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(57)【要約】
　選択されたレーザ治療パラメータに基づき，予想され
る組織への影響と総治療時間とを計算するシステム制御
プロセッサを備える，レーザパルスの制御されたバース
トを発生させる眼科用レーザシステム。本システムは，
最適な治療パラメータの選択を助けるために，予想され
る組織への影響をユーザ（眼科医）に表示するグラフィ
カルユーザインタフェースを備える。本システム及び動
作方法は，周囲の組織を損傷せずに対象組織の治療を実
現するための治療の窓を表示することによって，選択的
網膜治療等の処置に特に有用である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加的熱効果を対象組織内に引き起こすことができるパルス繰り返し周期と，熱拡散を
略対象組織内に封じ込めることができるパルス幅と，前記対象組織へのエネルギー送出が
最適化されるように選択された波長とを伴うレーザパルスを発生させるレーザモジュール
と，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，隣接構造への熱
拡散を制限しながら漸進的温度上昇を引き起こすために，各バースト内のパルスが前記対
象組織内で付加的熱効果を有するよう，制御されたパルスエネルギーを有する，選択され
た幅と選択された繰り返し周期のパルスバーストを選択された数だけ送出して，前記レー
ザモジュールを制御する手段を含む制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項２】
　前記レーザモジュールがパルスレーザとパルスゲート素子とを備え，前記パルスレーザ
がパルス列を発生させ，前記パルスゲート素子が前記パルス列からパルスのバーストを選
択する請求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項３】
　前記パルスレーザが1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅
とで動作する請求項２記載の眼科用レーザシステム。
【請求項４】
　前記パルスレーザが500nm～750nmの波長域で動作する請求項２記載の眼科用レーザシス
テム。
【請求項５】
　前記パルスレーザがＱスイッチ固体レーザである請求項２記載の眼科用レーザシステム
。
【請求項６】
　前記パルスゲート素子が0.05kHz～5kHzの繰り返し周期と，バースト当たり１～100パル
スのパルスバーストを送出する請求項２記載の眼科用レーザシステム。
【請求項７】
　前記パルスゲート素子が1個～500個のパルスバーストを送出する請求項２記載の眼科用
レーザシステム。
【請求項８】
　前記パルスゲート素子が電気光学スイッチである請求項２記載の眼科用レーザシステム
。
【請求項９】
　前記パルスゲート素子が前記パルスレーザの電源の高速スイッチである請求項２記載の
眼科用レーザシステム。
【請求項１０】
　前記制御モジュールが，入力手段と表示手段とをさらに備える請求項１記載の眼科用レ
ーザシステム。
【請求項１１】
　前記送出モジュールが，前記レーザパルスのスポットサイズを調整する手段を備える請
求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１２】
　前記眼科用レーザシステムの動的制御のための治療フィードバックを前記制御モジュー
ルに提供するフィードバック手段をさらに備える請求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１３】
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　1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅と，0.05kHz～5kHzの
パルスバースト繰り返し周期と，バースト当たり１～100パルスとを有するレーザパルス
のバーストを発生させるレーザモジュールと，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，制御されたパル
スエネルギーのパルスバーストの範囲内のレーザパルスと，制御された繰り返し周期のパ
ルスバーストとを選択された数だけ送出する，前記レーザを制御する手段を備えた制御モ
ジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴うレーザパルスの前記バーストを治療
ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項１４】
　前記レーザモジュールが1個～500個のパルスバーストを発生させる請求項１３記載の眼
科用レーザシステム。
【請求項１５】
　前記レーザモジュールが500nm～750nmの波長で動作する請求項１３記載の眼科用レーザ
システム。
【請求項１６】
　前記レーザモジュールがパルスレーザとパルスゲート素子とを備え，前記パルスレーザ
がパルス列を発生させ，前記パルスゲート素子が前記パルス列からパルスのバーストを選
択する請求項１３記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１７】
　1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅と，0.05kHz～5kHzの
パルスバースト繰り返し周期と，バースト当たり1パルス～100パルスとを有するレーザパ
ルスのバーストを生成するレーザモジュールと，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，選択されたレー
ザ治療パラメータに基づき，起こり得る温度効果を予測し，治療の窓と総治療時間とを計
算し，前記治療の窓と前記総治療時間とに従って，制御されたパルスエネルギーのパルス
バーストの範囲内のレーザパルスと，制御された繰り返し周期のパルスバーストとを選択
された数だけ制御された繰り返し周期で送出するように前記レーザモジュールの自動又は
手動制御を可能にする処理手段を備える制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項１８】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づく治療の予想選択性と組織温度上昇とを自動的に計算
して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき，総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の選択性と，組織温度上昇と，総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パ
ラメータを調整する工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む眼科レーザ治療方法。
【請求項１９】
　目標治療値を選択し，前記目標治療値を，前記選択性と予想される組織温度上昇と共に
表示する工程をさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記目標治療値を選択する工程が，前記目標治療値を，治療後の有効性測定値と，変倍
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された目に見える治療閾値と，外部測定システムとのうちの１つ又は複数から得た目標治
療値のデータベースから選択する工程を含む請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　患者依存のプリセット変数及び測定値から目標治療値を決定する工程をさらに含む請求
項１８記載の方法。
【請求項２２】
　前記患者依存のプリセット変数が，目に見えるレーザ傷の閾値と，目に見える傷の閾値
の変倍係数とのうちの１つ又は複数から選択される請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，
　網膜周辺部に目に見える傷を発生させることを意図した前記レーザ治療パラメータを選
択する工程と，
　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む，前記患者依存のプリセット変数を選択する工程
と，
　選択された一連のレーザパルスを前記網膜周辺部に送出するために，レーザシステムを
制御及び駆動する工程と，
　前記目に見える傷の閾値を決定するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程
と，
　前記目に見える傷の閾値と，前記目に見える傷の閾値の変倍係数とに基づき，選択的治
療のための前記推定された最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標とを計算して表
示する工程と
　を含む請求項１８記載の方法。
【請求項２４】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，レーザパルス幅と，レーザパルス振幅と
，バースト当たりのパルス数と，総バースト数と，パルスバースト繰り返し周期とのうち
の１つ又は複数に対する値を選択する工程を含む請求項１８記載の方法。
【請求項２５】
　前記バースト当たりのパルス数が１～100になるよう選択される請求項２４記載の方法
。
【請求項２６】
　前記パルスバーストの数が1～500から選択される請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記パルスバーストの繰り返しが0.05kHz～5kHzから選択される請求項２４記載の方法
。
【請求項２８】
　選択的治療の有効性に関するフィードバックを提供する外部測定装置に前記レーザシス
テムを接続する工程と，
　前記外部測定装置に基づき治療の有効性を表示する工程と，
　前記選択的治療を最適化するために治療パラメータを調整する工程と
　をさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２９】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる治療のための治療の窓を自動的に計算し
て表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織温度上昇と，選択性と，総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パ
ラメータを調整する工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む選択的網膜治療（ＳＲＴ）等の処置における網膜色素上皮層の眼科レーザ治療方
