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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　より高いオーダの視力欠陥の補正用の、目の角膜における光屈折外科手術用装置におい
て、
　補正すべき目の光学系全体の波面収差を、特定の目の位置に関して測定するアベロスコ
ープ（１２，１４，１６，２２，２４，２８）と、
　前記測定した波面収差から光除去断面形状を、当該光除去断面形状に従った光除去が、
処理された目の波面収差を最小にするように得る手段（４８）と、
　レーザ輻射源（３０）と、前記レーザ輻射源によるレーザ輻射を特定の目の位置に関し
て前記光除去断面形状に従って制御する手段（３２，３８，４０，４８）とを具え、
　前記測定した波面収差から前記光除去断面を得る手段（４８）が、術後回復プロセス中
の目の光学特性の変化に対応する補正係数を記憶し、前記補正係数に従って、前記測定し
た波面収差から得た前記光除去断面形状を変化させることを特徴とする光屈折外科手術用
装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光屈折外科手術用装置において、現在の目の位置を特定する装置（３
８，４０，４８）と、前記光除去断面形状を前記現在の目の位置に適合させる装置（４８
）とを具えていることを特徴とする光屈折外科手術用装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の光屈折外科手術用装置において、前記補正係数が、次式：
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【数１】

を満足する波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）に入り、ここに、Ｚｉはゼルニケ多項式であり、Ｃｉは
多項式係数であり、Ａｉは前記補正係数であり、ｉは０からｎまで連続するインデックス
であり、ｎは使用するゼルニケ多項式の数であることを特徴とする光屈折外科手術用装置
。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、より高いオーダの視力欠陥の補正に関する目の角膜における光屈折外科手術用
装置に関する。
【０００２】
光屈折角膜摘除術は、より低いオーダ、すなわち、例えば、近視、遠視、乱視、近視性乱
視および遠視性乱視の不完全な視力を補正する広く確立された手順である。「光屈折角膜
摘除術（ＰＲＫ）」という用語は、通常、角膜の表面における干渉が、いわゆる角膜上皮
を除去した後にのみ意図されることを意味すると理解されている。前記上皮の除去後、ボ
ーマン膜または角膜間質は露出され、レーザによって除去することができる。ＬＡＳＩＫ
（laser in situ keratomileusis）術は、一般的にＰＲＫと区別されている。ＬＡＳＩＫ
術において、８ないし１０ｍｍの直径の約１００μｍないし２００μｍ厚の角膜スライス
（いわゆるフラップ）を「ヒンジ」として作用する小さい残りの部分まで、いわゆるマイ
クロケラトームによって切り込む。このスライス（フラップ）を側に折り、実質の除去を
、間質において直接的な、すなわち、角膜の表面においてではないレーザ輻射によって行
う。レーザ処理後、前記フラップをその元の位置に再び折り戻し、回復は一般的に比較的
速い。
【０００３】
以下に説明する本発明は、上述したＰＲＫと、特にＬＡＳＩＫ技術の双方に好適である。
【０００４】
ＰＲＫおよびＬＡＳＩＫにおいて、角膜実質を除去する。この除去は、前記角膜に当たる
レーザの発光（単位面積あたりのエネルギー）の作用である。ビーム形成およびビーム位
置決めの種々の技術が既知であり、例えば、処理すべき領域におけるいわゆるスリット走
査や、きわめて小さい寸法の輻射スポットを除去すべき領域に導くいわゆる走査スポット
や、前記輻射を除去すべき領域全体に広範囲に向け、前記発光が、角膜の所望の除去を達
