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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部からの光により被検眼の眼底を走査し、前記眼底からの戻り光を受光部にて受光
する走査光学系と、
　前記光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査光学系を制御する制御回
路部と、
　前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とに基づいて前記眼底の画像を構築す
る像構築部と
　を有し、
　前記制御回路部は、その動作モードとして、被検眼に対する前記走査光学系の位置合わ
せを行うためのアライメント指標が前記光源部からの光に基づき前記眼底に投影されるよ
うに前記走査光学系の制御を行うアライメントモードを含む
　ことを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項２】
　前記アライメントモードにおいて、前記制御回路部は、前記像構築部により構築された
前記アライメント指標の画像を表示手段に表示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼底撮影装置。
【請求項３】
　前記走査光学系を移動させるための駆動部を有し、
　前記制御回路部は、前記アライメント指標に基づいてアライメント状態を判断する判断
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部を含み、この判断の結果に基づいて前記駆動部を制御することにより前記走査光学系を
移動させる
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の眼底撮影装置。
【請求項４】
　前記走査光学系は走査器を含み、
　前記アライメントモードにおいて、前記制御回路部は、前記眼底の画像を構築するため
の走査軌跡と異なる走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査器を制御することに
よって、前記眼底にアライメント指標を投影させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項５】
　前記走査光学系は走査器を含み、
　前記アライメントモードにおいて、前記制御回路部は、前記眼底の画像を構築するため
の走査軌跡と同じ走査軌跡に基づく前記走査器の制御と、前記光源部の点灯タイミングの
制御とを連係して行うことによって、前記眼底にアライメント指標を投影させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項６】
　前記走査光学系は走査器を含み、
　前記アライメントモードにおいて、前記制御回路部は、前記光源部を点灯状態としつつ
、前記眼底の画像を構築するための走査軌跡と同じ走査軌跡に基づく前記走査器の制御と
、前記受光部からの受光信号の出力タイミングの制御とを連係して行うことによって、前
記アライメント指標の画像を前記表示手段に表示させる
　ことを特徴とする請求項２に記載の眼底撮影装置。
【請求項７】
　前記アライメントモードにおいて、前記眼底に照射される光は赤外光である
　ことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項８】
　光源部からの光により被検眼の眼底を走査し、前記眼底からの戻り光を受光部にて受光
する走査光学系と、
　前記光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査光学系を制御する制御回
路部と、
　前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とに基づいて前記眼底の画像を構築す
る像構築部と
　を有し、
　前記制御回路部は、その動作モードとして、被検眼の眼底に対する前記走査光学系のフ
ォーカス合わせを行うためのフォーカス指標が前記光源部からの光に基づき前記眼底に投
影されるように前記走査光学系の制御を行うフォーカスモードを含む
　ことを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項９】
　前記フォーカスモードにおいて、前記制御回路部は、前記像構築部により構築された前
記フォーカス指標の画像を表示手段に表示させる
　ことを特徴とする請求項８に記載の眼底撮影装置。
【請求項１０】
　前記走査光学系は、フォーカス合わせを行うためのレンズを含み、
　前記走査光学系の光軸の方向に前記レンズを移動させるための駆動部を有し、
　前記制御回路部は、前記フォーカス指標に基づいてフォーカス状態を判断する判断部を
含み、この判断の結果に基づいて前記駆動部を制御することにより前記レンズを移動させ
る
　ことを特徴とする請求項８または請求項９に記載の眼底撮影装置。
【請求項１１】
　前記フォーカスモードにおいて、前記眼底に照射される光は赤外光である
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　ことを特徴とする請求項８～請求項１０のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項１２】
　前記制御回路部は、その動作モードとして、被検眼の眼底を動画観察するための眼底観
察モードを含み、
　前記制御回路部は、前記眼底観察モードにおいて、可視光による固視標が前記被検眼に
提示されるように前記光源部を制御する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項１３】
　前記走査光学系は、前記光源部からの光によってスポット光を形成し、前記スポット光
によって眼底を走査し、前記眼底からの前記スポット光の戻り光を前記受光部にて受光し
、
　前記制御回路部は、前記スポット光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記
走査光学系を制御し、
　前記像構築部は、前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とに基づいて前記眼
底の正面画像を構築する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
【請求項１４】
　前記走査光学系は、眼底を測定光で走査し、前記眼底からの前記測定光の戻り光と参照
光とを重ね合わせて干渉光を生成する干渉光学系を含み、前記干渉光を前記受光部にて受
光し、
　前記制御回路部は、前記測定光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査
光学系を制御し、
　前記像構築部は、前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とに基づいて前記眼
底の２次元断面像または３次元画像を構築する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか一項に記載の眼底撮影装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼底撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、レーザ光を用いて眼底を走査し、その戻り光を検出して眼底像を取得する眼
底撮影装置（光走査型検眼鏡、光干渉断層計など）が知られている（たとえば、特許文献
１参照。）。また、このような眼底撮影装置において、アライメント指標を被検眼に投影
して装置本体の位置合わせを行うものが知られている（たとえば、特許文献２参照。）。
【０００３】
　また、眼底カメラ、光干渉断層計、光走査型検眼鏡等の眼底撮影装置を含む眼底撮影シ
ステムにおいて、眼底像と被検者とを被検者ＩＤにより関連付けるようにしたものが知ら
れている（たとえば、特許文献３参照。）。また、患者の氏名、カルテに記載する医事デ
ータ（疾病名等）と眼底像とをリンクさせて電子データとして保存する医療データ検索シ
ステムも知られている（たとえば、特許文献４参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２７９１２１号公報
【特許文献２】特開２０１１―１４７６０９号公報
【特許文献３】特開２００２－３６９８０１号公報
【特許文献４】特開平０６－１１０９４７号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、近時、集団検診、自己検診等を手軽に行うことができるようにするため、ポ
ータブルタイプ（持ち運び可能タイプ、可動タイプ）の眼底撮影装置が要望されている。
そのような眼底撮影装置は、小型、軽量であることが望ましい。
【０００６】
　ところが、眼底を鮮明に撮影するには、被検眼に対する装置本体の位置合わせが必要で
ある。また、鮮明な眼底像を得るには、被検眼に対する焦点位置合わせ（合焦、フォーカ
シング）も必要である。
【０００７】
　このような要望に応えるための構成として、一般的な据え置き型の眼底撮影装置と同様
に、アライメント指標や合焦指標（フォーカス指標）の投影および受光を行うための専用
の光学系を設けることが考えられる。しかし、このような専用の光学系を設けることは、
装置の大型化や複雑化を招くため、小型化や軽量化やコンパクト化が求められるポータブ
ルタイプには向かない。
【０００８】
　なお、ポータブルタイプでない眼底撮影装置（据え置き型など）であっても、アライメ
ント指標や合焦指標や固視標を投影するための専用の光学系を設けると、その分、光学系
やそれを駆動するための構成が複雑化する。
【０００９】
　なお、指標の投影によらずに、眼底観察時の画像の明るさなどを参照してアライメント
を行うことも考えられるが、熟練を要し、手軽に撮影できないという不都合がある。
【００１０】
　本発明は、上記の事情に鑑みて為されたもので、その目的は、アライメントや合焦のた
めの指標を投影するための専用の光学系を設けなくとも、アライメントや合焦を行うこと
が可能な眼底撮影装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　実施形態の眼底撮影装置は、走査光学系と制御回路部と像構築部とを有する。走査光学
系は、光源部からの光により被検眼の眼底を走査し、眼底からの戻り光を受光部にて受光
する。制御回路部は、光による走査軌跡が眼底に形成されるように走査光学系を制御する
。像構築部は、受光部からの受光信号と走査軌跡位置とに基づいて眼底の画像を構築する
。制御回路部は、被検眼に対する走査光学系の位置合わせを行うためのアライメント指標
が光源部からの光に基づき眼底に投影されるように走査光学系の制御を行うアライメント
モードとして動作可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、アライメントや合焦のための指標を投影するための専用の光学系を設
けなくとも、アライメントや合焦を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図２】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図３】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図４】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図５】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図６】実施形態に係る眼底撮影装置の使用形態の一例を示す概略図である。
【図７】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図８】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図９】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
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【図１０】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１１】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１２】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１３】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１４】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１５】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１６】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１７】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１８】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図１９】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２０】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２１】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２２】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２３】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２４】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２５】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２６】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２７】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２８】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図２９】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３０】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３１】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３２】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３３】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３４】実施形態に係る眼底撮影装置の動作例を説明するための概略図である。
【図３５】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図３６】実施形態に係る眼底撮影装置の構成例を示す概略図である。
