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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　信号光の光軸方向にフォーカス位置の異なる信号光のそれぞれによりＳＬＯ装置が撮影
対象を走査して得られる複数のＳＬＯ画像から新たなＳＬＯ画像を生成する画像処理装置
であって、
　前記複数のＳＬＯ画像を取得するＳＬＯ画像取得手段と、
　前記撮影対象の３次元画像から特定の構造の位置情報を取得する構造取得手段と、
　前記新たなＳＬＯ画像の部分領域毎に、前記フォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像
のそれぞれから前記位置情報に対応するフォーカス位置のＳＬＯ画像の部分画像を取得す
る対象画像取得手段と、
　前記部分領域毎に取得された部分画像を貼り合わせて前記特定の構造にフォーカスが合
った前記新たなＳＬＯ画像を生成する生成手段と
　を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記対象画像取得手段は、前記フォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像から前記特定
の構造に沿った画像を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記構造取得手段は、前記３次元画像から層境界情報を抽出し、抽出結果に基づいて前
記特定の構造の前記位置情報を取得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置
。
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【請求項４】
　前記対象画像取得手段は、前記部分領域のそれぞれについて、前記位置情報から所定の
閾値未満の距離にフォーカス位置があるＳＬＯ画像の部分画像を取得することを特徴とす
る請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、前記所定の閾値未満の距離にフォーカス位置があるＳＬＯ画像が複数
ある場合には、該複数のＳＬＯ画像の部分画像を合成して前記部分画像を生成することを
特徴とする請求項４に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記抽出結果に基づき前記特定の構造の屈曲の度合いが大きい場合には前記部分領域の
それぞれに対応する部分画像を前記複数のＳＬＯ画像から取得して貼り合わせた画像を生
成し、前記屈曲の度合いが小さい場合には前記特定の構造に最も適合するＳＬＯ画像を前
記複数のＳＬＯ画像から選択することを特徴とする請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記フォーカス位置の間隔を設定する設定手段と、
　前記設定されたフォーカス位置の間隔で信号光を走査することにより前記撮影対象の複
数のＳＬＯ画像の撮影を指示する指示手段と、を更に有することを特徴とする請求項１に
記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記新たなＳＬＯ画像を表示手段に表示させる表示制御手段を更に有することを特徴と
する請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記表示手段に表示された前記新たなＳＬＯ画像における所定の位置を指定する指定手
段を更に有し、
　前記表示制御手段は前記指定された位置の動画像を表示させることを特徴とする請求項
８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記特定の構造を指定する指定手段と、
　前記指定された構造に応じて、前記フォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像から前記
特定の構造の画像を取得する際のパラメータを設定する設定手段と、
　を有することを特徴とする請求項７に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置と、
　前記新たなＳＬＯ画像を表示する表示手段と、
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項１２】
　信号光の光軸方向にフォーカス位置の異なる信号光のそれぞれによりＳＬＯ装置が撮影
対象を走査して得られる複数のＳＬＯ画像から新たなＳＬＯ画像を生成する画像処理方法
であって、
　前記複数のＳＬＯ画像を取得するステップと、
　前記撮影対象の３次元画像から特定の構造の位置情報を取得するステップと、
　前記新たなＳＬＯ画像の部分領域毎に、前記フォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像
のそれぞれから前記位置情報に対応するフォーカス位置のＳＬＯ画像の部分画像を取得す
るステップと、
　前記部分領域毎に取得された部分画像を貼り合わせて前記特定の構造にフォーカスが合
った前記新たなＳＬＯ画像を生成するステップと
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理装置の各手段として、コンピュータ
を機能させるためのプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮影されたＳＬＯ画像から所定の画像を取得する画像処理装置、画像処理方法
、および当該画像処理を実行するＳＬＯ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　共焦点レーザー顕微鏡の原理を利用した走査型レーザー検眼鏡（ＳＬＯ：Ｓｃａｎｎｉ
ｎｇ　Ｌａｓｅｒ　ＯｐｈｔｈａｌｍｏＳｃｏｐｅ）は、測定光であるレーザーを眼底に
対してラスター走査し、その戻り光の強度から平面画像を高分解能かつ高速に得る装置（
以下ＳＬＯ装置）である。また、被検眼の収差を波面センサでリアルタイムに測定し、被
検眼にて発生する測定光やその戻り光の収差を波面補正デバイスで補正する補償光学系（
ＡＯ：Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃｓ）を有するＡＯ－ＳＬＯ装置が開発され、高横分
解能な平面画像の取得を可能にしている。
　このような高横分解能な平面画像は、例えば血球動態の観察のための網膜血管や血球の
抽出や、神経節細胞の障害を評価するための神経線維束の太さの計測や、視機能の評価や
、視細胞の密度分布や配列の計測などに用いられてきた。
【０００３】
　これらの組織や細胞、病変等の構造の画像をＳＬＯ装置により得る技術として非特許文
献１には、ＳＬＯ装置で信号光の波長などの撮影条件を設定して黄斑部周辺を撮影し、得
られた画像に基づいて毛細血管の画像を取得する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】Ｊｏｈｎｎｙ　Ｔａｍ，　ｅｔ．　ａｌ．，　Ｎｏｎｉｎｖａｓｉｖｅ
　Ｖｉｓｕａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｐａｒａｆｏｖｅａ
ｌ　Ｃａｐｉｌｌａｒｉｅｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎｓ，　Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｖｅ　Ｏ
ｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ　＆　Ｖｉｓｕａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，　Ｍａｒｃｈ　２０１
０，　Ｖｏｌ．５１，　Ｎｏ．３，　ｐｐ１６９１－１６９８．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　フォーカス位置が固定された信号光で対象を走査し得られる１枚のＳＬＯ画像には観察
対象の構造が写りきらない場合があり、かかる画像からでは目的の構造を観察することが
できず再設定や再撮影を要する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明はかかる観点からなされたものであり、信号光の光軸方向にフォーカス位置の異
なる信号光のそれぞれによりＳＬＯ装置が撮影対象を走査して得られる複数のＳＬＯ画像
から新たなＳＬＯ画像を生成する画像処理装置であって、前記複数のＳＬＯ画像を取得す
るＳＬＯ画像取得手段と、前記撮影対象の３次元画像から特定の構造の位置情報を取得す
る構造取得手段と、前記新たなＳＬＯ画像の部分領域毎に、前記フォーカス位置の異なる
複数のＳＬＯ画像のそれぞれから前記位置情報に対応するフォーカス位置のＳＬＯ画像の
部分画像を取得する対象画像取得手段と、前記部分領域毎に取得された部分画像を貼り合
わせて前記特定の構造にフォーカスが合った前記新たなＳＬＯ画像を生成する生成手段と
を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、異なるフォーカス位置で撮像したＳＬＯ画像群から特定の構造にフォ
ーカスが合ったＳＬＯ画像を得ることができ、当該特定の構造を容易に観察することがで
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きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の第１の実施例に係る画像処理装置１０の機能構成例を示す図である。
【図２】画像処理装置１０を含む撮影システム１の構成例を示すブロック図である。
【図３】画像処理装置１０のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図４】画像処理装置１０が実行する処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例１の処理により得られる画像を示す図である。（ａ）は正常な眼部を撮影
したＯＣＴ断層画像であり、（ｂ）は構造に異常がある場合の眼部のＯＣＴ断層画像であ
り、（ｃ）はＳＬＯ画像群であり、（ｄ）はＳＬＯ画像群から生成された特定の構造の画
像である。