成するためにビーム断面を変化させるいわゆる完全除去または広域除去が既知である。最
新技術は、前記角膜が最終的に所望の曲率半径を有するように前記角膜を除去するために
、各々の場合における上述したビーム位置決めに関して前記輻射を制御する適切なアルゴ
リズムを含む。
【０００５】
上述した走査スポットは、比較的小さい直径（０．１ないし２ｍｍ）において集束された
レーザビームを使用し、このレーザビームを、ビーム位置決め装置によって角膜の種々の
位置に向け、いわゆるスキャナによって、最終的に所望の角膜除去が達成されるように連
続的に動かす。したがって、除去は、いわゆる除去断面にしたがって起こる。ＰＲＫおよ
びＬＡＳＩＫにおいて、いわゆるガルバノメトリックスキャナを特に使用することができ
る（１９９４年６月のレーザフォーカスワールド、５７ページにおけるＧ．Ｆ．マーシャ
ルのエッセイを参照）。その間、他の走査技術がレーザビームの位置決めに関して開示さ
れている。
【０００６】
最新技術によれば、上述した形式のより低いオーダ（例えば、近視、遠視、乱視）の不完
全な視力は、今のところ、患者の目のいわゆる屈折データにしたがって決定され、すなわ
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ち、患者の目に関して測定された屈折データが、前記角膜から実質を除去する際に従う除
去断面を決定する（眼科学におけるレーザおよび光、ｖｏｌ．５、Ｎｏ．４、１９９ない
し２０３ページ、１９９３におけるＴ．セイラーおよびＪ．ウォレンサックを参照）。こ
の最新技術によれば、特定の屈折値を有する所定の患者の目に関して、前記レーザ輻射は
、前記角膜上に、例えば近視に関する補正における放物線に対応する予め決められた除去
断面が除去されるように導かれる。すなわち、前記除去断面は、前記屈折値にのみしたが
って個々の目に適合するが、光学系「目」の局所的不規則性には従わない。
【０００７】
ジャーナルオブレフラクティブサージェリー、ｖｏｌ．１３、５月／６月１９９７年、２
３５ないし２４５ページにおけるＪ．Ｋ．シミック、Ｗ．Ｂ．テルフェア他によるエッセ
イも、光屈折角膜摘除術によるより低いオーダの不完全な視力の補正を説明しており、こ
こでは、前記光除去断面は理論的な放物線形状に対応する。さらに、いくつかの経験的補
正因子を前期除去断面に取り入れることを提案しており、これらの補正因子は、結果とし
ての目における放物線形状の除去を達成するために、レーザと組織との間の相互作用を考
慮する。
【０００８】
光屈折角膜摘除術およびＬＡＳＩＫにおける特定の問題は、レーザビームおよび目の相対
的位置合わせである。最新技術では、これに関する種々の処理が知られており、例えば、
いわゆる「目追跡機」、すなわち、前記除去に使用するレーザビームを目の動きに従って
制御（追跡）するために前記目の動きを決定する装置が知られている。例えば、独国特許
明細書第１９７０２３３５号は、これに関する最新技術を記載している。
【０００９】
上述したように、より低いオーダの不完全な視力を補正する最新技術の光屈折角膜手術の
手順は、実際的に、前記補正が目の（包括的な）屈折値を考慮するという意味において、
「包括的手順」である。このような低いオーダの不完全な視力を、例えば、球面または乱
視矯正用レンズによって、または、角膜の光屈折的補正によっても補正することができる
。
【００１０】
しかしながら目における光学的像は、上述した形式のより低いオーダの不完全な視力によ
ってだけでなく、いわゆるより高いオーダの像歪みによっても悪影響を受ける。このよう
なより高いオーダの像歪みは、特に、角膜および目の内部への手術的干渉（白内障手術）
後に生じる。このような光収差は、完全な視力が、より低いオーダの欠陥の医学的補正に
もかかわらず達成されない理由であるかもれない。ＤＥＲ　ＯＰＨＴＨＡＬＭＯＬＯＧＥ
、Ｎｏ．６、１９９７、４４１ページにおいて、Ｐ．Ｍｉｅｒｄｅｌ、Ｈ．Ｅ．Ｋｒｉｎ
ｋｅ、Ｗ．Ｗｉｇａｎｄ、Ｍ．ＫａｅｍｍｅｒｅｒおよびＴ．Ｓｅｉｌｅｒは、人間の目