【図３７】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図３８】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図３９】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図４０】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図４１】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図４２】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図４３】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【図４４】実施形態に係る眼底撮影システムの構成例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
〈第１の実施形態〉
（光走査型検眼鏡の外観構成の概要）
　図１～図４は、実施形態に係る眼底撮影装置としてのポータブルタイプ（持ち運び可能
タイプ、可動タイプ）の光走査型検眼鏡の説明図である。図１において、符号１は、装置
本体としての光走査型検眼鏡本体を示し、符号２は取っ手部材を示す。
【００１５】
　図１および図２に示すように、光走査型検眼鏡本体１の正面側（被検者に対面する側）
には接眼鏡筒部３が設けられている。光走査型検眼鏡本体１の背面側（検者に対面する側
）には、図３に示すように、透明板４が設けられている。検者は、透明板４を介して、後
述するモニタ部の液晶表示画面５を視認できる。
【００１６】
　光走査型検眼鏡本体１の内部には、レーザ走査光学系と、このレーザ走査光学系を制御
する制御回路部と、眼底像構築部（像構築部）と、点灯制御回路部と、モニタ部と、電源
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部と、眼底観察撮影に必要なその他の駆動機構とが設けられている。光走査型検眼鏡本体
１の上面には、図２に示すように、電源オン／オフ用の電源ボタンＢが設けられている。
【００１７】
　この実施形態の接眼鏡筒部３は、図２に示すように、検者に対面する側から見て、左側
に設けられている。取っ手部材２には、把持部６と着脱突起部７とが設けられている。図
２に点線で示す台形状の凹部８は、光走査型検眼鏡本体１の下側の面において接眼鏡筒部
３の配設位置に対応する位置に設けられている。
【００１８】
　着脱突起部７は、凹部８の形状に対応する形状を有し、凹部８に嵌合される。着脱突起
部７および凹部８の一方には、マグネット部材（図示を略す）が設けられている。
【００１９】
　また、着脱突起部７および凹部８の他方には、マグネット部材による引力に作用する磁
性部材が設けられている。この実施形態では、取っ手部材２は、マグネット部材による引
力によって光走査型検眼鏡本体１に着脱されるが、この構成に限られるものではない。
【００２０】
　取っ手部材２の把持部６には、図４に示すように、撮影ボタン９と、アライメントボタ
ン１０と、合焦ボタン１１とが設けられている（これらの機能については後述する）。
【００２１】
　この実施形態の光走査型検眼鏡は、図５に示すように、支持台１２に装着された状態で
も使用可能である。支持台１２の上部には、額当て部１３が設けられている。支持台１２
の傾斜部１４には、係合突起部（図示を略す）が形成されている。この係合突起部に凹部
８を嵌合させることにより、光走査型検眼鏡本体１が支持台１２に支持され、かつ固定さ
れる。
【００２２】
　光走査型検眼鏡本体１の上面には、撮影ボタン９’、アライメントボタン１０’、合焦
ボタン１１’が設けられている。これらボタン９’～１１’に対する操作は、光走査型検
眼鏡本体１が支持台１２に装着されているときに有効となる。撮影ボタン９’、アライメ
ントボタン１０’および合焦ボタン１１’の有効／無効の切り替えは、たとえば、支持台
１２に設けられた検知スイッチ（図示を略す）を介して行われる。
【００２３】
　なお、取っ手部材２が外された状態の光走査型検眼鏡本体１を支持台１２に装着せずに
使用する場合であっても撮影ボタン９’、アライメントボタン１０’および合焦ボタン１
１’を使用できるように構成することも可能である。
【００２４】
　把持部６の下部には、スマートフォン、タブレット端末、携帯情報機器（ＰＤＡ）等の
携帯情報機器を接続するための差し込みプラグ（ＵＳＢ）１４が設けられている。差し込
みプラグ１４は、図６に示す携帯情報機器１６にコード１５を介して接続される。携帯情
報機器１６には、複数の操作ボタン１７が設けられている。ここでは、複数個の操作ボタ
ン１７は、撮影ボタン９、アライメントボタン１０、合焦ボタン１１に代わるものとして
用いられるが、これに限るものではない。
【００２５】
　また、この実施形態では、携帯情報機器１６の表示画面１８に眼底像ＥＧｒが表示され
るが、これに限るものではない。たとえば、後述する内蔵メモリ部に眼底像ＥＧｒを記憶
し、図２に示す出力ボタンＯＢが操作されたことを受けて、眼底像ＥＧｒを出力する構成
としてよい。
【００２６】
　以下の説明では、ポータブルタイプの光走査型検眼鏡における走査光学系および制御回
路部について説明するが、ポータブルタイプと据え置き型の双方として使用可能な光走査
型検眼鏡や、据え置き型専用の光走査型検眼鏡についても、この実施形態に係る構成を適
用することができる。
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【００２７】
　また、この実施形態では、眼底像ＥＧｒは、内蔵メモリ部に逐次保存される。しかし、
有線電話回線や無線電話回線を介して眼底像ＥＧｒを医療機関に送信するように構成して
もよい。
【００２８】
（光走査型検眼鏡の走査光学系、制御回路部の概要）
　図７は、この実施形態に係る光走査型検眼鏡の走査光学系および制御部を示すブロック
図である。符号２０は、照明光を照射する照明光源部を示す。また、符号２１は受光部を
示す。照明光源部２０は、赤外光を照射する赤外光源２０ａと、Ｂ光（青色光）を発生す
る青色光源２０ｂと、Ｇ光（緑色光）を発生する緑色光源２０ｇと、Ｒ光（赤色光）を発
生する赤色光源２０ｒとを含む。これら光源のそれぞれとしては、空間的コヒーレンシの
高い光源、たとえば、半導体レーザ（波長掃引レーザ、スーパールミネセントダイオード
を含む）、固体レーザ、ガスレーザ、若しくはそれらから発せられた光を光ファイバに結
合させたもの、またはファイバレーザが用いられる。
【００２９】
　赤外光源２０ａから発せされた赤外光Ｐａは、集光レンズ２０a’により集光されて、
反射ミラー２０a”に導かれる。青色光源２０ｂから発せられた青色光Ｂは、集光レンズ
２０ｂ’により集光されて、ダイクロイックミラー２０ｂ”に導かれる。緑色光源２０ｇ
から発せられた緑色光Ｇは、集光レンズ２０ｇ’により集光されて、ダイクロイックミラ
ー２０ｇ”に導かれる。赤色光源２０ｒから発せられた赤色光Ｒは、集光レンズ２０ｒ’
により集光されて、ダイクロイックミラー２０ｒ”に導かれる。
【００３０】
　ダイクロイックミラー２０ｂ”は赤外光Ｐａを透過し、青色光Ｂを反射する機能を果た
す。ダイクロイックミラー２０ｇ”は、赤外光Ｐａおよび青色光Ｂを透過させ、かつ、緑
色光Ｇを反射する。ダイクロイックミラー２０ｒ”は、赤色光Ｒを透過させ、かつ、緑色
光Ｇ、青色光Ｂおよび赤外光Ｐａを反射する。
【００３１】
　赤外光Ｐａ、青色光Ｂ、緑色光Ｇおよび赤色光Ｒの光路は、反射ミラー２０ａ”、並び
にダイクロイックミラー２０ｂ”、２０ｇ”および２０ｒ”によって合成される。さらに
、これら光は、ビームスプリッタ２２に導かれ、ビームスプリッタ２２を透過し、ＭＥＭ
Ｓミラー２３に導かれる。ＭＥＭＳミラー２３は、２軸光走査器として機能する。本実施
形態では、２軸光走査器をＭＥＭＳミラーとしたが、その限りではない。たとえば、ガル
バノミラー光走査器、ポリゴンミラー光走査器などの１軸ミラー走査器２つを組み合わせ
ることにより、２軸光走査器を構成してもよい。この場合、２軸光走査器に含まれる２つ
の１軸ミラー走査器の間にリレーレンズ光学系が設けられていてもよい。
【００３２】
　赤外光Ｐａ、青色光Ｂ、緑色光Ｇおよび赤色光Ｒは、ＭＥＭＳミラー２３により２次元
的に偏向される。さらに、これら光は、リレーレンズ２４に導かれ、被検眼Ｅの眼底Ｅｒ
と共役な面Ｅｒ’においてスポット光として空中結像される。
【００３３】
　共役面Ｅｒ’において空中結像された光は、合焦レンズとしての対物レンズ２５を透過
し、被検眼Ｅの瞳孔Ｅｐおよび水晶体Ｅｃを通じて眼内に導かれ、共役面Ｅｒ’と共役な
眼底Ｅｒの共役面Ｅｒ”にスポット光Ｓｐとして結像される。
【００３４】
　なお、対物レンズ２５は、接眼鏡筒部３に設けられており、マニュアル操作によって軸
方向に移動される。被検眼Ｅの屈折力に応じて接眼鏡筒部３の環状リング部材（図示を略
す）が回転されると、対物レンズ２５が光軸方向に移動される。それにより、共役面Ｅｒ
”が眼底Ｅｒに合致され、その結果、鮮明なスポット光Ｓｐが眼底Ｅｒに形成される。
【００３５】
　図８に示すように、眼底Ｅｒは、ＭＥＭＳミラー２３の作用により２次元的に走査され
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る。図８において、符号ＳＬは走査スポット光Ｓｐによる走査軌跡を示し、符号Ｂｒは血
管を示し、符号Ｐｕは乳頭部を示し、符号Ｑｕは黄斑部を示す。
【００３６】
　眼底Ｅｒからのスポット反射光は、水晶体Ｅｃおよび瞳孔Ｅｐを通じて対物レンズ２５
に導かれ、共役面Ｅｒ’にいったん空中結像され、リレーレンズ２４によってコリメート
され、ＭＥＭＳミラー２３を経由し、ビームスプリッタ２２に導かれる。ビームスプリッ
タ２２により反射されたスポット反射光は受光部２１に導かれる。ここで、眼底Ｅｒから
のスポット反射光とは、走査スポット光の位置またはその付近から戻ってくる光（戻り光
）であり、たとえば、走査スポット光の正反射光、走査スポット光の散乱光、走査スポッ
ト光が励起する蛍光およびその散乱光、などのうち少なくとも１つを含む。
【００３７】
　受光部２１は、ダイクロイックミラー２１ｒ”と、ダイクロイックミラー２１ｇ”と、
ダイクロイックミラー２１ｂ”とを有する。ダイクロイックミラー２１ｒ”は、赤色光Ｒ
を反射し、かつ、緑色光Ｇ、青色光Ｂおよび赤外光Ｐａを透過させる。ダイクロイックミ
ラー２１ｇ”は、緑色光Ｇを反射し、かつ、青色光Ｂおよび赤外光Ｐａを透過させる。ダ
イクロイックミラー２１ｂ”は、青色光Ｂを反射し、かつ、赤外光Ｐａを透過させる。
【００３８】
　ダイクロイックミラー２１ｒ”による反射方向には、結像レンズ２１ｒ’が設けられて
いる。赤色光Ｒは、結像レンズ２１ｒ’により、受像素子としてのＰＤセンサ２１ｒに結
像される。
【００３９】
　ダイクロイックミラー２１ｇ”による反射方向には、結像レンズ２１ｇ’が設けられて
いる。緑色光Ｇは、結像レンズ２１ｇ’により、受像素子としてのＰＤセンサ２１ｇに結
像される。
【００４０】
　ダイクロイックミラー２１ｂ”による反射方向には、結像レンズ２１ｂ’が設けられて
いる。青色光Ｂは、結像レンズ２１ｂ’により、受像素子としてのＰＤセンサ２１ｂに結
像される。
【００４１】
　ダイクロイックミラー２１ｂ”による透過方向には、結像レンズ２１a’が設けられて
いる。赤外光Ｐａは、結像レンズ２１a’により、受像素子としてのＰＤセンサ２１aに結
像される。
【００４２】
　各ＰＤセンサ２１a、２１ｂ、２１ｇおよび２１ｒからの受光信号は、後述する眼底像
構築部に入力される。なお、ＰＤセンサ２１ａは赤外領域に感度を有し、ＰＤセンサ２１
ｂは青色波長領域に感度を有し、ＰＤセンサ２１ｇは緑色波長領域に感度を有し、ＰＤセ
ンサ２１ｒは赤色波長領域に感度を有する。
【００４３】
（光走査型検眼鏡本体１の内部構造の一例）
　この実施形態に係る光走査型検眼鏡本体１の内部には、図１に破線で示す可動ケース１
Ａと、可動ケース１Ａを前後上下左右方向に移動する駆動機構（図示を略す）とが設けら
れている。可動ケース１Ａおよび駆動機構は「駆動部」に相当する。
【００４４】
　可動ケース１Ａの内部には、照明光源部２０と、受光部２１と、リレーレンズ２４と、
ＭＥＭＳミラー２３と、ビームスプリッタ２２とが設けられている。これら光学系および
接眼レンズ鏡筒部３は、可動ケース１Ａと一体的に移動する。
【００４５】
　光走査型検眼鏡本体１の内部には、図７に示すように、電源回路部２６と、制御回路部
２７と、点灯制御回路部２８と、眼底像構築部２９と、モニタ部３０とが設けられている
。電源回路部２６は、たとえば、バッテリの交換が可能なタイプ、またはバッテリの充電
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が可能なタイプである。
【００４６】
　電源回路部２６は、制御回路部２７、眼底像構築部２９、点灯制御回路部２８などに電
力を供給する。制御回路部２７には、照明光源部２０を制御するためのプログラムと、Ｍ
ＥＭＳミラー２３を制御するためのプログラムと、眼底像構築部２９を制御するためのプ
ログラムが設けられている。
【００４７】
　照明用光源部２０を制御するためのプログラムと、ＭＥＭＳミラー２３を制御するため
のプログラムは、たとえば、次のような各種の動作モードに応じて設けられている：被検
眼Ｅに対する装置本体のアライメントを行うためのアライメント調節モード；眼底Ｅｒに
対するフォーカシングを行うための合焦調節モード；眼底観察モード；撮影モード。
【００４８】
　電源ボタンＢを操作することにより、各回路が起動状態になる。アライメント調節や合
焦調節はこの実施形態と直接に関連しないので、これら調節動作は完了したと仮定する。
以下、観察モードおよび撮影モードについて説明し、次いで、眼底像と個人情報との関連
付けについて説明する。
【００４９】
（観察モード）
　検者が電源ボタンＢを操作することにより、光走査型検眼鏡本体１は自動的に個人情報
取得モードとなり、その後に観察モードに移行する。個人情報取得モードについては後述
することにし、観察モードについて先に説明を行う。観察モードにおいて、点灯制御回路
部２８は、赤外光源２０ａを点灯させる。これにより、図８に示すように、赤外光である
スポット光Ｓｐが眼底Ｅｒに形成される。
【００５０】
　ＭＥＭＳミラー２３は、これを制御するためのプログラムに従って、たとえば図８に示
すように、左から右に向かう複数の走査軌跡ＳＬを上から順に描くように駆動される。こ
れにより、眼底Ｅｒの所定範囲がスポット光Ｓｐにより走査される。
【００５１】
　眼底Ｅｒからのスポット光Ｓｐの反射光は、赤外受光用のＰＤセンサ２１ａに受光され
る。ＰＤセンサ２１ａからの受光信号は、眼底像構築部２９に入力される。眼底像構築部
２９は、画像処理部２９ａと、内蔵メモリ部２９ｂとを有する。
【００５２】
　画像処理部２９ａには、ＭＥＭＳミラー２３を制御するためのプログラムに従って、ス
ポット光Ｓｐの走査位置（水平方向における走査軌跡位置、垂直方向における走査軌跡位
置）に対応する画素位置信号が入力される。
【００５３】
　画像処理部２９ａは、入力される画素位置信号と、この画素位置信号に対応する受光信
号とに基づいて、観察用の眼底画像を構築する。画像処理部２９ａは、構築された眼底画
像の画像信号をモニタ部３０に出力する。これにより、モニタ部３０の液晶表示画面５に
眼底像ＥＧｒが表示される（図９を参照）。
【００５４】
　検者は、表示されている眼底像ＥＧｒを観察しつつ、撮影ボタン９を操作する。この操
作を受けて、光走査型検眼鏡の動作モードが撮影モードに切り替わる。
【００５５】
（撮影モード）
　撮影モードにおいて、点灯制御回路部２８は、青色光源２０ｂと、緑色光源２０ｇと、
赤色光源２０ｒとを同時に点灯させる。その点灯時間は、たとえば１００ミリ秒に設定さ