【図６】選択部１４２によるステップＳ４４０の画像選択処理を示すフローチャートであ
る。
【図７】パラメータ設定部１４２１によるステップＳ６２０のパラメータ設定処理を示す
フローチャートである。
【図８】画像生成部１４３によるステップＳ４５０の画像生成処理を示すフローチャート
である。
【図９】画像処理装置９０の構成例を示す図である。
【図１０】複合装置２００のハードウェア構成を示す図である。
【図１１】複合装置２００によるＯＣＴ断層画像の取得方法を説明する図である。（ａ）
は被検眼の網膜に入射する信号光を示す図であり、（ｂ）は信号光の走査手段を示す図で
あり、（ｃ）は取得された断層画像を示す図である。
【図１２】画像処理装置９０が実行する処理を示すフローチャートである。
【図１３】実施例２の処理により得られる画像を示す図である。（ａ）は眼部を撮影した
ＯＣＴ断層画像であり、（ｂ）はＳＬＯ画像群であり、（ｃ）はＳＬＯ画像群から生成さ
れた特定の構造の画像である。
【図１４】実施例３の処理により得られる画像を示す図である。（ａ）は眼部を撮影した
ＯＣＴ断層画像であり、（ｂ）はＳＬＯ画像群であり、（ｃ）はＳＬＯ画像群から生成さ
れた特定の構造の静止画像であり、（ｄ）はＳＬＯ画像群から生成された動画像である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、添付図面に従い本発明の実施形態を各実施例に分けて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　実施例１に係る画像処理装置は、フォーカス位置を変えて撮影され、記憶装置に記憶さ
れたＳＬＯ画像群を用いて、特定の構造に沿ったＳＬＯ画像を生成または選択する。対象
とする症例は広義の加齢黄斑変性（ＡＭＤ（Ａｇｅｄ　Ｍａｃｕｌａｒ　Ｄｅｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ）やＰＣＶ（Ｐｏｌｙｐｏｉｄａｌ　Ｃｈｏｒｏｉｄａｌ　ｓｃｕｌｏｐａｔ
ｈｙ））である。観察対象は視細胞とする。
【００１１】
　視細胞が分布している範囲（視細胞層）は、外境界膜（ＥＬＭ、視細胞内節外節接合部
（ＩＳ／ＯＳ）よりわずかに前眼部側（内層側））から網膜色素上皮（ＲＰＥ）の前眼部
側境界までの範囲である。ＩＳ／ＯＳは視細胞層のほぼ真ん中（内節と外節の境界）にあ
たるため、ＩＳ／ＯＳに沿った画像を得ることで、視細胞の画像を得ることができる。
【００１２】
　図１を用いて本実施例に係る画像処理装置１０の機能構成を説明する。図１は画像処理
装置１０の機能構成を示すブロック図であり、画像処理装置１０はＳＬＯ画像取得部１１
０、構造取得部１２０、記憶部１３０、対象画像取得部１４０、指示取得部１５０を有す
る。
　ＳＬＯ画像取得部１１０は予めＳＬＯ装置により撮影され記憶装置に記憶されたフォー



(5) JP 5822485 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

カス位置の異なるＳＬＯ画像群を取得する。
【００１３】
　ここでフォーカス位置が異なるとは、深さ方向すなわちＳＬＯ装置の信号光の光軸方向
にフォーカス位置が異なることをいう。なお、撮影対象が眼部である場合固視微動がある
ため、厳密にはフォーカス位置が同一に設定されていても各画像のフォーカス位置は異な
ることとなる。本実施例では、フォーカス位置が異なるとはＳＬＯ装置によるフォーカス
位置の設定が異なることをいい、固視微動による影響を考慮しないものとする。
　フォーカス位置の異なる信号光のそれぞれにより撮影対象である眼底を走査して、フォ
ーカス位置が異なる複数のＳＬＯ画像が得られる。ＳＬＯ像撮像装置３０またはＳＬＯ装
置は走査型レーザ検眼鏡を指し、主に眼部で発生する信号光による像の収差を補正するた
めの補償光学系（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃｓ）を有する。眼底とは前眼部に対応す
る概念であり網膜内部および網膜表面を含む領域を指す。撮影対象は眼底の黄斑部周辺の
領域である。補償光学系を用いたＳＬＯは、従来型のフーリエドメインＯＣＴや眼底カメ
ラが撮影対象としている血管よりも微小な黄斑周辺部の毛細血管や、神経線維、視細胞な
どの画像を得ることができる。
【００１４】
　構造取得部１２０は、撮影対象である眼底の構造特徴として観察対象の画像化に必要な
特定の構造の位置や３次元形状等を取得する。本実施例では視細胞が観察対象であるため
、視細胞の中でも特に視細胞内節外節接合部（ＩＳ／ＯＳ）（特定の構造）の位置を特定
する。この視細胞内節外節接合部（ＩＳ／ＯＳ）の位置を用いて視細胞を画像化する。こ
こで構造特徴とは組織の層構造や病変等である。これら構造特徴の特定は、眼底をＯＣＴ
撮影装置で撮影した断層画像群を解析することで行われる。なおＯＣＴ断層画像解析は画
像処理装置１０で行わずとも、予め特定された構造の位置や形状等の情報をデータサーバ
５０から取得することとしてもよい。
【００１５】
　記憶部１３０は既定のまたは入力された画像処理の各種パラメータ等を格納する。
【００１６】
　対象画像取得部１４０は特定の構造に応じてＳＬＯ画像群から特定の構造の画像を得る
。対象画像取得部１４０は位置合わせ部１４１、選択部１４２、画像生成部１４３を備え
、選択部１４２はパラメータ設定部１４２１、部分画像候補選択部１４２２、積算部１４
２３、部分画像適合度判定部１４２４を有する。さらに、画像生成部１４３は連結部１４
３１、ＳＬＯ画像適合度判定部１４３２、補正部１４３３を有する。視細胞層の形状の正
常構造からの変化が小さい場合には、ＳＬＯ画像群から最も視細胞（境界）層にフォーカ
スの合った１つのＳＬＯ画像を選択する。信号光の光軸方向にフォーカス位置の異なる複
数のＳＬＯ画像から視細胞を観察しやすい画像を得ることができる。一方で視細胞層の形
状が湾曲または屈曲し正常な状態から大きく変化している場合には、フォーカス位置を固
定した信号光で撮影した１枚のＳＬＯ画像には目的の構造が写らない場合があり、目的の
構造を観察することができない。そこでＳＬＯ画像から眼底上の各位置において視細胞層
境界の近傍にフォーカス位置が設定された部分画像を選択し互いに連結することで、部分
画像を貼り合わせた新たなＳＬＯ画像を生成する。これにより視細胞層の形状が大きく変
形し１枚のＳＬＯ画像には構造の一部しか写っていない場合でも、撮像範囲内の視細胞を
観察もしくは解析しやすくなる。
【００１７】
　また、フォーカス位置を複数の位置で固定して、各フォーカス位置に対応するＳＬＯ画
像を得ることで、フォーカス位置を特定の構造に沿って変えながらＳＬＯ画像を得る場合
に比べて、フォーカス位置の変更に伴う走査時間の長期化を抑えることができる。よって
固視微動の影響を減らし画像の画質劣化を減らすことができる。
【００１８】
　表示制御部１６０は、対象画像取得部１４０で得られた特定の構造の画像を表示部に表
示させる制御を行う。表示部１７０は特定の構造の画像を表示する。入力部１８０はユー
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ザの入力を受け付け画像処理装置１０に入力する。
【００１９】
　上述の画像処理装置を含む撮影システム１を図２に基づいて説明する。図２は本実施例
に係る画像処理装置１０を含む撮影システムの構成図である。図２に示すように画像処理
装置１０は、断層像撮像装置２０やＳＬＯ像撮像装置３０、データサーバ５０と、光ファ
イバ、ＵＳＢやＩＥＥＥ１３９４等で構成されるローカル・エリア・ネットワーク（ＬＡ
Ｎ）４０を介して接続されている。なおＬＡＮによらずシステムの各装置がインターネッ
ト等の外部ネットワークを介して接続される構成であってもよい。
【００２０】
　断層像撮像装置２０は眼底部のボリューム画像を撮像する装置であり、例えばタイムド
メイン方式もしくはフーリエドメイン方式の光干渉断層撮像装置（ＯＣＴ装置）からなる
。断層像撮像装置２０は不図示の操作者による操作に応じ、被検眼の断層像を３次元的に
撮像する。得られたボリューム画像は画像処理装置１０、データサーバ５０へ送信される
。
【００２１】
　ＳＬＯ像撮像装置３０は眼底部の平面画像（ＳＬＯ画像）を撮像する装置であり、フォ
ーカス位置が異なる複数のＳＬＯ画像を撮像し、撮像した複数のＳＬＯ画像を画像処理装
置１０、データサーバ５０へ送信する。
【００２２】
　データサーバ５０は被検眼のボリューム画像やＳＬＯ画像、後述する眼底部の特徴（以
下、眼部特徴）などを保持するサーバである。データサーバ５０は断層像撮像装置２０が
出力する被検眼のボリューム画像やＳＬＯ像撮像装置３０が出力する複数のＳＬＯ像や画
像処理装置１０が出力する眼部特徴を保存する。また画像処理装置１０からの要求に応じ
て被検眼に関するデータ（ボリューム画像、ＳＬＯ画像、眼部特徴）や眼部特徴の正常値
データを画像処理装置１０に送信する。ここで特徴や構造が正常とは、疾患等に罹ってい
ない眼部の構造をいう。網膜の層構造は正常な場合には平坦な複数の層からなるが、正常
でない場合には一部の層が盛り上がるなど層構造が乱れることが多い。
【００２３】
　上述の機能構成を有する画像処理装置１０のハードウェア構成について図３に基づいて
説明する。図３において、画像処理装置１０は中央演算処理装置（ＣＰＵ）３０１、メモ
リ（ＲＡＭ）３０２、制御メモリ（ＲＯＭ）３０３、記憶装置３０４、インターフェース
３０５を有する。画像処理装置１０にはモニタ３０６、キーボード３０７、マウス３０８
が接続されている。
【００２４】
　本実施例に係る画像処理機能を実現するための制御プログラムや、当該制御プログラム
が実行される際に用いられるデータは、記憶装置３０４に記憶されている。これらの制御
プログラムやデータは、ＣＰＵ３０１による制御のもとバス３０９を通じて適宜ＲＡＭ３
０２に取り込まれる。これがＣＰＵ３０１によって実行されることで、上述のハードウェ
アと協働して上述の各機能が実現される。例えば記憶装置３０４は図１の記憶部１３０と
して、キーボード３０７またはマウス３０８は入力部１８０として、モニタ３０６は表示
部１７０として機能する。また、下記の画像処理装置１０による処理が実現される。
　では上述の構成を有する画像処理装置１０が実行する処理を図４のフローチャートに従
い説明する。
【００２５】
　＜ステップＳ４１０＞
　ステップＳ４１０で構造取得部１２０は、ボリューム画像から眼部の特徴構造データを