の収差を決定する測定装置を説明している。このような測定装置によって、単色光に関す
る収差（像歪み）を測定することができ、さらに特に、角膜によって生じる収差と、目の
全体の視覚画像システムによって生じる収差とを測定することができ、これを、位置に依
存して決定することができ、すなわち、目の瞳孔内の所定の位置に関して特定の解像度で
決定することができ、補正すべき目の全体的光学系の像歪みがこの点においてどれくらい
大きいかを決定することができる。このような目の像歪みは、上述したＰ．Ｍｉｅｒｄｅ
ｌ他による著作において、いわゆる波面収差として、数学的に説明されている。波面収差
は、中央光点の実際の光波面と、例えば、その理想的ボール状形状のような基準表面との
間の距離の空間的推移を意味すると理解される。したがって、前記理想波面のボール表面
は、例えば、空間的基準系として作用する。最新技術において、測定すべき理想波面が平
坦である場合、平面を収差測定用基準システムとして選択することも既知である。
【００１１】
上述したＰ．Ｍｉｅｒｄｅｌ、Ｔ．Ｓｅｉｌｅｒ他による著作による測定原理を、本発明
の実現化の出発点としても使用する。これは、実際的に、シャドーマスクによって別個の
並列個別ビームに分割されている十分な直径の並列ビームを含む。これらの個別ビームは
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、凸レンズ（いわゆるアベロスコープ（ａｂｅｒｒｏｓｃｏｐｅ）レンズ）を通過し、結
果として、正視眼において、網膜の前面の特定の距離において集束する。この結果、マス
ク影が網膜において明らかに可視に投影される。この網膜の光点パターンは、ＣＣＤビデ
オカメラのセンサ表面における間接オフサルモスコープの原理にしたがって描かれる。収
差のない理想的な目において、描かれた光点パターンは、歪まず、シャドーマスクパター
ンに正確に一致する。収差がある場合、しかしながら、各々の個別ビームは特定の角膜ま
たは瞳孔領域を通過し、異常な光学的影響によって、前記理想コースからの偏差を経験す
るため、各々のパターン点の個別的な変位が存在する。最終的に、波面収差を、網膜パタ
ーン点の変位から瞳孔表面に関する位置関数として近似する方法によって決定する。上記
最新技術は、この波面収差のいわゆる「波面収差山脈」の形態における数学的表現も説明
している。この「波面収差山脈」は、各々の瞳孔位置（ｘ－ｙ座標）における波面収差の
値Ｗ（ｘ，ｙ）を与え、この値を次にｘ－ｙ座標における値としてプロットする。第１近
似において、対応する網膜光点のその理想位置からの測定された変位と、各々の入射光ビ
ームに関する「波面収差山脈」のしゅん度との間につり合いが存在する。したがって、結
果として、前記波面収差を前記系の光軸における任意の基準値に基づく位置関数として決
定することができる。前記基準値を供給することができる前記網膜における理想的な一般
的に歪んでいない光点位置は、例えば、互いにほとんど間隔を置かない４つの中央の点で
ある。これらのような点は、約１ないし２ｍｍ直径の中央角膜／瞳孔領域であり、経験に
したがって、より高いオーダの像歪みが一般的にないと認めることができる。
【００１２】
前記「波面収差山脈」を、閉じた式（関数）の援助と共に数学的に種々の方法において説
明することができる。テイラーの和の形態における、または、特にゼルニケ多項式におけ
る近似を特に考える。ゼルニケ多項式は、これらの係数が、一般的に既知の像歪み（開口
欠陥、コマ、乱視、歪み）に直接関係するという利点を有する。ゼルニケ多項式は、完全
直交関数の組である。Ｊ．Ｌｉａｎｇ、Ｂ．Ｇｒｉｍｍ、Ｓ．ＧｏｅｌｚおよびＪ．Ｆ．
Ｂｉｌｌｅによるエッセイ、「Ｈａｒｔｍａｎｎ－Ｓｈａｃｋ波面センサを使用するヒト
の目の波収差の客観的測定」、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ
、１１（７）：１９４９－１９５７、１９９４年７月、において、どのように波面（また