れている。青色光源２０ｂ、緑色光源２０ｇおよび赤色光源２０ｒが点灯されている間に
、観察用の眼底画像を構築する際の走査軌跡ＳＬと同じ走査軌跡ＳＬを描くようにＭＥＭ
Ｓミラー２３が駆動される。
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【００５６】
　その結果、可視光である白色のスポット光Ｓｐを用いて、観察モードと同じ要領で眼底
Ｅｒが走査される。白色のスポット光Ｓｐの反射光はＰＤセンサ２１ｂ、２１ｇおよび２
１ｒにより受光される。各ＰＤセンサ２１ｂ、２１ｇおよび２１ｒからの受光信号は、眼
底像構築部２９に入力される。
【００５７】
　眼底像構築部２９は、ＰＤセンサ２１ｂ、２１ｇおよび２１ｒからの受光信号に基づい
て、カラー眼底像ＥＧｒを構築する。カラー眼底像ＥＧｒは、内蔵メモリ部２９ｂに記憶
される。
【００５８】
　光走査型検眼鏡本体１に、再生ボタン（図示を略す）を設けることができる。この再生
ボタンが操作されたことを受けて、カラー眼底像ＥＧｒを液晶表示画面５に表示させるこ
とができる。また、再生ボタンに対する操作を受けて、取得されたカラー眼底像ＥＧｒを
自動で診療機関に送信するように構成してもよい。なお、この実施形態では、撮影が終了
したことに対応し、光走査型検眼鏡の動作モードが自動的に観察モードに切り替えられる
。
【００５９】
（アライメントモード）
　まず、被検眼Ｅに対するアライメントが必要な理由について説明する。
【００６０】
　図１０に模式的に示すように、被検眼Ｅに対して装置本体（光学系）の光軸方向のアラ
イメントが合っていない場合、光源部２０からの照明光束のうち、周辺から斜めに前眼部
に入射する斜光束Ｑｐが、虹彩Ｒｐによって対称的に遮断される。これにより、眼底Ｅｒ
の周辺部に到達する光量が減少する。その結果、図１１に模式的に示すように、眼底Ｅｒ
の周辺部に形成されるスポット光Ｓｐの光量が減少し、眼底Ｅｒの周辺部が暗く照明され
、眼底中央部が明るく照明される。なお、図１０の破線は光束が虹彩Ｒｐによって遮られ
ていることを示す。
【００６１】
　また、図１２に模式的に示すように、被検眼Ｅに対して装置本体の光軸に対し垂直な方
向にアライメントが合っていない場合には、たとえば、光源部２０からの照明光束のうち
周辺から斜めに前眼部に入射した斜光束Ｑｐのうち一方は虹彩Ｒｐによって遮断されるが
、他方の斜光束Ｑｐは瞳孔Ｅｐを通過する。
【００６２】
　その結果、眼底Ｅｒの周辺部の一方に形成されるスポット光Ｓｐの光量が減少し、他方
のスポット光Ｓｐの光量は減少しない。それにより、図１３に模式的に示すように、眼底
Ｅｒの周辺部の一方は暗く照明され、かつ、他方は明るく照明される。そのため、眼底Ｅ
ｒの照明領域に明るさのむらが生じる。なお、図１２の破線は、光束が虹彩Ｒｐによって
遮られていることを示す。
【００６３】
　これに対し、被検眼Ｅに対する装置本体のアライメントが光軸方向およびこれに垂直な
方向の双方において適正である場合には、図１４に示すように、斜光束Ｑｐが瞳孔Ｅｐを
通って対称的に入射するため、明るさのむらを伴うことなく眼底Ｅｒを照明することがで
きる。
【００６４】
　アライメントボタン１０が操作されると、光走査型検眼鏡本体１の動作モードがアライ
メントモードに移行する。制御回路部２７は、スポット光Ｓｐの走査軌跡ＳＬが円形とな
るようにＭＥＭＳミラー２３を制御する。これと同時に、点灯制御回路部２８は、赤外光
源２０ａを点灯させる。また、アライメントモードにおいては、受光センサ２１ａからの
受光信号が同時に制御回路部２７に入力される。
【００６５】
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　被検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが合っている場合、図１６に示すように、円
形状軌跡ＣＲＳｐを形成する斜光束Ｑｐ’が瞳孔Ｅｐを通過するため、眼底Ｅｒには図１
７に模式的に示すように、スポット光Ｓｐによる円形状軌跡ＣＲＳｐが眼底Ｅｒ上に形成
される。眼底像構築部２９は、円弧上軌跡ＣＲＳｐに対応する画像を構築する。さらに、
円形状軌跡ＣＲＳｐに対応するアライメント指標画像が液晶表示画面５に表示される。
【００６６】
　被検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが合っていない場合、たとえば光軸方向のア
ライメントが不適正な場合、図１８に示すように、円形状軌跡ＣＲＳｐを形成する斜光束
Ｑｐ’が虹彩Ｒｐによって遮断されるため、スポット光Ｓｐによる円形状軌跡ＣＲＳｐが
眼底Ｅｒに形成されず、円形状軌跡ＣＲＳｐに対応するアライメント指標画像が液晶表示
画面５に表示されない。
【００６７】
　また、被検眼Ｅに対して装置本体の光軸に対し垂直な方向にアライメントが不適正な場
合には、図１９に示すように、円形状軌跡ＣＲＳｐを形成する斜光束Ｑｐ’の一部が虹彩
Ｒｐによって遮断される。そのため、円形状軌跡ＣＲＳpの一部が欠落した形状の軌跡が
スポット光Ｓｐにより眼底Ｅｒに形成され、当該形状のアライメント指標画像が液晶表示
画面５に表示される。検者は、液晶表示画面５に表示されたアライメント指標画像により
、円形状軌跡ＣＲＳｐの一部が欠落しているか認識することができ、それにより、被検眼
Ｅに対する装置本体のアライメント状態（つまり、アライメントの適／不適）を把握でき
る。
【００６８】
　さらに、検者は、円形状軌跡ＣＲＳｐに対応するアライメント指標画像の欠けている方
向を確認することにより、被検眼Ｅに対して装置本体を移動すべき方向を判断できる。
【００６９】
　なお、以上においては、単一の円形状軌跡ＣＲＳｐを用いる場合について説明したが、
円形状軌跡ＣＲＳｐが同心状に形成された多重リング、または螺旋状軌跡などを、アライ
メント指標として用いることもできる。
【００７０】
　また、眼底像構築部２９において円形状軌跡ＣＲＳｐの状態を解析することにより、自
動でアライメントの適／不適を求めることができる。さらに、このアライメントの適／不
適の判定結果を液晶表示画面５に表示することもできる。
【００７１】
（アライメント指標の変形例）
　図２０～図２６は、アライメント指標の変形例を示す説明図である。以上においては、
ＭＥＭＳミラー２３によるスポット光Ｓｐの走査軌跡を、眼底の観察時／撮影時とアライ
メント調節時とで変更する構成を説明した。
【００７２】
　しかしながら、観察時／撮影時の走査方式と同じ走査方式を適用しつつ、赤外光源２０
ａの点灯タイミングをＭＥＭＳミラー２３の走査位置に応じて同期制御する構成により、
アライメント指標を投影することもできる。
【００７３】
（変形例１）
　図２０は、スポット光Ｓｐが眼底Ｅｒ上で円形状の不連続的軌跡を描くように、ＭＥＭ
Ｓミラー２３による走査位置と赤外光源２０ａの点灯タイミングとを同期させる制御を示
す。
【００７４】
　ここでは、走査軌跡ＳＬは、一筆書きを描くような往復的な走査が適用されている。
【００７５】
　なお、ＭＥＭＳミラー２３の走査位置と赤外光２０ａの点灯／消灯を同期制御する構成
以外にも、たとえば次のような構成を用いることが可能である。まず、赤外光源２０ａを
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常時点灯させる。さらに、ＭＥＭＳミラー２３の走査位置と、ＰＤセンサ２１ａの出力タ
イミングとを同期制御することにより、アライメント指標に対応する走査位置からの反射
光の受光信号のみをＰＤセンサ２１ａから眼底像構築部２９に送る。
【００７６】
（変形例２）
　以上においては、眼底Ｅｒ上で円形状軌跡ＣＲＳｐを描くことによりアライメント指標
を形成する場合について説明した。しかし、図２１に示すように、複数のアライメント指
標が異なる位置に形成されるように眼底Ｅｒにスポット光Ｓｐを照射する構成としてもよ
い。
【００７７】
　この変形例において、被検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが適切な場合には、眼
底Ｅｒにおける上下左右の隅部の四か所に、それぞれ、水平方向に配列された３個のスポ
ット光Ｓｐからなるアライメント指標が形成される。
【００７８】
　これに対し、被検眼Ｅに対する装置本体のアライメントが不適切な場合の例として図２
２に示す状態が生じることがある。図２２に示す状態においては、右上側の３個のスポッ
ト光Ｓｐが全て欠落し、右下側の３個のスポット光Ｓｐのうち２つが欠落している。検者
は、このようなスポット光Ｓｐの欠落状態に基づいて、被検眼Ｅに対して装置本体を移動
すべき方向や量を判断できる。
【００７９】
（変形例３）
　図２３に示す例は、走査軌跡ＳＬを縦方向に一筆書きする場合において、縦方向に配列
された３個のスポット光Ｓｐからなるアライメント指標を、眼底Ｅｒにおける上下左右の
隅部の四か所にそれぞれ形成する場合を示す。
【００８０】
　被検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが左右方向にずれている場合、たとえば、図
２４に示すように、右上の３個のスポット光Ｓｐのうちの上２つが欠落し、右下の３個の
スポット光Ｓｐのうちの下２つが欠落する。検者はそのスポット光Ｓｐの欠落状態を把握
することにより、被検眼Ｅに対して装置本体を移動すべき方向や量を判断できる。
【００８１】
（変形例４）
　図２５は、走査軌跡ＳＬを横方向に一筆書きする場合において、縦方向に配列された３
個のスポット光Ｓｐからなるアライメント指標を上側中央位置および下側中央位置にそれ
ぞれ形成し、かつ、横方向に配列された３個のスポット光Ｓｐからなるアライメント指標
を左側中央位置および右側中央位置にそれぞれ形成する場合を示す。つまり、この変形例
は、十字型のアライメント指標が眼底Ｅｒに形成されるかのごとく構成したものである。
【００８２】
　被検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが左右方向にずれている場合には、たとえば
、図２６に示すように、左側の３個のスポット光Ｓｐが欠落する。検者は、スポット光Ｓ
ｐの欠落状態に基づいて、被検眼Ｅに対して装置本体を移動すべき方向や量を判断できる
。
【００８３】
　制御回路部２７にアライメント指標判断部２７ａを設けることができる。アライメント
指標判断部２７ａは、アライメント指標としてのスポット光Ｓｐの形成状態に応じて、被
検眼Ｅに対して装置本体のアライメントが適切になるように、前後上下左右に可動ケース
１Ａを移動させる。
【００８４】
（フォーカスモード）
　被検眼Ｅに対する装置本体のアライメント調節が終了した後、ユーザが合焦ボタン１１
を操作すると、光走査型検眼鏡本体１の動作モードが合焦モード（フォーカスモード）に
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移行する。なお、アライメント調節の完了をトリガとして自動的に合焦モードに移行させ
る構成を採用することもできる。この場合、合焦ボタン１１は不要である。
【００８５】
　被検眼Ｅに対する装置本体のフォーカスが合っていない場合、眼底像ＥＧｒが不鮮明に
なると共に全体として暗くなる。本例では、図２７に示すように、フォーカス指標として
ライン状指標ＳＬＰが眼底Ｅｒに形成される。
【００８６】
　制御回路部２７は、眼底Ｅｒの中央位置に左右方向（水平方向）に延びるライン状指標
ＳＬＰが形成されるように、点灯制御回路部２８を制御する。このとき、点灯制御回路部
２８は、ＭＥＭＳミラー２３の制御と、赤外光源２０ａを点灯制御とを同期して行う。
【００８７】
　ライン状指標ＳＬＰを形成する光束ＱＰ”は、図２８に示すように、瞳孔Ｅｐを通過し
、眼底Ｅｒに照射される。眼底Ｅｒに対するスポット光Ｓｐのフォーカスが合っていない
場合、スポット光Ｓｐの径が大きくなり、ぼやけたスポットが眼底Ｅｒに形成される。そ
のため、ライン状指標ＳＬＰの幅が大きくなると共に、ライン状指標ＳＬＰが不鮮明とな
る。
【００８８】
　眼底像構築部２９は、ＰＤセンサ２１ａからの受光信号に基づいて、ライン状指標ＳＬ
Ｐに対応するフォーカス指標画像を構築する。
【００８９】
　なお、この実施形態では、フォーカス指標画像の構築は、次のようにして行われる。Ｐ
Ｄセンサ２１ａは、走査軌跡位置における受光量を検出するので、スポット光Ｓｐの大き
さに関する情報は検出できない。しかしながら、フォーカスが合っていない場合には、Ｐ
Ｄセンサ２１ａによる受光量が小さくなる。そこで、実際の測定を事前に行うことにより
、フォーカスが合っている場合における反射光量と、フォーカスが合っていない場合にお
ける反射光量とを取得し、ライン状指標ＳＬＰの幅と受光量とが関連付けられた情報を作
成する。この情報を参照することにより、ライン状指標ＳＬＰの幅をフォーカス状態に応
じて描画することができる。なお、受光部がＰＤセンサ２１ａの代わりに二次元センサを
含む場合には、スポット光の大きさを二次元センサによって直接に検出できるので、ライ
ン状指標ＳＬＰをグラフィックによらずに表示させることができる。
【００９０】
　被検眼Ｅに対する装置本体のフォーカスが合っていない場合には、たとえばマニュアル
操作により対物レンズ２５をその光軸方向に前後方向に移動させることにより、ライン状
指標ＳＬＰに対応するフォーカス指標画像を細くかつ明るく鮮明にすることができる（図
２９を参照）。このようにして、被検眼Ｅに対する装置本体のフォーカス合わせを行うこ
とができる。
【００９１】
　なお、マニュアル操作によりフォーカス合わせを行う代わりに、ライン状指標ＳＬＰの
幅を検出し、この線幅が小さくなるように対物レンズ２５を光軸方向に自動で移動させる
構成を適用することができる（オートフォーカス）。
【００９２】
（フォーカス指標の変形例）
　フォーカス指標はライン状指標ＳＬＰに限定されるものではない。たとえば、図３０に
示すリング状指標ＳＣＰや、図３１に示す正方形状指標ＳＲＰや、図３２に示す星形状指
標ＳＳＰを、フォーカス指標として用いることができる。
【００９３】
　以上のように、実施形態に係る眼底撮影装置では、眼底Ｅｒの走査に用いる走査光学系
を用いることにより、アライメント指標やフォーカス指標を眼底Ｅｒに形成する構成とし
たので、多種多様な指標を形成することが可能である。
【００９４】
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　また、以上の説明では、赤外光によって指標を形成しているが、これには限定されない
。たとえば、赤色光（Ｒ光）、緑色光（Ｇ光）、青色光（Ｂ光）の少なくとも一つを用い
て指標を形成する構成とすることもできる。このときに適用される光量は、被検眼Ｅにダ
メージを与えない程度の低光量に設定される。
【００９５】
　このように、低光量の可視光を被検眼Ｅに投影することによりフォーカス指標を形成し
てフォーカスを行う構成とすると、被検者自らがフォーカス調節を行うことができる。
【００９６】
（固視標の提示）
　この実施形態において、眼底Ｅｒを観察しているときに眼底Ｅｒに固視標を投影するこ
とができる。この処理は、制御回路部２７が点灯制御回路部２８を制御することにより行
われる。
【００９７】
　その具体例を説明する。制御回路部２７には、固視標提示プログラムが設けられている
。光走査型検眼鏡は、眼底観察のための走査軌跡ＳＬに沿った走査を行いつつ、眼底Ｅｒ
の撮影部位（固視位置）に対応する走査軌跡位置に、図３３に示す十字固視標Ｆｉｘが形
成されるように、赤色光源２０ｒ等の点灯タイミングを制御する。それにより、低光量の
Ｒ光によるスポット光Ｓｐが眼底Ｅｒに形成される。なお、固視標は、被検者が認識でき
るように可視光を用いて形成される。
【００９８】
　図３４に示すように、被検者は、十字固視標Ｆｉｘが視認できるように眼球を旋回させ