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法。
【請求項３０】
　前記治療の窓が次式から計算される請求項２９記載の方法。

　式中，
　ｔRPEは，レーザパルシング中のエネルギー吸収によってＲＰＥメラニン色素中に引き
起こされる累積温度上昇から，拡散によるレーザパルス間の累積温度降下を引いた値であ
り；
　ｔNRは，治療ゾーン内のＮＲにおいて，レーザパルシング中のエネルギー吸収と，ＲＰ
Ｅ層からの熱拡散とによって引き起こされる前記ＲＰＥ層に隣接する箇所の累積温度上昇
から，拡散によるレーザパルス間の累積温度降下を引いた値であり；
　γRPE/NRは，前記ＲＰＥと前記ＮＲとの間の吸収比率を明らかにするために事前に設定
された変倍係数である。
【請求項３１】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，
　網膜周辺部に目に見える傷を発生させることを意図したレーザ治療パラメータを選択す
る工程と，
　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む患者依存のプリセット変数を選択する工程と，
　選択された一連のレーザパルスを前記網膜周辺部に送出するために，レーザシステムを
制御及び駆動する工程と，
　前記目に見える傷の閾値を決定するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程
と，
　前記目に見える傷の閾値と，前記目に見える傷の閾値の変倍係数とに基づき，選択的治
療のための前記推定された最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標とを計算して表
示する自動プロセスを起動する工程と
　を含む請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
　少なくとも１つの外部測定装置から治療有効性の目安を得る工程と，
　前記外部測定装置に基づき治療の有効性を表示する工程と，
　前記選択的治療を最適化するために前記レーザ治療パラメータを調整する工程と
　をさらに含む請求項２９記載の方法。
【請求項３３】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる治療の予想される組織への影響と治療の
窓とを自動的に計算して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織温度上昇と，選択性と，総治療時間と，約10J/cm2～200J/cm2の範囲内の総
放射露光量とを達成するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む選択的レーザ線維柱帯形成術（ＳＬＴ）等の処置における小柱網の眼科レーザ治
療方法。
【請求項３４】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる予想される組織への影響を自動的に計算
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して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織効果と総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パラメータを調整す
る工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む虹彩切開術又は汎網膜光凝固術（ＰＲＰ）等の非選択的処置における虹彩又は網
膜の眼科レーザ治療方法。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は，眼の治療方法と，この治療を行うために眼科医によって使用されるように設
計されたレーザ装置とに関する。特に，本発明は，眼球構造及び網膜色素上皮（ＲＰＥ）
等，個々の網膜層の選択的眼科レーザ治療のためのレーザシステムと治療方法とに関する
。
【０００２】
発明の背景
　眼科用レーザシステムは，眼の各種疾患を治療するための様々な処置に用いられており
，眼科用レーザシステムが用いられる処置は増加の一途をたどっている。緑内障の治療及
び後発白内障の手術を行うための装置と方法は，我々の同時係属中の国際特許公開ＷＯ０
４／０２７４８７号「眼科用レーザシステム（Ophthalmic Laser System）」に記載され
ている。我々は，網膜光凝固術と，汎網膜光凝固術，黄斑変性のための光凝固術，及び，
レーザ線維柱帯形成術のために設計したレーザシステムについても国際特許公開ＷＯ０２
／０８３０４１号に記載している。
【０００３】
　これらのレーザシステムはそれぞれの意図した用途に極めて有効であることが実証され
ているが，いくつかの眼科処置においては意図していない二次的損傷を眼の複数の部分に
引き起こし得ることが認識された。例えば，多くの治療は，加熱によって光凝固を対象領
域に発生させる。残念なことに，これらの方法では，通常，所望の光凝固が対象領域内に
起こったことを示す，目に見える傷が眼の表面に現れたことに依存する。レーザ放射の大
部分は網膜の表面下の複数の層に吸収されるので，目に見える傷が現れる前に表面下の網
膜層がかなり損傷されている。多くの網膜疾患をこの方法によって治療できるが，この方
法によって得られる利点は，これらの傷と表面下に発生した損傷とに照らして慎重に検討
する必要がある。表面下の損傷は，視力の著しい低下をもたらす可能性がある。
【０００４】
　いくつかの網膜疾患は，ＲＰＥの正常機能の低下によって引き起こされると考えられて
いる。そこでＲＰＥ層において表面下の単層の細胞を損傷し，その後，これらの細胞を若
返らせる（rejuvenate）ことによって網膜の機能が向上可能であることが調査研究によっ
て証明されている。ただし，これは覆っている神経網膜層又は下部の脈絡膜を損傷しなか
った場合に限られる。神経網膜内の光受容体は特に損傷を受けやすい。ただし，網膜に当
たる入射光の50%は，メラノソームが多く含まれているＲＰＥ層で吸収される。したがっ
て，適切なレーザエネルギーを与えれば，ＲＰＥ層の選択的な加熱が可能である。ただし
，光受容体を損傷せずにＲＰＥ細胞を損傷できるレベルにＲＰＥ内の温度上昇を制限する
ことは難しい。
【０００５】
　目に見える傷を引き起こさないエネルギーレベルでパルス幅が約100μsの810nmのレー
ザパルスを複数用いてＲＰＥ層を選択的に治療する試みがいくつかなされてきた（マイク
ロパルスダイオードレーザの臨床用途(Clinical Applications of MicroPulse Diode Las
er) 、ムアマン　シーエム(Moorman CM)、ハミルトン　エーエムピー(Hamilton AMP)、「
Eye」 13:145-150，１９９９年）。この目的は，温度上昇をＲＰＥ層内に空間的に封じ込
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めることであったが，ＲＰＥ層に隣接する神経網膜構造への損傷を防ぐには，これらのパ
ルスの幅は長すぎると考えられる。
【０００６】
　この限界を克服する試みとして，対象領域におけるレーザ治療の効果を監視し，正確な
治療終点を眼科医に提供することによって二次的損傷を最小限に抑えようとする方法がい
くつか開発された。このような方法の１つが，イリデックスコーポレイション(Iridex Co
rporation)に譲渡された米国特許第６５４０３９１号に記載されている。この特許には，
治療中の対象領域の変化を監視する干渉技術が記載されている。この方法は，実現が難し
く，用途が限られている。
【０００７】
　同社は，フィードバックの目安を医師に提供するために，レーザ治療中に局所網膜電図
を測定する術中監視システムについて説明している。このアプローチは，米国特許第６７
３３４９０号に記載されている。干渉技術と同様，局所網膜電図の測定及び分析は，実現
が難しく，用途が限られている。
【０００８】
　イリデックスコーポレイションによって開示された第３のアプローチは，国際特許公開
ＷＯ０４／０２６０９９号に開示されている。この特許出願において，同社は，散乱強度
の変化が治療部位における温度依存の変化と相関していることを根拠として，治療中に光
の散乱を監視する技術を提案している。
【０００９】
　イリデックスコーポレイションが説明している各技術は，コストと複雑度の上昇を招き
，相対的に長いレーザパルス幅の使用によって引き起こされる光受容体への熱損傷の基本
的問題には適応していない。
【００１０】
　代替アプローチがロイダー(Roider)，ブリンクマン(Brinkmann)，ウィービロー(Wirbel
auer)，ラクア(Laqua)及びバーングルバー(Birngruber)によって「J.Ophthalmol」（２０
００年；84:40-47）に提示されている。このアプローチでは，望ましくない二次的効果を
回避しながらＲＰＥ層を選択的に治療するために，一連の幅17μs，波長527nmのレーザパ
ルスが使用されている。このパルス幅の使用によって，ＲＰＥ細胞内のメラノサイトでは
温度の急上昇が可能になるが，光受容体への熱拡散は制限される。このアプローチは，米
国特許第５３０２２５９号におけるバーングルバーの業績に基づく。この特許には，エネ
ルギーの選択的吸収に基づく材料の凝固方法が説明されている。バーングルバーは，一般
原則を彼の特許において説明しているが，これを眼科レーザ治療に実施する方法について
は説明していない。しかし彼の論文には，各患者を個別に評価し，その後に様々なレーザ
パラメータを慎重に均衡させることによって，選択的眼科レーザ治療を適用した最適な治
療の実現が可能であることが示されている。
【００１１】
　眼科レーザ治療に日常的に使用できる実際の装置を実現するには，バーングルバーが説
明した概念を精緻化する必要があることは明らかである。
【００１２】
　このような改良の試みは，ラティーナ(Latina)名義の米国特許第５５４９５９６号に見
出される。ラティーナは，緑内障，眼内黒色腫，及び，ＲＰＥの疾病を治療するために，
眼球の色素沈着細胞を選択的に標的とするべく，バーングルバーの技術を適用した。ラテ
ィーナの特許の請求範囲には，幅が1ns～2μsのパルスを１つ又は複数使用し，色素沈着
細胞への吸収が非色素沈着細胞への吸収より大きい波長を使用した，0.01J/cm2～5J/cm2

の放射露光量の使用が記載されている。
【００１３】
　ラティーナの技術は，選択的レーザ線維柱帯形成術（ＳＬＴ）として公知の処置を使用
した緑内障治療に適用されて成功している。ＳＬＴ治療は，眼内圧を下げるために小柱網
（ＴＭ）のメラニン濃度の高い領域に適用される。レーザ放射では，覆っている何れの組
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織をも通過する必要無く，ＴＭに直接アクセスできる。この場合の放射露光量の範囲は0.