は波面収差）をグリッド点変位から計算することができるかが示されている。実際の波面
を、波面の導関数の決定から確かめることができる。波面は、方程式システムに対する解
として表れる。Ｈ．Ｃ．ＨｏｗｌａｎｄおよびＢ．Ｈｏｗｌａｎｄによるエッセイ「目の
単色収差を測定する主観的方法」Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ、６７（１１）：１５０８－１５１８、１９７７年１
１月、は、単色収差を決定する手順と、最初の１５のテイラー係数の確認も記載している
。この最新技術を参考にすることができる。
【００１３】
人間の目の収差および網膜像品質の測定も、以下のエッセイ、「通常の人間の目の収差お
よび網膜像品質」、Ｊｕｎｚｈｏｎｇ　ＬｉａｎｇおよびＤａｖｉｄ　Ｒ．Ｗｉｌｌｉａ
ｍｓ、Ｊｏｕｒｎａｌ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　Ａｍｅｒｉｃａ　Ａ、Ｖｏｌ
．１４、Ｎｏ．１１、１９９７年１１月、２８７３ないし２８８３ページ、に記載されて
いる。
【００１４】
国際公開パンフレット９９／２７３３４（本願の優先権日より後に発行された）において
、目の波面収差を測定し、その後の除去に使用している。
【００１５】
前記最新技術により、除去断面を個々に確認し、補正すべき目に別個に位置させることも
既に知られており、これは、角膜の表面のいわゆる地形的測定に基づいており、ＡＲＣＨ
　ＯＰＨＴＨＡＬＭＯＬ／Ｖｏｌ．１１６、１９９８年８月、１０５３ないし１０６２ペ
ージにおけるＣ．Ｅ．Ｍａｒｔｉｎｅｓ、Ｒ．Ａ．Ａｐｐｌｅｇａｔｅ他を参照されたい
。前記角膜の表面のこのような地形は、しかしながら、角膜曲率におけるデータ、すなわ
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ち、前記角膜の各点における高さデータのみを与える。収差をこのデータから計算するこ
とができるが、このデータは、しかしながら、前記角膜の表面におけるより高いオーダの
欠陥のみを与え、全体としての光学系「目」に関する収差値を与えない。しかしながら、
目（視覚）の解像度は、角膜の表面によってだけでなく、補正すべき目の全体としての光
学系（例えば、目のレンズ）によっても決定され、この文脈において改善が望まれている
。
【００１６】
本発明の目的は、この最新技術から開始して、より高いオーダの視力欠陥を取り扱うこと
ができる光屈折角膜外科手術用装置を提供することである。
【００１７】
この技術的問題の解決のため、本発明は、以下の装置、
補正すべき目の全体としての光学系の波面収差を特定の目の位置に関して測定するアベロ
スコープと、
測定された波面収差から光除去断面を、前記光除去断面による光除去が処理された目の波
面収差を最小にするように得る手段と、
レーザ輻射源と、レーザ輻射を特定の目の位置に関して前記光除去断面にしたがって制御
する手段とを具える組み合わせを提供する。
【００１８】
本発明による装置の好適な設計は、瞬時の目の位置を決定する装置と、前記光除去断面を
前記目の位置に適合させる装置とによって特徴付けられる。
【００１９】
したがって、本発明による装置は、特に、目の光屈折角膜外科手術に関する手順を実行し
、より高いオーダの視力欠陥を補正することを、少なくとも以下のステップ、
補正すべき目の全体としての光学系の波面収差を特定の目の位置に関してアベロスコープ
式に測定するステップと、
前記測定された波面収差から前記波面収差を最小にする光削除断面を得るステップと、
レーザ輻射によって、前記特定の目の位置に関する前記光除去断面にしたがって光除去す
るステップとによって行う。
【００２０】
目を光屈折角膜外科手術し、より高いオーダの視力欠陥を補正する他の手順を行うことも
できる。この手順またはこの手順を実行する装置に関して、これらの双方を以下により詳
細に説明し、前記除去断面を、角膜および網膜における点の投影から直接計算する。ここ
