
決められた数の分類集合であって、説明する目的でのみタイプＡ１３５、タイプＢ１４０
、タイプＣ１４５およびタイプＤ１５０と指示する分類集合の１つに分類できるようにパ
ラメーター化する。本発明による一態様では、分類タイプは、手術前の眼対以前に処置し
た眼、規則的な眼対不規則な眼、乱視、特に混合乱視を伴うか否かに関わらず近視、およ
び単純な乱視および／または混合乱視を伴うか否かに関わらず遠視として決定され、これ
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らの用語は、上記で定義した意味を有する。列挙された特定の分類タイプは、一般に供給
業者が専有する特定の治療アルゴリズムに関連する眼および／または視力の欠陥のタイプ
に対応する。たとえば、当業者がＰｌａｎｏｓｃａｎ（登録商標）治療法（Ｂａｕｓｃｈ
＆

Ｌｏｍｂ

Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ、Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ、Ｎｅｗ

Ｙｏｒｋ）

として周知している治療アルゴリズムは、Ｔｅｃｈｎｏｌａｓ２１７（登録商標）レーザ
システム（Ｂａｕｓｃｈ
ｒ、Ｎｅｗ

＆

Ｌｏｍｂ

Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ、Ｒｏｃｈｅｓｔｅ

Ｙｏｒｋ）を使用して、規則的な近視または遠視の眼を治療するために使用

できる。あるいは、米国特許第５，８９１，１３２号に記載されている類のトポグラフィ
的に推進される治療アルゴリズムは、トポグラフィ的な診断上の入力データにより不規則
であると決定された眼の治療に適する。もう１つの実施例では、高収差および規則的なト
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ポグラフィが測定されたとして分類された眼は、カスタムＺｙｏｐｔｉｘ（登録商標）治
療アルゴリズム（Ｂａｕｓｃｈ
ｓｔｅｒ、Ｎｅｗ

＆

Ｌｏｍｂ

Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ、Ｒｏｃｈｅ

Ｙｏｒｋ）に好ましい候補である。本発明および先行技術の例示的な

一実施態様によると、トポグラフィお測厚診断情報を判断することにより、眼が以前にフ
ォトアブレーティブレーザ手術を受けたかどうかを決定することができ、たとえば前部表
面トポグラフィおよび三角測厚測定値を分析することにより、以前にアブレートした角膜
における遷移領域の有無および位置を決定することができる。分類の目的上、眼の不規則
性は、たとえば、角膜のトポグラフィまたは分散の対称性（ダイポール）を検査して決定
することができる。ウェーブフロントの測定および分析、顕性屈折、および当業者が周知
しているその他の技術は、焦点外れおよび円筒誤差の徴候および大きさ、並びに高収差情
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報を決定するために使用することができる。患者の眼を分類するためのこうしたタイプの
情報を使用すると、どの治療アルゴリズムが、患者の視力の欠陥を補正するための治療計
画を考案するのに適しているかを特定するのに役立つ。具体的には、規則的なトポグラフ
ィおよび低いウェーブフロント測定値は、標準のアブレーションが適切な治療法であるこ
とを示す。規則的なトポグラフィおよび高いウェーブフロント測定値は、カスタマイズま
たは半カスタマイズされたウェーブフロントベースの治療法が最も適していることを示す
。規則的なトポグラフィおよび高いウェーブフロント測定値（つまり、高度にアブレート
された角膜）は、トポグラフィベースの治療またはハイブリッド推進治療が考えられるこ
とを示している。この態様では、視覚系全体の高収差ではなく、比較的高い角膜収差に対
処する。高いウェーブフロント測定値を伴うか否かに関わらず、不規則なトポグラフィは

30

、屈折矯正手術に禁忌を示し、その代わりに眼鏡もしくはその他の眼のレンズ補正、また
は眼の手術による補正、たとえば角膜移植を提案する。特定の診断タイプ、眼の分類タイ
プ、治療アルゴリズムタイプなどについて説明したが、本発明は上記の実施例に限定され
るわけではないと考えるべきである。
【００１８】
ステップ１３０では、特定の眼の分類に対して実行可能な治療アルゴリズム１６０ａ−
ｎのすべては、利用可能なすべての治療アルゴリズム１６０ａ−ｎの予めプログラムされ

たデータベースから決定される。たとえば、患者の眼は、屈折により、典型的な乱視を伴
う近視を有するタイプＡとして分類することができ、この場合は治療アルゴリズム１６０
ｅまたは治療アルゴリズム１６０ｎによる治療が適する。ステップ１７０では、複数の治
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療計画１９０ａ−ｎは、以下で詳細に説明するディスプレーの形態で提示され、アルゴリ
ズムの決定的な結果である予めプログラムされたデフォルトパラメーターを使用して、適
切に特定された治療アルゴリズム１６０ａ−ｎにそれぞれ対応する。
【００１９】
デフォルトパラメーターおよび診断上の入力データに基づく複数の治療計画１９０ａ−
ｎは、図６−図１１の実施例により示すマルチレベルグラフィカルユーザインターフェー

ス（ＧＵＩ）３１２−３１６の形態のディスプレースクリーンを介して執刀医に提示され
る。本発明によると、執刀医は次に、ａ）提示された様々な治療計画（１９０ａ−ｎ）を
レビューし、ｂ）これらの治療計画を記憶媒体（２８２）に保存し、ｃ）予想される適用
に応じて治療計画の１つ（１９０ｘ）を選択し、ｄ）選択したパラメーターを修正し（ス
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テップ１６８）、本発明による関連実施態様に関して以下で詳細に説明するように、再度
計算された治療計画（１９０