01J/cm2～5J/cm2が適切である。ただし，臨床結果によると，ＲＰＥ層の効果的治療には
，この放射露光量範囲では不十分であり，神経網膜及び脈絡膜を傷つけずにＲＰＥ層の効
果的な凝固を達成するには，パルス数及びパルス繰り返し周期等，他のレーザパルスパラ
メータとの組み合わせが極めて重要であることが示されている。
【００１４】
　レーザエネルギーの送出を慎重に制御することによって新たなレベルの眼科レーザ治療
の精度及び精緻化が可能であることは，選択的レーザ線維柱帯形成術と閾下網膜レーザ治
療とに関して公表されている業績から明らかである。一部のレーザシステムでは選択的Ｒ
ＰＥ治療が部分的に可能であり，高度に選択的な治療の有効性が限定的な方法で実験的に
実証されている一方で，選択的眼科レーザ治療の潜在的可能性を十分に発揮できるよう，
必要なあらゆる治療オプションを眼科医が容易に理解できる方法で生成できるレーザシス
テム又は治療プロトコルは存在しない。
【００１５】
発明の開示
　一態様において，この態様が必ずしも唯一の，又は実際に最も広い態様であるとは限ら
ないが，本発明は，
　付加的熱効果を対象組織内に引き起こすことができるパルス繰り返し周期と，熱拡散を
略対象組織内に封じ込めることができるパルス幅と，前記対象組織へのエネルギー送出が
最適化されるように選択された波長とを伴うレーザパルスを発生させるレーザモジュール
と，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，隣接構造への熱
拡散を制限しながら漸進的温度上昇を引き起こすために，各バースト内のパルスが前記対
象組織内で付加的熱効果を有するよう，制御されたパルスエネルギーを有する，選択され
た幅と選択された繰り返し周期のパルスバーストを選択された数だけ送出して，前記レー
ザモジュールを制御する手段を含む制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステムに関する。
【００１６】
　本眼科用レーザシステムのレーザモジュールは，適切にはパルスレーザとパルスゲート
素子とを備え，前記パルスレーザはパルス列を発生させ，前記パルスゲート素子はこれら
のパルス列からパルスのバーストを選択する。
【００１７】
　このパルスレーザは，波長域が500nm～750nm，パルス繰り返し周期が1kHz～500kHz，パ
ルス幅が0.1μs～40μsで動作するＱスイッチ固体レーザが適している。
【００１８】
　本眼科用レーザシステムは，レーザモジュールの動的制御のために治療フィードバック
を制御モジュールに提供するフィードバック手段をさらに備えてもよい。
【００１９】
　他の態様において，本発明は，
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　これらのレーザ治療パラメータの結果として起こり得る治療の選択性を自動的に計算し
て表示する工程と，
　これらのレーザ治療パラメータに基づき，総治療時間を自動的に計算して表示する工程
と，
　所望の選択性と総治療時間とを達成するために，レーザ治療パラメータを調整する工程
と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
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ザシステムを制御する工程と
を含む眼科レーザ治療方法に関する。
【００２０】
　本方法は，選択的網膜治療（ＳＲＴ）等の処置において，網膜色素上皮層に適用される
ことが好ましい。
【００２１】
　本方法は，治療目標値が事前に決められている場合は，これらを選択し，これらの目標
治療値を，計算された感度及び治療時間と共に表示する工程をさらに含んでもよい。治療
目標値は，患者依存のプリセット変数及び測定値から導き出してもよい。
【００２２】
　本発明は，目に見える傷の閾値を用いて，推定される最適レーザ治療パラメータを決定
する工程をさらに含んでもよい。この工程は，
　網膜周辺部に目に見える傷を引き起こすことを意図したレーザ治療パラメータを選択す
る工程と，
　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む，患者依存のプリセット変数を選択する工程と，
　選択された一連のレーザパルスを網膜の周辺部に送出するために，レーザシステムを制
御及び駆動する工程と，
　目に見える傷の閾値を決定するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程と，
　目に見える傷の閾値及び該目に見える傷の閾値の変倍係数に基づき，選択的治療のため
の推定される最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標とを計算して表示する工程と
を含む。
【００２３】
　ユーザによる治療パラメータのさらなる手動調整を必要としてもよい。推定される最適
レーザ治療パラメータが決まると，本方法は上記のように進行する。
【００２４】
　本発明は，治療を最適化するためにレーザ治療パラメータの手動又は自動調整を可能に
するために，眼科レーザ治療の有効性を示すように設計された外部測定装置からのフィー
ドバックを使用する工程をさらに含んでもよい。この工程は，
　選択的治療の有効性に関するフィードバックを提供できる外部測定装置にレーザシステ
ムを接続する工程と，
　外部測定装置に基づき治療の有効性を表示し，選択的治療を最適化するために治療パラ
メータを自動又は手動調整する工程と
を含む。
【００２５】
　本発明の理解を助けるために，以下の図面を参照しながら好適な実施形態を説明する。
【００２６】
図面の詳細な説明
　図１を参照すると，選択的網膜治療（ＳＲＴ），選択的レーザ線維柱帯形成術（ＳＬＴ
），虹彩切開術，及び，非選択的網膜凝固等，選択可能な範囲の光凝固処置に使用可能な
眼科用レーザシステム１の一実施形態が示されている。本システムは，３つの主モジュー
ル，すなわちレーザモジュール２と，送出モジュール３と，制御モジュール４とで構成さ
れている。レーザモジュール２は，既知のエネルギーのレーザパルスの制御されたバース
ト，波長，パルス幅，及び，繰り返し周期を送出する。レーザモジュールの出力は，送出
モジュール３を介して治療エリア５に送出される。制御モジュール４は，電力をレーザモ
ジュール２に供給し，制御信号をレーザモジュール２及び送出モジュール３とやり取りす
ることによって，治療ゾーン５に送出されるレーザ放射のパラメータを制御する。光ファ
イバ６は，レーザモジュール２からの出力を送出モジュール３に案内する。
【００２７】
　図２には，レーザモジュール２の好適な一実施形態が概略的に示されている。レーザモ
ジュール２は，レーザヘッド２２と，パルスゲート素子２４と，光学ベンチ２６とを備え
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る。レーザヘッド２２は，短いパルスが連続するパルス列を生成するＱスイッチ固体レー
ザであり，これらのパルスがパルスゲート素子２４によってバースト単位で選択されると
適切である。同様の動作パラメータを有する他のレーザシステムも適している。例えば，
発明者らは，パルスゲート素子を固体パルスレーザモジュール用のレーザダイオードポン
プソースの電源の高速スイッチングとして具現化できるであろうことを認識している。
【００２８】
　レーザは，500nm～750nmで動作する。必要な波長に対して適切な固体活性媒質が選択さ
れる。Ｎｄ：ＹＡＧの活性媒質は，532nm，561nm，又は659nmを生成でき，Ｎｄ：ＹＬＦ
の活性媒質は，527nmを生成できる。本発明のための代表的なレーザは，以下のパラメー
タで動作する周波数２倍波Ｎｄ：ＹＡＧレーザである。
　　　波長：532nm
　　　パルス幅：1μsec（固定）
　　　パルス当たりのエネルギー：0.5μJ～70μJ（調整可能）
　　　パルス繰り返し周期：30kHz（Ｑスイッチ速度）
【００２９】
　バーストにおいて，組み合わされた必要なパルスは，パルスゲート素子によって光学ベ
ンチモジュールと送出モジュールとを介して，治療ゾーンに送出される。必要なパルスの
組み合わせは，ユーザの設定に応じてシステム制御モジュールが判定する。パルスゲート
素子は，一般には電気光学スイッチである。前記のレーザヘッドで使用される一般的な動
作パラメータは以下のとおりである。
　　　パルスバースト繰り返し周期：0.1kHz～5kHz（調整可能）
　　　バースト当たりのパルス数：1～500（調整可能）
【００３０】
　例えば，キャビティ内Ｑスイッチ周波数が30kHz（繰り返し速度はパルス当たり33.3μs
）であり，総治療時間が100msであると，レーザは約3000個のパルスを出力する。次に，