で、「投影」は、小さい直径の光ビームを角膜に向け、上述した点を発生し、角膜から網
膜に通過させ、ここで他の点を発生させることを意味する。前記角膜の表面の曲率におけ
る変化を、前記網膜における光点の位置の所望の位置（収差のない目に対応する所望の位
置）からの偏差から推定することができ（以下参照）、これは、最終的に、得ようとする
除去断面の（数学的意味における）導関数についての説明を表す。この手順を目の異なっ
た点に向く十分な数の光ビームで実行した場合、前記除去断面の導関数を関係する目の表
面全体に関して確認することができ、前記除去断面それ自体を、これらから数学的に計算
することができる。本発明は、この手順を実行する装置も含み、すなわち、特に、規定さ
れた位置および入射角を有する選択された光ビームを管理する手段と、網膜における前記
光ビームの前記所望の位置に対する変位を測定する手段と、前記網膜における光ビームの
これらの測定から光除去断面を確認する対応してプログラムされたコンピュータとを含む
。
【００２１】
本発明の実施形態を、図面の援助と共に以下により詳細に説明する。
【００２２】
図１は、既に上述した目の波面収差を図式的に示し、すなわち、実際の非球面波面の理想
的な波面からの逸脱を示す。Ａは、この光学系の光軸であり、Ｆは、焦点であり、後者は
、理想的な波面の場合における輻射の仮想的な開始点でもある。
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【００２３】
図２は、目１０の波面収差を測定するビデオアベロスコープの光学的図を図式的に示す。
ＨｅＮｅレーザ（５４３ｎｍ）の緑色光を、約１２ｍｍの直径に広げ、その後、多数の等
間隔の間隙が形成されたシャドーマスク１２によって、対応する数の並列独立ビームに分
割する。図２によれば、点線によって図式的にのみ示すこれらの独立ビームは、本光学系
の光軸Ａと平行に延在する。アベロスコープレンズ１４（凸レンズ）を目１０の前面にお
いて使用することによって、これらのビームは、これらが網膜２０の前面における特定の
距離（焦点Ｆ）において集束するように屈折する。正しく見える目において、前記アベロ
スコープは、例えば、＋４ｄｐｔのレンズパワーを有する。収差のない理想的な目におい
て、完全に歪みのない光点パターンがこの方法において網膜２０において形成される。瞳
孔を参照符１８によって示す。
【００２４】
しかしながら目１０が収差を持つ場合、前記パターン点は、前記像歪みにしたがって変位
し、　個々のビームは瞳孔１８の唯一のまったく特定の位置を通過し　理想のコースから
の逸脱を受ける。この理想コースからの逸脱は、瞳孔の内側の特定の位置を通過する光ビ
ームに関して、目１０の光学系全体の光学像歪みに対応する。角膜において、前記個々の
ビームは、例えば、ｘおよびｙ方向において、１．０ｍｍの一定の間隔を有し、これらの
直径を、例えば、約０．５ｍｍとする。平行測定ビーム束全体は、例えば、角膜において
８×８の寸法を有する。
【００２５】
網膜２０において発生された光点パターンを、ハーフミラー１６によって、網膜像用の検
眼鏡レンズ２２および対物レンズを経て、結果として生じた光点パターンを計算に関して
処理するために、固体撮像カメラ（ＣＣＤカメラ）のセンサ表面２８上に描く。欠陥のな
い目の等距離の規則正しい構造に基づく前記光点の位置の逸脱は、波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）
を目の瞳孔表面に関する位置関数として確認する可能性を結果として生じる。この位置関
数を、多項式、例えば、テイラー多項式またはゼルニケ多項式の組によって近似すること
ができる。係数Ｃｉが開口欠陥、コマ、乱視、歪みのような像歪みに直接関係する利点を
有するため、ここではゼルニケ多項式が好適である。波面収差Ｗをゼルニケ多項式Ｚｉ（
ｘ，ｙ）によって以下のように表すことができる。
Ｗ（ｘ，ｙ）＝Σｉ×Ｚｉ（ｘ，ｙ）
瞳孔面におけるデカルト座標を（ｘ，ｙ）によって指定する。
【００２６】