ａ−ｎ）を提示される。

【００２０】
次に、本発明によるもう１つの実施態様について、図２−図１１に関して説明する。図
２は、患者の眼の視力を補正するための治療計画２９０Ｘの選択を支援するための方法２
００を図式的に記載する。ステップ２１０では、選択して取得された選択手術前の診断デ
ータ２１０ａ−ｎは、計算モジュール３１０に提供される（図３）、ステップ２２０では
、この診断データは、等しいかまたはより多数の利用可能な治療アルゴリズム２６５を含
むデータベースから選択された複数の潜在的に使用可能な治療アルゴリズムａ−ｎを決定
するために分析され、治療アルゴリズム２６５は、最初の計算を可能にするために、特定
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の結果確定デフォルトパラメーターを使って最初にプログラムされる。上記のとおり、特
定の診断データ２１０ａ−ｎの分析は、使用可能な治療計画２９０ａ−ｎにつながる特定
の治療アルゴリズム２６０ａ−ｎの選択を通知する。本発明によると、この連関は、すべ
ての使用可能なアルゴリズム２６５ａ−ｎのデータベースから選択された潜在的に使用可
能な治療アルゴリズムに応じて自動的に行われる。ステップ２３０では、計算モジュール
は、様々な結果確定デフォルトパラメーター、たとえばＬＡＳＩＫフラップ厚さ、間質組
織の深さ、光学領のサイズ、および／または対応する複数の治療計画２９０ａ−ｎを決定
するためのその他を使用して、潜在的に使用可能な治療アルゴリズム２６０ａ−ｎを処理
する。これらの様々な治療計画は、ステップ２７０において、マルチレベルグラフィカル
ユーザインターフェース（ＧＵＩ）３１２（図６）によりディスプレーデバイス３７０（
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図３）上で執刀医に対して表示され、図７−図１１の様々な表示形式３１３−３１６で示
される。
【００２１】
図７では、たとえば、Ｚｙｏｐｔｉｘ（登録商標）Ａ治療アルゴリズム、Ｚｙｏｐｔｉ
ｘＢ治療アルゴリズム、ＺｙｏｐｔｉｘＣ治療アルゴリズムおよびＺｙｏｐｔｉｘＤ治療
アルゴリズムを表す４つの治療計画２９０ａ−ｄが、ＧＵＩ治療レビューディスプレー３
１３上に示される。各々の治療計画２９０ｎは、シミュレートされたアブレーションプロ
ファイルマップ、様々な診断測定結果、たとえば光学領の直径および測厚、各々の治療ア
ルゴリズムに関するレーザアブレーションショットの数およびアブレーションの深さ、並
びに図７に見られるその他の情報を含む治療に関する様々な情報を含む。図７の例示的な
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実施態様では、すべての治療法に関して、測厚、主観的屈折、治療による屈折、レーザパ
ルスの数、治療時間、最大アブレーション（μｍ）、残存基質（μｍ）、および光学領の
直径（ｍｍ）に関する情報が提供される。ＺｙｏｐｔｉｘＡおよびＢの治療計画では、６
ｍｍの瞳孔直径上の高収差、主観的な顕性屈折（球、円筒、軸）、計算された主観的な顕
性屈折に関する瞳孔直径（ｍｍ）、および中心アブレーション深さ（μｍ）に関する情報
が提示される。ＺｙｏｐｔｉｘＣおよびＤ治療計画では、提示される情報としては、ジオ
プタによる手術前のＫ値（Ｄ）、手術前の円錐定数（Ｑ）、治療手術前のＫ値（Ｄ）、お
よび目標手術後の円錐定数（Ｑ

）が挙げられる。以下でさらに説明するように、図７の

例示的な治療のレビュースクリーン３１３は、推奨されるかまたは禁忌である治療法を色
分けし、なぜ特定の治療計画を使用するべきか、または使用するべきではないかという文
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字情報を提供する。スクリーンは、「測厚」、「フラップ厚さ」、および「光学領」に関
する編集可能なフィールドを提供し、表示されたすべての治療法に関してこれらの値を調
節可能にする。デフォルト値も、上記の編集可能なフィールドに復帰する。システムのソ
フトウェアバージョン、診断ウェーブフロント、および関連するコメントを含むトポグラ
フィファイルに関する選択可能な情報が提供される。瞳孔の変位および瞳孔の回転に関す
る回転する眼の追跡情報のための選択可能な項目が、さらに提供される。ユーザ入力の変
化に基づいて使用可能な治療計画の再計算は、ディスプレースクリーンから計算される。
治療計画および関連するグラフィカルマップは、図１１のディスプレースクリーンにより
、図示のように最大化することができる。ヒントボックスは、カーソルの位置に基づいて
治療計画の各々に関して表示することが可能であり、たとえば、ＺｙｏｐｔｉｘＡ：「近
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視の非球面性を強化したウェーブフロントベースの治療（Ｚｙｏｐｔｉｘ個別化非球面治
療モード）；ＺｙｏｐｔｉｘＢ：「ウェーブフロントベースの治療」（Ｚｙｏｐｔｉｘ個
別化治療モード）；ＺｙｏｐｔｉｘＣ：「アブレーション深さが少ない非球面治療」（Ｚ
ｙｏｐｔｉｘ非球面組織保存治療モード）；およびＺｙｏｐｔｉｘＤ：「アブレーション
深さが少ない治療」（Ｚｙｏｐｔｉｘ組織保存治療モード）がある。例示的な治療レビュ
ースクリーンＧＵＩは、記憶および選択コマンドの実行を促進し、修正されたデフォルト
パラメーターに基づいて警告メッセージを表示する。このスクリーンは、さらに、選択お
よび計算された治療を実行可能な．ＴＬＳファイルにエクスポートして、レーザを適用す
ることを可能にする。光学領の最適化、およびその他の最適化／分類機能のためのコマン
10