バーストにおいて任意のパルスの組み合わせを通過させるよう，パルスゲート素子を作動
させることができる。例えば，1ms毎に3パルスを通過させるように制御すれば，バースト
当たり3パルスを有する約100バーストを与えることができる。
【００３１】
　光学ベンチ２６は，レーザヘッド２２及びゲート素子２４からの出力を光ファイバカプ
ラ２７を介して光ファイバ６に結合するための光学系を有する。光学ベンチ２６は，制御
モジュール４の制御下で光ファイバカプラを阻止する安全シャッタ２８をさらに含む。照
準用レーザ２９を光学ベンチ２６に設け，レーザヘッド２２の出力と同軸に位置合わせし
てもよい。
【００３２】
　図３には，適切な送出モジュール３が示されている。該送出モジュール３は，折り畳み
ミラー３２，マイクロマニピュレータレンズ３３，対物レンズ３４，安全フィルタ３９，
及び，光学ズーム３５を含むアライメント用光学系と，双眼視顕微鏡３１とを備える。場
合によっては，倍率切り替え器３７を含む。送出モジュールは，適切には顕微鏡支持アー
ム３６に組み込まれる。光ファイバ６は，実質的に，好ましくはその全体が，顕微鏡支持
アーム内に封入されている。これらの素子は，上記の我々の出願である国際特許公開ＷＯ
０３／０８３０４１号に記載されている。
【００３３】
　マイクロマニピュレータレンズ３３は枢動可能アームに取り付けられ，光学軸を中心と
したこのレンズの枢動は，治療ゾーン５における光ファイバの合焦出力の移動に変換され
る。
【００３４】
　ユーザは，光学ズーム３５の位置を調整することによって，治療ゾーン５におけるスポ
ットサイズを設定することができる。ズーム位置は，所望の総放射エネルギーを送出する
ためのレーザパラメータの設定に使用される制御モジュール４によって監視される。スポ
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ットサイズに応じて，治療ゾーンに送出される総放射エネルギーが決まる。一部の実施形
態においては，光学ズーム３５を自動化し，制御モジュール４によって直接設定されるよ
うにしてもよい。当業者は，光学ズームの自動化に有効な様々な直線駆動及びステッピン
グモータオプションに気付くであろう。
【００３５】
　図４には，制御モジュールが詳細に示されている。制御モジュール４は，ユーザが特定
の治療に合わせて一連のレーザ動作モードから選択できるようにする。システム制御プロ
セッサ４１は，予想される組織への影響と治療時間とを計算し，眼科用レーザシステムの
動作を制御するためのアルゴリズムを実行する。これらのアルゴリズムについて，以下に
詳細に説明する。ディスプレイ４２は，現在の動作パラメータをユーザに示す。キーパッ
ド等の入力装置４３によって，ユーザは事前に設定した一連の治療から選択することも，
カスタムパラメータを入力することもできる。様々な動作モードについて以下に詳細に説
明する。
【００３６】
　制御モジュール４には，電源４４も組み込まれている。電源４４は，主電力(mains pow
er)４５を，制御モジュール４，送出モジュール３，及び，レーザモジュール２において
必要なあらゆる電圧に変換する。様々なインターロック４６によってシステムの安全動作
が保証される。
【００３７】
　使用時，ユーザは入力装置４３を介して，選択的ＲＰＥ治療，選択的小柱網治療，虹彩
切開，及び，非選択的網膜凝固を含む様々な治療モードを選択できる。システム制御プロ
セッサ４１は，選択された治療パラメータと予想される治療結果とを選択された治療モー
ドに合った方法で表示し，次にユーザからのコマンドにより，選択された治療を，レーザ
モジュール内のキャビティ内Ｑスイッチとパルスゲート素子とによって制御された一連の
レーザパルスとして送出する。
【００３８】
　選択的ＲＰＥ治療モードは，対象となるＲＰＥ層が表面下の層であるため，要求の厳し
いモードである。選択的光凝固を発生させるには，温度上昇をＲＰＥ層内に空間的に封じ
込める必要があるため，エネルギーの送出を慎重に制御する必要がある。二次的損傷を引
き起こし得る隣接構造への熱拡散を回避するには，レーザパルス幅を対象構造の熱緩和時
間より十分低くしなければならない。したがって，局部的な光凝固を極めて短時間で発生
させることのできる高エネルギーレベルを送出する必要がある。
【００３９】
　結果として生じる高エネルギー勾配によるキャビテーション及びマイクロエクスプロー
ジョン等の機械的影響の誘発を回避するには，このエネルギーを付加的熱効果を有するレ
ーザパルスから成る一連の極めて短い持続時間のバーストとして相対的に低い繰り返し周
期で送出することが好ましい。例えば，選択的ＲＰＥ治療では，1μs幅，最大300μJのパ
ルスを2ms毎に繰り返す必要がある。これらのパルスを単一の高エネルギーパルス列とし
て送出する代わりに，提示のレーザシステムは，短い間隔のレーザパルスから成るバース
トとして送出することによって，単一の高エネルギーパルスと同じ付加的効果を奏するこ
とができる。パルスバーストの送出によって，レーザシステムのコスト及び複雑度が低減
され，望ましくない機械的影響を治療ゾーンに及ぼす危険がさらに減る。レーザモジュー
ル内のキャビティ内Ｑスイッチがパルスをパルスバースト速度で発生させる一方で，パル
スゲートモジュールはバーストの繰り返し周期及びバースト当たりのパルス数の制御を可
能にする。
【００４０】
　放射は，約500nm～約750nmの波長のレーザパルスのバーストとして網膜及び他の眼球構
造に送出される。この放射は，選択的治療モードの場合は，対象の層又は眼球構造に選択
的に，隣接領域に比べ，より多く吸収される。この場合のパルス幅は0.1μs～40μsであ
り，パルス当たりの最大エネルギーは略300μJ，パルスの繰り返し周期は1kHz～500kHz，
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パルスバーストの繰り返し周期は0.05kHz～5kHz，バースト当たりのパルス数は1～100パ
ルス，及び，パルスバースト数は1～500である。レーザパルスバーストの数，バースト繰
り返し周期，バースト当たりのパルス数，レーザパルス強度，及び，治療部位を選択する
ことによって約1ジュール/cm2～約300ジュール/cm2の総放射露光量を実現すると，隣接す
る層又は眼球構造を損傷し得る温度上昇を引き起こさずに，選択された治療エリア内の対
象の層又は眼球構造のみを損傷する温度に加熱することが可能になる。あるいは，他の治
療モードに合った他の選択的光凝固又は非選択的光凝固効果を引き起こすために，パルス
バースト，パルスバースト間隔，及び，パルスエネルギーレベルの他の組み合わせを選択
することもできる。
【００４１】
　上記の500nm～750nmの範囲の下端に近い治療放射波長を選択すると，ＲＰＥ層のメラニ
ン内の吸収が最大になるので，使用する治療エネルギーを最小化できる。ただし，覆って
いる網膜脈管構造からの干渉が最小になるように，治療放射の波長を選択することもでき
る。上記範囲の上端に近い，例えば670nmの波長を使用すると，酸化血色素への吸収が最
小になるため，ＲＰＥ層の治療スポットエリアへのエネルギー送出がより安定化され，網
膜血管の損傷の機会が減る。
【００４２】
　好適な一実施形態においては，網膜色素上皮（ＲＰＥ）層の治療方法のためにレーザが
用いられる。ＲＰＥ層の選択的光凝固を得るには，大量のエネルギーを短時間で送出し，
その後，この送出を，パルス間の時間を相対的に長くして，複数回繰り返す必要がある。
一般的な値は，波長532nm，パルス幅1μs，バースト当たり3パルス，パルス繰り返し周期
30kHz，パルスエネルギー50μJ，パルスバーストの繰り返し周期500Hz，及び，総バース
ト数100である。直径200ミクロンの治療スポットを使用すると，図６に示すように，総放
射露光量は約48J/cm2になる。ユーザは，パルスバーストのエネルギー，パルスバースト
の繰り返し周期，治療当たりのバースト数，及び，スポットサイズ等の治療パラメータを
随時選択できる。ユーザが選択的ＲＰＥ治療モードを選択すると，ユーザが選択したパラ
メータがシステム制御プロセッサ４１によって分析され，予想される治療の窓（therapeu
tic window）と，総治療時間と，ＲＰＥ層及び隣接神経網膜に対して予想される温度上昇
特性とが計算されて表示される。ユーザが治療パラメータを変更すると，計算値の表示が
そのつど更新される。次に，ユーザは，計算された予想される治療の窓と，総治療時間と
，ＲＰＥ層及び隣接神経網膜とに対して予想される温度上昇特性とに基づき，ＲＰＥ層の
選択的損傷を最適化することによって，神経網膜及び脈絡膜内の構造及び細胞の損傷を回
避できる。
【００４３】
　図５は，人間の眼のＲＰＥ層５０の領域の断面構造を示す。この図には，所望の治療ゾ
ーン５１と周囲のゾーン５２とが示されている。