取得する。本実施例では撮影対象は眼底であり、特に注目する観察対象は指示取得部１５
０により視細胞内節外節境界と指定されている。
【００２６】
　撮影対象である眼底の基本的な構造特徴として内境界膜Ｂ１、神経線維層境界Ｂ２、内
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網状層境界Ｂ４、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の外側境界Ｂ６、網膜血管領域
Ｖの眼部ボリューム画像における位置または形状を取得する。観察対象の視細胞は視細胞
内節外節境界Ｂ５から得られる。また黄斑部の位置を特定する。なお予め黄斑部付近のボ
リューム画像を取得することとしてもよい。
【００２７】
　さらに構造取得部１２０は取得した各々の眼部特徴データを記憶部１３０に格納し、必
要に応じてデータサーバ５０へ送信する。これら特徴データは後述の視細胞画像を得るた
めなどに用いられる。
【００２８】
　具体的な眼部特徴の取得手順を説明する。まず層の境界検出を行うための画像処理方法
について説明する。ここでは処理対象であるボリューム画像を２次元断層画像（Ｂスキャ
ン像）の集合と考え、各２次元断層画像に対して以下の処理を行う。
【００２９】
　まず着目する２次元断層画像に平滑化処理を行い、ノイズ成分を除去する。次に２次元
断層画像からエッジ成分を検出し、その連結性に基づいて何本かの線分を層境界の候補と
して抽出する。そして該候補から一番上の線分を内境界膜Ｂ１、上から二番目の線分を神
経線維層境界Ｂ２、上から三番目の線分を内網状層境界Ｂ４として選択する。また、内境
界膜Ｂ１よりも外層側（図５（ａ）において、ｚ座標が大きい側）にあるコントラストが
最大の線分を視細胞内節外節境界Ｂ５として選択する。視細胞層内節外節境界Ｂ５よりも
外層側にある線分を外網状層境界とする。さらに、該層境界候補群のうち一番下の線分を
網膜色素上皮層境界Ｂ６として選択する。
【００３０】
　さらに、これらの線分を初期値としてＳｎａｋｅｓやレベルセット法等の可変形状モデ
ルを適用し、精密抽出を行ってもよい。またグラフカット法により層の境界を検出しても
よい。なお可変形状モデルやグラフカットを用いた境界検出はボリューム画像に対し３次
元的に実行してもよいし、各々の２次元断層画像に対し２次元的に適用してもよい。なお
層の境界を検出する方法は、眼部の断層像から層の境界を検出可能な方法であればいずれ
の方法を用いてもよい。
【００３１】
　次に、網膜内層（非図示）から網膜血管Ｖを検出する。具体的には、網膜内層に限定し
て深度方向に画素値を積算することで投影像を生成し、生成した投影像から任意の公知の
線強調フィルタを用いることで、網膜血管Ｖを検出する。血管の情報はＯＣＴ断層画像と
ＳＬＯ画像との位置合わせに用いられる。
【００３２】
　＜ステップＳ４２０＞
　ステップＳ４２０でＳＬＯ画像取得部１１０はデータサーバ５０に対して所定の被検眼
のＳＬＯ画像群を要求する。この画像群はＳＬＯ像撮像装置３０が信号光の光軸方向に異
なるフォーカス位置を有する信号光でそれぞれ撮影されたＳＬＯ画像群である。信号光に
よる走査面積は同一または重複しているが、撮像面が深さ方向に異なっている。データサ
ーバ５０にはかかるフォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像が被検眼ごとに記憶されて
いる。ＳＬＯ画像取得部１１０はＬＡＮ４０を介して当該ＳＬＯ画像群を取得する。本実
施例では図５（ｂ）に示すように撮像中心におけるフォーカス位置を視細胞内節外節境界
から２０μｍ間隔で変化させて撮像したＳＬＯ画像群（計１０枚）を取得する。ＳＬＯ画
像取得部１１０は取得したＳＬＯ画像群を画像処理装置１０の記憶部１３０に格納する。
【００３３】
　＜ステップＳ４３０＞
　ステップＳ４３０で位置合わせ部１４１は、ＳＬＯ画像群の座標系と、眼部特徴データ
とを位置合わせする。各々の座標系において網膜血管Ｖの位置（ｘ，ｙ）が既に求められ
ているので、これらの点が同一の位置となるように合成位置合わせの並進（ｘ，ｙ）およ
び回転、拡大率のパラメータを求める。位置合わせ手法としては任意の周知の位置合わせ



(8) JP 5822485 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

手法を用いてよく、ここではアフィン変換を用いて位置合わせを行う。取得されたＳＬＯ
画像において血管の位置は特定されているものとする。
【００３４】
　＜ステップＳ４４０＞
　ステップＳ４４０で選択部１４２は、フォーカス位置の異なる複数のＳＬＯ画像から観
察対象である視細胞の分布に沿った画像を得る。視細胞内節外節境界の構造が変形してい
る場合には、眼部特徴（層境界及び網膜血管領域Ｖ）の分布に基づき、ＳＬＯ画像の各位
置（ｘ，ｙ）において観察対象に適合した部分画像を選択する。本実施例において部分画
像は１画素とする。ここで、観察対象に適合する、とは、少なくともフォーカスが合って
いることを指し、例えば特定の構造の各位置（ｘ０，ｙ０，ｚ０）からのｚ方向の距離が
少なくとも所定未満であることを意味する。
【００３５】
　観察対象に適合する部分画像が複数ある場合には、積算部１４２３にて部分画像を積算
することにより部分画像を取得する。なお、部分画像単体としての適合度を判定する場合
には部分画像候補上の画像特徴（眼部特徴の分布、ＳＮ比、コントラストなどの輝度分布
）を適合度指標として用い、部分画像を選択する。このように部分画像の選択にはフォー
カスの位置と画像特徴とに応じて行うことにより、フォーカス位置は近いが固視微動等の
影響で画質が悪い画像を選択してしまうことを防ぎ、結果として画質のよい部分画像を得
ることができる。
【００３６】
　本ステップの処理により、各座標位置（ｘ，ｙ）においていずれかのＳＬＯ画像から選
択された部分画像が得られる。この処理の詳細については図６のフローチャートを用いて
後述する。
【００３７】
　＜ステップＳ４５０＞
　ステップＳ４５０で画像生成部１４３は、ステップＳ４４０にて選択された各ｘ－ｙに
おける部分画像（候補）を連結して新たなＳＬＯ画像候補を生成する。ここで、各ｘ－ｙ
において部分画像候補が複数ある場合はある部分画像の組み合わせでＳＬＯ画像候補を生
成し、ＳＬＯ画像全体としての適合度を判定して最も適合度の高いＳＬＯ画像候補を新た
なＳＬＯ画像として生成する。なお、部分画像が選ばれず選択部１４２によりＳＬＯ画像
群から１つのＳＬＯ画像が選ばれた場合には、部分画像の連結は行わない。かかる処理の
詳細は図６のフローチャートを用いて後述する。
【００３８】
　＜ステップＳ４６０＞
　ステップＳ４６０で指示取得部１５０は、新たに生成された視細胞の画像をデータサー
バ５０へ保存するか否かの指示を外部から取得する。この指示は例えばキーボード３０７
やマウス３０８を介して操作者により入力される。保存が指示された場合はＳ４７０へ、
保存が指示されなかった場合はＳ４８０へと処理を進める。
【００３９】
　＜ステップＳ４７０＞
　ステップＳ４７０で対象画像取得部１４０は、検査日時、被検眼を同定する情報、新た
に生成されたＳＬＯ画像を関連付けてデータサーバ５０へ送信する。また、表示制御部１
６０は対象画像取得部１４０により取得された画像を表示部１７０に表示させる。
【００４０】
　＜ステップＳ４８０＞
　ステップＳ４８０で指示取得部１５０は画像処理装置１０によるＳＬＯ画像の生成処理
を終了するか否かの指示を外部から取得する。この指示は入力部１８０を介して操作者に
より入力される。処理終了の指示を取得した場合は解析処理を終了する。一方、処理継続
の指示を取得した場合にはＳ４１０に処理を戻し、次の被検眼に対する処理または同一被
検眼に対する再処理を行う。
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【００４１】
　上述の処理により得られる画像を図５を用いて説明する。図５（ａ）および（ｂ）は断
層像撮像装置２０により得られた眼底網膜の中心窩Ｃ１（黄斑）付近のＯＣＴ断層画像で
ある。ｘ方向およびｙ方向は眼底に沿う方向であり、ｚ方向は眼底の深さ方向で信号光の
光軸と略平行な方向である。構造取得部１２０により内境界膜Ｂ１、神経線維層境界Ｂ２
、内網状層境界Ｂ４、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の外側境界Ｂ６の位置が特
定される。またＳＬＯ画像群の撮像位置がＦ１乃至Ｆ１０で示されている。図５（ａ）は
黄斑付近が比較的正常な場合の画像であり、図５（ｂ）は黄斑に異常があり視細胞内節外
節境界が大きく湾曲している場合の画像である。図５（ａ）のように湾曲や屈曲がない場
合には、選択部１４２は視細胞内節外節境界Ｂ５に近い位置で撮影されたＳＬＯ画像（例
えばＦ６）をフォーカス位置の異なるＳＬＯ画像群から選択する。
【００４２】
　一方で図５（ｂ）のように変形（屈曲または湾曲など）が大きい場合には、選択部１４
２はフォーカス位置の異なるＳＬＯ画像群から視細胞内節外節境界Ｂ５の写った部分画像
を取り出す。図５（ｃ）はこれらＦ１乃至Ｆ１０のＳＬＯ画像を示しており、図５（ｃ）
の左側にあるＳＬＯ画像ほどフォーカス位置が表層側にある。これらＳＬＯ画像において
視細胞内節外節境界にフォーカスが合っている部分領域Ｓ１乃至Ｓ１０が選択部１４２に
より選択される。これら部分領域が画像生成部１４３により貼り合わせられ、図５（ｄ）
のような視細胞の画像が得られる。かかる画像からは毛細血管の走行も確認できる。
【００４３】
　次に図６のフローチャートに従い、選択部１４２が実行するステップＳ４４０の処理の
詳細を説明する。
【００４４】
　＜ステップＳ６１０＞
　ステップＳ６１０で選択部１４２は、Ｓ４１０で取得された眼部特徴（内境界膜Ｂ１、
神経線維層境界Ｂ２、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の内側境界Ｂ６、網膜血管
領域Ｖ）を取得する。
【００４５】
　＜ステップＳ６２０＞
　ステップＳ６２０でパラメータ設定部１４２１は、Ｓ４１０で取得された眼部特徴の分
布に基づき各種パラメータの設定を行う。パラメータは以下の５つである。
（ｉ）部分画像を貼り合わせるか、ＳＬＯ画像をそのまま用いるか
（ｉｉ）フォーカスが合っていると判定する範囲
（ｉｉｉ）選択する部分画像候補の枚数
（ｉｖ）部分画像候補が複数の場合は、重ね合わせ実施の可否