ドも、このスクリーンから実行される。
【００２２】
計算された治療計画２９０ａ−ｄの各々は、治療アルゴリズムに必要な初期入力を表す
デフォルトパラメーターに基づくという事実により、本発明による方法は、プルダウンメ
ニューによりアクセスされる図８のＧＵＩスクリーンディスプレー３１４に示すように、
ユーザは、ステップ２７５でデフォルトパラメーターおよび／またはその他の画定された
治療パラメーターを選択可能に修正することができる。次に、ユーザは、図２のステップ
２３０

に示す治療アルゴリズムの再処理を要求することができ、その後、再計算された

治療計画２９０

は、ステップ２７０

で再表示される。再計算された治療計画２９０

ａ−ｄは、やはり図７の３１３に示すように表示される。このタイプの反復は、執刀医が

必要と考える回数だけ行うことができるが、殆どの場合は１回の反復で十分である。
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【００２３】
この実施態様による一態様では、ユーザは、計算された治療計画をステップ２８０で、
最終的に選択された治療計画２９０Ｘを適用するために使用されるエキシマーレーザなど
の治療構成要素により読み取り可能であるか、または読み取り可能にする手段を有する記
憶媒体２８２（図３）に保存することができる。上記のとおり、記憶された各々の治療計
画２９０は、最終的にショットファイル３９９を含み、このショットファイル３９９は、
所望の光アブレーション治療を眼に適用するための治療用レーザ構成要素により行われる
実行可能インストラクションである。ステップ２９０で保存する前に、ＧＵＩは、二人の
異なる患者に関する図９Ａおよび図９Ｂのディスプレー３１５ａ、ｂに示すように、ステ
ップ２７９でデータチェックスクリーンを表示する。各々のデータチェックスクリーン３
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１５は、計算および選択された治療計画に基づく情報を含む。図９Ｂに示す第１の例示的
な実施態様では、データチェックスクリーン３１５ｂは、以下の情報を含む：患者の氏名
、患者の誕生日、患者の眼、治療アルゴリズムのタイプ、選択した治療球面、選択した治
療円筒、選択した治療軸、光学領のサイズ、治療領域、レーザパルスの数、治療時間、最
大アブレーション深さ、指定フラップ厚さに対するフラップ下の残存測厚（ＬＡＳＩＫ）
、現在実行しているソフトウェアのバージョン、計算日、診断検査日、器具固有の測厚情
報、顕性屈折、およびレーザショット周波数。図９Ａに示すもう１つの例示的な実施態様
では、データチェックスクリーン３１５ａ内の情報は、主観的な顕性屈折、中心アブレー
ション深さ、６ｍｍの瞳孔直径におけるウェーブフロントＲＭＳ値、回転アイトラッカー
データ（使用する場合）、および「治療の推奨される心取りは、瞳孔の中心である」など
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のテキストメッセージを含む。特定の治療計画タイプの第３の例示的な実施態様では、デ
ータチェック情報は、角膜の曲率情報（Ｋ値）および手術前および手術後の円錐形プロフ
ァイル（Ｑ係数）から成る。
【００２４】
適切な治療計画がステップ２８０で保存されると、治療計画２９０Ｘがステップ２９２
で選択され、ステップ２９６で潜在的に適用される。
【００２５】
ＧＵＩディスプレー構造および機能のもう１つの態様は、やはりプルダウンメニューを
介してアクセスされる図１０に示す優先選択スクリーン３１６である。例示的な実施態様
では、優先選択スクリーンは以下を可能にする：（ａ）すべての異なる治療オプションに
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対して設定されるデフォルトノモグラム値；（ｂ）デフォルトの仮定フラップ厚さの設定
（ＬＡＳＩＫ）；（ｃ）異なる治療オプションに対するデフォルトの光学領直径の設定；
（ｄ）最大アブレーションの限界値、治療時間、レーザパルス数、最小光学領サイズ、最
小手術後Ｋ値、最大手術後Ｋ値、およびフラップ下の最小残存基質厚さ；並びに（ｅ）一
定量の過剰または過小補正は、特定の治療に対するノモグラム値として設定することが可
能である（たとえば、すべてのタイプＡ治療計画の球面に０．５Ｄを追加する）。
【００２６】
図４に関するもう１つの態様では、執刀医は、特定の最適化されたパラメーターに基づ
いて使用可能な治療計画の再評価を望む場合がある。たとえば、図７に示すＺｙｏｐｔｉ
ｘＡ−Ｄ治療計画の場合、光学領（ＯＺ）直径の最適化に基づくすべての治療計画情報を

10

考察することが望ましい。図７に示す治療レビュースクリーン３１３では、たとえば、Ｏ
Ｚを最適化するための入力が行われる。実行されると、光学領は、たとえば診断に関する
ウェーブフロント入力データに基づいて許容可能な程度まで、フラップ下の最小残留基質
深さが、ユーザが画定する限界に等しくなるまですべての治療計画で増加される。図２の
ステップ２５０では、図４に示すように、ＯＺ２５２ａ、残留基質深さ２５２ｂ、および
屈折２５２ｃにより示す最適化および分類を計算して、ステップ２７０