【００４４】
　選択的ＲＰＥ治療は，神経網膜とＲＰＥ層の間の相対的なレーザ放射吸収比率と，各層
の物理的特性とに応じて異なる。これらの特性は，患者間のバラツキの幅が大きい。さら
に，覆っている神経網膜に二次的損傷を引き起こさずに，薄い，表面下ＲＰＥ層の選択的
凝固を実現するには，相互に依存する治療パラメータを慎重に均衡させる必要がある。し
たがって，最適な治療パラメータを選択し，組み合わされた効果を把握することは，眼科
医には極めて困難なことである。相互依存パラメータとして，治療スポットサイズ，パル
ス幅，パルス振幅，パルス繰り返し周期，及び，送出される総パルス数が挙げられる。治
療の窓を最適化するには，これらのパラメータをすべて選択する必要があり，これは総治
療時間に対して判定する必要がある。治療の窓を最適化するために選択されたパラメータ
によって治療時間が長くなりすぎると，患者の眼の動きによって治療の有効性が損なわれ
ることもある。
【００４５】
　レーザ放射によって網膜のＲＰＥ層を選択的に損傷する一方で，覆っている神経網膜及
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び下部の脈絡膜の損傷を防ぐには，レーザ治療パラメータを慎重に選択する必要がある。
これらのパラメータと網膜層内にもたらされる熱効果との間の関係を理解することは容易
ではないが，起こり得る臨床結果を予測し，治療パラメータの変更の影響を評価でき，眼
科医が容易に解釈できる有意な方法で提示するようにこれらの関係を計算することは可能
である。
【００４６】
　選択的網膜治療の目的は，一連のレーザパルスを加えることによってＲＰＥ層内では細
胞破壊温度に到達させる一方で，ＲＰＥ層に隣接する神経網膜内の温度をレーザ治療の終
了時において最低可能値に制限することである。このコンテキストにおいては，ＲＰＥ層
の温度と該ＲＰＥ層に隣接する神経網膜の温度との間の比率は，治療の窓（ＴＷ）である
と見なされる。ＲＰＥの温度と神経網膜の温度との差が大きいほど，選択効果は大きいた
め，治療の窓がより広いと考えられる。熱モデリングの原則について，図７のフローチャ
ートを参照しながら以下に詳細に説明する。
【００４７】
　治療の窓の計算は，次のように行う。

　式中，
　ｔRPEは，レーザパルシング中のエネルギー吸収によってＲＰＥメラニン色素中に発生
する累積温度上昇から，拡散によるレーザパルス間の累積温度降下を引いた値であり；
　ｔNRは，治療ゾーン内のＮＲにおけるレーザパルシング中のエネルギー吸収とＲＰＥ層
からの熱拡散とによってＲＰＥ層に隣接する箇所に発生する累積温度上昇から，レーザパ
ルス間の拡散による累積温度降下を引いた値であり；
　γRPE/NRは，ＲＰＥとＮＲの間の吸収比率を明らかにするプリセット変倍係数である。
この変倍係数は，ＲＰＥの温度とＮＲの温度とに略等しい重み付けがなされるように選択
される。
【００４８】
　ＲＰＥのメラニン色素における累積温度上昇は，以下に依存する。
　　　パルス幅（μｓ）
　　　パルス振幅（Ｗ／パルス）
　　　総パルス数（ｎ）
　　　スポットサイズ（μｍ）
　　　ＲＰＥの相対吸収係数
【００４９】
　ＲＰＥのメラニン色素における拡散による累積温度降下は，以下に依存する。
　　　パルス繰り返し周期（ｍｓ）
　　　周囲温度に比較した温度上昇の幅
　　　ＲＰＥの相対拡散係数
【００５０】
　ＮＲにおける累積温度上昇は，以下に依存する。
　　　パルス幅（μｓ）
　　　パルス振幅（Ｗ／パルス）
　　　総パルス数（ｎ）
　　　スポットサイズ（μｍ）
　　　ＮＲの相対吸収係数
　　　ＲＰＥからの熱拡散
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【００５１】
　ＮＲにおける拡散による累積温度降下は，以下に依存する。
　　　パルス繰り返し周期（ｎ）
　　　周囲温度に対する温度上昇の幅
　　　ＮＲの相対拡散係数
【００５２】
　ユーザが選択したパラメータに基づく相対ＴＷを表示することによって，これらのパラ
メータの変更の影響を即座に評価することができる。また，パルス列全体に予想される影
響を図示できるので，ＲＰＥ及びＮＲの温度の相対的変化，ひいてはＴＷ値の結果を個別
に見ることができる。
【００５３】
　最適な治療の窓を見つけるには，パルス繰り返し周期と送出パルス数の両方の変更を伴
うこともある。これらの変更は，総治療時間に影響する。総治療時間が長すぎると，患者
の眼の動きによって治療が損なわれ，特に治療エリアの周辺において治療線量が不足する
ことがある。総治療時間を求め，治療の窓と共にユーザに提示することによって，最良の
総合結果がもたらされるように，これらの係数を評価することができる。
【００５４】
　総治療時間は，次のように計算できる。
　総治療時間＝総パルスバースト数×パルスバーストの繰り返し周期
【００５５】
　この方法を使用することによって，眼科医は，治療の目的に直接関係する点に関して，
パルス幅，パルス振幅，パルス繰り返し周期，総パルス数，及び，治療スポットサイズを
含むすべてのレーザパラメータ間の複雑な関係を容易に評価することができる。
【００５６】
　予想される温度効果の計算に必要なパラメータは，関連組織の熱容量と光吸収の推定値
から計算することができる。これらの計算は，治療支援ソフトウェアのパッケージ内の分
析アルゴリズムとしてシステム制御プロセッサにプログラムされている。このソフトウェ
アは，グラフィカルユーザインタフェースを含むので，予想される治療効果をユーザに提
示することによって治療結果の最適化を助けることができる。図６には，必要な計算の理
解を助けるために，グラフィカルユーザインタフェースの例が示されている。図７には，
使用される熱モデリングのフローチャートが示されている。図６から分かるように，ＲＰ
Ｅにおける温度上昇６１はパルス毎に大きくなり，ついにはＲＰＥの細胞破壊温度６２に
達する。各パルスによる神経網膜の温度上昇６３は，はるかに小さく，神経網膜の損傷の
閾値６４より下に留まっている。ＲＰＥ及び神経網膜層の熱応答に対する影響を観察する
には，選択されたパルスパラメータ６５を調整する。選択されたパルスパラメータとして
，パルス幅のμｓ値，パルス振幅のワット数／パルス，バースト当たりのパルス数，及び
，バースト繰り返し周期のミリ秒値(msec)が挙げられる。治療ゾーンのサイズ６６も入力
する。この目的は，神経網膜層への損傷を回避しながら，ＲＰＥ細胞を破壊することであ
る。計算された値がパネル６７に表示され，温度上昇のグラフ表示がパネル６８に表示さ
れる。
【００５７】
　プリセット治療値がパネル６９に設定される。図６の例では，上記の目に見える傷の閾
値（ＶＬＴ）技術を用いて推定ＲＰＥ細胞破壊温度目標を求めた。ＶＬＴ変倍係数は，患
者の民族性及び年齢等の個人的要素に基づく経験値である。この目標ＲＰＥ温度上昇６２
は62.5であり，これは313×0.2（ＶＬＴ相対温度上昇にＶＬＴ変倍係数を掛けた値）であ
ることに注目されるであろう。この例では，ＮＲ損傷の閾値６４は，患者間のバラツキが
相対的に小さいために，固定プリセット値から導出されている。
【００５８】
　図６は，双方向治療支援を意図したものであり，ソフトウェアとして制御モジュールに
統合することも，又は，制御モジュールの遠隔部分である他のコンピュータ内で動作させ
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，従来のインタフェースを介して操作することも可能であることを理解されるであろう。
【００５９】
　この双方向治療支援ソフトウェアは，治療の限界を表示し，この限界を超えた場合はユ
ーザに助言するために，各治療モードで使用される，治験(critical trial)から導き出さ
れた通常範囲のパラメータ設定に関して事前にプログラムされた情報を含んでもよい。例
えば，図６は，選択的網膜治療用のディスプレイである。パネル７０には，この処置に対
して許容し得ると判定された治療時間及び治療の窓の範囲が表示されている。計算された
値が棒グラフに表示されるので，眼科医は，選択したレーザ治療パラメータが所望の結果
をもたらすか否かを容易に判断できる。
【００６０】
　上記のように，本発明は，治療後の治療効果測定値，変倍された目に見える治療閾値に
基づく内部推定目標値，又は治療効果の外部測定システムから導出し得る治療目標値の設
定及び表示能力を含む。ＲＰＥ治療の場合，目標値は一般に，細胞損傷を実現するための
ＲＰＥ層に対する目標最小温度上昇値，及び，二次的損傷を回避するために超えてはなら
ない，隣接神経網膜に対する最大目標温度上昇値の形態をとるであろう。図６に示すこれ
らの目標レベルによって，実際の治療パラメータの選択が可能になると共に，ＴＷ値の最
適化によって治療に対する最良の許容誤差が与えられる。
【００６１】