（ｖ）部分画像ごとに適合度を判定するか否か
　これらの設定処理を図７のフローチャートに基づいて説明する。
【００４６】
　ステップＳ７１０でパラメータ設定部１４２１は部分画像の貼り合わせを行うか否かを
決める（ｉ）のパラメータを設定する。（ｉ）のパラメータは、観察対象の正常構造から
の変形度合いに応じて設定される。本実施例では図５（ｂ）に示すように観察対象（視細
胞内節外節境界）の変形が大きいと判定した場合には撮像範囲の各位置（ｘ，ｙ）におい
てフォーカス位置の異なる部分画像を選択することとする。一方、例えば図５（ａ）に示
すように健常眼の場合には観察対象（視細胞内節外節境界）の変形が小さいと判定して一
定のフォーカス位置の部分画像を選択することとする。
【００４７】
　なお、層形状の屈曲の程度の判定は、層境界上に複数の制御点を設定し、任意の制御点
と隣り合う２つの制御点とをそれぞれ結んでできる線分のなす角度が一定値未満となる場
合に層形状が異常であると判定する。
【００４８】
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　ステップＳ７２０でパラメータ設定部１４２１はフォーカスが合っている範囲を示す（
ｉｉ）のパラメータを設定する。このパラメータは視細胞層境界からの距離である。この
閾値未満であればフォーカスが合っているとする。また、この閾値の範囲内で光軸方向へ
のフォーカス位置と視細胞内節外節境界との距離がフォーカスの合致度を意味する。視細
胞内節外節境界からの距離が当該パラメータ未満の位置にフォーカス位置の中心が設定さ
れたＳＬＯ画像から部分画像を選択する。この判定は部分領域毎（本実施例では画素毎）
に行う。ここではそのパラメータを５０μｍに設定する。また、選択する部分画像候補の
枚数を示す（ｉｉｉ）のパラメータは、（ｉｉ）のフォーカスが合っていると判定する範
囲を示すパラメータとＳＬＯ画像群のフォーカス位置の間隔により定まる。本実施例では
視細胞内節外節境界から上下５０μｍ未満の範囲をフォーカスの合っている範囲とし、フ
ォーカス位置を２０μｍごとに変化させたＳＬＯ画像群を取得しているため、部分画像候
補の枚数は最大５枚となる。ＳＬＯ画像群のフォーカス位置Ｆ１～Ｆ１０に対して視細胞
内節外節境界の位置がＦ５付近にあれば多くのＳＬＯ画像が部分画像の選択候補となるが
、Ｆ１やＦ１０付近にある場合には、候補のＳＬＯ画像は少なくなる。
【００４９】
　ステップＳ７３０でパラメータ設定部１４２１は重ね合わせを実施するかを示す（ｉｖ
）のパラメータを設定する。これは部分画像候補が複数ある場合に重ね合わせを実施する
か否かを示すパラメータである。本実施例では予めユーザから指示取得部１５０に入力さ
れた指示によりパラメータが設定される。ただし、重ね合わせ実施可否の指定法はこれに
限らず、例えば、部分画像のＳ／Ｎ比の平均値のような指標に基づいて自動で判定しても
よい。
【００５０】
　このパラメータは選択されたＳＬＯ画像群全体に対して設定される。
　ステップＳ７４０でパラメータ設定部１４２１は部分領域ごとに適合度を判定するか否
かを示す（ｖ）のパラメータを設定する。複数の部分画像候補がある場合、部分画像ごと
に適合度を判定して最も適合するものを選んだ上で部分画像の組み合わせに対して適合度
を判定するか、部分画像の組み合わせに対して適合度を判定するだけとするかを設定する
パラメータである。本実施例では予めユーザが指示取得部１５０に入力した指示に基づき
設定される。別の例としては画像の鮮鋭度やコントラストの値に基づき自動で判定しても
よい。本実施例では部分画像の大きさを１画素としているため、かかる部分画像毎に適合
度を判定する処理は行わない。部分画像の大きさが１画素よりも大きい場合にかかるパラ
メータが設定できる。
【００５１】
　＜ステップＳ６２５＞
　ステップＳ６２５で選択部１４２はステップＳ７１０で設定された（ｉ）のパラメータ
に基づいて構造に異常があるか否かを判定する。異常があると判定された場合にはステッ
プＳ６３０に進み、異常なしと判定された場合にはステップＳ６６０に進む。
【００５２】
　＜ステップＳ６３０＞
　ステップＳ６３０で部分画像候補選択部１４２２は、眼底上の各位置で観察対象（視細
胞内節外節境界）の近傍にフォーカス位置を設定するために、屈曲した視細胞内節外節境
界付近にフォーカス位置を調節した部分画像を選択する。Ｓ６２０の（ｉｉ）および（ｉ
ｉｉ）で求めたように、視細胞内節外節境界からの距離が５０μｍ未満の部分画像を部分
画像候補として選択する。かかる処理は各ＳＬＯ画像について画素単位で行われる。
【００５３】
　＜ステップＳ６３５＞
　ステップＳ６３５で選択部１４２はステップＳ７３０で設定された（ｉｖ）のパラメー
タに基づいて選択された部分画像を重ね合わせる処理を行うか否かを判定する。重ね合わ
せを行うと判定された場合にはステップＳ６４０に、行わない場合にはステップＳ６５０
に進む。
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【００５４】
　＜ステップＳ６４０＞
　ステップＳ６４０で積算部１４２３は、Ｓ７３０の（ｉｖ）のパラメータに基づき、Ｓ
６３０で選択した部分画像候補を用いて重ね合わせ処理を行う。固視微動等の影響を軽減
するために各部分画像候補に対してＳ４３０と同様な位置合わせ処理を行い、位置合わせ
パラメータの値が一定値以上大きい部分画像が含まれる場合には該部分画像を部分画像候
補から除外して重ね合わせる。
【００５５】
　例えば、フォーカスが合っていると判定された部分画像の枚数が５枚（ｐ１乃至ｐ５）
あった場合には、それぞれ位置合わせを行い各対応画素の平均画素値から１枚の画像を得
る。
【００５６】
　＜ステップＳ６５０＞
　部分画像適合度判定部１４２４は、部分画像候補上の画像特徴に基づいて選択された部
分画像が適切な画像であるかどうかの適合度を算出する。部分画像上のコントラストの値
を適合度として用い、適合度が一定値以上であれば部分画像として採用する。なお、適合
度の指標はこれに限定されず、任意の公知の画質評価指標や画像特徴量を用いてよい。本
実施例では部分画像の大きさが１画素であるためかかる処理は行わない。
【００５７】
　＜ステップＳ６５５＞
　部分画像適合度判定部１４２４は適合度が閾値を下回った場合に不適合と判定しＳ６３
０に戻って眼部特徴のパラメータを変更し、適合と判定されるまでＳ６３０以下の処理を
繰り返す。閾値を上回った場合に適合と判定しステップＳ４４０の処理を終える。本実施
例では部分画像の大きさが１画素であるため、自動的にステップＳ４４０の処理を終える
。
【００５８】
　＜ステップＳ６６０＞
　ステップＳ６２５で構造に異常がないと判定された場合には、選択部１４２はフォーカ
ス位置が視細胞内節外節境界の位置に最も近いＳＬＯ画像を選択する。ここで別の例とし
てはステップＳ７２０で設定した（ｉｉ）のフォーカスが合っている範囲を示すパラメー
タを用いて、この範囲でＳＬＯ画像を選択し、重ね合わせを行ってもよい。
【００５９】
　次に図８を参照して、Ｓ４５０で実行される処理の詳細について説明する。
【００６０】
　＜ステップＳ８１０＞
　ステップＳ８１０で連結部１４３１は、ステップＳ６５０で選択された眼底上の各位置
における部分画像同士をｘ－ｙ方向において連結してＳＬＯ画像候補を生成する。
【００６１】
　なお、前節で説明したようにステップＳ６４０もしくはステップＳ６５０を省略して本
ステップに進んだ場合には、各眼底間で部分画像をある組み合わせで選択して部分画像同
士をｘ－ｙ方向に連結する。
【００６２】
　＜ステップＳ８２０、Ｓ８２５＞
　ＳＬＯ画像適合度判定部１４３２は、ステップＳ８１０で生成された画像が観察（解析
）に適合した画像であるかどうかを示す指標値を算出する。本実施例では、部分画像間で
の観察（解析）条件のばらつきの程度を判定するために部分画像間でのＳ／Ｎ比および鮮
鋭度を計測し、両者の値とも部分画像間での二乗誤差の和が一定値未満であれば適合して
いると判定してステップＳ８３０に進む。反対に、量計測値の少なくとも一方が一定値以
上であれば不適合と判定してステップＳ８１０に戻り、部分画像候補の組み合わせを変え
て適合するまで再度Ｓ８２５の判定を行う。
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【００６３】
　＜ステップ８３０＞
　ステップＳ８３０で補正部１４３３は、ステップＳ８２０で選択されたＳＬＯ画像のう
ち、選択された各部分領域の境界領域における画素値変化やエッジ形状の滑らかさを計算
する。ここでは、境界領域に垂直な方向での画素値の変化量と、エッジ形状の滑らかさと
して例えば任意の公知のエッジ検出処理を行った上でエッジを構成する制御点間の角度の
分散値を用いる。もし前記濃度もしくは形状の変化量が一定値以上であれば境界領域内で
の輝度調整を行う。
　視細胞層の形状が大きく変形している場合でも撮像範囲内の視細胞が観察もしくは解析
しやすい画像が得られる。
【００６４】
　以上述べた構成によれば、画像処理装置１０は、加齢黄斑変性により視細胞層が大きく
変形した眼底上の各位置において視細胞層境界の近傍にフォーカス位置が設定されたＳＬ
Ｏ部分画像群を選択し、重ね合わせ後に連結することで新たなＳＬＯ画像を生成する。こ
れにより、視細胞層の形状が大きく変形している場合でも撮像範囲内の視細胞を観察もし
くは解析しやすくする。また視細胞層の変形の度合いを示す指標値を算出し、変形度合が
大きくない場合には最もフォーカスの合っているＳＬＯ画像を選択する。これにより、観
察対象の構造を観察しやすくすることができる。
【実施例２】
【００６５】
　実施例２は、実施例１のように記憶装置からＳＬＯ画像を読み出して新たなＳＬＯ画像
を生成するのではなく、眼部撮像装置（補償光学ＳＬＯとＯＣＴの複合装置２００）から
直接ＳＬＯ画像を取得して画像生成を行う場合について説明する。また、近視の緑内障症
例において視神経乳頭部の神経線維束を観察（解析）対象とする場合を説明する。
【００６６】
　具体的には、被検眼の光学収差を空間光変調器を用いて補正して平面画像を取得するＳ
ＬＯ装置と、断層画像を取得するフーリエドメイン方式のＯＣＴ装置の複合装置２００か
ら直接ＳＬＯ画像およびＯＣＴのボリューム画像を取得する。さらに、ＯＣＴのボリュー
ム画像から取得した網膜内層境界の情報に基づき、異なるフォーカス位置で撮影したＳＬ