で再表示させる

ことができる。
【００２７】
もう１つの態様では、潜在的に使用可能な治療アルゴリズム２６０ａ−ｎの数は少なく
とも２つであり、好ましくは近視治療のみ、遠視治療のみ、乱視を伴う近視、乱視を伴う
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遠視、その他の標準的な低収差補正、高収差補正、再治療補正、組織のアブレーションが
少ない球面補正治療、アブレーションの量が少ない非球面補正治療、ＬＡＳＩＫ治療、Ｌ
ＡＳＥＫ治療、ＰＲＫ治療、ノモグラム調節治療、およびその他のカスタマイズされた治
療を対象とする使用可能な治療アルゴリズム２６５ａ−ｎ（図２）の比較的大きい群から
選択される。しかし、本発明はこのように限定されるわけではない。
【００２８】
本発明の一実施態様によるもう１つの態様では、システムは、選択した治療計画をユー
ザに自動的に推奨するようにプログラムすることができる。このオプションは、図１１の
３１７に示す使用可能な治療計画から好ましい治療計画を色分けして実施することができ
る。
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【００２９】
治療計画の性質に基づいて、特定のその他のデフォルトデータ、優先選択データ、警告
情報およびその他の結果確定パラメーターは、ＧＵＩメニューからアクセス可能にするこ
とができる。たとえば、非球面収差を補正するための特定の治療計画の計算は、回転アイ
トラッカー情報を必要とする。ＬＡＳＩＫベースの治療は、特定のマイクロケラトーム情
報を必要とする。
【００３０】
本発明によるシステム実施態様３００は、図３に略図で示す。診断上の入力２１０ｎは
、様々なトポグラフィデバイス、ウェーブフロントセンサ、測厚デバイス、フォロプタ、
カスタマイズされた診断用器具、およびそれ自体は本質的に本発明の範囲ではなく、本発
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明の一部ではないその他の眼科用デバイスおよび技術により取得することができる。診断
上の入力データを受信し、入力データを分析して、潜在的に使用可能な治療アルゴリズム
を決定し、入力データおよびその他のアルゴリズムの結果確定パラメーターに基づいて、
潜在的に使用可能な治療アルゴリズムを処理するための手段３１０は、Ｐ．Ｃ．またはそ
の他の十分に周知されている形態の計算プラットフォームなどのソフトウェア駆動計算モ
ジュールで良い。ディスプレー手段３７０は、一般に、先行技術で十分に周知されている
スクリーンであり、上記のとおり、グラフィカルユーザインターフェース３１２（関連す
るディスプレースクリーンおよび機能）を表示するために使用される。本発明の実施態様
によるＧＵＩにより、どの機能および属性を提供するかを決定した後、適切なＧＵＩディ
スプレーおよび計算プロセスを生成することは、コンピュータプログラミングの当業者の
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範囲内である。デバイス可読記憶媒体２８２は、一般にコンピュータのディスケット、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、コンピュータハードドライブ、または電
磁搬送波であって、データを適切なファイル形式で記憶でき、システムの治療用レーザ構
成要素２９４のコンピュータまたは制御構成要素により読み取り可能で、選択された治療
計画２９０Ｘを適用するためのショット（．ＴＬＳ）ファイル３９９を実行することがで
きるものである。フォトアブレーティブレーザ構成要素２９４は、一般に、波長が１９３
ｎｍの発光エキシマーレーザ、または角膜組織光アブレーションに適する適切な気体媒体
もしくは固体レーザデバイスである。
【００３１】
本発明によるもう１つの例示的な実施態様は、診断ウェーブフロント感知測定結果およ

10

び診断角膜トポグラフィおよび測厚測定結果からの使用可能な測定データに基づいて、患
者の個々の治療ファイルを作成する治療計画ソフトウェア計算プログラム（以下、「治療
プランナー」と記載する）により示す。例示的な一態様では、診断情報は、Ｚｙｏｐｔｉ
ｘ（登録商標）診断ワークステーション（Ｂａｕｓｃｈ
ｒａｔｅｄ、Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒ、Ｎｅｗ

＆

Ｌｏｍｂ

Ｉｎｃｏｒｐｏ

Ｙｏｒｋ）によりアクセスされる。このワー

クステーションは、連結ザイウェーブＩＩ誤差測定器およびオルブスキャンＩＩｚ前部分
析器である。ザイウェーブ（誤差測定器）のデータは、「．ＡＴＥ」（つまり、誤差測定
器テクノラスエクスポート）ファイルと呼ばれるファイル内に記憶され、オルブスキャン
（角膜）データは、「．ＯＴＥ」（つまり、オルブスキャンテクノラスエクスポート）フ
ァイル内に記憶される。その後計算された治療データは、上記の「．ＴＬＳ」ファイル内

20

に記憶され、屈折アブレーション治療の基礎を形成する。例示的な一態様によると、治療
は、Ｚｙｏｐｔｉｘ視力補正治療として先行技術で周知されており、１００Ｈｚで動作す
るＴｅｃｈｎｏｌａｓ２１７ｚエキシマーレーザシステムを使って実施される。
【００３２】
例示的な実施態様によると、治療プランナー計算ソフトウェアは、ユーザを図６に示す
メインスクリーンディスプレー３１２に案内するＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）コンピュー
タスクリーンのアイコンから選択することにより使用される。ユーザは、「Ｐｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅｓ」（優先選択）というラベルのアイコン３００２をクリックして、たとえばウ
ェーブフロント診断（．ＡＴＥ）ファイル用のファイルパス；角膜（．ＯＴＥ）診断ファ
イル；および治療データ（．ＴＬＳ）ファイル；言語優先選択；診療所名などの診療所情
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報、レーザの製造番号；執刀医名および技術者名などの設定を予め設定することができる
。Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ（優先選択）スクリーンは、特定のデフォルトの設定値を予め
設定することも可能にする；たとえば、ＬＡＳＩＫフラップ厚さ；Ｋ値；それぞれ手術前
の非球面角膜形状係数および手術後の非球面角膜形状係数を表すＱ値（たとえばＱ、Ｑ
）；ＯＺ（光学領）；瞳孔サイズから計算したＯＺ；および基準屈折値の割合を表すノモ
グラム。（Ｋ値は、角膜の仰角測定に基づいて計算した中心角膜曲率であり、（ｎ−１）
／Ｒとしてジオプタ単位で表現され、Ｒは眼の半径である。）関心のある読者は、２００
３年６月１２日に出願された米国特許出願第１０／４６０８０１号「ＢＩＣＯＮＩＣ
ＢＬＡＴＩＯＮ