る。そして、十字固視標Ｆｉｘを固視した状態で撮影が行われる。この実施形態において
、固視標は、眼底Ｅｒの走査を行うための走査光学系を用いて眼底Ｅｒに描画される。し
たがって、多種多様の固視標を形成することができる。
【００９９】
（眼底Ｅｒの撮影順序）
　以上の説明では、説明の便宜上、眼底の観察および撮影を先に説明したが、実際の検査
はたとえば以下に説明する流れで行われる。
（ステップＳ１）
　電源ボタンＢをオンする。
（ステップＳ２）
　被検眼Ｅの前に光走査型検眼鏡を配置させ、撮影対象の被検眼Ｅに対して接眼鏡筒部３
を対面させる。
（ステップＳ３）
　アライメントボタン１０を操作して、被検眼Ｅに対する光走査型検眼鏡本体１の位置合
わせ（アライメント）を行う。
（ステップＳ４）
　合焦ボタン１１を操作して、被検眼Ｅの眼底Ｅｒに対するフォーカス調節を行う。
（ステップＳ５）
　アライメントおよび合焦の完了を受けて、光走査型検眼鏡の動作モードが自動的に観察
モードに移行する。さらに、観察モードへの移行とともに、眼底Ｅｒに固視標が投影され
る。固視標の提示位置をマニュアルで変更できるように構成してよい。また、複数の提示
位置を選択的に適用可能な固視標プログラムをあらかじめ組み込んでもよい。
（ステップＳ６）
　撮影ボタン９に対する操作を受けて、光走査型検眼鏡は、撮影を実行し、取得された眼
底像ＥＧｒを内蔵メモリ部２９ｂに格納する。
【０１００】
　以上において説明した実施形態に係る構成は、ポータブルタイプの眼底撮影装置に適用
可能である。
【０１０１】
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　この実施形態では、検者側からみて光走査型検眼鏡本体１の左側に接眼鏡筒部３が配置
されていることに対応して、同じく左側に取っ手部材２が配置されているが、取っ手部材
２を光走査型検眼鏡本体１の左右幅方向における中央位置に設けてもよい。
【０１０２】
　また、光走査型検眼鏡本体１の左右幅方向における中央位置に接眼鏡筒部３を設け、か
つ、取っ手部材２も同じく中央位置に設けてもよい。
【０１０３】
　また、光走査型検眼鏡本体１の左右幅方向における中央位置に取っ手部材２を設け、か
つ、この中央位置を基準として左側と右側とに対称に接眼鏡筒部３を配置する構成とする
こともできる。
【０１０４】
〈第２の実施形態〉
　第１の実施形態では、眼底撮影装置として光走査型検眼鏡が適用される場合について説
明したが、眼底撮影装置は光走査型検眼鏡に限定されるものではない。たとえば、背景技
術として説明した光干渉断層計を眼底撮影装置として適用することが可能である。より一
般に、実施形態に係る眼底撮影装置は、光を用いて眼底を走査し、眼底からの戻り光を検
出し、その検出結果と走査軌跡の位置とに基づいて眼底を画像化するように構成されてい
ればよい。
【０１０５】
　実施形態に係る光干渉断層計はポータブルタイプであってよい（よって、第１の実施形
態における図１～図６のような構成を適用できる）。一方、光干渉断層計は、ポータブル
タイプと据え置き型の兼用、または据え置き型専用であってよい。
【０１０６】
　光干渉断層計は、被検眼の断面像や３次元画像データ等の形態情報や、血流状態などの
機能情報を、干渉光学系を用いることにより取得する装置である。このような光計測は、
光コヒーレンストモグラフィ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐ
ｈｙ：ＯＣＴ）と呼ばれる。ＯＣＴの方式として、タイムドメインＯＣＴと、フーリエド
メインＯＣＴとが知られている。また、フーリエドメインＯＣＴとしては、低コヒーレン
ス光源（広帯域光源）と分光器を用いるスペクトラルドメインタイプと、波長掃引光源（
波長可変光源）を用いるスウェプトソースタイプとが知られている。
【０１０７】
　以下の実施形態ではスペクトラルドメインタイプのＯＣＴを適用した場合について詳し
く説明するが、他のタイプのＯＣＴを用いる眼底撮影装置に対して、この実施形態に係る
構成を適用してよい。
【０１０８】
［構成］
　実施形態に係る眼底撮影装置の構成について説明する。図３５に示す眼底撮影装置１０
０は、光学ユニット１１０と、コンピュータ２００と、ユーザインターフェイス（ＵＩ）
３００とを有する。眼底撮影装置１００は、第１の実施形態の光走査型検眼鏡本体１を代
替する。
【０１０９】
　光学ユニット１１０、コンピュータ２００およびユーザインターフェイス３００は一体
的に（つまり単一の筐体内に）設けられていてよい。或いは、これらは２つ以上の筐体内
に分散配置されていてもよい。その場合、眼底撮影装置の一部が他の装置に設けられてい
てよい。たとえば、コンピュータ２００の一部または全部を、パーソナルコンピュータや
携帯端末（タブレット型コンピュータ、携帯電話、スマートフォン等）に設けることがで
きる。また、ユーザインターフェイス３００の一部または全部を、パーソナルコンピュー
タ、携帯端末、テレビ受像機、スマートテレビなどに設けることができる。
【０１１０】
〔光学ユニット１１０〕
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　光学ユニット１１０は、ＯＣＴ計測を行うための光学系と、所定の光学素子を駆動する
機構とを含む。光学系は、光源１１１からの光を測定光と参照光とに分割し、測定光の被
検眼Ｅからの戻り光と参照光とを干渉させ、その干渉光を検出する。この光学系は、従来
のスペクトラルドメインタイプのＯＣＴ装置と同様の構成を有する。すなわち、この光学
系は、低コヒーレンス光（広帯域光）を参照光と測定光に分割し、被検眼Ｅを経由した測
定光と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクト
ル成分を検出するように構成される。スペクトル成分の検出結果（検出信号）はコンピュ
ータ２００に送られる。
【０１１１】
　スウェプトソースタイプのＯＣＴが適用される場合、低コヒーレンス光源の代わりに波
長掃引光源が設けられるとともに、干渉光をスペクトル分解する光学部材が設けられない
。一般に、光学ユニット１１０の構成については、ＯＣＴのタイプに応じた公知の技術を
任意に適用することができる。
【０１１２】
　光源１１１は広帯域の低コヒーレンス光を出力する。この低コヒーレンス光は、たとえ
ば、近赤外領域の波長帯（約８００ｎｍ～９００ｎｍ程度）を含み、数十マイクロメート
ル程度の時間的コヒーレンス長を有する。なお、人眼では視認できない波長帯、たとえば
１０４０～１０６０ｎｍ程度の中心波長を有する近赤外光を低コヒーレンス光として用い
てもよい。
【０１１３】
　光源１１１は、スーパールミネセントダイオード（Ｓｕｐｅｒ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｔ　Ｄｉｏｄｅ：ＳＬＤ）や、ＬＥＤや、ＳＯＡ（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｏｐｔ
ｉｃａｌ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）等の光出力デバイスを含んで構成される。
【０１１４】
　光源１１１から出力された低コヒーレンス光は、コリメートレンズ１１２により平行光
束とされてビームスプリッタ１１３に導かれる。ビームスプリッタ１１３は、たとえば、
所定割合の光を反射し、残りを透過させるハーフミラーである。ビームスプリッタ１１３
は、この平行光束を測定光と参照光とに分割する。
【０１１５】
　測定光とは被検眼Ｅに照射される光である（信号光などとも呼ばれる）。測定光の光路
（測定光路）を形成する光学素子群は測定アームと呼ばれる（サンプルアームなどとも呼
ばれる）。参照光とは、測定光の戻り光に含まれる情報を干渉信号として抽出するための
基準となる光である。参照光の光路（参照光路）を形成する光学素子群は参照アームと呼
ばれる。
【０１１６】
　参照光路の一端はビームスプリッタ１１３であり、他端は参照ミラー１１４である。ビ
ームスプリッタ１１３を透過した成分からなる参照光は、参照ミラー１１４により反射さ
れてビームスプリッタ１１３に戻ってくる。
【０１１７】
　参照ミラー１１４は、図３６に示す参照ミラー駆動部１１４Ａにより、参照光の進行方
向に沿って移動される。それにより、参照光路の長さが変更される。参照ミラー駆動部１
１４Ａは、測定光路の長さと参照光路の長さとを相対的に変更するように機能し、それに
より測定光と参照光との干渉強度が最大となる深度が変更される。
【０１１８】
　この実施形態では参照光路の長さを変更する構成が適用されているが、この構成の代わ
りに、或いはこの構成に加えて、測定光路の長さを変更する構成を設けることができる。
測定光路の長さの変更は、たとえば、入射する測定光を当該入射方向と反対方向に反射す
るコーナーキューブと、このコーナーキューブを当該入射方向および当該反射方向に移動
させるための機構とにより実現される。
【０１１９】
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　ビームスプリッタ１１３に反射された成分からなる測定光は、測定光路に対して傾斜配
置された固定ミラー１１５により偏向されてスキャナ１１６に導かれる。スキャナ１１６
は、たとえば２軸光スキャナである。つまり、スキャナ１１６は、測定光を２次元的に偏
向可能な構成を有する。スキャナ１１６は、たとえば、互いに直交する方向に偏向可能な
２つのミラーを含むミラースキャナである。このミラースキャナは、たとえばＭＥＭＳ（
Ｍｉｃｒｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）として構成され
る。他の例として、１つのミラースキャナとロータリープリズムとを用いてスキャナ１１
６を構成することも可能である。
【０１２０】
　スキャナ１１６から出力される測定光は、２次元的に偏向されたコリメート光である。
この測定光は、リレーレンズ１１７により集束光とされ、眼底Ｅｆと共役な面（眼底共役
面）Ｐｃにおいて空中結像される。さらに、測定光は、合焦レンズとしての機能を有する
対物レンズ１１９により再び集束光とされて被検眼Ｅに入射する。なお、眼底共役面Ｐｃ
に配置された光学素子（ダイクロイックミラー１１８）については後述する。また、後述
の切替レンズ１２７が測定光路に配置されている場合、測定光は、対物レンズ１１９を経
由した後、切替レンズ１２７により屈折されて被検眼Ｅに入射する。
【０１２１】
　対物レンズ１１９と鏡筒部１１９Ａは、図３６に示す鏡筒駆動部１１９Ｂにより、測定
光路に沿って移動される。対物レンズ１１９と鏡筒部１１９Ａは、被検眼Ｅの屈折力に応
じて光軸方向に移動される。それにより、眼底共役面Ｐｃが眼底Ｅｆと共役な位置に配置
される。その結果、測定光は、スポット光として眼底Ｅｆに投射される。なお、対物レン
ズ１１９とは別に合焦レンズを設ける構成を適用することも可能である。
【０１２２】
　切替レンズ１２７は、画像化の対象となる被検眼Ｅの部位（深さ位置）を切り替えるた
めのレンズである。画像化の対象部位としては、眼底Ｅｆ、前眼部、水晶体、硝子体など
がある。なお、眼底Ｅｆと前眼部との切り替えを行う場合、第１の実施形態と同様の前眼
部撮影用の投影レンズＬＬが、切替レンズ１２７として用いられる。切替レンズ１２７は
、図３６に示すレンズ駆動部１２７Ａにより測定光路に対して挿入／退避される。なお、
３以上の部位が対象となる場合、２以上の切替レンズを選択的に光路に配置可能に構成す
ることが可能である。また、たとえばアルバレッツレンズのように屈折力が可変に構成さ
れた光学素子を切替レンズ１２７として用いることも可能である。この実施形態では、眼
底Ｅｆの撮影を行う場合には切替レンズ１２７が光路から退避され、前眼部の撮影を行う
場合には切替レンズ１２７が光路に配置されるものとする。
【０１２３】
　眼底Ｅｆに照射された測定光は、眼底Ｅｆの様々な深さ位置において散乱（反射を含む
）される。眼底Ｅｆによる測定光の後方散乱光（戻り光）は、往路と同じ経路を逆向きに
進行してビームスプリッタ１１３に導かれる。
【０１２４】
　ビームスプリッタ１１３は、測定光の戻り光と、参照光路を経由した参照光とを干渉さ
せる。このとき、参照光路の長さとほぼ等しい距離を経由した戻り光の成分、つまり参照
光路の長さに対して可干渉距離以内の範囲からの後方散乱光のみが、参照光と実質的に干
渉する。ビームスプリッタ１１３を介して生成された干渉光は、分光器１２０に導かれる
。分光器１２０に入射した干渉光は、回折格子１２１により分光（スペクトル分解）され
、レンズ１２２を介してＣＣＤイメージセンサ１２３の受光面に照射される。なお、図３
５に示す回折格子１２１は透過型であるが、たとえば反射型の回折格子など、他の形態の
分光素子を用いることも可能である。
【０１２５】
　ＣＣＤイメージセンサ１２３は、たとえばラインセンサまたはエリアセンサであり、分
光された干渉光の各スペクトル成分を検出して電荷に変換する。ＣＣＤイメージセンサ１
２３は、この電荷を蓄積して検出信号を生成し、これをコンピュータ２００に送る。
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【０１２６】
　前述したように、測定光路の眼底共役面Ｐｃに相当する位置には、ダイクロイックミラ
ー１１８が傾斜配置されている。ダイクロイックミラー１１８は、近赤外帯域の測定光を
透過させ、可視帯域の光を反射するように構成されている。
【０１２７】
　ダイクロイックミラー１１８を介して測定光路から分岐した光路には、フラットパネル
ディスプレイ（ＦＰＤ）１２５と、レンズ１２６とが設けられている。フラットパネルデ
ィスプレイ１２５は、制御部２１０による制御を受けて情報を表示する。フラットパネル
ディスプレイ１２５に表示される情報として、被検眼Ｅに対して提示される各種の指標が
ある。このような指標の例として、被検眼Ｅを固視させるための固視標などがある。また
、検査に関する指示の内容（インストラクション）などの情報を提示することも可能であ
る。
【０１２８】
　フラットパネルディスプレイ１２５は、レンズ１２６を介して眼底共役面Ｐｃと共役な
位置（よって、眼底Ｅｆと共役な位置）に配置されている。フラットパネルディスプレイ
１２５としては、たとえば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機ＥＬディスプレイ（Ｏ
ＥＬＤ）が用いられる。
【０１２９】
　フラットパネルディスプレイ１２５から出力された可視光は、レンズ１２６を介してダ
イクロイックミラー１１８に反射される。さらに、この可視光は、対物レンズ１１９を介
して被検眼Ｅに入射し、眼底Ｅｆに到達する。それにより、この可視光に基づく像（たと
えば固視標）が眼底Ｅｆに投影される。
【０１３０】
　なお、ダイクロイックミラー１１８の代わりに、ハーフミラー等の光学素子を設けても
よい。また、測定光路に対して挿入／退避できるように構成された反射ミラーを設けるこ
とも可能である。ダイクロイックミラー１１８やハーフミラーが設けられる場合、ＯＣＴ
計測と指標の投影を同時に行うことができる。一方、反射ミラーが設けられる場合には、
ＯＣＴ計測と指標の投影とが異なるタイミングで実行される。
【０１３１】
　この実施形態ではマイケルソン型の干渉計を採用しているが、たとえばマッハツェンダ
ー型など任意のタイプの干渉計を適宜に採用することが可能である。また、ＣＣＤイメー
ジセンサに代えて、他の形態の受光素子、たとえばＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒ
ｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサなどを用い
ることが可能である。