前記ゼルニケ多項式の例えば最初の１４の係数Ｃｉ（ｉ＝１，２，．．．，１４）の決定
は、波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）の、自由瞳孔表面の位置座標の関数として十分正確な記述を可
能にする。このように、いわゆる波面収差山脈が発生し、すなわち、三次元表現において
、各々の場合における局所像歪みを与える位置座標に関する関数が発生する。ゼルニケ多
項式に加えて前記波面を数学的に記述する、他の可能性、例えばテイラー級数を選択する
こともできる。ゼルニケ多項式は、ここで選択した単なる実施形態である。
【００２７】
いわゆる光除去断面を、この波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）から、コンピュータ４８（図３）によ
って計算する。最終的に、前記コンピュータは、したがって、前記光点パターンから前記
波面収差を特定の数のゼルニケ係数の形式において確認し、次に、前記波面収差から光除
去断面、すなわち、前記角膜を個々の瞳孔位置において前記波面収差を減らすために除去
しなければならない深さにおけるデータを確認する。前記除去断面、すなわち、除去すべ
き実質の層の厚さを位置（Ｘ－Ｙ座標）の関数として種々の方法において前記波面（収差
）から決定することができ、補正すべき目に関する除去断面を、対応する目のモデルによ
って基本的に計算する。
【００２８】
この目的のため、前記角膜表面における波面収差を、例えば、角膜の厚さ、角膜後方表面
とレンズ前方表面との距離、レンズ後方表面と網膜との距離のような目の幾何学的特性を
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考慮して数学的に投影する。さらに、目の個々の光学的要素の屈折率（例えば、涙の膜ｎ
＝１．３３７、角膜ｎ＝１．３７、房水ｎ＝１．３３７等）を、前記除去断面の計算にお
いて考慮する。前記波面は、実際的に、光の走行時間差、すなわち、光学距離を示す。光
学距離を屈折率で割ると、幾何学経路が得られる。このように、関連する除去断面を、前
記波面の角膜上への投影から得ることができる。前記角膜の所定の点において、除去深さ
（ＬＡＳＩＫに関して、間質における除去された実質の深さに対応する）を、このような
除去が前記ビームの走行時間差にどのように影響するかについて反復の形態において数学
的に推定および計算する。目的は、角膜のすべての位置における前記ビームの走行時間を
、前記波面収差ができる限り小さくなるように適合させることである。このようにするこ
とにおいて、波面が、一般的には不可能である、物理的意味において組織の層を示す値を
有すること（すなわち、角膜を厚くすること）もできることを考慮しなければならない。
結果として、前記除去断面を適宜に適合させなければならず、すなわち，角膜の所望の完
成した断面が組織の除去によってのみ達成されるように全体として置き換えなければなら
ない。
【００２９】
前記波面収差を、瞳孔面（瞳孔入り口）においてだけでなく、角膜において直接計算する
こともできる。したがって、対応する屈折率を考慮することによって、実際の除去断面は
、特定の瞳孔直径を結果として生じる。
【００３０】
本発明の特別な態様は、前記除去断面を確認するのに使用する波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）を、
手術後の目の回復プロセスも考慮するようにする。目の光学特性における変化が前記回復
プロセスによって生じることが明らかになっており、最高の結果を達成するために、これ
らの変化を、条件として使用する波面収差において考慮すべきである。これを以下のよう
に行う。
【００３１】
いわゆる補正係数（ファッジファクター）を、波面収差Ｗ（ｘ，ｙ）をゼルニケ多項式の
和Σｉ（ｘ，ｙ）として表した上記式に導入する。
【数２】

上記式との比較において、補正係数Ａｉを各々の場合におけるゼルニケ係数およびゼルニ
ケ多項式の和に加え、補正係数は、傷の回復プロセスを経験的に考慮する。すなわち、こ