ＷＩＴＨ

ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＤ

ＳＰＨＥＲＩＣＡＬ

Ａ

ＡＢＥＲＲＡ

ＴＩＯＮ」を参照のこと。この特許出願は、引用することにより、準拠法および規則で認
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められる最大限の範囲まで、全体的に本願に援用する。前記出願は、本発明の実施態様の
治療モードの１つである非球面組織保存モードに対するアブレーション治療計画に関する
。
【００３３】
上記のＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（優先選択）設定の具体的なディスプレースクリーン１２
０２ａ、１２０２ｂを図１２ａおよび図１２ｂに示し、これらの図は、本明細書の最初で
説明した例示的な一実施態様に関する図８および図１０に示すディスプレー３１４、３１
６にそれぞれ対応する。ユーザは、Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ（優先選択）設定を保存し、治
療プランナープログラムの計算段階に進むか、またはメインメニューに戻るオプションを
有する。
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【００３４】
この例示的な実施態様によると、患者の選択および治療の計算は、図６に示すメインメ
ニュースクリーン３１２上の「Ｓｅｌｅｃｔ
００４で開始する。「Ｓｅｌｅｃｔ

Ｐａｔｉｅｎｔ」（患者選択）アイコン３

Ｐａｔｉｅｎｔ」（患者選択）アイコンが作動する

と、図１３に示すディスプレースクリーン１３０２が提示される。上記の「Ｐｒｅｆｅｒ
ｅｎｃｅ」（優先選択）のセクションで指定したフォルダ内に位置する診断ファイルは、
表示されて、それぞれ．ＯＴＥ（角膜診断データ）ファイル１３１０、および．ＡＴＥ（
ウェーブフロント診断）ファイル１３１２により記憶される。図示のとおり、表示データ
は、患者の姓名のウィンドウ１３０４、問題の眼（ＯＳまたはＯＤ）のウィンドウ１３０
６、並びに．ＡＴＥおよびデータ取得の時刻のウィンドウ１３０８を含む。記憶および表

10

示される情報のその他の配列および内容は、当業者が周知している様々な要因に応じて提
示されることは理解されるであろう。例示的な一態様では、．ＯＴＥまたは．ＡＴＥファ
イルの選択は、患者または特定の測定結果、たとえば誕生日、屈折値、ファイル名などを
明確に特定するのに役立つ追加データ１３１６を各々のファイル内に提示する。もう１つ
の態様では、特定のファイルは、データが以前に保存された患者の氏名を入力して、ディ
スプレー上に表示される患者探索領域１３０４を使用することにより、または別の実施例
では、患者名のリストをスクロールして、所望の患者を選択することにより、探索するこ
とができる。
【００３５】
別法による一態様では、ユーザは、主観的屈折に基づいて治療を直接計算ことを望む場
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合があり、この場合、．ＡＴＥファイルも．ＯＴＥファイルも使用しない。次に、「Ｎｅ
ｗ

Ｐａｔｉｅｎｔ」（新患）アイコン１３１８を選択することができ、その結果、図１

４に示す患者情報スクリーン１４０２が提示される。基本的な患者情報は、患者情報スク
リーン１４０２で考察および検証し、修正するか、または入力することができる。例示的
な一態様では、以下のデータが患者情報ウィンドウに表示される：患者ＩＤ；患者の姓：
患者の名前、誕生日；性別；眼（ＯＤ／ＯＳ）；再治療；主観的屈折（球、円筒、軸）；
ＰＰＲ（予想フォロプタ屈折；つまり、．ＡＴＥファイルデータに基づく主観的な顕性屈
折値；２００２年３月１８日に出願された出願番号第１０／１００７８２号「ＯＢＪＥＣ
ＴＩＶＥ