Ｏ画像から眼底上の各位置において網膜内層境界の近傍にフォーカス位置が設定された部
分画像を選択し、互いに連結することで新たなＳＬＯ画像を生成する。これにより、近視
および緑内障で内境界膜や網膜内層境界の形状が大きく変形している場合でも撮像範囲内
の神経線維束の分布を観察もしくは解析しやすくなる。
【００６７】
　以下、実施例１と異なる部分について説明し、同様の部分については説明を省略する。
【００６８】
　本実施例に係る画像処理装置９０の機能ブロック図を図９に示す。ＳＬＯ画像取得部１
１０と眼部ボリューム画像取得部１１１とから構成され複合装置２００を持ち、眼部ボリ
ューム画像取得部１１１によって撮像された眼部ボリューム画像から構造取得部１２０が
直接眼部特徴を取得する点が実施例１と異なる。またＳＬＯ画像取得部１１０が収差補正
部１１０１およびフォーカス調整部１１０２を有し、ＳＬＯ画像を撮像する点が実施例１
と異なる。
【００６９】
　またＳＬＯ画像取得部に対して撮像を指示する指示部１９０を有しており、対象画像取
得部１４０によって得られた画像に基づいて撮影の指示を行う。またフォーカス位置やフ
ォーカスの間隔などの撮影条件を設定または補正する設定部または補正部として機能する
。この点で画像処理装置９０は撮影制御装置（撮影指示装置）または撮影装置としても機
能する。
【００７０】
　複合装置２００は図１０に示すような概略構成である。
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【００７１】
　＜全体＞
　光源２０１から出射した光は光カプラー２３１によって参照光２０５と測定光２０６と
に分割される。測定光２０６は、シングルモードファイバー２３０－４、空間光変調器２
５９、ＸＹスキャナ２１９、Ｘスキャナ２２１、球面ミラー２６０－１～９等を介して、
観察対象である被検眼２０７に導かれる。
【００７２】
　被検眼２０７によって反射あるいは散乱された戻り光２０８となり、ディテクター２３
８あるいはラインセンサ２３９に入射される。
【００７３】
　ディテクター２３８は戻り光２０８の光強度を電圧に変換し、その信号を用いて、被検
眼２０７の平面画像が構成される。さらに、取得された複数の平面画像を用いて、血流速
が算出される。また、ラインセンサ２３９には参照光２０５と戻り光２０８とが合波され
て入射され、被検眼２０７の断層画像が構成される。さらに、複数の取得された断層画像
を用いて、血管の３次元的な走行が描出される。
【００７４】
　ここでは、波面収差を補正するデバイスとして空間光変調器を用いたが、波面収差を補
正できればよく、可変形状ミラー等を用いることもできる。
【００７５】
　＜光源＞
　光源２０１は代表的な低コヒーレント光源であるＳＬＤ（Ｓｕｐｅｒ　ＬｕｍｉｎｅＳ
ｃｅｎｔ　Ｄｉｏｄｅ）である。波長は８３０ｎｍ、バンド幅５０ｎｍである。ここでは
、スペックルノイズの少ない平面画像を取得するために、低コヒーレント光源を選択して
いる。また、光源の種類は、ここではＳＬＤを選択したが、低コヒーレント光が出射でき
ればよく、ＡＳＥ（Ａｍｐｌｉｆｉｅｄ　ＳｐｏｎｔａｎｅｏｕＳ　ＥｍｉＳＳｉｏｎ）
等も用いることができる。波長は眼を測定することを鑑みると、近赤外光が適する。さら
に波長は、得られる平面画像の横方向の分解能に影響するため、なるべく短波長であるこ
とが望ましく、ここでは８３０ｎｍとする。観察対象の測定部位によっては、他の波長を
選んでも良い。また、低コヒーレント光源であるＳＬＤは断層画像の撮像にも適する。
【００７６】
　＜参照光路＞
　次に、参照光２０５の光路について説明する。光カプラー２３１にて分割された参照光
２０５はシングルモードファイバー２３０－２を通して、レンズ２３５－１に導かれ、ビ
ーム径４ｍｍの平行光になるよう、調整される。
【００７７】
　次に、参照光２０５は、ミラー２５７－１～４によって、参照ミラーであるミラー２１
４に導かれる。参照光２０５の光路長は、測定光２０６の光路長と略同一に調整されてい
るため、参照光２０５と測定光２０６とを干渉させることができる。
【００７８】
　次に、ミラー２１４にて反射され、再び光カプラー２３１に導かれる。ここで、参照光
２０５が通過した分散補償用ガラス２１５は被検眼２０７に測定光２０６が往復した時の
分散を、参照光２０５に対して補償するものである。ここでは、日本人の平均的な眼球の
直径として代表的な値を想定し、Ｌ１＝２３ｍｍとする。
【００７９】
　さらに、２１７－１は電動ステージであり、矢印で図示している方向に移動することが
でき、参照光２０５の光路長を、調整・制御することができる。また、電動ステージ２１
７－１はパソコン２２５からドライバ部２８１内の電動ステージ駆動ドライバ２８３を介
して制御される。
【００８０】
　＜測定光路＞
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　次に、測定光２０６の光路について説明する。
光カプラー２３１によって分割された測定光２０６はシングルモードファイバー２３０－
４を介して、レンズ２３５－４に導かれ、ビーム径４ｍｍの平行光になるよう調整される
。また、偏光コントローラ２５３－１または２は、測定光２０６の偏光状態を調整するこ
とができる。ここでは、測定光２０６の偏光状態は紙面に平行な方向の直線偏光に調整さ
れている。
【００８１】
　測定光２０６は、ビームスプリッタ２５８、可動式ビームスプリッタ２６１を通過し、
球面ミラー２６０－１、２６０－２を介し、空間光変調器２５９にて入射・変調される。
ここで、空間光変調器２５９は、液晶の配向性を利用して変調を行う変調器であり、紙面
に平行な方向の直線偏光（Ｐ偏光）の位相を変調する向きに配置され、測定光２０６の偏
光の向きと合わせている。
【００８２】
　さらに、測定光２０６は偏光板２７３を通過し、球面ミラー２６０－３、２６０－４を
介し、Ｘスキャナ２２１のミラーに入射される。ここで、偏光板２７３は戻り光２０８の
うち紙面に平行な方向の直線偏光のみを空間光変調器２５９に導く役割がある。また、こ
こで、Ｘスキャナ２２１は測定光２０６を紙面に平行な方向に走査するＸスキャナであり
、ここでは共振型スキャナを用いている。駆動周波数は約７．９ｋＨｚである。
【００８３】
　さらに、測定光２０６は球面ミラー２６０－５～６を介し、ＸＹスキャナ２１９のミラ
ーに入射される。ここで、ＸＹスキャナ２１９は一つのミラーとして記したが、実際には
Ｘスキャン用ミラーとＹスキャン用ミラーとの２枚のミラーが近接して配置されるもので
ある。また、測定光２０６の中心はＸＹスキャナ２１９のミラーの回転中心と一致するよ
うに調整されている。ＸＹスキャナ２１９の駆動周波数は～５０ＯＨｚの範囲で可変でき
る。
【００８４】
　球面ミラー２６０－７～９は網膜２２７を走査するための光学系であり、測定光２０６
を角膜２２６の付近を支点として、網膜２２７をスキャンする役割がある。
【００８５】
　ここで、測定光２０６のビーム径は４ｍｍであるが、より高分解能な断層画像を取得す
るために、ビーム径はより大径化してもよい。
【００８６】
　また、２１７－２は電動ステージであり、矢印で図示している方向に移動することがで
き、付随する球面ミラーである球面ミラー２６０－８の位置を、調整・制御することがで
きる。電動ステージ２１７－２は電動ステージ２１７－１と同様に、電動ステージ駆動ド
ライバ２８３によって制御される。
【００８７】
　球面ミラー２６０－８の位置を調整することで、被検眼２０７の網膜２２７の所定の層
に測定光２０６を合焦し、観察することが可能になる。初期状態では、測定光２０６は平
行光の状態で、角膜２２６に入射するように、球面ミラー２６０－８の位置が調整されて
いる。また、被検眼２０７が屈折異常を有している場合にも対応できる。
　測定光２０６は被検眼２０７に入射すると、網膜２２７からの反射や散乱により戻り光
２０８となり、再び光カプラー２３１に導かれ、ラインセンサ２３９に到達する。
【００８８】
　戻り光２０８の一部は可動式ビームスプリッタ２６１で反射され、レンズ２３５－５を
介して、ディテクター２３８に導かれる。ここで、２７２はピンホールを有する遮光板で
あり、戻り光２０８の内、網膜２２７に合焦していない不要な光を遮断する役割がある。
また、遮光板２７２はレンズ２３５－５の合焦位置に共役に配置される。また、遮光板２
７２のピンホールの直径は例えば５０μｍである。ディテクター２３８は例えば高速・高
感度な光センサであるＡＰＤ（Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｐｈｏｔｏ　Ｄｉｏｄｅ）が用いら
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れる。
【００８９】
　また、ビームスプリッタ２５８にて分割される戻り光１０８の一部は、波面センサ２５
５に入射される。波面センサ２５５はシャックハルトマン方式の波面センサである。ここ
で、ＸＹスキャナ２１９、Ｘスキャナ２２１、角膜２２６、波面センサ２５５、空間光変
調器２５９は光学的に共役になるよう、球面ミラー２６０－１～９が配置されている。波
面センサ２５５と空間光変調器２５９により補償光学系が構成される。波面センサ２５５
は被検眼２０７の収差を測定することが可能になっている。また、空間光変調器２５９は
被検眼２０７の収差を補正することが可能になっている。さらに、得られた収差に基づい
て、空間光変調器２５９をリアルタイムに制御することで、被検眼２０７で発生する収差
を補正し、より高横分解能な断層画像の取得を可能にしている。
【００９０】
　＜測定系の構成＞
　次に、測定系の構成について説明する。複合装置２００は、断層画像（ＯＣＴ像）およ
び平面画像（ＳＬＯ像）を取得することができる。
【００９１】
　まず、断層画像の測定系について説明する。戻り光２０８は光カプラー２３１によって
合波される。合波された光２４２は、シングルモードファイバー２３０－３、レンズ２３
５－２を介して、透過型グレーティング２４１に導かれ、波長ごとに分光され、レンズ２
３５－３を介してラインセンサ２３９に入射される。
【００９２】
　ラインセンサ２３９は位置（波長）ごとに光強度を電圧に変換し、その電圧信号はフレ
ームグラバー２４０にてデジタル値に変換されて、パソコン２２５にて、被検眼２０７の
断層画像が構成される。ここでは、ラインセンサ２３９は１０２４画素を有し、合波され
た光２４２の波長毎（１０２４分割）の強度を得ることができる。
【００９３】