　他の治療方法では，他の関連パラメータを表示する同様のディスプレイが必要とされる
。
【００６２】
　ユーザが治療パラメータをいったん選択すると，制御モジュールを介して総放射露光量
値が確定される。したがって，複数の異なる領域を治療する場合に，必要に応じて治療中
に治療スポットのサイズ変更を行うと，選択された総放射露光量を維持するためにパルス
エネルギーが自動的に調整される。
【００６３】
　図７は，図６で予測された温度効果と治療結果とを導出するために，熱モデリングアル
ゴリズムで使用される工程を説明している。総エネルギー送出時間は，エネルギーが標的
に送出され，吸収によって熱上昇がもたらされる合計時間である。一方，エネルギー送出
間の総時間は，パルス間の休止時間であり，拡散特性に依存する。このアルゴリズムは，
プリセット変数と組織の推定吸収特性とを用いて，エネルギー送出中のＲＰＥの温度上昇
と，休止期間中の推定温度降下とを計算する。これらの計算値の差は，ＲＰＥにおける推
定正味温度変化である。同じ計算をＮＲに対して行うことによって，ＮＲにおける推定正
味温度変化を得ることができる。ただし，この場合は，パルス幅に大きく依存するＲＰＥ
からの熱拡散に対してさらに許容差を持たせる必要がある。対象組織（ＲＰＥ）における
予測温度上昇と保護すべき組織（ＮＲ）における予測温度上昇とを比較することによって
，治療の窓の目安が導き出される。
【００６４】
　上記の説明から分かるように，本眼科用レーザシステムは，選択的網膜治療（ＳＲＴ）
，選択的レーザ線維柱帯形成（ＳＬＴ），虹彩切開，及び，非選択的網膜凝固等，複数の
眼科処置を行う方法で使用される。ＳＲＴ技術を用いて患者の網膜の網膜色素上皮層を治
療する方法は，
　１．　ユーザが選択的ＲＰＥ治療モードを選択する工程と，
　２．　ユーザがレーザ治療パラメータを選択する工程と，
　３．　患者依存のプリセット変数及び治療目標値（入手可能な場合）を選択する工程と
，
　４．　選択したパラメータの結果として予想される組織への影響と，ＲＰＥ層に対する
治療の選択性（治療の窓）とを自動的に計算して表示する工程と，
　５．　選択したパラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　６．　所望の選択性及び総治療時間を達成するために，選択したレーザ治療パラメータ
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を必要に応じて調整する工程と，
　７．　選択したレーザ治療パラメータに従って一連のレーザパルスを治療ゾーンに送出
するために，ユーザからのコマンドに応じてレーザシステムを制御及び起動する工程と
を含む。
【００６５】
　工程４及び工程５は，図６のグラフィカルユーザインタフェースを用いて表示される。
工程６の結果は，グラフィカルユーザインタフェースのディスプレイで明らかである。
【００６６】
　上記のように，患者の網膜の網膜色素上皮層を治療する方法を拡張すると，目に見える
傷の閾値を使用して選択的ＲＰＥ治療のためのパラメータを決定することができる。この
方法は，
　１．　ユーザが選択的ＲＰＥ治療モードを選択する工程と，
　２．　網膜周辺部に目に見える傷を引き起こすことを意図したレーザ治療パラメータを
ユーザが選択する工程と，
　３．　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む，患者依存のプリセット変数を選択する工
程と，
　４．　選択した一連のレーザパルスを網膜周辺部に送出するために，ユーザからのコマ
ンドに応じてレーザシステムを制御及び起動する工程と，
　５．　目に見える傷の閾値（ＶＬＴ）を決定するために，ユーザが治療パラメータを調
整する工程と，
　６．　ＶＬＴと，ＶＬＴ変倍係数と，アルゴリズムを最適化する組み込みパラメータと
に基づき，選択的ＲＰＥ治療のための推定最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標
値とを設定して表示し，治療目標値を表示する自動プロセスをユーザが起動する工程と，
　７．　ユーザが治療パラメータを必要に応じてさらに手動調整する工程と，
　８．　選択したパラメータによりもたらされる，ＲＰＥに対する治療の予想される選択
性を自動的に計算して表示する工程と，
　９．　選択したパラメータに基づき，総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　１０．選択した一連のレーザパルスを治療ゾーンに送出するために，ユーザからのコマ
ンドに応じてレーザシステムを制御及び起動する工程と
を含む。
【００６７】
　ＲＰＥにおける色素沈着レベルは，選択的ＲＰＥ治療を達成するために必要な治療パラ
メータに直接影響する。人間の眼において，ＲＰＥの平均的色素沈着のバラツキは約２倍
であり，上記の工程４～工程８で説明した方法は，このバラツキを補償し，眼科医に効果
的な選択的ＲＰＥ治療のために各患者に合わせて選択される推定設定値を供給する手段を
提供するように設計されている。使用するレーザパルス幅は同じであるが，バースト当た
りのパルス数を増やすことによって，失明が発生しない網膜周辺に，目に見える傷を生じ
させることができる。目に見える傷が発生する閾点に到達するために必要な総放射露光量
は，各患者における個々のＲＰＥの色素沈着レベルに略比例するので，適切な変倍係数を
適用することによって，適切な選択的ＲＰＥ治療パラメータを決定することができる。組
み込まれているパラメータ最適化アルゴリズムによって推奨治療パラメータが事前に設定
されているので，この設定の調整が必要であれば，ユーザは手動で調整する。このアルゴ
リズムは，ＲＰＥ層と隣接神経網膜に対して計算された目標温度も表示する。ユーザは同
じ選択的温度効果を達成する他の設定を必要に応じて選択することができる。
【００６８】
　この変倍係数の値は，螢光眼底血管造影を用いて治療の有効性を調べることによって求
めることができる。色素沈着の２倍のバラツキは，中心窩と，該中心窩を有する傍黄斑領
域との間にも発生する。中心窩は，最も色素が沈着している領域である。このバラツキを
許容するように，変倍係数を調整することもできる。
【００６９】
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　本治療方法の他の変形では，治療を最適化するべく治療パラメータの手動又は自動調整
を可能にするために，ＲＰＥの選択的治療の有効性を示すように設計されている外部測定
装置からのフィードバックを使用する。この方法は，
　１．　ユーザが選択的ＲＰＥ治療モードを選択する工程と， 
　２．　選択的ＲＰＥ治療の有効性に関するフィードバックを提供できる専用の測定シス
テムにレーザシステムを接続する工程と，
　３．　患者依存のプリセット変数を選択する工程と，
　４．　ユーザが治療パラメータを調整する工程と，
　５．　選択したパラメータによりもたらされる，ＲＰＥに対する治療の予想される選択
性を自動的に計算して表示する工程と，
　６．　選択したパラメータに基づき，総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　７．　選択した一連のレーザパルスを治療ゾーンに送出するために，ユーザからのコマ
ンドに応じてレーザシステムを制御及び起動する工程と，
　８．　選択的ＲＰＥ治療を最適化するために，外部測定装置に基づき治療の有効性を表
示し，治療パラメータを自動又は手動で調整する工程と
を含む。
【００７０】
　本発明は，網膜色素上皮の治療だけに限定されるものではない。他の用途は，開放隅角
緑内障のための治療である選択的レーザ線維柱帯形成術（ＳＬＴ）として公知の処置を用
いて眼内圧を下げるための小柱網（ＴＭ）の治療である。一般的な値は，波長532nm，パ
ルス幅1μs，バースト当たり3パルス，パルス繰り返し周期30kHz，パルスエネルギー50μ
J，パルスバースト繰り返し周期1kHz，及び，総バースト数50である。直径200ミクロンの
治療スポットを使用すると，総放射露光量は約24J/cm2になる。この治療は，小柱網の180
度にわたる約50スポットにおいて繰り返される。
【００７１】
　メラニン色素沈着細胞は，レーザ治療のために直接接触可能な小柱網に含まれている。
本処置の目的は，小柱網の周囲ビームを損傷せずに，色素沈着細胞を選択的に損傷するこ
とである。選択的ＲＰＥ治療の場合は上記の包括的方法に従うことになろうが，分析アル
ゴリズムと，通常の治療範囲に関する情報と，治療目標を判定するための方法とは，小柱
網の選択的治療に合わせて調整される。パルスバーストの数と，パルス当たりのエネルギ
ーと，バースト間の間隔とを慎重に選択することによって，単一の高エネルギーパルスを