【０１３２】
　この実施形態では、ビームスプリッタ１１３に反射された光が測定光として用いられ、
これを透過した光が参照光として用いられている。一方、これとは逆に、ビームスプリッ
タ１１３に反射された光を参照光として使用し、これを透過した光を測定光として使用す
る構成を適用することも可能である。その場合、測定アームと参照アームの配置が図３５
とは逆になる。
【０１３３】
　測定光および／または参照光の特性を変換する部材を設けることができる。たとえば、
光減衰器（アッテネータ）や偏波調整器（偏波コントローラ）を、参照光路に設けること
が可能である。光減衰器は、コンピュータ２００の制御を受けて、参照光の光量を調整す
る。光減衰器は、たとえば、減光フィルタと、これを参照光路に対して挿入／退避させる
ための機構とを含む。偏波調整器は、コンピュータ２００の制御を受けて、参照光の偏光
状態を調整する。偏波調整器は、たとえば、参照光路に配置された偏光板と、これを回転
させるための機構とを含む。これらは、測定光の戻り光と参照光との干渉強度を調整する
ために使用される。
【０１３４】
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　被検眼Ｅを撮影してその正面画像を取得するための正面画像取得光学系を設けることが
可能である。この正面画像は、前眼部または眼底Ｅｆの画像である。正面画像取得光学系
は、測定光路から分岐した光路を形成するものであり、たとえば従来の眼底カメラと同様
の照明光学系と撮影光学系とを含む。照明光学系は、（近）赤外光または可視光からなる
照明光を被検眼Ｅに照射する。撮影光学系は、被検眼Ｅからの照明光の戻り光（反射光）
を検出する。撮影光学系は、測定光路と共通の合焦レンズ、および／または、測定光路と
は独立した合焦レンズを有する。また、撮影光学系は、測定光路と共通の合焦レンズ（対
物レンズ１１９、切替レンズ１２７など）、および／または、測定光路から独立した合焦
レンズを有する。正面画像取得光学系の他の例として、従来のＳＬＯと同様の光学系があ
る。
【０１３５】
　正面画像取得光学系が設けられる場合、従来の眼底カメラと同様のアライメント光学系
を設けることができる。アライメント光学系は、測定光路から分岐した光路を形成するも
のであり、被検眼Ｅに対する装置光学系の位置合わせ（アライメント）を行うための指標
（アライメント指標）を生成する。アライメントは、測定光路（対物レンズ１１９の光軸
）に対して直交する面に沿う方向（ｘｙ方向と呼ばれる）における位置合わせである。図
示は省略するが、アライメント光学系は、アライメント光源（ＬＥＤ等）から出力された
光束から２孔絞りによって２つのアライメント光束を生成する。２つのアライメント光束
は、測定光路に対して傾斜配置されたビームスプリッタを介して測定光路に導かれ、被検
眼Ｅの角膜に投影される。アライメント光束の角膜反射光は、正面画像取得光学系のイメ
ージセンサによって検出される。
【０１３６】
　アライメント光学系が設けられる場合、オートアライメントを実行することができる。
具体的には、コンピュータ２００のデータ処理部２３０は、正面画像取得光学系のイメー
ジセンサから入力される信号を解析して２つのアライメント指標像の位置を特定する。さ
らに、制御部２１０は、特定された２つのアライメント指標像の位置に基づいて、イメー
ジセンサの受光面の所定位置（たとえば中心位置）に２つの角膜反射光が重なって投影さ
れるように、光学ユニット１１０をｘｙ方向に移動させる。なお、光学ユニット１１０は
、ユニット駆動部１１０Ａによって移動される。
【０１３７】
　また、正面画像取得光学系が設けられる場合、従来の眼底カメラと同様のフォーカス光
学系を設けることができる。フォーカス光学系は、測定光路から分岐した光路を形成する
ものであり、眼底Ｅｆに対するフォーカシング（ピント合わせ）を行うための指標（フォ
ーカス指標、スプリット指標）を生成する。図示は省略するが、フォーカス光学系は、フ
ォーカシング光源（ＬＥＤ等）から出力された光束からスプリット指標板によって２つの
フォーカシング光束を生成する。２つのフォーカシング光束は、測定光路に対して傾斜配
置された反射部材を介して測定光路に導かれ、眼底Ｅｆに投影される。フォーカシング光
束の眼底反射光は、正面画像取得光学系のイメージセンサによって検出される。
【０１３８】
　フォーカス光学系が設けられる場合、オートフォーカスを実行することができる。具体
的には、コンピュータ２００のデータ処理部２３０は、正面画像取得光学系のイメージセ
ンサから入力される信号を解析して２つのスプリット指標像の位置を特定する。さらに、
制御部２１０は、特定された２つのスプリット指標像の位置に基づいて、イメージセンサ
の受光面に対して２つの眼底反射光が一直線上に投影されるように、フォーカス光学系の
移動制御および合焦レンズの制御（たとえば対物レンズ１１９の移動制御）を行う。
【０１３９】
　正面画像取得光学系が設けられる場合、オートトラッキングを行うことができる。オー
トトラッキングとは、被検眼Ｅの動きに合わせて光学ユニット１１０を移動させるもので
ある。オートトラッキングを行う場合、事前にアライメントとフォーカシングが実行され
る。オートトラッキングは、たとえば次のようにして実行される。まず、正面画像取得光
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学系によって被検眼Ｅを動画撮影する。データ処理部２３０は、この動画撮影により得ら
れるフレームを逐次に解析することで、被検眼Ｅの動き（位置の変化）を監視する。制御
部２１０は、逐次に取得される被検眼Ｅの位置に合わせて光学ユニット１１０を移動させ
るようにユニット駆動部１１０Ａを制御する。それにより、被検眼Ｅの動きに対して光学
ユニット１１０をリアルタイムで追従させることができ、アライメントとピントが合った
好適な位置関係を維持することが可能となる。
【０１４０】
　なお、この実施形態では、アライメント指標やフォーカス指標や固視標や固視標を投影
するための専用の光学系を設けることなく、スキャナ１１６により偏向される測定光を用
いて眼底Ｅｆに指標を投影することが可能である。この処理については後述する。
【０１４１】
〔制御系・データ処理系〕
　実施形態に係る眼底撮影装置１００の制御系およびデータ処理系について説明する。制
御系およびデータ処理系の構成例を図３６に示す。
【０１４２】
　制御系およびデータ処理系は、コンピュータ２００を中心に構成される。コンピュータ
２００は、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、通信インタ
ーフェイスなどを含んで構成される。ハードディスクドライブ等の記憶装置には、眼底撮
影装置１００に各種処理を実行させるためのコンピュータプログラムが記憶されている。
コンピュータ２００は、特定の処理を実行する専用の回路基板を有していてよい。たとえ
ばＯＣＴ画像を形成するための処理を実行する回路基板が設けられていてよい。
【０１４３】
（ユーザインターフェイス３００）
　コンピュータ２００にはユーザインターフェイス３００が接続されている。ユーザイン
ターフェイス３００には、表示部３１０と操作部３２０とが含まれる。表示部３１０は、
フラットパネルディスプレイ等の表示デバイスを含む。操作部３２０は、眼底撮影装置１
００の筐体や外部に設けられたボタン、キー、ジョイスティック、操作パネル等の操作デ
バイスを含む。コンピュータ２００がパーソナルコンピュータを含む場合、操作部３２０
は、このパーソナルコンピュータの操作デバイス（マウス、キーボード、トラックパッド
、ボタン等）を含んでいてよい。
【０１４４】
　表示部３１０と操作部３２０は、それぞれ個別のデバイスとして構成される必要はない
。たとえばタッチパネルのように、表示機能と操作機能とが一体化されたデバイスを用い
ることも可能である。その場合、操作部３２０は、このタッチパネルとコンピュータプロ
グラムとを含んで構成される。操作部３２０に対する操作内容は、電気信号として制御部
２１０に入力される。また、表示部３１０に表示されたグラフィカルユーザインターフェ
イス（ＧＵＩ）と、操作部３２０とを用いて、操作や情報入力を行うようにしてもよい。
【０１４５】
（制御部２１０）
　制御部２１０は、コンピュータ２００に設けられている。制御部２１０は、マイクロプ
ロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブ等を含んで構成される。制御部２１
０には、主制御部２１１と記憶部２１２が設けられている。
【０１４６】
（主制御部２１１）
　主制御部２１１は、眼底撮影装置１００の各部の制御を行う。たとえば、主制御部２１
１による制御の対象には、ユニット駆動部１１０Ａ、光源１１１、参照ミラー駆動部１１
４Ａ、スキャナ１１６、鏡筒駆動部１１９Ｂ、ＣＣＤ（イメージセンサ）１２３、フラッ
トパネルディスプレイ１２５、表示部３１０、データ処理部２３０、および通信部２４０
が含まれる。
【０１４７】
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　ユニット駆動部１１０Ａは、測定光路（対物レンズ１１９の光軸）に沿う方向（ｚ方向
）と、ｚ方向に対して直交する面に沿う方向（ｘｙ方向）とに、光学ユニット１１０を移
動するための機構を有する。参照ミラー駆動部１１４Ａは、参照光路に沿って参照ミラー
１１４を移動する。鏡筒駆動部１１９Ｂは、測定光路に沿って対物レンズ１１９および鏡
筒部１１９Ａを移動する。レンズ駆動部１２７Ａは、切替レンズ１２７を測定光路に対し
て挿脱する。
【０１４８】
（記憶部２１２）
　記憶部２１２は、各種のデータを記憶する。また、記憶部２１２には、眼底撮影装置１
００を動作させるための各種プログラムやデータが記憶されている。記憶部２１２に記憶
されるデータは、眼底撮影装置１００により取得されるデータと、あらかじめ記憶される
データとを含む。
【０１４９】
　眼底撮影装置１００により取得されるデータとしては、ＯＣＴ画像の画像データ、検査
データ、正面画像の画像データなどがある。検査データとは、光学ユニット１１０による
干渉光の検出結果を処理することにより生成される、被検眼の状態を示すデータである。
記憶部２１２には、以下に説明する設定情報があらかじめ記憶されている。
【０１５０】
（設定情報）
　設定情報は、光学ユニット１１０およびデータ処理部２３０に関する所定の項目の設定
の内容が記録された情報である。設定情報はたとえば次の事項のうち少なくとも１つに関
する設定内容を含む：（１）固視位置；（２）スキャンパターン；（３）合焦位置；（４
）視度補正；（５）最大干渉深度；（６）解析処理。
【０１５１】
　（１）「固視位置」は、被検眼Ｅを固視させる方向、つまりＯＣＴ計測が実行される被
検眼Ｅの部位を示す。固視位置としては、黄斑およびその周囲のＯＣＴ計測を行うための
固視位置、視神経乳頭およびその周囲のＯＣＴ計測を行うための固視位置、黄斑および視
神経乳頭並びにこれらの周囲のＯＣＴ計測を行うための固視位置などがある。また、被検
眼Ｅの任意の部位に対応する固視位置を設定することも可能である。固視位置は、たとえ
ば、フラットパネルディスプレイ１２５による固視標の表示位置（画素の位置）を示す情
報を含む。
【０１５２】
　（２）「スキャンパターン」は、被検眼Ｅに対する測定光の投射位置をどのようなパタ
ーンに沿って移動させるかを示す。スキャンパターンとしては、１以上のラインスキャン
（水平スキャン、垂直スキャン）、１以上のクロススキャン、ラジアルスキャン、サーク
ルスキャンなどがある。また、３次元画像（３次元データセット）を取得する場合には、
複数のラインスキャンの間隔が十分に狭く設定された３次元スキャンが適用される。
【０１５３】
　（３）「合焦位置」は、ＯＣＴ計測において適用されるフォーカス条件を示す。合焦位
置は、たとえば、対物レンズ１１９の位置を示す情報を含む。
【０１５４】
　（４）「視度補正」は、視度補正において適用される条件を示す。具体的には、被検眼
Ｅの屈折力（視力値）を示す値、対物レンズ１１９の位置を示す情報などがある。
【０１５５】
　（５）「最大干渉深度」は、ＯＣＴ計測において適用される、測定光と参照光との干渉
強度が最大となる深度を示す。最大干渉深度は、たとえば、参照ミラー１１４の位置を示
す情報を含む。
【０１５６】
　（６）「解析処理」は、光学ユニット１１０により取得されるデータに基づき実行され
る処理の内容、つまり取得される検査データの種別を示す。解析処理の例として、眼底層
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厚解析、乳頭形状解析などがある。眼底層厚解析は、眼底の所定の層組織（網膜、網膜の
サブ組織、脈絡膜、強膜など）の厚さを求めるための解析処理である。乳頭形状解析は、
眼底の断面像や３次元画像を解析して、網膜の孔部（切れ目、欠損部位）を検出して視神
経乳頭の形状を求める解析処理である。また、乳頭形状解析では、視神経乳頭の傾き（形
状の非対称性）を求めることもできる。
【０１５７】
　解析処理は、被検眼Ｅの所定部位に相当する画像領域を特定する処理や、特定された画
像領域の形態や分布を求める処理を含んでいてよい。特定対象である所定部位としては、
たとえば、血管、視神経乳頭、黄斑、所定の層組織（網膜、網膜のサブ組織、脈絡膜、強
膜など）、レーザ治療痕、病変部（ドルーゼン、網膜剥離部位、組織欠損部位、組織変形
部位など）がある。
【０１５８】
　解析処理は、ＯＣＴ計測で取得されたデータに基づいて距離を算出する処理を含んでい
てよい。この距離計測の例として、前眼部のＯＣＴ計測で取得されたデータと、眼底のＯ
ＣＴ計測で取得されたデータとに基づく眼内距離（眼軸長など）の計測がある。なお、眼
底または前眼部のＯＣＴ画像のみに基づいて眼内距離を求めることも可能である。
【０１５９】
　被検者の左眼と右眼の双方のＯＣＴ計測を行う場合であって、特に左右で異なる設定が
適用される場合には、左眼に関する設定情報（左眼用設定情報）と、右眼に関する設定情
報（右眼用設定情報）とを別々に設けることが可能である。
【０１６０】
　また、眼底撮影装置１００を２以上の被検者が共用する場合であって、特に被検者ごと
に異なる設定が適用される場合には、被検者ごとに個別の設定情報を設けることが可能で
ある。設定情報は、たとえば、被検眼に関する過去の検査結果や診断結果に基づいて作成
される。
【０１６１】
（画像形成部２２０）
　画像形成部２２０は、ＣＣＤイメージセンサ１２３からの検出信号に基づいて画像デー
タを形成する。この処理には、従来のスペクトラルドメインタイプのＯＣＴと同様に、ノ
イズ除去（ノイズ低減）、フィルタ処理、分散補償、ＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ
　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などの処理が含まれている。他のタイプのＯＣＴが適用される場
合、画像形成部２２０は、そのタイプに応じた公知の処理を実行する。
【０１６２】
　画像形成部２２０は、たとえば、専用の回路基板および／またはマイクロプロセッサを
含んで構成される。なお、この明細書では、「画像データ」と、それに基づく「画像」と
を同一視することがある。
【０１６３】
（データ処理部２３０）
　データ処理部２３０は、各種のデータ処理を実行する。たとえば、データ処理部２３０
は、画像形成部２２０により形成された画像に対して画像処理を施す。その一例として、
データ処理部２３０は、断面位置が異なる複数の２次元断面像に基づいて、被検眼Ｅの３
次元画像の画像データを形成することができる。３次元画像の画像データとは、３次元座
標系により画素の位置が定義された画像データを意味する。３次元画像の画像データとし