の関数Ｗ（ｘ，ｙ）は、傷の回復による個々の光学像歪み（Ｚｉ）の術後変化を考慮して
補正すべき目における波面を記述する。この場合において、ゼロないし８次のゼルニケ係
数は特に臨床的に関係する。多項式係数Ｃｉは、既に上記で説明したように、前記説明し
た測定による像歪みの大きさを記述する。
【００３２】
補正係数Ａｉの臨床的に関係する値の範囲は、－１０００ないし０ないし１０００の範囲
である。臨床的補正係数Ａｉは、各々の係数Ｃｉに関して異なる値をとることも経験的に
確認されている。したがって、Ａｉは、個々の係数Ｃｉごとに異なり、すなわち、関数ｆ
ｉは、個々の係数Ｃｉごとに異なるコースを有する。
【００３３】
さらに、術後回復プロセスそれ自身が各々の場合に使用するレーザシステムに依存するよ
うに、関数ａｉ＝ｆｉ（Ｃｉ）が各々の場合において使用する治療レーザシステムにさら
に依存することがわかっている。これは、一般に、一般的に有効でない（抽象的な）デー
タが、臨床的補正係数Ａｉに与えられるおそれがあることを意味し、むしろ、これらの補
正係数が、各々の場合において使用されるレーザシステムに関して臨床的に経験的に（実
験的に）確認されなければならず、ここでは、上述した代表的な－１０００ないし０ない
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し１０００の値範囲が、ここで使用するレーザシステムに対して特に、ドイツのエルラン
ゲン（Ｅｒｌａｎｇｅｎ）のウェーブライト（Ｗａｖｅ－Ｌｉｇｈｔ）社による商品名「
アレグレット（Ａｌｌｅｇｒｅｔｔｏ）」に適合する。
【００３４】
上述したように、上述した補正係数Ａｉを使用しない場合、波面収差から確認された除去
断面に基づく屈折的干渉後の傷の回復、ＬＡＳＩＫの場合において、したがって特に折り
戻したスライス（フラップ）の回復の結果として個々の像歪みの過大評価または過小評価
を招くおそれがある。例えば、Ｚ７＝０．３μｍのコマの補正に関して、傷が完全に回復
した（例えば、上皮細胞の閉合、約７日）後にＺ７＝０になるように、コマＺ７＝０．５
μｍを角膜から除去しなければならない（”Ｚ”は、ここで例としてのゼルニケ係数を表
す）。
【００３５】
上記ガイドラインによって確認された補正係数Ａｉをコンピュータに格納し、コンピュー
タプログラムはこれらを最終的に使用する除去断面に取り入れる。
【００３６】
波面収差からの除去断面の上述した計算の代わりとして、除去断面を、角膜および網膜上
への点の投影から直接計算することもできる。既知の入射角および座標点を有する光ビー
ムが角膜上へそして次に目の中へ入射すると、この光ビームは網膜上に目の光学特性に従
って写し出される。角膜における前記光ビームの位置と、前記ビームの入射角とが既知で
あるため、光学ビーム経路を、網膜における前記光ビームの位置の測定から再生すること
ができる。このとき、網膜における前記光ビームの位置が所望の位置（この所望の位置は
収差のない像を意味する）から逸脱していることが証明された場合、前記収差を前記位置
偏差から確認することができる。前記光は、角膜表面の幾何学的曲率と、目のシステムの
他の収差欠陥とにしたがって屈折する。網膜における前記光ビームの上述した位置偏差を
、前記入射角における対応する変化によって表すことができる。前記入射角は、角膜表面
の導関数に比例する。反復的に進めることによって、角膜表面の曲率における（病理学的
）変化を、網膜における前記光ビームの位置偏差と、これらに関係する入射角とから推定
することができる。したがって、前記角膜表面の曲率における変化は、前記（得ようとす
る）除去断面の導関数を記述する。結果として、前記除去断面を既知の数学的プロセス（
例えば、スプライン補間およびその後の積分）によって計算することができる。
【００３７】
いくつかの例における波面測定によって得られた除去断面は、いわゆる移行帯を、このよ
うな移行帯がないと特定の量の残りの実質が前記除去断面の縁に残るかもしれず、すなわ