送出した場合に比べ，はるかに制御された方法で，色素沈着細胞に選択的損傷を発生させ
ることができる。
【００７２】
　他の治療モードは，非選択的網膜凝固であろう。これは，十分に確立された網膜光凝固
作業を実行するために使用でき，多くの場合，目に見える傷に至る。一般的な値は，波長
532nm，パルス幅1μs，バースト当たり500パルス，パルス繰り返し周期30kHz，パルスエ
ネルギー50μJ，パルスバースト繰り返し周期60Hz，及び，総バースト数3である。これに
よって擬似ＣＷモードが引き起こされ，50msで約1.6Wが送出される。この動作モードを選
択すると，適応するためのパルシング措置の自動変換と共に，ソフトウェアは出力パワー
とパルス幅とをユーザに選択させるための簡略表示を生成する。
【００７３】
　他の治療モードは，虹彩切開であろう。これは，閉塞隅角緑内障のためのレーザ治療で
ある。この目的は，房水の自由な流れを後眼房と前眼房との間で可能にするために虹彩に
孔を開けることである。これは，目に見える組織への影響を伴う非選択的な処置である。
このモードが選択されると，ソフトウェアは通常の治療範囲と推奨パルス構成とを示す簡
易表示を生成する。
【００７４】
　主に網膜の網膜色素上皮層を治療する特定の実施形態を参照しながら本発明を説明して
きた。本発明の精神及び範囲内に他の実施形態も想定されていることが認識されるであろ
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【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】光凝固術のための眼科用レーザシステムの概略ブロック図を示し；
【図２】図１のレーザモジュールの詳細図を示し；
【図３】図１の送出モジュールの詳細図を示し；
【図４】図１の制御モジュールの詳細図を示し；
【図５】人間の網膜の概略断面であり，治療ゾーンを示し；
【図６】治療支援ソフトウェア用のグラフィカルユーザインタフェースであり；及び，
【図７】前記グラフィカルユーザインタフェースで用いられる熱モデリングアルゴリズム
の簡略フローチャートである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(19) JP 2008-510529 A 2008.4.10

【図５】 【図６】

【図７】
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【手続補正書】
【提出日】平成17年12月7日(2005.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付加的熱効果を対象組織内に引き起こすことができるパルス繰り返し周期と，熱拡散を
略対象組織内に封じ込めることができるパルス幅と，前記対象組織へのエネルギー送出が
最適化されるように選択された波長とを伴うレーザパルスを発生させるレーザモジュール
と，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，隣接構造への熱
拡散を制限しながら漸進的温度上昇を引き起こすために，各バースト内のパルスが前記対
象組織内で付加的熱効果を有するよう，制御されたパルスエネルギーを有する，選択され
た幅と選択された繰り返し周期のパルスバーストを選択された数だけ送出して，前記レー
ザモジュールを制御する手段と，起こり得る温度効果を予測し，治療の窓を計算する処理
手段とを含む制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項２】
　前記レーザモジュールがパルスレーザとパルスゲート素子とを備え，前記パルスレーザ
がパルス列を発生させ，前記パルスゲート素子が前記パルス列からパルスのバーストを選
択する請求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項３】
　前記パルスレーザが1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅
とで動作する請求項２記載の眼科用レーザシステム。
【請求項４】
　前記パルスレーザが500nm～750nmの波長域で動作する請求項２記載の眼科用レーザシス
テム。
【請求項５】
　前記パルスレーザがＱスイッチ固体レーザである請求項２記載の眼科用レーザシステム
。
【請求項６】
　前記パルスゲート素子が0.05kHz～5kHzの繰り返し周期と，バースト当たり１～100パル
スのパルスバーストを送出する請求項２記載の眼科用レーザシステム。
【請求項７】
　前記パルスゲート素子が1個～500個のパルスバーストを送出する請求項２記載の眼科用
レーザシステム。
【請求項８】
　前記パルスゲート素子が電気光学スイッチである請求項２記載の眼科用レーザシステム
。
【請求項９】
　前記パルスゲート素子が前記パルスレーザの電源の高速スイッチである請求項２記載の
眼科用レーザシステム。
【請求項１０】
　前記制御モジュールが，入力手段と表示手段とをさらに備える請求項１記載の眼科用レ
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ーザシステム。
【請求項１１】
　前記送出モジュールが，前記レーザパルスのスポットサイズを調整する手段を備える請
求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１２】
　前記眼科用レーザシステムの動的制御のための治療フィードバックを前記制御モジュー
ルに提供するフィードバック手段をさらに備える請求項１記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１３】
　1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅と，0.05kHz～5kHzの
パルスバースト繰り返し周期と，バースト当たり１～100パルスとを有するレーザパルス
のバーストを発生させるレーザモジュールと，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，制御されたパル
スエネルギーのパルスバーストの範囲内のレーザパルスと，制御された繰り返し周期のパ
ルスバーストとを選択された数だけ送出する，前記レーザを制御する手段と，起こり得る
温度効果を予測し，治療の窓を計算する処理手段とを備えた制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴うレーザパルスの前記バーストを治療
ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項１４】
　前記レーザモジュールが1個～500個のパルスバーストを発生させる請求項１３記載の眼
科用レーザシステム。
【請求項１５】
　前記レーザモジュールが500nm～750nmの波長で動作する請求項１３記載の眼科用レーザ
システム。
【請求項１６】
　前記レーザモジュールがパルスレーザとパルスゲート素子とを備え，前記パルスレーザ
がパルス列を発生させ，前記パルスゲート素子が前記パルス列からパルスのバーストを選
択する請求項１３記載の眼科用レーザシステム。
【請求項１７】
　1kHz～500kHzのパルス繰り返し周期と，0.1μs～40μsのパルス幅と，0.05kHz～5kHzの
パルスバースト繰り返し周期と，バースト当たり1パルス～100パルスとを有するレーザパ
ルスのバーストを生成するレーザモジュールと，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，選択されたレー
ザ治療パラメータに基づき，起こり得る温度効果を予測し，治療の窓と総治療時間とを計
算し，前記治療の窓と前記総治療時間とに従って，制御されたパルスエネルギーのパルス
バーストの範囲内のレーザパルスと，制御された繰り返し周期のパルスバーストとを選択
された数だけ制御された繰り返し周期で送出するように前記レーザモジュールの自動又は
手動制御を可能にする処理手段を備える制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステム。
【請求項１８】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づく治療の予想選択性と組織温度上昇とを自動的に計算
して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき，総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の選択性と，組織温度上昇と，総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パ
ラメータを調整する工程と，