ては、３次元的に配列されたボクセルからなる画像データがある。この画像データは、ボ
リュームデータ或いはボクセルデータなどと呼ばれる。ボリュームデータに基づく画像を
表示させる場合、データ処理部２３０は、このボリュームデータに対してレンダリング処
理（ボリュームレンダリングやＭＩＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔｉｏｎ：最大値投影）など）を施して、特定の視線方向から見たときの擬似的な３
次元画像の画像データを形成する。また、データ処理部２３０は、３次元画像の任意の断
面を画像化することができる（ＭＰＲ（Ｍｕｌｔｉ－Ｐｌａｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕ
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ｃｔｉｏｎ）：断面変換）。
【０１６４】
　また、３次元画像の画像データとして、複数の断面像のスタックデータを形成すること
も可能である。スタックデータは、複数の走査線に沿って得られた複数の断面像を、走査
線の位置関係に基づいて３次元的に配列させることで得られる画像データである。すなわ
ち、スタックデータは、元々個別の２次元座標系により定義されていた複数の断面像を、
１つの３次元座標系により表現する（つまり１つの３次元空間に埋め込む）ことにより得
られる画像データである。データ処理部２３０は、スタックデータに基づくＭＰＲ処理を
行うことが可能である。
【０１６５】
　データ処理部２３０は、たとえば、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディ
スクドライブ、所定のデータ処理専用の回路基板などを含んで構成される。ハードディス
クドライブ等の記憶装置には、後述のデータ処理をマイクロプロセッサに実行させるコン
ピュータプログラムがあらかじめ格納されている。
【０１６６】
（通信部２４０）
　通信部２４０は、外部装置との間でデータ通信を行う。データ通信の方式は任意である
。たとえば、通信部２４０は、インターネットに準拠した通信インターフェイス、ＬＡＮ
に準拠した通信インターフェイス、近距離通信に準拠した通信インターフェイスなどを含
む。また、データ通信は有線通信でも無線通信でもよい。
【０１６７】
　通信部２４０は、通信回線２０００を介して、外部コンピュータ１０００との間でデー
タ通信を行う。なお、外部コンピュータ１０００は、１つ以上の任意の個数設けられる。
外部コンピュータ１０００としては、医療機関に設置されたサーバ、医師が使用する端末
、眼底撮影装置１００のメーカ（または、販売会社、メンテナンス事業者、若しくはレン
タル事業者など）のサーバ、メーカ等の担当者が使用する端末などがある。外部コンピュ
ータ１０００は、眼底撮影装置１００と直接に通信可能なものには限定されず、他のコン
ピュータを介して間接的に通信が可能なものでもよい。たとえば第１の実施形態で説明し
た例において、外部コンピュータ１０００には、携帯情報端末１６だけでなく、携帯情報
端末１６’やパーソナルコンピュータ１６Ａも含まれる。
【０１６８】
　通信部２４０による送受信されるデータは暗号化されていてもよい。その場合、制御部
２１０（またはデータ処理部２３０）は、送信データを暗号化する暗号化処理部と、受信
データを復号する復号化処理部とを有する。
【０１６９】
［作用・効果］
　この実施形態に係る眼底撮影システムの作用および効果について説明する。なお、眼底
をスキャンする態様と、眼底に指標を形成する態様は、第１の実施形態と同様であってよ
い。
【０１７０】
　実施形態に係る眼底撮影装置（１００）は、次の構成要素を有する：光源部（光源１１
１）からの光により被検眼（Ｅ）の眼底（Ｅｆ）を走査し、眼底からの戻り光を受光部（
ＣＣＤ１２３）にて受光する走査光学系；光による走査軌跡（スキャンパターン）が眼底
に形成されるように走査光学系を制御する制御回路部（制御部２１０）；受光部からの受
光信号と走査軌跡の位置とに基づいて眼底の画像を構築する像構築部（画像形成部２２０
、データ処理部２３０）。
【０１７１】
　制御回路部の動作モードとしてアライメントモードが設けられる。アライメントモード
において、制御回路部（制御部２１０）は、被検眼に対する走査光学系の位置合わせを行
うためのアライメント指標が、光源部からの光（測定光）に基づき眼底に投影されるよう
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に走査光学系の制御（特にスキャナ１１６の制御）を行う。この構成によれば、アライメ
ント指標を投影するための専用の光学系を設けなくとも、アライメントを行うことができ
る。
【０１７２】
　アライメントモードにおける制御態様は、第１の実施形態で説明されたいずれかであっ
てよい。具体的には、以下のような制御を適用することが可能である。
【０１７３】
　アライメントモードにおいて、像構築部（画像形成部２２０等）は、アライメント指標
の画像を形成することができる。また、前述した正面画像取得光学系が設けられる場合に
は、測定光の波長帯を検出可能に構成することにより、アライメント指標の画像を取得す
ることが可能である。制御回路部（制御部２１０）は、像構築部により構築されたアライ
メント指標の画像を表示手段（表示部３１０）に表示させる。この構成によれば、アライ
メントの状態をユーザに認識させることができる。なお、表示手段は眼底撮影装置の一部
として構成されている必要はなく、外部ディスプレイであってもよい。
【０１７４】
　実施形態の眼底撮影装置は、走査光学系を移動させるための駆動部（ユニット駆動部１
１０Ａを有していてよい。この場合、制御回路部（制御部２１０）は、アライメント指標
に基づいてアライメント状態を判断する判断部を含んでいてよい。この判断部は、第１の
実施形態のアライメント指標判断部２７ａと同様の処理を実行する。制御回路部は、この
判断の結果に基づいて駆動部を制御することにより走査光学系を移動させることができる
。この構成によれば、アライメント指標に基づくオートアライメントを行うことが可能で
ある。
【０１７５】
　実施形態の眼底撮影装置において、走査光学系は走査器（スキャナ１１６）を含んでい
てよい。この場合、アライメントモードにおいて、制御回路部（制御部２１０）は、眼底
の画像を構築するための走査軌跡と異なる走査軌跡が眼底に形成されるように走査器を制
御することによって、眼底にアライメント指標を投影させることができる。このようなア
ライメントモードで適用される走査軌跡としては、図１６等に示す円形状軌跡ＣＲＳｐに
加え、多重リングや螺旋状軌跡などがある。
【０１７６】
　走査光学系が走査器（スキャナ１１６）を含む場合において、制御回路部（制御部２１
０）は、眼底の画像を構築するための走査軌跡と同じ走査軌跡に基づく走査器の制御と、
光源部（光源１１１）の点灯タイミングの制御とを連係して行うことによって（つまり、
スキャナ１１６と光源１１１との同期制御を行うことによって）、眼底にアライメント指
標を投影させることができる。この処理は、たとえば図２０等に示す態様で実行される。
【０１７７】
　走査光学系が走査器（スキャナ１１６）を含む場合において、制御回路部（制御部２１
０）は、光源部（光源１１１）を点灯状態としつつ、眼底の画像を構築するための走査軌
跡と同じ走査軌跡に基づく走査器の制御と、受光部（ＣＣＤ１２３）からの受光信号の出
力タイミングの制御とを連係して行うことによって（つまりスキャナ１１６とＣＣＤ１２
３との同期制御によって）、アライメント指標の画像を表示手段（表示部３１０）に表示
させることができる。この処理は、第１の実施形態と同様にして実行される。
【０１７８】
　アライメントモードにおいて、眼底に照射される光（測定光）は赤外光であってよい。
【０１７９】
　制御回路部（制御部２１０）の動作モードとして、フォーカスモードを設けることがで
きる。フォーカスモードでは、被検眼の眼底に対する走査光学系のフォーカス合わせを行
うためのフォーカス指標が、光源部（光源１１１）からの光に基づき眼底Ｅｆに投影され
るように走査光学系が制御を行われる。この構成によれば、フォーカス指標を投影するた
めの専用の光学系を設けなくとも、フォーカシングを行うことができる。
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【０１８０】
　フォーカスモードにおいて、制御回路部（制御部２１０）は、像構築部（画像形成部２
２０、データ処理部２３０）により構築されたフォーカス指標の画像を表示手段（表示部
３１０）に表示させることができる。この構成によれば、フォーカスの状態をユーザに認
識させることができる。
【０１８１】
　走査光学系は、フォーカス合わせを行うためのレンズ（対物レンズ１１９等）を含んで
いてよい。さらに、走査光学系の光軸の方向にレンズを移動させるための駆動部（鏡筒駆
動部１１９Ｂ等）を有していてよい。この場合、制御回路部（制御部２１０）は、フォー
カス指標に基づいてフォーカス状態を判断する判断部を含む。この判断部は、第１の実施
形態と同様の処理を実行する。制御回路部は、この判断の結果に基づいて駆動部を制御す
ることによりレンズを移動させることができる。この構成によれば、フォーカス指標に基
づくオートフォーカスを行うことが可能である。
【０１８２】
　フォーカスモードにおいて、眼底に照射される光（測定光）は赤外光であってよい。
【０１８３】
　制御回路部（制御部２１０）の動作モードとして、被検眼の眼底を動画観察するための
眼底観察モードを設けることができる。眼底観察モードでは、同じスキャンパターン（た
とえばラインスキャン、３次元スキャン）に基づく走査が繰り返し実行される。それによ
り、眼底Ｅｆの実質的に同じ部位を表す動画像が表示される。このような眼底観察モード
において、制御回路部（制御部２１０）は、可視光による固視標が被検眼に提示されるよ
うに光源部（光源１１１）を制御する。この構成が適用される場合、光源１１１には、Ｏ
ＣＴ計測のための近赤外光源に加えて、可視光を出力可能な可視光源が設けられる。制御
回路部は、固視標に相当する走査軌跡位置に光が照射されるときに可視光（および赤外光
）を出力させるように、光源１１１とスキャナ１１６との同期制御を行う。
【０１８４】
〈第３の実施形態〉
　第３の実施形態では、第１の実施形態と同様の光走査型検眼鏡を含む眼底撮影システム
について説明する。以下、第１の実施形態の図１～図９を適宜に参照する。なお、光学系
の構成については第１の実施形態（図７）と一部が異なる。
【０１８５】
　この実施形態に係る眼底撮影装置の構成を図３７に示す。図３７に示す構成と、第１の
実施形態の図７に示す構成との差は、前者には投影レンズＬＬが設けられている点である
。投影レンズＬＬについては後述する。
【０１８６】
　この実施形態の光走査型検眼鏡によれば、被検者自身で眼底撮影を行うことができる。
このような場合において、眼底像と個人情報との関連付けを以下のようにして行うことが
できる。
【０１８７】
（個人情報を取得する処理の例）
　図３８に模式的に示すように、光走査型検眼鏡本体１は、ＵＳＢを介して携帯情報機器
１６に接続されている。医療機関（検者側）には、携帯情報機器１６’と、パーソナルコ
ンピュータ（ＰＣ）１６Ａと、モニタ部１６Ｂとが設置されている。携帯情報機器１６’
は、パーソナルコンピュータ１６ＡにＵＳＢを介して接続されている。検者側の携帯情報
機器１６’は、被検者側の携帯情報機器１６から送信された情報を受信する。
【０１８８】
　パーソナルコンピュータ１６Ａには、眼底像の情報と個人情報とを解析する解析処理部
が設けられている。パーソナルコンピュータ１６Ａにはモニタ部１６Ｂが接続されている
。モニタ部１６Ｂの画面には、必要に応じて、眼底像と個人情報とが関連付けて表示され
る。



(26) JP 6310859 B2 2018.4.11

10

20

30

40

50

【０１８９】
（構成例１）
　図３９は、この実施形態に係る眼底撮影システムの構成例１を示す。構成例１では、個
人情報取得手段（外付け患者認識ユニット）として手形（掌形）または指紋認識センサを
用いている。なお、構成例１において適用可能な生体認証情報は手形や指紋に限定されず
、たとえば、掌紋や、手または指の静脈（血管）のパターンを適用することが可能である
。
【０１９０】
　光走査型検眼鏡本体１の制御回路部２７には、指紋・手形センサ３０が接続されている
。制御回路部２９ＢのＲＯＭには、指紋・手形センサ３０を制御するための個人情報取得
制御プログラムと、個人情報と眼底像とを関連付ける関連付け手段としてのプログラムと
が設けられている。制御回路部２７はマイクロプロセッサを含む。このマイクロプロセッ
サには、リアルタイムクロック回路３１からクロック信号が入力される。
【０１９１】
　この動作例において、電源ボタンＢがオンされ、かつ、個人情報取得制御プログラムロ
ードスイッチ（図示を略す）が操作されると、制御回路部２７のマイクロプロセッサに個
人情報取得制御プログラムが自動的にロードされる。被検者が指紋・手形センサ３０に指
または手をタッチすると、指紋または手形が個人情報として取得される。取得された個人
情報は、内蔵メモリ部２９ＢのＲＡＭに保存される。
【０１９２】
　前述した例では、個人情報が取得されたことに対応して自動的に観察モードに移行する
構成が適用されている。しかし、この動作例のように被検者自身で撮影を行う場合には、
眼底観察を行うことなく、被検者自らが撮影ボタン９（外部スイッチ）を操作して眼底撮
影を実施する。眼底撮影が行われると、取得された眼底像ＥＧｒと、眼底撮影の前に取得
された個人情報とが関連付けられて、ＲＡＭに一時的に保存される。
【０１９３】
　眼底像ＥＧｒと個人情報は、携帯情報機器１６を介して、図３８に示す検者側の携帯情
報機器１６’に送信される。このようにして、検者側の医療機関は、被検者自身により実
施された眼底撮影で取得された個人情報および眼底像を得る。
【０１９４】
（構成例２）
　図４０は、この実施形態に係る眼底撮影システムの構成例２を示す。構成例２では、網
膜パターンまたは虹彩パターンを認識するためのプログラムが、個人情報取得手段として
ＲＯＭに設けられている。
【０１９５】
　網膜パターンを認識する場合、電源がオンされたことに対応し、網膜パターン認識用プ
ログラムがマイクロプロセッサにロードされる。図３７に示す走査光学系は、網膜パター
ン認識用プログラムによって制御される。これにより、網膜パターン像が画像処理部２９
ａに取得され、ＲＡＭに保存される。
【０１９６】
　次いで、被検者が撮影ボタン９を操作すると、眼底像ＥＧｒが取得され、この眼底像Ｅ
Ｇｒと網膜パターン像（個人情報）とが関連付けられてＲＡＭに保存される。眼底像ＥＧ
ｒと個人情報は、携帯情報機器１６を介して、図３８に示す検者側の携帯情報機器１６’
に送信される。それにより、個人情報と眼底像とが検者側の医療機関に取得される。
【０１９７】
　パーソナルコンピュータ１６Ａには、被検者毎（被検眼毎）の網膜パターン像があらか
じめ登録されている。パーソナルコンピュータ１６Ａは、被検者側から送信された網膜パ
ターン像と、事前に登録されている網膜パターン像とを照合することにより、被検者を特
定する。
【０１９８】
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　虹彩パターンを認識する場合、虹彩パターン認識プログラムがマイクロプロセッサにロ
ードされる。虹彩パターン認識プログラムがマイクロプロセッサにロードされると、制御
回路部２７により、図３７に示す前眼部撮影用の投影レンズＬＬが走査光学系の光路に挿
入される。
【０１９９】
　次いで、制御回路部２７は、虹彩Ｒｐを走査するように走査光学系を制御する。それに