ＭＥＡＳＵＲＥＭＥＮＴ

ＯＦ

ＥＹＥ

ＲＥＦＲＡＣＴＯＰＮ」を参照。こ

の出願は、引用することにより、準拠法および規則で認められる最大限の範囲まで、全体
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的に本願に援用する）；測厚（．ＯＴＥファイルから、または超音波診断測定もしくはそ
の他の適切な診断測定に基づく）：および瞳孔測定。例示的な一態様では、修正された入
力値は、スクリーンで見るために異なる色で表示されるか、さもなければ区別される。次
に、ユーザは、データを検証し、治療計算を継続するか、または前のスクリーンに戻って
データを再入力するかもしくは取り消す。例示的な一態様では、警告メッセージ（図示し
ない）は、必要な入力または入力値が予め決められたデフォルト範囲外である場合に表示
される。
【００３６】
本発明の例示的な実施態様によると、ユーザは、２つの治療オプションを使用可能であ
る。これらのオプションは、本明細書では、Ｚｙｏｐｔｉｘ個別治療アルゴリズムおよび
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Ｚｙｏｐｔｉｘ組織保存アルゴリズムと呼ぶ。Ｚｙｏｐｔｉｘ個別治療計算オプションは
、ウェーブフロント情報データ（．ＡＴＥファイル）および角膜トポグラフィデータ（．
ＯＴＥファイル）に基づくウェーブフロント最適化治療である。例示的な一態様では、個
別治療モードは、近視および遠視治療の計算をサポートする。この態様によると、治療屈
折の球および円筒は、ユーザが修正可能な変数である。治療屈折は、ＰＰＲの割合で表現
される。割合値は、ユーザが修正可能な変数である。治療の光学領（ＯＺ）も、ユーザが
修正可能な変数である。個別治療オプションアルゴリズムは、たとえばＴｅｃｈｎｏｌａ
ｓ２１７ｚレーザシステムにより提供される角膜基質上における２ｍｍおよび１ｍｍのレ
ーザスポットの最適化された配置に基づく。治療は、瞳孔の中心上に集中する。この態様
では、個別治療オプションは、サイクロトーションおよび瞳孔中心変位などの虹彩認識パ
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ラメーターをサポートする。
【００３７】
Ｚｙｏｐｔｉｘ組織保存治療計算は、主観的屈折、角膜測定値（Ｋ値）および光学領に
基づく。例示的な一態様では、この治療オプションは、アブレーション用の２ｍｍおよび
１ｍｍ切頭ガウスビームの組合せを使用し、当業者は理解するように、２ｍｍのハードト
ップビームプロファイルを使用するＰｌａｎｏｓｃａｎ治療と比較した近視治療の組織保
存を実証した。組織保存量は、高収差として周知されている光学系の小さい変形をこのモ
ードで補正しようと試みることはないという事実により、上記の個別治療オプションで達
成することもできる。手術前の角膜（Ｋ＝４３．３Ｄ）の平均的な正規化形状を仮定する
Ｐｌａｎｏｓｃａｎアルゴリズムと比較すると、角膜の急勾配（Ｋ値）の実際の曲率値は

10

、値を．ＯＴＥファイルからインポートしてＫ値を入力するか、またはデフォルト値のＫ
＝４３．３Ｄを使用することにより、組織保存治療モードに含むことができる。このモー
ドにおける治療は瞳孔の中心に集中するか、または執刀医の指示でプルキンエ反射方向に
集中する。例示的な実施態様では、．ＡＴＥファイルはこの治療モードに影響しない。関
連する別法による態様では、非球面組織保存治療は、選択した手術前および手術後非球面
角膜形状係数、Ｑ、Ｑ

を使用して選択することができる。この態様では、円錐表面は、

以下の方程式により決定できる：
Ｚ＝ｐ２／Ｒ＋√［Ｒ２−（１＋Ｑ）ｐ２］
式中
20

Ｚは、円錐表面のたるみ、
２

ｐ

２

＝ｘ

２

＋ｙ

、

Ｒ＝曲率中心半径、および
−１≦Ｑ≦１Ｑ≠０）、式中、表面は、扁長対称コマ分子または扁平対称コマ分子楕円
形、放物線、または双曲線で良い。この実施態様の一態様では、円錐定数Ｑ（およびＱ
）は双円錐表面；つまりＱ（およびＱ

）を画定し、曲率中心半径Ｒ（およびＲ

）はｘ

、ｙの関数であり、ｘ方向およびｙ方向で異なる。双円錐表面は、Ｒｘ、Ｒｙ、Ｑｘ、Ｑ
ｙ（およびそれぞれの手術後の値）を直接指定することを可能にする。当業者は、双円錐

のたるみＺは以下のように表現できることを理解するであろう。
【００３８】
Ｚ＝ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２／１＋√［１−（１＋Ｑｘ）ｃ２ｘｘ２−（１＋Ｑｙ）ｃ
２

30

２

ｙｙ

］

式中、ｃｚｂｉｃｏｎｉｃ＝−ｓｘｃｘｘ２−ｓｙｃｙｙ２／ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２
およびＲｚｂｉｃｏｎｉｃ＝＋ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２／−ｓｘｃｘｘ２−ｓｙｃｙ２
およびｓｘ＝−（１＋Ｑｘ）、ｓｙ＝−（１＋Ｑｙ）
したがって、−ｚ２ｃｚｂｉｃｏｎｉｃ＝−２ｚ＋（ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２）、
＋Ｒｂｉｏｃｏｎｉｃを差し引くと、

ｚ＝ｚ

２

ｃｘｘ

＋ｃｙｙ２＋ｃｚｂｉｃｏｎｉｃｚ

２

＝１／ｃｚｂｉｃｏｎｉｃ

およびｃｘ＝１／Ｒｘ、ｃｙ＝１／Ｒｙであるから、
ｘ２／Ｒｘ＋ｙ２／Ｒｙ＋ｚ

２

／Ｒｚｂｉｃｏｎｉｃ＝Ｒｚｂｉｃｏｎｉｃ、
40

定義ｃｚ＝−ｓｘｃｘ−ｓｙｃｙ／２
およびΔ＝−ｓｘｃｘ＋ｓｙｃｙ／２を採用すると、
（連続拡充形式で）ｃｚｂｉｃｏｎｉｃ＝−ｓｘｃｘ２ｘ２−ｓｙｃｙ２ｙ２／ｃ
２

ｘｘ

＋ｃｙｙ２＝ｃｘ（ｃｚ＋Δ）ｘ２＋ｃｙ（ｃｚ−Δ）ｙ２／ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２