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　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む眼科レーザ治療方法。
【請求項１９】
　目標治療値を選択し，前記目標治療値を，前記選択性と予想される組織温度上昇と共に
表示する工程をさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記目標治療値を選択する工程が，前記目標治療値を，治療後の有効性測定値と，変倍
された目に見える治療閾値と，外部測定システムとのうちの１つ又は複数から得た目標治
療値のデータベースから選択する工程を含む請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　患者依存のプリセット変数及び測定値から目標治療値を決定する工程をさらに含む請求
項１８記載の方法。
【請求項２２】
　前記患者依存のプリセット変数が，目に見えるレーザ傷の閾値と，目に見える傷の閾値
の変倍係数とのうちの１つ又は複数から選択される請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，
　網膜周辺部に目に見える傷を発生させることを意図した前記レーザ治療パラメータを選
択する工程と，
　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む，前記患者依存のプリセット変数を選択する工程
と，
　選択された一連のレーザパルスを前記網膜周辺部に送出するために，レーザシステムを
制御及び駆動する工程と，
　前記目に見える傷の閾値を決定するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程
と，
　前記目に見える傷の閾値と，前記目に見える傷の閾値の変倍係数とに基づき，選択的治
療のための前記推定された最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標とを計算して表
示する工程と
　を含む請求項１８記載の方法。
【請求項２４】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，レーザパルス幅と，レーザパルス振幅と
，バースト当たりのパルス数と，総バースト数と，パルスバースト繰り返し周期とのうち
の１つ又は複数に対する値を選択する工程を含む請求項１８記載の方法。
【請求項２５】
　前記バースト当たりのパルス数が１～100になるよう選択される請求項２４記載の方法
。
【請求項２６】
　前記パルスバーストの数が1～500から選択される請求項２４記載の方法。
【請求項２７】
　前記パルスバーストの繰り返しが0.05kHz～5kHzから選択される請求項２４記載の方法
。
【請求項２８】
　選択的治療の有効性に関するフィードバックを提供する外部測定装置に前記レーザシス
テムを接続する工程と，
　前記外部測定装置に基づき治療の有効性を表示する工程と，
　前記選択的治療を最適化するために治療パラメータを調整する工程と
　をさらに含む請求項１８記載の方法。
【請求項２９】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
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　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる治療のための治療の窓を自動的に計算し
て表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織温度上昇と，選択性と，総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パ
ラメータを調整する工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む選択的網膜治療（ＳＲＴ）等の処置における網膜色素上皮層の眼科レーザ治療方
法。
【請求項３０】
　前記治療の窓が次式から計算される請求項２９記載の方法。

　式中，
　ｔRPEは，レーザパルシング中のエネルギー吸収によってＲＰＥメラニン色素中に引き
起こされる累積温度上昇から，拡散によるレーザパルス間の累積温度降下を引いた値であ
り；
　ｔNRは，治療ゾーン内のＮＲにおいて，レーザパルシング中のエネルギー吸収と，ＲＰ
Ｅ層からの熱拡散とによって引き起こされる前記ＲＰＥ層に隣接する箇所の累積温度上昇
から，拡散によるレーザパルス間の累積温度降下を引いた値であり；
　γRPE/NRは，前記ＲＰＥと前記ＮＲとの間の吸収比率を明らかにするために事前に設定
された変倍係数である。
【請求項３１】
　レーザ治療パラメータを選択する前記工程が，
　網膜周辺部に目に見える傷を発生させることを意図したレーザ治療パラメータを選択す
る工程と，
　目に見える傷の閾値の変倍係数を含む患者依存のプリセット変数を選択する工程と，
　選択された一連のレーザパルスを前記網膜周辺部に送出するために，レーザシステムを
制御及び駆動する工程と，
　前記目に見える傷の閾値を決定するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程
と，
　前記目に見える傷の閾値と，前記目に見える傷の閾値の変倍係数とに基づき，選択的治
療のための前記推定された最適レーザ治療パラメータと組織温度上昇目標とを計算して表
示する自動プロセスを起動する工程と
　を含む請求項２９記載の方法。
【請求項３２】
　少なくとも１つの外部測定装置から治療有効性の目安を得る工程と，
　前記外部測定装置に基づき治療の有効性を表示する工程と，
　前記選択的治療を最適化するために前記レーザ治療パラメータを調整する工程と
　をさらに含む請求項２９記載の方法。
【請求項３３】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる治療の予想される組織への影響と治療の
窓とを自動的に計算して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織温度上昇と，選択性と，総治療時間と，約10J/cm2～200J/cm2の範囲内の総
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放射露光量とを達成するために，前記レーザ治療パラメータを調整する工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む選択的レーザ線維柱帯形成術（ＳＬＴ）等の処置における小柱網の眼科レーザ治
療方法。
【請求項３４】
　レーザ治療パラメータを選択する工程と，
　前記レーザ治療パラメータによりもたらされる予想される組織への影響を自動的に計算
して表示する工程と，
　前記レーザ治療パラメータに基づき総治療時間を自動的に計算して表示する工程と，
　所望の組織効果と総治療時間とを達成するために，前記レーザ治療パラメータを調整す
る工程と，
　レーザパルスを治療ゾーンに送出するために，前記レーザ治療パラメータに従ってレー
ザシステムを制御する工程と
　を含む虹彩切開術又は汎網膜光凝固術（ＰＲＰ）等の非選択的処置における虹彩又は網
膜の眼科レーザ治療方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
発明の開示
　一態様において，この態様が必ずしも唯一の，又は実際に最も広い態様であるとは限ら
ないが，本発明は，
　付加的熱効果を対象組織内に引き起こすことができるパルス繰り返し周期と，熱拡散を
略対象組織内に封じ込めることができるパルス幅と，前記対象組織へのエネルギー送出が
最適化されるように選択された波長とを伴うレーザパルスを発生させるレーザモジュール
と，
　前記レーザモジュールと信号接続されている制御モジュールであって，隣接構造への熱
拡散を制限しながら漸進的温度上昇を引き起こすために，各バースト内のパルスが前記対
象組織内で付加的熱効果を有するよう，制御されたパルスエネルギーを有する，選択され
た幅と選択された繰り返し周期のパルスバーストを選択された数だけ送出して，前記レー
ザモジュールを制御する手段と，起こり得る温度効果を予測し，治療の窓を計算する処理
手段とを含む制御モジュールと，
　前記レーザモジュールと光接続され，前記制御モジュールと信号接続されている送出モ
ジュールであって，制御された放射エネルギーを伴う，レーザパルスの前記バーストを治
療ゾーンに送出する送出モジュールと
　を備える眼科用レーザシステムに関する。
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