より、画像処理部２９ａによって虹彩パターン像が取得される。取得された虹彩パターン
像はＲＡＭに保存される。次いで、被検者により撮影ボタン９が操作されると、走査光学
系の光路から投影レンズＬＬが退避され、眼底像ＥＧｒが取得される。取得された眼底像
ＥＧｒは、個人情報としての虹彩パターン像と関連付けられて、ＲＡＭに保存される。
【０２００】
　眼底像ＥＧｒと個人情報は、携帯情報機器１６を介して、図３８に示す検者側の携帯情
報機器１６’に送信される。それにより、個人情報と眼底像とが検者側の医療機関に取得
される。
【０２０１】
　構成例２によれば、眼底像の撮影に用いられる走査光学系を利用して個人情報を取得で
きるので、個人情報取得手段の物理的構成をいたずらに複雑化することなく個人情報を取
得できるというメリットがある。
【０２０２】
（構成例３）
　図４１は、この実施形態に係る眼底撮影システムの構成例３を示す。構成例３では、個
人情報取得手段として顔写真撮影用カメラ３２が設けられている。本例において、顔写真
撮影用カメラ３２は、アライメント調節ボタン１０により作動するよう構成されている。
アライメント調節ボタン１０が操作されると、顔写真撮影用カメラ３２によって被検者の
顔が撮影される。それ以降の動作は、構成例１や構成例２と同様であるので、その詳細な
説明は省略する。
【０２０３】
　構成例３によれば、顔写真撮影用のカメラを個人情報認証以外、たとえば、撮影場所の
明るさ判断にも利用できるというメリットがある。
【０２０４】
　以上、被検者自身で眼底撮影を行う場合に眼底像と個人情報との関連付けを行う構成に
ついて説明した。しかし、検者が立ち会って眼底撮影を行う場合においても、同様の関連
付け処理を行うことが可能である。
【０２０５】
〈第４の実施形態〉
　第３の実施形態では、眼底撮影装置として光走査型検眼鏡が適用された眼底撮影システ
ムについて説明したが、眼底撮影装置は光走査型検眼鏡に限定されるものではない。たと
えば、背景技術として説明した光干渉断層計を眼底撮影装置として適用することが可能で
ある。
【０２０６】
　なお、光干渉断層計が適用される場合においても、光干渉断層計はポータブルタイプで
あってよい（よって、第１の実施形態における図１～図６のような構成を適用できる）。
一方、光干渉断層計は、ポータブルタイプと据え置き型の兼用、または据え置き型専用で
あってよい。
【０２０７】
　この実施形態の光干渉断層計は、第２の実施形態と同様の光学系を有する。以下、第２
の実施形態の図３５を適宜に参照する。また、この実施形態の光干渉断層計のデータ処理
部２３０には、検査データ生成部２３１と、認証処理部２３２とが設けられている（図４
２を参照）。検査データ生成部２３１は検査データを生成する。検査データとは、光学ユ
ニット１１０による干渉光の検出結果を処理することにより生成される、被検眼の状態を
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示すデータである（詳細は後述する）。この実施形態において、検査データは、被検者の
認証を行うための認証情報として使用される。記憶部２１２には、第２の実施形態と同様
の設定情報と、以下に説明する正規個人認証情報とが、あらかじめ記憶される。
【０２０８】
（正規個人認証情報）
　正規個人認証情報は、眼底撮影装置１００を用いて検査を行うことが許可された者（正
規の被検者）の個人認証情報である。個人認証情報とは、眼底撮影装置１００を用いて検
査を行おうとしている者の個人認証を行うために使用される情報である。個人認証情報は
、第１の実施形態における個人情報として使用される。
【０２０９】
　個人認証情報は、文字列情報や画像情報であってよい。文字列情報としては、医療機関
にて付与された患者ＩＤ、被検者の氏名等の個人情報、被検者が任意に指定した文字列情
報、ランダムに指定された文字列情報などがある。画像情報としては、生体認証情報（指
紋パターン、虹彩パターン、静脈パターン、顔型パターンなど）、１次元コード、２次元
コードなどがある。また、個人認証情報として音声パターンや筆跡パターンを用いること
も可能である。
【０２１０】
　また、個人認証情報は、眼底撮影装置１００により取得可能な被検眼Ｅの画像（２次元
断面像、３次元画像、眼底正面画像など）に基づいて取得される情報であってよい。この
ような個人認証情報の例として次のものがある：（１）眼底の所定部位（血管、視神経乳
頭、層組織、レーザ治療痕など）の形態を表す形態情報；（２）眼底の所定部位の分布を
表す分布情報；（３）眼底の所定の層組織の厚みの分布を表す層厚分布情報；（４）眼底
と前眼部との間の距離（眼軸長など）。これら個人認証情報の取得方法については後述す
る。
【０２１１】
　血管の形態情報は、たとえば、血管パターン、血管の数・太さ・長さ・曲率、血管の分
岐部の数、血管の交差部の数を含む。血管の分布情報は、たとえば、血管の位置（分布）
、血管の曲率分布、血管の分岐部の位置、血管の交差部の位置を含む。視神経乳頭の形態
情報は、たとえば、その形状・サイズ（面積、ディスク径、カップ径、リム径、これら径
の比、乳頭深さなど）を含む。視神経乳頭の分布情報は、たとえば、その位置を含む。層
組織の形態情報は、たとえば、その形状・サイズ（長さ、厚さ）を含む。層組織の分布情
報は、たとえば、その位置を含む。特徴的部位（レーザ治療痕、病変部など）の形態情報
は、たとえば、その形状・サイズを含む。特徴的部位の分布情報は、たとえば、その位置
を含む。
【０２１２】
　眼底撮影装置１００を用いた検査を行おうとする者は、所定の方法で個人認証情報を入
力する。入力方法は、使用される個人認証情報の種別に対応する。第１の実施形態と同様
の個人認証情報は、第１の実施形態と同じ要領で入力される。また、ＯＣＴ計測を介して
取得される個人認証情報は、被検眼Ｅに対して実際にＯＣＴ計測を行い、それにより得ら
れた画像を処理することによって入力される。
【０２１３】
　眼底撮影装置１００を２人以上の被検者が共用する場合、各被検者についての正規個人
認証情報が記憶部２１２にあらかじめ記憶される。
【０２１４】
（検査データ生成部２３１）
　検査データ生成部２３１は、光学ユニット１１０による干渉光の検出結果を処理するこ
とにより、被検眼Ｅの状態を示す検査データを生成する。「干渉光の検出結果」は、たと
えば次のいずれかである：（１）ＣＣＤイメージセンサ１２３から出力される信号；（２
）画像形成部２２０により形成された画像データ；（３）画像形成部２２０が実行する処
理の中間段階で得られるデータ（つまり、画像データ形成処理の途中で得られるデータ）
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；（４）ＣＣＤイメージセンサ１２３から出力される信号を画像形成部２２０以外の構成
要素によって処理して得られるデータ。以下、検査データ生成部２３１が実行する処理の
例を説明する。
【０２１５】
　第１の例として、検査データ生成部２３１は、光学ユニット１１０による干渉光の検出
結果に基づいて眼底Ｅｆの層厚情報を生成することができる。この場合、検査データ生成
部２３１は、層厚情報生成部として機能し、前述の眼底層厚解析（網膜厚解析、ＲＮＦＬ
厚解析など）を実行する。さらに、検査データ生成部２３１は、眼底層厚解析により取得
された層厚情報と標準的な層厚値との比較解析を行うことが可能である。
【０２１６】
　眼底層厚解析は、干渉光の検出結果に基づいて、眼底Ｅｆの所定の層組織の厚さ（分布
）を求める処理である。その一例として網膜厚解析について説明する。他の層組織の厚さ
を求める場合も同様の処理が実行される。
【０２１７】
　網膜厚解析では、たとえば眼底ＥｆのＯＣＴ画像（断面像、３次元画像）を解析するこ
とにより、当該スキャン範囲の一部または全部における網膜の厚さ分布を求める。なお、
網膜厚には様々な定義がある。たとえば、内境界膜から内顆粒層（視細胞の内接・外接）
までの厚さを網膜厚とする場合、内境界膜から網膜色素上皮層までの厚さを網膜厚とする
場合などがある。網膜厚解析で求める網膜厚はこのような定義のうちのいずれかである。
【０２１８】
　網膜厚解析は、たとえば次のようにして実行される。まず、眼底ＥｆのＯＣＴ画像を解
析して、所定の境界部位（たとえば内境界膜と網膜色素上皮層）に相当する画像領域を特
定する。そして、特定された境界部位の間の画素数をカウントして網膜厚（深度方向の距
離）を求める。なお、ＯＣＴ画像を解析して眼底の層の厚さを求める処理は、たとえば本
出願人による特開２００７－３２５８３１号公報、特開２００８－２０６６８４号公報、
特開２００９－６１２０３号公報、特開２００９－６６０１５号公報などに説明されてい
る。このようにして取得される情報は「層厚分布情報」の例である。
【０２１９】
　網膜厚解析と同様の処理を行うことにより、眼底Ｅｆの任意の層組織に相当する画像領
域を特定することができ、また、任意の層組織の層厚分布を取得することができる。それ
により、眼底Ｅｆの所定部位（所定の層組織）の形態を表す形態情報や、所定部位の分布
を表す分布情報、さらには、所定の層組織の層厚分布情報を取得することができる。
【０２２０】
　網膜厚の比較解析は、網膜厚解析により求められた網膜厚と、あらかじめ記憶された標
準データ（Ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　ｄａｔａ）とを比較する解析処理である。Ｎｏｒｍａｔ
ｉｖｅ　ｄａｔａは、健常眼の網膜厚の標準値（標準厚）である。Ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　
ｄａｔａは、健常眼の網膜厚を多数計測し、その計測結果の統計値（平均値、標準偏差な
ど）を求めることにより作成される。比較解析は、被検眼Ｅの網膜厚が健常眼のそれの範
囲に含まれるか否か判定するものである。なお、比較解析は、疾患のある眼における網膜
厚の範囲を求め、網膜厚解析により得られた網膜厚が当該範囲に含まれるか否か判定する
処理であってよい。
【０２２１】
　検査データ生成部２３１は、眼底Ｅｆの特徴的部位（レーザ治療痕、病変部など）に相
当する画像領域を特定するための解析処理を実行できるように構成されていてよい。この
処理は、たとえばＯＣＴ画像を解析することにより、そのスキャン範囲の一部または全部
における特徴的部位の形態情報および／または分布情報を求める解析処理である。
【０２２２】
　この解析処理は、たとえば、ＯＣＴ画像の画素のうち、特徴的部位に相当する画素を特
定する処理を含む。その具体例として、特徴的部位に応じてあらかじめ決められた範囲に
属する画素値を有する画素を特定することができる。他の例として、ＯＣＴ画像を構成す
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る画素について画素値のヒストグラムを作成し、このヒストグラムにおける画素値の分布
に基づいて、特徴的部位に相当する画素を特定することができる。
【０２２３】
　また、ＯＣＴ画像を複数の画像領域に分割し、またはＯＣＴ画像の所定の画像領域を特
定し、さらに、この画像領域の形態に基づいて、特徴的部位に相当する画素を特定するこ
とができる。たとえば、ブルッフ膜に相当する画像領域と網膜色素上皮に相当する画像領
域とを特定し、これら画像領域の間の画素値に基づいて小さな略円形の隆起形状に相当す
る画像領域をドルーゼン（の候補）として特定することができる。このような形状に基づ
く画像領域の特定処理は、たとえば、当該形状のテンプレートを用いた画像マッチングを
含んでいてよい。
【０２２４】
　前述の正面画像取得光学系が設けられている場合であって、眼底Ｅｆの撮影が可能であ
る場合には、眼底Ｅｆの撮影画像に基づいて、特徴的部位に相当する画像領域を特定する
ことができる。この解析処理は、たとえば、撮影画像の各画素の画素値が所定範囲に含ま
れるか判定し、所定範囲に含まれる画素を特定することにより実行される。撮影画像がカ
ラー画像である場合、特徴的部位は、特徴的な形状や色を有している。具体的には、レー
ザ治療痕は小さな円形の白斑として描出され、病変部は特徴的な色（ドルーゼンは黄白色
）で描写される。よって、このような特徴的な形状や色に相当する画像領域を探索するこ
とにより、特徴的部位に相当する画像領域を特定することが可能である。撮影画像がモノ
クロ画像である場合には、特徴的な形状や明るさ（輝度）に相当する画像領域を探索する
ことにより、特徴的部位に相当する画像領域を特定することが可能である。
【０２２５】
　乳頭形状解析は、眼底ＥｆのＯＣＴ画像を解析することにより網膜の孔部を検出し、こ
の孔部の形状、つまり視神経乳頭の形状を求める解析処理を含んでいてよい。乳頭形状解
析は、たとえば、断面像または３次元画像を解析して視神経乳頭及びその近傍の網膜表面
に相当する画像領域を特定し、特定された画像領域を解析してその大域的形状や局所的形
状（凹凸）を表すパラメータ（乳頭形状パラメータ）を求める。乳頭形状パラメータの例
として、視神経乳頭のカップ径、ディスク径、リム径、乳頭深さなどがある。
【０２２６】
　また、乳頭形状解析は、視神経乳頭の傾き（形状の非対称性）を求める解析処理を含ん
でいてよい。この解析処理は、たとえば次のようにして実行される。まず、検査データ生
成部２３１は、視神経乳頭を含む領域をスキャンして得られた３次元画像を解析して乳頭
中心を特定する。次に、検査データ生成部２３１は、乳頭中心を中心とする円形領域を設
定し、この円形領域を放射状に分割して複数の部分領域を得る。続いて、検査データ生成
部２３１は、円形領域の断面像を解析することで、各ピクセル位置における所定層（たと
えば網膜色素上皮層）の高さ位置を求める。さらに、検査データ生成部２３１は、各部分
領域における所定層の高さ位置の平均値を算出する。次に、検査データ生成部２３１は、
乳頭中心に関して対向位置に相当する一対の部分領域について得られた一対の平均値を比
較することにより、この対向方向における眼底Ｅｆの傾斜を求める。そして、検査データ
生成部２３１は、複数の対向方向について得られた傾斜に基づいて、上記円形領域におけ
る眼底Ｅｆの傾斜の分布を示す傾斜分布情報を生成する。なお、生成された傾斜分布情報
（およびその標準的な分布を示す情報）に基づいて、疾患の状態の評価情報を生成するこ
とができる。
【０２２７】
　ＯＣＴにより取得された３次元画像に基づいて眼底正面画像を形成することができる。
眼底正面画像は、眼底Ｅｆに対する測定光の入射方向（ｚ方向）に直交する平面に描出さ
れる画像である。眼底正面画像は、３次元画像の一部または全部を眼底Ｅｆの深さ方向（
ｚ方向）に投影することによって形成される。この処理はデータ処理部２３０により実行
される。眼底正面画像は、プロジェクション画像などと呼ばれる。
【０２２８】
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　なお、３次元画像の一部のみを用いて眼底正面画像が形成される場合、この部分領域は
、ｘｙ方向における一部でもよいし、ｚ方向における一部でもよい。前者は、たとえば、
所定の部位（視神経乳頭、黄斑など）の眼底正面画像を得る場合に適用される。後者は、
たとえば、ｚ方向における所定範囲の情報を含む眼底正面画像を得る場合に適用される。
３次元画像のうちｚ方向における一部の領域を用いる場合、この部分領域の上面および／
または下面は、平面でも曲面でもよい。また、ｚ方向に対して任意の角度をなす平面に描
出される画像（傾斜眼底像）を、３次元画像に基づいて形成することが可能である。
【０２２９】
　検査データ生成部２３１は、眼底正面画像（または傾斜眼底像）に基づいて検査データ
を生成することができる。眼底正面画像に基づく検査データの種別は、たとえば上記の形
態情報や分布情報など、他種のＯＣＴ画像（２次元断面像、３次元画像など）に基づく検