ち、段が角膜において生じるため、必要とする。このような段を回避するために、約０．
５ｍｍないし３ｍｍ幅の移行帯を、角膜全体にわたる滑らかで段のない表面を保証するた
めに、前記除去断面の周囲に設ける。
【００３８】
図３は、計算された光除去断面にしたがって光除去を行うコンピュータ及び制御システム
を図式的に示す。光除去は、角膜および基質内の双方において表面的に起こる。
【００３９】
エキシマレーザを特に光除去用レーザ３０として考える。２．９４μｍの波長を有するＥ
ｒ：ＹＡＧ固体レーザおよびＵＶ固体レーザ（例えば、２１３ｎｍの波長を有するＮｄ：
ＹＡＧ）も特に考える。
【００４０】
前記レーザ輻射を、ガルバノメトリックスキャナ３２によって偏向させ、偏向されたレー
ザビーム３４を目１０上に向ける。
【００４１】
いわゆる位置決め光源３６の他のビームを、レーザビーム３４と同軸に目１０上に向ける
。位置決め光源３６のビーム５０は、空間的に固定された基準軸Ａを規定する。
【００４２】
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実際は、目１０は、軸Ａに関して移動する。処理ビーム３４と、したがって除去すべき前
記除去断面とを、前記目の移動にこのような移動中に適合させる（トラッキングする）た
めに、目を、赤外線輻射（図示せず）によって照明し、画像をＣＣＤカメラ２８によって
特定の画像列周波数で周期的に得る。目の画像輻射４２は、したがって、ＣＣＤカメラ２
８において電子的に処理される画像を生じる。カメラ２８の電子的出力信号４４を、画像
処理装置４０に供給し、画像処理の結果を、コンピュータ４８に入力し、コンピュータ４
８は、評価およびスキャナ３２の制御の双方を実行する。前記画像処理および目の位置決
めと、スキャナ運動およびしたがって前記除去断面の、目の瞬時の位置への適合とは、そ
れとして既知である（独国特許明細書第１９７０２３３５号）。コンピュータ４８は、し
たがって、対応する調節信号４６をスキャナ３２に送り、レーザビーム３４が、特定の目
の位置に関して、波面除去も測定されていることに関して、前記除去断面も除去されるよ
うに制御されるようにする。この方法において、目全体の光学的欠陥を、角膜の光除去に
よって補正することができる。ここで、この文脈における除去された除去断面は、前記波
面測定から得られ、上述した傷の回復に基づく経験的補正係数によって変更された除去断
面である。
【００４３】
上記に関係する実施形態において、波面収差を、（例えば、Ｊ．Ｌｉａｎｇ他による研究
にしたがって）グリッド点変位によって確認する。原理的に、波面収差を他の方法（例え
ば、Ｈ．Ｃ．ＨｏｗｌａｎｄおよびＢ．Ｈｏｗｌａｎｄによる上述した研究にしたがって
）測定することができ、または、Ｇ．Ｓｍｉｔｈ、Ｒ．Ａ．ＡｐｐｌｅｇａｔｅおよびＨ
．Ｃ．Ｈｏｗｌａｎｄによる、Ｏｐｈｔｈａｌ．Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｏｐｔ．Ｖｏｌ．１６
，Ｎｏ．３，２２２ないし２２９ページ、１９９６年の研究、または、Ｇ．Ｗａｌｓｈ、
Ｗ．Ｎ．ＣｈａｒｍａｎおよびＨ．Ｃ．Ｈｏｗｌａｎｄによる、Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃ
ｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ　１９８４、９８７ないし９９２ページにおける研究に
したがって測定することもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　波面収差を図式的に示す。
【図２】　処理すべき目の全体としての光学系の波面収差を測定するアベロスコープを図
式的に示す。
【図３】　目の光屈折角膜摘除術を実行する測定及び制御装置と、光除去断面を得る手段
と、レーザ輻射を制御する手段とを図式的に示す。
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