　次に、平面画像（ＳＬＯ画像）の測定系について説明する。戻り光２０８の一部は、可
動式ビームスプリッタ２６１で反射される。反射された光は遮光板２７２によって不要な
光が遮断された後、ディテクター２３８に到達し、光の強度が電気信号に変換される。得
られた電気信号に対して、パソコン２２５にてＸスキャナ２２１とＸＹスキャナ２１９と
の走査信号と同期したデータ処理が行われ、平面画像が生成される。
【００９４】
　ビームスプリッタ２５８にて分割される戻り光２０８の一部は、波面センサ２５５に入
射され、戻り光２０８の収差が測定される。波面センサ２５５にて得られた画像信号は、
パソコン２２５に取り込まれ、収差が算出される。得られた収差はツェルニケ多項式を用
いて表現され、これは被検眼２０７の収差を示している。ツェルニケ多項式は、チルト（
傾き）の項、デフォーカス（ｄｅｆｏｃｕｓ）の項、アスティグマ（非点収差）の項、コ
マの項、トリフォイルの項等からなる。
【００９５】
　＜ＯＣＴ像の取得方法＞
　次に、複合装置２００を用いた断層画像（ＯＣＴ像）の取得方法について図１１（ａ）
～（ｃ）を用いて説明する。複合装置２００は、ＸＹスキャナ２１９を制御し、Ｘスキャ
ナ２２１を固定ミラーとして用いて、ラインセンサ２３９で干渉縞を取得することで、網
膜２２７の断層画像を取得することができる。戻り光２０８がディテクター２３８に導光
されないように可動式ビームスプリッタ２６１を制御する。また、Ｘスキャナ２２１、Ｘ
Ｙスキャナ２１９は、パソコン２２５からドライバ部２８１内の光スキャナ駆動ドライバ
２８２を介して制御される。ここでは、網膜２２７の断層画像（光軸に平行な面）の取得
方法について説明する。
【００９６】
　図１１（ａ）は被検眼２０７の模式図であり、複合装置２００によって観察されている
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様子を示している。図１１（ａ）に示すように、測定光２０６は角膜２２６を通して、網
膜２２７に入射すると様々な位置における反射や散乱により戻り光２０８となり、それぞ
れの位置での時間遅延を伴って、ラインセンサ２３９に到達する。ここでは、光源２０１
のバンド幅が広くコヒーレンス長が短いために、参照光路の光路長と測定光路の光路長と
が略等しい場合に、ラインセンサ２３９にて、網膜の各層を経由した光と参照ミラーを経
由した光による干渉縞が検出できる。上述のように、ラインセンサ２３９で取得されるの
は波長軸上のスペクトル領域の干渉縞となる。次に、波長軸上の情報である干渉縞を、ラ
インセンサ２３９と透過型グレーティング２４１との特性を考慮して、光周波数軸の干渉
縞に変換する。さらに、変換された光周波数軸の干渉縞を逆フーリエ変換することで、深
さ方向の情報が得られる。
【００９７】
　さらに、図１１（ｂ）に示すように、ＸＹスキャナ２１９を駆動しながら干渉縞を検知
すれば、各Ｘ軸の位置ごとに干渉縞が得られ、各Ｘ軸の位置ごとの深さ方向の情報を得る
ことができる。結果として、ＸＺ面での戻り光２０８の強度の２次元分布が得られ、それ
はすなわち断層画像２３２である（図１１（ｃ））。本来は、断層画像２３２は上記説明
したように、該戻り光２０８の強度をアレイ状に並べたものであり、例えば該強度をグレ
ースケールに当てはめて、表示されるものである。Ｘ方向の長さは７００μｍである。
【００９８】
　ここでは得られた断層画像の境界のみ強調して表示している。ここで、２４６は網膜色
素上皮層、２４７は視神経線維層である、２７８は血管である。また、各Ｙ軸の位置ごと
に複数の断層画像を取得すれば、血管の３次元的な走行を描出できる。
【００９９】
　＜ＳＬＯ像の取得方法＞
　次に、複合装置２００を用いた平面画像（ＳＬＯ像）の取得方法について説明する。
複合装置２００は、ＸＹスキャナ２１９のＹ軸方向のみとＸスキャナ２２１とを動作・制
御し、ＸＹスキャナ２１９のＸ軸方向を固定し、ディテクター２３８で戻り光２０８の強
度を取得することで、網膜２２７の平面画像を取得することができる。Ｘスキャナ２２１
とＸＹスキャナ２１９は、パソコン２２５からドライバ部２８１内の光スキャナ駆動ドラ
イバ２８２を介して制御される。また、複合装置２００は、波面センサ２５５で測定した
被検眼２０７の収差を用いて空間光変調器２５９を制御し、被検眼２０７等にて生じる収
差を補正しながら平面画像を取得することができる。また、空間光変調器２５９をリアル
タイムに制御しながら平面画像を取得することができる。
【０１００】
　なお、本実施例ではＳＬＯ画像の取得の際に図１１（ｂ）に示すように球面ミラー２６
０－８を矢印の方向に移動させてフォーカス位置を調整する。具体的には、球面ミラー２
６０－８を移動させることにより、網膜色素上皮の外側境界Ｂ６の輝度が最も高い位置に
合わせる。これにより、フォーカス位置がＢ６に合わせることができる。そして、球面ミ
ラーを所定量ずつ移動させることにより異なる位置にフォーカス位置を合わせることがで
きる。例えば、球面ミラーの移動量が１ｍｍの場合、フォーカス位置が５μｍ動くように
装置を設計しておく。ただしフォーカス調整の方法はこれに限定されるものではなく、例
えば空間光変調器２５９を用いてフォーカスを調整してもよい。
【０１０１】
　あるいは収差補正を可変形状ミラーによって行い、可変形状ミラーを用いてフォーカス
を調整してもよい。あるいは光学系の全体を球面ミラーの代わりにレンズを用いた屈折光
学系によって構成し、フォーカスレンズを移動させることによって調整してもよい。
【０１０２】
　また本実施例での画像生成フローは図１２に示す通りであり、Ｓ１２００、Ｓ１２１０
、Ｓ１２２０、Ｓ１２４０、Ｓ１２８０以外は実施例１の場合と同様である。そこで、本
実施例ではＳ１２３０、Ｓ１２５０、Ｓ１２６０、Ｓ１２７０における処理の説明は省略
する。
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【０１０３】
　＜ステップＳ１２００＞
　眼部ボリューム画像取得部１１１は、眼部ボリューム画像を撮像して構造取得部１２０
に対し眼部ボリューム画像を送信する。本実施例で取得される眼部ボリューム画像は図１
３（ａ）に示すように視神経乳頭部を含み、近視および緑内障で内境界膜および網膜内層
境界が変形しているものとする。
【０１０４】
　＜ステップＳ１２１０＞
　構造取得部１２０は、眼部ボリューム画像取得部１１１で取得された眼部ボリューム画
像から眼部特徴を取得する。本実施例では、指示取得部１５０より予め観察（もしくは解
析）対象として神経線維束が指示されているものとする。眼部特徴としては内境界膜Ｂ１
、神経線維層境界Ｂ２、内網状層境界（非図示）、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上
皮の外側境界Ｂ６、網膜血管（非図示）を抽出する。層境界および網膜血管の抽出法は実
施例１におけるＳ４１０で説明した手法と同様である。
【０１０５】
　＜ステップＳ１２２０＞
　ＳＬＯ画像取得部１１０は、ステップＳ１２１０で構造取得部１２０により取得された
層境界に基づいてフォーカス位置を調整し、収差補正ＳＬＯ画像群を撮影する。ここでは
、内境界膜Ｂ１および神経線維層境界Ｂ２のｚ座標の変動範囲に基づいてフォーカス位置
の中心の変動範囲を図１３（ａ）にＦｉで示すように設定し、変動間隔を２０μｍと設定
する。
【０１０６】
　＜ステップＳ１２４０＞
　ステップＳ１２４０における選択部１４２の処理は後述する。
【０１０７】
　＜ステップＳ１２８０＞
　ステップＳ１２８０は表示部１７０に表示された画像を観察者が観察し、撮影位置に問
題がある場合等の写損の場合には入力部１８０を介して再撮影をする旨の入力がされ、ス
テップＳ１２００以下の処理が繰り返される。この際入力されたフォーカス位置やフォー
カス位置の間隔、撮影枚数の入力に応じて指示部１９０は再撮影を複合装置２００に対し
て指示する。複合装置２００は指示に応じて撮影を行う。
【０１０８】
　また別の例では、画像生成部１４３により生成された画像の画質指標値が閾値よりも低
いと対象画像取得部１４０に判定された場合、指示部１９０はフォーカス位置の間隔を前
回の撮影よりも小さい値に補正し、撮影枚数を増やす設定をする。また、フォーカス位置
の間隔は変えずに、同一フォーカス位置のＳＬＯ画像を複数枚撮影するようにして撮影枚
数を増やすように設定する。
【０１０９】
　更にまた別の例では、撮影位置が適切でなく観察対象の組織構造の付近を撮像した画像
が少ない場合には、指示部１９０は撮影位置を設定しなおす。例えば選択する部分候補の
枚数が最大５枚であるときに、撮影位置がずれているために閾値以下の枚数の画像しか候
補とならないと対象画像取得部１４０が判定した場合に、指示部１９０は撮影位置の設定
を変更する。このようにすることで、前に撮影された画像に基づいて再撮影のパラメータ
を設定することができる。
【０１１０】
　図１３に基づいて上述の処理により得られる画像について説明する。図１３（ａ）は複
合装置２００により撮影された視神経乳頭部のＯＣＴ断層画像である。またＳＬＯ画像の
撮像位置がＦｉ（Ｆ１乃至Ｆ１０）で示されている。図１３（ｂ）は選択部１４２により
選択されたＳＬＯ画像を示し、各画像には撮影対象である神経線維層境界Ｂ２にフォーカ
スが合っている部分領域Ｓｉが示されている。これら部分領域Ｓｉが画像生成部１４３に
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よりまとめて貼り合わせられ、図１３（ｃ）に示す神経線維束の画像が得られる。
【０１１１】
　図６に示すフローチャートを参照しながら、ステップＳ１２４０で実行される処理の詳
細について説明する。
【０１１２】
　＜ステップＳ６１０＞
　選択部１４２は、ステップＳ１２１０で取得された眼部特徴（内境界膜Ｂ１、神経線維
層境界Ｂ２、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の内側境界Ｂ６、網膜血管領域Ｖ）
を取得する。
【０１１３】
　＜ステップＳ６２０＞
　パラメータ設定部１４２１は、Ｓ６１０で取得された眼部特徴の分布に基づき、ＳＬＯ
部分画像の選択方法に関する以下のパラメータを設定する。
（ｉ）　　　部分画像を貼り合わせるか、ＳＬＯ画像をそのまま用いるか
（ｉｉ）　　部分画像の選択に用いるパラメータ
（ｉｉｉ）　選択する部分画像候補の枚数
（ｉｖ）　　部分画像候補が複数の場合は、重ね合わせ実施の可否