＝ｃｚ−Δ（ｃｘｘ２−ｃｙｙ２）／ｃｘｘ２＋ｃｙｙ２）。
【００３９】
例示的な一態様では、治療パラメーターに応じて、治療計算スクリーンの３種類のオプ
ションがユーザに提示される。先ず、図１５に示すＴｒｅａｔｍｅｎｔ

Ｏｖｅｒｖｉｅ

ｗ（治療概要）スクリーン１５０２は、．ＯＴＥファイルおよび．ＡＴＥファイルの両方
が選択され、複数の治療オプションが使用可能である場合に提示される。Ｔｒｅａｔｍｅ
ｎｔ

Ｏｖｅｒｖｉｅｗ（治療概要）スクリーン１５０２から、ユーザは、使用可能な治
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療モードの１つを目的として、計算スクリーンに直接進むか、またはユーザは、表示され
た２つの治療モードの同時計算を行い、Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ

Ｏｖｅｒｖｉｅｗ（治療概

要）ウィンドウに表示される結果を直接比較することができる。スクリーン１５０２上に
示されるように、表示パラメーター１５０４は、（以下で説明する個々の計算スクリーン
に記載される項目のほかに）、６ｍｍにおけるＺ４００（Ｚｅｒｎｉｋｅ球面収差係数）
、トポグラフィデータから導いた６ｍｍ瞳孔直径における円錐定数Ｑ、および．ＯＴＥフ
ァイルのトポグラフィデータから導いた６ｍｍ瞳孔直径における平均Ｋ値を含む。入力パ
ラメーター１５０６は、光学領およびフラップ厚さを含む。計算された出力パラメーター
１５０８は、最大アブレーション、中心アブレーション、残留基質（概算または計算）、
治療領域、パルス量、および治療時間を含む。別法によると、図１６に示す組織保存計算

10

スクリーン１６０２は、．ＯＴＥファイルのみが選択された場合、．ＯＴＥファイルも．
ＡＴＥファイルも選択されなかった場合、または．ＯＴＥおよび．ＡＴＥファイルが選択
されたが、個別治療モードが、選択された患者に使用可能ではない場合に表示される。第
３の別法によるオプションは、図１７に示す個別計算スクリーン１７０２のディスプレー
である。このスクリーンは、個別モードが選択されるか、または組織保存モードが、選択
された患者に使用可能ではない場合に表示される。
【００４０】
図１６に示すように、組織保存計算スクリーン１６０２は、測厚、瞳孔測定および主観
的屈折に関連する表示パラメーター１６０４を含み、入力パラメーター１６０６は、Ｋ値
、治療屈折、主観的屈折の割合、光学領およびフラップ厚さを含む。一次出力パラメータ

20

ー１６０８は、最大アブレーション、概算残留基質、治療領域、パルス数および治療時間
を含む。様々な態様で、概算残留基質の厚さは、計算最大アブレーション値を差し引いた
入力フラップ厚さを差し引いた入力測厚値に基づくか、あるいは概算残留基質値は測厚マ
ップデータ、入力フラップ暑さおよび計算アブレーションプロファイルに基づくか、ある
いは、必要な場合、残留基質のより正確な（より時間がかかるにも関わらず）計算を選択
することができる。Ｃａｌｃｕｌａｔｅ（計算）アイコン１６１２は、ユーザが計算残留
基質厚さを検証することを望む場合、概算残留基質値付近に提供される。
【００４１】
図１６にさらに示すように、アブレーションプロファイルマップ１６１０は、アブレー
ションプロファイルマップ１６１０は、スクリーン１６０２上に表示される。図１６にさ

30

らに示すように、アブレーションプロファイルマップ１６１０は、スクリーン１６０２の
右側に表示される。一態様では、表示することができる使用可能なマップのプルダウンリ
ストにアクセスするために、マップフィールドが提供される。たとえば、．ＯＴＥファイ
ルがロードされなかった場合、手術前のマップは使用可能ではない。．ＯＴＥファイルが
ロードされた場合、軸方向角膜測定（角膜曲率）マップ、前部仰角マップ、後部仰角マッ
プおよび測厚マップを含む手術前のマップは使用可能である。さらに、．ＯＴＥファイル
がロードされた場合、シミュレートされた手術後測厚マップは使用可能である。例示的な
一態様では、アブレーションプロファイルのマップは、治療の計算後にデフォルトで示さ
れる。
40

【００４２】
図１７は、Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚｅｄ

Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ（個別治療）モード計算ス

クリーン１７０２を示す。この治療モードでは、表示パラメーター１７０４は、測厚、瞳
孔測定、６ｍｍ瞳孔直径における比較的高い（ＲＭＳ）収差値、ウェーブフロント直径、
主観的屈折およびＰＰＲを含む。入力パラメーター１７０６は、治療屈折、ＰＰＲの割合
、光学領およびフラップ厚さを含む。計算出力パラメーター１７０８は、最大アブレーシ
ョン、中心アブレーション、残留基質（上記のとおり、概算または計算）、治療領域、パ
ルス量および治療時間を含む。マップのプルダウンリストは、やはり使用可能である。た
とえば、手術前のマップは、軸方向角膜測定（角膜曲率）マップ、前部仰角マップ、後部
仰角マップ、測厚マップ、高ウェーブフロントマップ、および全体ウェーブフロントマッ
プを含む。シミュレートされた手術後前部仰角、軸方向角膜測定および測厚マップも使用
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可能であり、図示のデフォルトのアブレーションプロファイルマップ１７１０も使用可能
である。
【００４３】
何れかの計算スクリーンから、ユーザは、エクスポートアイコン１６１５を選択し、次
に、それぞれ図１８ａ、ｂ、ｃに示すようにデータチェックスクリーン１８０２ａ、ｂ、
ｃを提示する。上記で説明した例示的な実施態様に関して図９ａ、ｂに示す類似のスクリ
ーンディスプレー３１５ａ、ｂに対応するデータチェックスクリーン１８０２は、ユーザ
が、．ＴＬＳ（治療）ファイルを保存する前に、スクリーン情報を再度チェックして印刷
することを可能にする。Ｐａｔｉｅｎｔ

ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（患者情報）スクリー

ンまたは個々の計算スクリーンに示すパラメーターのほかに、その他の関連情報は、デー

10

タチェックスクリーンに表示され、こうした情報としては、治療相の数、２ｍｍおよび１
ｍｍビームの場合のパルス数、特定の治療に使用可能である場合、虹彩認識データ、計算
の基礎として使用されるアルゴリズム（近視、遠視、混合乱視）、屈折、基準屈折のタイ
プ、並びにトポグラフィおよびウェーブフロントの診断からの追加情報が挙げられる。
【００４４】
ユーザは、データに最終的に納得し、治療の実行を意図する場合、Ｓａｖｅ（保存）ア
イコン１８０４をクリックすると、．ＴＬＳファイルが形成され、．ＴＬＳファイルは、
上記のＰｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ（優先選択）で選択したファイルパス下に保存される。
【００４５】
図１９の表１は、本発明の例示的な実施態様により認められるパラメーター値の例示的

20

な範囲を示す。
【００４６】
本明細書で特に図示および説明する実施態様に関わらず、当業者は、上記の説明および
添付の請求の範囲を考慮すると、本発明の精神および範囲を逸脱することなく、本発明の
様々な修正および変形が可能であることを理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】図１は、患者の眼を分類して、本発明の一実施態様により患者の眼における視力
補正のための治療計画を選択するのを支援するためのアルゴリズムの略フローダイヤグラ
ムである。
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【図２】図２は、本発明のもう１つの実施態様により、患者の眼の視力補正のための治療
計画の選択を支援するための方法の略フローダイヤグラムである。
【図３】図３は、本発明の一実施態様により患者の眼における視力補正のための治療を計
画するために使用するシステムの略図である。
【図４】図４は、図２に示すプロセスステップの略図である。
【図５】図５は、図２に示すもう一つのプロセスステップの略図である。
【図６】図６は、本発明の一実施態様によるグラフィカルユーザインターフェース（ＧＵ
Ｉのスタートアップディスプレースクリーンの図である。
【図７】図７は、本発明の一実施態様によるＧＵＩのもう１つのディスプレースクリーン
の図である。

40

【図８】図８は、本発明の一実施態様によるＧＵＩのもう１つのディスプレースクリーン
の図である。
【図９】図９は、本発明の一実施態様によるＧＵＩのもう１つのディスプレースクリーン
の図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施態様によるＧＵＩのもう１つのディスプレースクリ
ーンの図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施態様によるＧＵＩのもう１つのディスプレースクリ
ーンの図である。
【図１２】図１２ａ、ｂは、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩの優先選択ディス
プレースクリーンの図である。
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【図１３】図１３は、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩの患者選択ディスプレー
スクリーンの図である。
【図１４】図１４は、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩの患者情報ディスプレー
スクリーンの図である。
【図１５】図１５は、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩの治療概要ディスプレー
スクリーンの図である。
【図１６】図１６は、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩの具体的な治療オプショ
ンディスプレースクリーンの図である。
【図１７】図１７は、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩのもう１つの具体的な治
療オプションのディスプレースクリーンの図である。
【図１８】図１８ａ、ｂ、ｃは、本発明の例示的な一実施態様によるＧＵＩのデータチェ
ックディスプレースクリーンの図である。
【図１９】図１９は、本発明の例示的な実施態様によるパラメーター値範囲の表である。
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【図２】

10

(17)
【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

JP 4713466 B2 2011.6.29

(18)
【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

JP 4713466 B2 2011.6.29

(19)
【図１２Ａ】

【図１３】

【図１２Ｂ】

【図１４】

【図１５】

【図１７】

【図１６】

【図１８Ａ】

JP 4713466 B2 2011.6.29

(20)
【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】

【図１９】

JP 4713466 B2 2011.6.29

(21)

JP 4713466 B2 2011.6.29

フロントページの続き
(72)発明者 ヒューズ， ロビン
アメリカ合衆国 ニューヨーク １４５３４， ピッツフォード， ダラム ウェイ １
(72)発明者 バイス， ルパート
ドイツ国 デー−８４３４７ プファーキルヒェン， フランチスカーネシュトラーセ １６
(72)発明者 ジョンソン， マイケル キース
アメリカ合衆国 ユタ ８４４０４， オグデン， ブリンカー アベニュー １５１３
(72)発明者 ダンバッヒャー， フロリアン
ドイツ国 デー−８４５５９ クライブルク， サマーシュトラーセ ５

10

(72)発明者 マテーウス， アルネ
ドイツ国 デー−８１５４１ ミュンヘン， エンテンバッハシュトラーセ １４
(72)発明者 ユーゼッフィ， ゲルハルト
ドイツ国 ８４０２８ ランツフート， ライハルトシュトラーセ １
(72)発明者 モーリッツ， フリードリッヒ
ドイツ国 ８１５４１ ミュンヘン， ドラッハシェルシュトラーセ ４
審査官 津田 真吾
(56)参考文献 特開２０００−３００５９６（ＪＰ，Ａ）
特表２００２−５２４１４４（ＪＰ，Ａ）
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
A61F 9/00 ‑ 11/00

20