（ｖ）　　　部分画像ごとに適合度を判定するか否か
　（ｉ）に関して、本実施例では図１３（ａ）に示すように観察対象（神経線維層境界）
の変形が大きいと判定して撮像範囲の各位置（ｘ，ｙ）においてフォーカス位置の異なる
部分画像を選択するためＳ６３０に進む。　層形状の屈曲の程度を判定する方法は実施例
１の場合と同様であるため省略する。本実施例では、部分領域の大きさは４×４画素の１
６画素からなる領域とする。なお部分領域の大きさは変形の程度が大きい場合には小さく
、変形の程度が小さい場合には大きく定めることとすれば、処理効率と精度を両立させる
ことができる。
【０１１４】
　（ｉｉ）に関して、本実施例では神経線維層境界からの距離が一定値未満の位置にフォ
ーカス位置の中心が設定された画像を部分画像の選択に用いる。ここでは該パラメータを
神経線維層境界からの距離とし、その値を３０μｍに設定する。
　（ｉｉｉ）に関して、本実施例ではフォーカス位置を２０μｍごとに変化させたＳＬＯ
画像群を取得しているため、部分画像候補の枚数は計３枚となる。
　（ｉｖ）に関して、部分画像候補が複数ある場合に重ね合わせを実施するか判定する。
本実施例では予めユーザから指示取得部１５０に入力された指示により重ね合わせを実施
するものとする。
　（ｖ）に関して、本実施例では予めユーザが指示取得部１５０に入力した指示に基づき
適合度の判定を行う。
【０１１５】
　＜ステップＳ６３０＞
　部分画像候補選択部１４２２は、眼底上の各位置で観察対象（神経線維層境界）の近傍
にフォーカス位置を設定するために、屈曲した神経線維層境界付近にフォーカス位置を調
節した部分画像を選択する。Ｓ６２０の（ｉｉ）および（ｉｉｉ）で求めたように、神経
線維層境界からの距離が３０μｍ未満の部分画像３枚を部分画像候補として選択する。
【０１１６】
　＜ステップＳ６４０＞
　積算部１４２３は、Ｓ６２０の（ｉｖ）における判定結果に基づき、Ｓ６３０で選択し
た部分画像候補を用いて重ね合わせ処理を行う。
【０１１７】
　＜ステップＳ６５０＞
　部分画像適合度判定部１４２４は、部分画像候補上の画像特徴に基づいて選択された部
分画像が適切な画像であるかどうかを示す適合度を算出する。本実施例では、部分画像上
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の鮮鋭度の値を適合度として用い、適合度が一定値以上であれば部分画像として採用する
。もし不適合と判定された場合には適合と判定されるまでＳ６３０に戻って眼部特徴のパ
ラメータを変更し、再度Ｓ６４０およびＳ６５０の処理を繰り返す。
【０１１８】
　以上述べた構成より、画像処理装置９０は、近視により網膜内層が大きく変形した眼底
上の各位置において網膜内層境界の近傍にフォーカス位置が設定されたＳＬＯ部分画像群
を選択し、重ね合わせ後に互いに連結することで新たなＳＬＯ画像を生成する。これによ
り、近視で網膜内層境界の形状が大きく変形している場合でも撮像範囲内の神経線維束の
分布を観察もしくは解析しやすくする。
【実施例３】
【０１１９】
　実施例３は糖尿病網膜症例において網膜（毛細）血管を観察（解析）対象とする。具体
的には、ＯＣＴのボリューム画像から取得した網膜内層境界の情報に基づき、異なるフォ
ーカス位置で撮影した同一のＳＬＯ画像群から、眼底上の各位置において網膜内層境界の
近傍にフォーカス位置が設定された部分画像を各々選択して連結する。これにより網膜血
管にフォーカスが合ったＳＬＯ静止画像を生成する。
【０１２０】
　さらに、前記ＳＬＯ静止画像上の毛細血管の任意の位置を指定すると、指示した位置の
近傍領域における部分動画像を表示し、血流動態を観察／解析しやすいようにする。
これにより、糖尿病性黄斑浮腫により網膜内層境界の形状が大きく変形している場合でも
網膜血管の分布および血流動態を観察もしくは解析しやすくする。
【０１２１】
　本実施例に係る画像処理装置９０の機能ブロック図は実施例２の場合と同様（図９）で
ある。また、画像生成フローは実施例２の場合と同様（図１２）であり、Ｓ１２００、Ｓ
１２１０、Ｓ１２２０、Ｓ１２４０、Ｓ１２５０以外は実施例１の場合と同様である。そ
こで、本実施例ではＳ１２３０、Ｓ１２６０、Ｓ１２７０、Ｓ１２８０における処理の説
明は省略する。
【０１２２】
　＜ステップＳ１２００＞
　眼部ボリューム画像取得部１１１は、眼部ボリューム画像を撮像して構造取得部１２０
に対し眼部ボリューム画像を送信する。本実施例で取得される眼部ボリューム画像は図１
４（ａ）に示すように黄斑部を含み、黄斑浮腫により網膜内層境界が変形しているものと
する。
【０１２３】
　＜ステップＳ１２１０＞
　構造取得部１２０は、眼部ボリューム画像取得部１１１で取得された眼部ボリューム画
像から眼部特徴を取得する。本実施例では、指示取得部１５０より予め観察（もしくは解
析）対象として毛細血管が指示されているものとする。眼部特徴としては内境界膜Ｂ１、
神経線維層境界Ｂ２、内網状層境界Ｂ４、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の外側
境界Ｂ６、網膜血管（非図示）を抽出する。層境界および網膜血管の抽出法は実施例１に
おけるＳ４１０で説明した手法と同様とする。
【０１２４】
　＜ステップＳ１２２０＞
　ＳＬＯ画像取得部１１０は、Ｓ１２１０で構造取得部１２０により取得された層境界に
基づいてフォーカス位置を調整し、収差補正ＳＬＯ画像群を撮影する。ここでは、神経線
維層境界Ｂ２および内網状層境界Ｂ４のｚ座標の変動範囲に基づいてフォーカス位置の中
心の変動範囲を図１４（ａ）に示すように設定し、変動間隔を５μｍと設定する。
【０１２５】
　図１４に基づいて上述の処理により得られる画像について説明する。図１４（ａ）は複
合装置２００により撮影された黄斑部のＯＣＴ断層画像である。またＳＬＯ画像の撮像位
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置がＦｉ（Ｆ１乃至Ｆ２０）で示されている。図１４（ｂ）は選択部１４２により選択さ
れたＳＬＯ画像を示し、図１４（ｂ）の左側にあるＳＬＯ画像ほどフォーカス位置が表層
側にあり、フォーカス位置が適切に設定された観察（計測）対象領域が部分画像Ｓｉとし
て選択されている。これら部分領域Ｓｉが画像生成部１４３によりまとめて貼り合わせら
れ、図１４（ｃ）に示す神経線維束の画像が得られる。網膜内層の形状が大きく変形して
いる場合でも撮像範囲内の毛細血管形状を観察もしくは解析しやすいＳＬＯ静止画像が得
られる。
【０１２６】
　さらに、ＳＬＯ静止画像内の毛細血管上の任意の位置をユーザが入力部１８０に対して
入力すると、指示取得部１５０は位置を指定する旨の指示を取得する。画像生成部１４３
は図１４の（ｄ）に示すように、指定位置の近傍（図１４（ｃ）のＰ１）における部分画
像候補群を動画像として表示させる。該部分動画像からは、図１４（ｄ）のように白血球
Ｌ１が移動する様子を観察することができる。なお、ここで表示される動画像はＳ６３０
およびＳ６５０で取得された部分画像群であり、各部分画像候補は撮像タイミングが異な
っているため動画像として用いることができるものである。
【０１２７】
　次に図６に示すフローチャートおよび図１４を参照しながら、Ｓ１２４０で実行される
処理の詳細について説明する。
【０１２８】
　＜ステップＳ６１０＞
　選択部１４２は、Ｓ４１０で取得された眼部特徴（内境界膜Ｂ１、神経線維層境界Ｂ２
、内網状層境界Ｂ４、視細胞内節外節境界Ｂ５、網膜色素上皮の内側境界Ｂ６、網膜血管
領域Ｖ）を取得する。
【０１２９】
　＜ステップＳ６２０＞
　パラメータ設定部１４２１は、Ｓ６１０で取得された眼部特徴の分布に基づき、ＳＬＯ
部分画像の選択方法に関する以下のパラメータを設定する。
（ｉ）　　　部分画像を貼り合わせるか、ＳＬＯ画像をそのまま用いるか
（ｉｉ）　　部分画像の選択に用いるパラメータ
（ｉｉｉ）　選択する部分画像候補の枚数
（ｉｖ）　　部分画像候補が複数の場合は、重ね合わせ実施の可否
（ｖ）　　　部分画像ごとに適合度を判定するか否か
　（ｉ）に関して、本実施例では図１４（ａ）に示すように観察対象（内網状層境界Ｂ４
）の変形が大きいと判定して撮像範囲の各位置（ｘ，ｙ）においてフォーカス位置の異な
る部分画像を選択するためＳ６３０に進む。　層形状の屈曲の程度を判定する方法は実施
例１の場合と同様であるため省略する。
　（ｉｉ）に関して、本実施例では内網状層境界Ｂ４からの距離が一定値未満の位置にフ
ォーカス位置の中心が設定された画像を部分画像の選択に用いる。ここでは該パラメータ
を神経線維層境界からの距離とし、その値を５０μｍに設定する。
　（ｉｉｉ）に関して、本実施例ではフォーカス位置を５μｍごとに変化させたＳＬＯ画
像群を取得しているため、部分画像候補の枚数は計２０枚となる。
　（ｉｖ）に関して、部分画像候補が複数ある場合に重ね合わせを実施するか判定する。
本実施例では予めユーザから指示取得部１５０に入力された指示により重ね合わせを実施
するものとする。
　（ｖ）に関して、本実施例では予めユーザが指示取得部１５０に入力した指示に基づき
適合度の判定を行う。
【０１３０】
　＜ステップＳ６３０＞
　部分画像候補選択部１４２２は、眼底上の各位置で観察対象（内網状層境界Ｂ４）の近
傍にフォーカス位置を設定するために、屈曲した内網状層境界付近にフォーカス位置を調
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節した部分画像を選択する。Ｓ６２０の（ｉｉ）および（ｉｉｉ）で求めたように、内網
状層境界Ｂ４からの距離が５０μｍ未満の部分画像２０枚を部分画像候補として選択する
。
【０１３１】
　なお、フォーカス位置を合わせる対象は層境界に限定されるものではなく、網膜血管で
もよいし、あるいは網膜内に含まれる病変でもよい。
【０１３２】
　＜ステップＳ６４０＞
　積算部１４２３は、Ｓ６２０の（ｉｖ）における判定結果に基づき、Ｓ６３０で選択し
た部分画像候補を用いて重ね合わせ処理を行う。
【０１３３】
　＜ステップＳ６５０＞
　部分画像適合度判定部１４２４は、部分画像候補上の画像特徴に基づいて選択された部
分画像が適切な画像であるかどうかを示す適合度を算出する。本実施例では、部分画像上
の鮮鋭度の値を適合度として用い、適合度が一定値以上であれば部分画像として採用する
。もし不適合と判定された場合には適合と判定されるまでＳ６３０に戻って眼部特徴のパ
ラメータを変更し、再度Ｓ６４０およびＳ６５０の処理を繰り返す。
【０１３４】
　なお、本実施例では２種類の画像を部分画像として選択する。すなわち、ＳＬＯ静止画
像生成用としてＳ６４０で重ね合わせた部分画像と、ＳＬＯ部分動画像生成用としてＳ６
３０およびＳ６５０で取得した部分画像群を選択する。
【０１３５】
　なお、実施例１または２の場合と同様にＳ６５０を省略してＳ４５０に進んでもよい。
次に図８に示すフローチャートおよび図１４を参照しながら、Ｓ１２５０で実行される処
理の詳細について説明する。
【０１３６】
　＜ステップＳ８１０＞
　連結部１４３１は、Ｓ６５０で選択された眼底上の各位置における部分画像同士をｘ－
ｙ方向において連結してＳＬＯ静止画像候補を生成する。
【０１３７】
　なお前節で説明したようにＳ６４０もしくはＳ６５０を省略して本ステップに進んだ場
合には、各眼底間で部分画像をある組み合わせで選択して部分画像同士をｘ－ｙ方向に連
結する。
【０１３８】
　＜ステップＳ８２０、Ｓ８２５＞
　ＳＬＯ画像適合度判定部１４３２は、ステップＳ８１０で生成されたＳＬＯ画像候補が
観察（解析）に適合した画像であるかどうかを判定する。本実施例では、部分画像間での
観察（解析）条件のばらつきの程度を判定するために部分画像間でのＳ／Ｎ比および鮮鋭
度を計測し、両者の値とも部分画像間での二乗誤差の和が一定値未満であれば適合してい
ると判定してＳ８３０に進む。反対に、量計測値の少なくとも一方が一定値以上であれば
不適合と判定してＳ８１０に戻り、部分画像候補の組み合わせを変えて適合するまで再度
Ｓ８２５の判定を行う。
【０１３９】
　＜ステップＳ８３０＞
　補正部１４３３は、Ｓ８２０で選択されたＳＬＯ画像のうち、選択された各部分領域の
境界領域における画素値変化やエッジ形状の滑らかさを計算する。ここでは、境界領域に
垂直な方向での画素値の変化量と、エッジ形状の滑らかさとして例えば任意の公知のエッ
ジ検出処理を行った上でエッジを構成する制御点間の角度の分散値を用いる。もし前記濃
度もしくは形状の変化量が一定値以上であれば境界領域内での輝度調整を行う。
以上述べた構成より、画像処理装置９０は糖尿病網膜症例において網膜毛細血管を観察（
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解析）対象としている。糖尿病網膜症により網膜内層が大きく変形した眼底上の各位置に
おいて網膜内層の近傍にフォーカス位置が設定されたＳＬＯ部分画像群を選択し、重ね合
わせ後に互いに連結することで新たなＳＬＯ静止画像を生成する。さらに、前記ＳＬＯ静
止画像上の毛細血管の任意の位置を指定すると、指示した位置の近傍領域における部分動
画像を表示し、血流動態を観察／解析しやすいようにする。
　これにより、糖尿病性黄斑浮腫により網膜内層境界の形状が大きく変形している場合で
も撮像範囲内の網膜血管の分布および血流動態を観察もしくは解析しやすいＳＬＯ画像を
生成することができる。
【０１４０】
　上述の実施例では予め撮影した網膜の静止画像および動画像を取得することとしている
が、これに限らず撮影中にリアルタイムで静止画像および動画像を取得し表示することと
してもよい。この場合には、ＳＬＯ像撮像装置３０は定められたフォーカス位置でＳＬＯ
画像を繰り返し取得し画像処理装置９０による画像処理を定期的に行う。
【０１４１】
　また、動画像をより観察しやすい画像とするため、定められた各フォーカス位置におい
て複数回撮影し、ＳＬＯ画像を得ることとしてもよい。表示制御部１６０はかかる画像を
順に表示部１７０に表示させることにより動画像表示を実現できる。
【実施例４】
【０１４２】
　実施例４では、上述の実施例１乃至３のそれぞれにおいて観察対象とされた構造（特定
の構造）をいずれも解析可能となっており、これらの１つを指定するユーザの入力に応じ
て撮影のパラメータまたは画像処理のパラメータが設定され、撮影が行われる。ハードウ
ェアおよび機能構成は実施例２と同様であるが、実施例１の構成にも適用可能である。
【０１４３】
　ユーザは入力部１８０を介して観察対象を選択する。これに応じて指示取得部１５０は
選択された観察対象を指定する。指定された観察対象に応じて指示部１９０はフォーカス
位置やフォーカス間隔等の撮影パラメータを設定する。また対象画像取得部１４０は指定
された観察対象に応じて画像処理のパラメータを設定する。例えば観察対象が実施例１に
示す黄斑部の視細胞であるとすると、ＳＬＯ画像の撮影位置は黄斑部の視細胞内節外節境
界付近、フォーカス位置の間隔は２０μｍと設定される。観察対象が実施例２に示す視神
経乳頭部の神経線維束である場合には、ＳＬＯ画像の撮影位置は視神経乳頭部付近、フォ
ーカス位置の間隔は５μｍと設定される。ＯＣＴの撮影パラメータも同様にして設定する
こととしてもよい。
【０１４４】
　実施例１の構成に適用する場合、撮影済みの画像を処理する場合には、画像処理のパラ
メータのみ設定する。
かかる処理により、ユーザの入力に応じて観察対象の部位を指定され自動的に撮影パラメ
ータまたは画像処理のパラメータが設定されるため、作業効率を向上させることができる
。
【０１４５】
　［その他の実施例］
　上述の画像処理装置１０、９０はＣＰＵを含む電子計算機（コンピュータ）とソフトウ
ェアとの協働によって実現されるが、画像処理装置１０、９０の各機能ブロックをそれぞ
れ回路として実装してもよい。回路のまとまりは機能ブロック単位に限定されることはな
く、機能の一部のみを回路として実装することとしてもよい。
【０１４６】
　また、画像処理装置１０、９０を複数の装置で構成されている画像処理システムとする
ことも可能である。
　画像処理装置１０、９０の構造取得部１２０はＯＣＴの断層画像から特徴を取得する実
施例が示されているが、これに限らずその他の画像または診断装置によって構造を特定す
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ることとしてもよい。例えば、複数のＳＬＯ画像のそれぞれを解析することにより観察対
象の組織構造を特定し、部分画像を選択して貼り合わせまたはいずれかのＳＬＯ画像を選
択することとしてもよい。あるいは別のモダリティ（撮影装置または計測装置）によって
組織構造を特定することとしてもよい。
【０１４７】
　実施例１の画像処理装置１０では予め撮像されデータサーバ５０に記録されたＳＬＯ画
像を用いて特定の構造の画像を取得することとしたがこれに限らず、実施例２、３のよう
にＳＬＯ像撮像装置３０から直接画像を取得し処理することとしてもよい。また、画像処
理装置１０から各撮像装置に対して撮影条件の設定、補正や撮影指示を行うこととしても
よい。
【０１４８】
　画像処理装置１０、９０の入力部１８０はユーザの入力を受け付けるものとしたが、こ
れに限らず、例えば検査オーダーの管理システムからの入力を受け付けるものでも、また
は検査オーダー管理システムそのものであってもよい。要は画像処理装置１０、９０の画
像処理パラメータまたは画像処理装置９０の撮影パラメータを設定するための情報を入力
するものであればよい。
【０１４９】
　画像処理装置１０、９０では撮影対象の変形具合に応じて部分画像を選択し貼り合わせ
るか、ＳＬＯ画像を選択するかを判定することとしていたが、かかる判定を行わずいずれ
か一方のみを行うこととしてもよい。例えば、変形具合のいかんに関わらす、図６のステ
ップＳ６３０以下の処理を行い、部分画像を貼り合わせて特定の構造の画像を得ることと
してもよい。
【０１５０】
　上述の実施例ではフォーカスが合っているか否かを特定の構造からの範囲で指定するこ
ととしていたが、これに限らず、当該特定の構造の各位置において最も特定の構造に近い
ＳＬＯ画像から部分画像を取得することとしてもよい。
【０１５１】
　また、上述の実施例ではステップＳ４４０でフォーカスが合っていると判定された画像
のうちから画質のよい部分画像を選択することとしていたが、これに限らず、フォーカス
の合致度と画質とを合わせた適合度の指標が最も高い部分画像を全てのＳＬＯ画像から選
択することも可能である。
【０１５２】
　上述の実施例はあくまで実施形態を例示したものであり、本発明はこれら実施例に限定
されるものではない。
【符号の説明】
【０１５３】
　１　撮影システム
　１０　画像処理装置
　１１０　ＳＬＯ画像取得部
　１２０　構造取得部
　１４０　対象画像取得部



(24) JP 5822485 B2 2015.11.24

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(25) JP 5822485 B2 2015.11.24

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(26) JP 5822485 B2 2015.11.24

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(27) JP 5822485 B2 2015.11.24

【図１３】 【図１４】



(28) JP 5822485 B2 2015.11.24

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１０－１６９５０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表平０８－５０８９０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２７９６８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０２－２６８７３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２６１７９７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２２９０１５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２６７８９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２５９５４３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　　　３／００－３／１８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