査データのそれと同じであってよい。
【０２３０】
　前述したように、データ処理部２３０は、３次元画像の任意の断面を画像化することが
できる（ＭＰＲ画像）。断面の指定は、手動または自動で実行される。検査データ生成部
２３１は、ＭＰＲ画像に基づいて検査データを生成することができる。ＭＰＲ画像に基づ
く検査データの種別は、たとえば上記の形態情報や分布情報など、他種のＯＣＴ画像に基
づく検査データのそれと同じであってよい。
【０２３１】
　検査データ生成部２３１は、検査データとして眼内距離を求めることができる。２次元
断面像や眼底正面画像から眼内距離を求める場合、検査データ生成部２３１は、この画像
中の複数の位置を特定する。特定される位置は、被検眼Ｅにおける注目点（乳頭中心、中
心窩、病変部など）であり、ユーザが手動で指定した点、または画像解析により得られた
点である。
【０２３２】
　検査データ生成部２３１は、２以上のＯＣＴ画像に基づいて眼内距離を特定することが
できる。その例として、眼軸長を求める処理について説明する。眼底撮影装置１００は、
眼底Ｅｆの画像を取得するための眼底モードと、前眼部の画像を形成するための前眼部モ
ードとを切り替えることができる。動作モードの切り替えは、測定光路に対して切替レン
ズ１２７を挿入／退避することにより行われる。切替レンズ１２７およびレンズ駆動部１
２７Ａは「モード切替部」の一例である。主制御部２１１は、眼底モードにおいて適用さ
れた参照ミラー１１４の位置情報と、前眼部モードにおいて適用された参照ミラー１１４
の位置情報とを、記憶部２１２に記憶させる。眼底モードにおいては、眼底表面の中心位
置を含む２次元断面像または３次元画像が取得される。前眼部モードにおいては、角膜頂
点を含む２次元断面像または３次元画像が取得される。
【０２３３】
　検査データ生成部２３１は、眼底モードで取得されたＯＣＴ画像（眼底ＯＣＴ画像）と
、前眼部モードで取得されたＯＣＴ画像（前眼部ＯＣＴ画像）とに基づいて、眼底と前眼
部との間の距離を算出する。具体例として、検査データ生成部２３１は、眼底ＯＣＴ画像
を解析して眼底中心に相当する座標（眼底中心座標）を特定し、前眼部ＯＣＴ画像を解析
して角膜頂点に相当する座標（角膜頂点座標）を特定する。さらに、検査データ生成部２
３１は、眼底中心座標と、角膜頂点座標と、動作モードの切り替えによる測定光の焦点の
変位と、双方の動作モードにおける参照ミラー１１４の位置情報とに基づいて、被検眼Ｅ
の眼軸長を算出する。
【０２３４】
（認証処理部２３２）
　この実施形態では、検査データ生成部２３１により取得された検査データを個人認証情
報として用いることができる。また、記憶部２１２には、正規個人認証情報があらかじめ
記憶されている。認証処理部２３２は、検査データ等の個人認証情報と、正規個人認証情
報とを照合する。認証処理部２３２は、照合結果（照合に成功したか否かを示す情報）を
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制御部２１０に送る。
【０２３５】
　照合に成功した場合、制御部２１０は、ＯＣＴ計測を実行するように眼底撮影装置１０
０を制御する。一方、照合に失敗した場合、制御部２１０は、たとえば、所定の報知情報
を表示部３１０に表示させる。この報知情報は、照合に失敗した旨のメッセージ、個人認
証情報の再入力を促すメッセージ、他の個人認証情報の入力を促すメッセージなどを含む
。
【０２３６】
　照合処理について説明する。個人認証情報として検査データが用いられる場合、計測誤
差などが介在することにより、正規の被検眼が検査対象であっても個人認証情報と正規個
人認証情報とが完全に一致しない場合がある。したがって、個人認証情報と正規個人認証
情報との間に或る程度の相違があっても照合に成功したと判定するように構成する必要が
ある。一例として、個人認証情報と正規個人認証情報との間の相違について、許容範囲（
閾値など）をあらかじめ設定する。認証処理部２３２は、個人認証情報と正規個人認証情
報との間の相違を求め、この相違が許容範囲に含まれるか判定する。相違が許容範囲に含
まれると判定された場合、認証処理部２３２は、照合に成功したとの結果を得る。一方、
相違が許容範囲に含まれないと判定された場合、認証処理部２３２は、照合に失敗したと
の結果を得る。
【０２３７】
　前述したように、個人認証情報には様々な種類がある。よって、複数の個人認証情報を
選択的に適用することができる。以下、２つの個人認証情報が用いられる場合について説
明する。
【０２３８】
　記憶部２１２には、第１の個人認証情報に関する正規個人認証情報（第１の正規個人認
証情報）と、第２の個人認証情報に関する正規個人認証情報（第２の正規個人認証情報）
とが、あらかじめ記憶されている。
【０２３９】
　まず、第１の個人認証情報が得られたとする。認証処理部２３２は、取得された第１の
個人認証情報と、第１の正規個人認証情報とを照合する。照合に成功した場合、眼底撮影
装置１００による撮影が許可される。一方、照合に失敗した場合、第２の個人認証情報の
取得が行われる。認証処理部２３２は、取得された第２の個人認証情報と、第２の正規個
人認証情報とを照合する。照合に成功した場合、眼底撮影装置１００による撮影が許可さ
れる。一方、照合に失敗した場合、制御部２１０は、照合に失敗した旨のメッセージや、
個人認証情報の再入力を促すメッセージ、他の個人認証情報の入力を促すメッセージなど
を含む報知情報を表示部３１０に表示させる。
【０２４０】
　２以上の被検者が眼底撮影装置１００を共用する場合、つまり２人以上の正規の被検者
が存在する場合、各被検者の正規個人認証情報が記憶部２１２に記憶される。制御部２１
０は、個人認証情報が取得されたことに対応し、記憶部２１２に記憶されている全ての正
規個人認証情報を認証処理部２３２に送る。
【０２４１】
　認証処理部２３２は、取得された個人認証情報と、各正規個人認証情報とを照合する。
取得された個人認証情報と、いずれかの正規個人認証情報との照合に成功した場合、その
正規個人認証情報に対応する被検者が今回の検査の被検者として認識される。一方、取得
された個人認証情報による照合が全ての正規個人認証情報に対して失敗した場合、制御部
２１０は、上記のような報知情報を表示部３１０に表示させる。
【０２４２】
（関連付け処理）
　検査データ生成部２３１により生成された個人認証情報は、制御部２１０に送られ、記
憶部２１２に記憶される。また、画像形成部２２０（およびデータ処理部２３０）により
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形成されたＯＣＴ画像は、制御部２１０に送られ、記憶部２１２に記憶される。制御部２
１０は、ＯＣＴ画像と個人認証情報（個人情報）とを関連付ける。この処理は、第１の実
施形態と同様にして行われる。制御部２１０は「関連付け手段」の一例である。
【０２４３】
（通信部２４０）
　通信部２４０は、制御部２１０により関連付けられたＯＣＴ画像と個人認証情報（個人
情報）とを外部コンピュータ１０００に送信する。通信部２４０は「送信手段」の一例で
ある。
【０２４４】
［作用・効果］
　この実施形態に係る眼底撮影システムの作用および効果について説明する。
【０２４５】
　この実施形態に係る眼底撮影システムは、眼底撮影装置（１００）と、個人情報取得手
段（検査データ生成部２３１）と、関連付け手段（制御部２１０）とを含む。眼底撮影装
置は、被検者の被検眼の眼底を撮影する。個人情報取得手段は、被検者の個人情報を取得
する。関連付け手段は、眼底撮影装置により取得された眼底の画像と、個人情報取得手段
により取得された個人情報とを関連付ける。
【０２４６】
　このような実施形態によれば、それぞれ取得された眼底像と個人情報との関連付けを自
動で行うことができるので、眼底像と個人情報との関連付けを簡便に行うことが可能であ
る。たとえば、検者が立ち会わずに実施される検査においても関連付けを行うことが可能
である。
【０２４７】
　この実施形態の眼底撮影装置は、関連付け手段により関連付けられた画像と個人情報と
を送信する送信手段（通信部２４０）を含んでいてよい。この構成によれば、関連付けら
れた画像と個人情報とを外部装置に送ることが可能である。
【０２４８】
　この実施形態の眼底撮影装置は、以下のような光学系および処理部を含んでいてよい。
光学系は、被検眼の眼底を測定光で走査し、眼底からの測定光の戻り光と参照光とを重ね
合わせて得られた干渉光を検出する。つまり、この光学系は、ＯＣＴを行うための干渉光
学系である（図３５を参照）。処理部は、光学系による干渉光の検出結果を処理すること
により眼底の画像を形成する。この実施形態において、処理部は、少なくとも画像形成部
２２０を含み、データ処理部２３０を含んでいてよい。さらに、個人情報取得手段（検査
データ生成部２３１）は、処理部により形成された画像に基づいて個人情報（個人認証情
報）を取得する。
【０２４９】
　この構成によれば、ＯＣＴ画像に基づいて個人情報を取得することができる。特に、眼
底の深さ方向における形態や分布、さらには眼底の部位の３次元的な形態や分布などが反
映された個人認証を取得することが可能である。また、ドップラＯＣＴのような機能的Ｏ
ＣＴによって得られた機能情報（血流情報など）を個人情報として用いることができる。
【０２５０】
　この実施形態において、個人情報取得手段（検査データ生成部２３１）は、処理部によ
り形成された画像を解析することにより、以下の個人情報のうち一方または双方を取得す
るように構成されていてよい：眼底の所定部位の形態を表す形態情報；眼底の所定部位の
分布を表す分布情報。ここで、眼底の所定部位は、眼底の血管、視神経乳頭、所定の層組
織、およびレーザ治療による治療痕のうちのいずれかを含んでいてよい。
【０２５１】
　この実施形態において次の構成を適用することが可能である：光学系が、眼底の３次元
領域を測定光で走査する；処理部が、眼底の３次元画像を形成する；個人情報取得手段が
、この３次元画像に基づいて個人情報を取得する。この構成によれば、情報量が多い３次
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元画像に基づいて個人情報を取得することができる。たとえば、眼底の所定部位について
、２次元的形態や３次元的形態、さらには２次元的分布や３次元的分布を求めることが可
能である。また、この構成によれば、取得される個人情報の自由度が高まる。
【０２５２】
　この実施形態において次の構成を適用することが可能である：光学系が、眼底の３次元
領域を測定光で走査する；処理部が、眼底の３次元画像を形成する；処理部が、この３次
元画像の少なくとも一部を眼底の深さ方向に投影することにより眼底正面画像（プロジェ
クション画像）を形成する；個人情報取得手段が、この眼底正面画像に基づいて個人情報
を取得する。眼底正面画像には、投影処理に供された範囲の情報が含まれている。この構
成によれば、取得される個人情報の自由度が高まる。
【０２５３】
　この実施形態において次の構成を適用することが可能である：光学系が、眼底の３次元
領域を測定光で走査する；処理部が、眼底の３次元画像を形成する；処理部が、この３次
元画像の断面を表す２次元断面像を形成する；個人情報取得手段が、この２次元断面像に
基づいて個人情報を取得する。この構成によれば、眼底の任意の断面を描画した画像に基
づいて個人情報を取得することが可能である。また、この構成によれば、取得される個人
情報の自由度が高まる。
【０２５４】
　この実施形態において、個人情報取得手段は、処理部により形成された画像を解析する
ことにより、眼底の所定の層組織の厚みの分布を表す層厚分布情報を取得するように構成
されていてよい。そして、この層厚分布情報を個人情報として用いることが可能である。
【０２５５】
　この実施形態において、眼底撮影装置は、被検眼の眼底の画像を形成するための眼底モ
ードと、前眼部の画像を形成するための前眼部モードとを切り替えるためのモード切替部
（切替レンズ１２７およびレンズ駆動部１２７Ａ）を有していてよい。この場合、個人情
報取得手段は、眼底モードにおいて形成された眼底の画像と、前眼部モードにおいて形成
された前眼部の画像とに基づいて、眼底と前眼部との間の距離を算出することができる。
そして、この距離を個人情報として用いることが可能である。
【０２５６】
　なお、モード切替部は、測定光の光路に対して切替レンズを挿入／退避する構成には限
定されない。たとえば、参照光の光路長を十分な距離だけ変更可能な構成を適用すること
によって、眼底モードと前眼部モードとを切り替えるようにしてもよい。具体例として、
一般的な眼軸長に所定距離を加えた範囲において参照ミラー（１１４）を移動可能に構成
することができる。
【０２５７】
　この実施形態の眼底撮影システムは、以下のような記憶手段と照合手段を有していてよ
い。記憶手段（記憶部２１２）には、眼底撮影装置を用いた撮影を行うことが許可された
正規の被検者に関する正規個人認証情報があらかじめ記憶される。照合手段は、個人情報
取得手段により取得された個人情報と、正規個人認証情報とを照合する。眼底撮影装置は
、照合手段により個人情報と正規個人認証情報との照合に成功した場合に撮影を実行する
。なお、この構成を第１の実施形態に適用することも可能である。この構成によれば、こ
のシステムの利用が許可されているか否かについて、被検者の認証を行うことができる。
【０２５８】
　なお、上記の例では眼底撮影装置に記憶手段が設けられているが、記憶手段は、眼底撮
影装置に接続されたデバイスに設けられていてよい。たとえば、記憶手段は、サーバやＮ
ＡＳ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｔｔａｃｈｅｄ　Ｓｔｏｒａｇｅ）に設けられていてよい。
【０２５９】
　この実施形態において、照合手段は、個人情報と正規個人認証情報との間の相違が、あ
らかじめ設定された許容範囲に含まれる場合に、照合に成功したと判定するように構成さ
れていてよい。この構成によれば、生体情報を用いた個人認証を好適に行うことが可能で
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ある。
【０２６０】
　この実施形態において次の構成を適用することが可能である：個人情報と正規個人認証
情報との間の相違が所定の許容範囲に含まれない場合、個人情報取得手段が、他の個人情
報を取得する；照合手段が、取得された他の個人情報と、記憶手段にあらかじめ記憶され
た他の正規個人認証情報とを照合する。この構成によれば、一の種別の個人情報による認
証に失敗した場合に、他の種別の個人情報を用いて認証を行うことができる。それにより
、たとえば生体情報を用いた認証を好適に行うことが可能である。
【０２６１】
　この実施形態において、眼底撮影装置は、ポータブルタイプおよび／または据え置き型
であってよい。この構成によれば、システム構成の自由度が高まる。
【０２６２】
〈第５の実施形態〉
　この実施形態では、複数の種別の個人情報を取得可能な眼底撮影システムについて説明
する。個人情報の種別は、第３の実施形態および第４の実施形態において用いられた個人
情報のうちいずれか１つ以上を含んでいてよい。以下、第４の実施形態に基づいて説明を
行う。
【０２６３】
［第１の構成例］
　本例に係る眼底撮影システムに含まれる眼底撮影装置の構成を図４３に示す。眼底撮影
装置１０１は、被検者の診療歴を入力するための機能を有する。診療歴とは、被検者に対
して過去に施された診療内容を示す情報である。診療歴には、病歴、治療歴、投薬歴など
が含まれる。診療歴の入力は、たとえば、被検者の電子カルテをネットワーク経由で取得
することにより、または、ユーザが手入力することにより行われる。前者の処理は、たと
えば、制御部２１０が通信部２４０を制御することにより実行される。後者の処理は、た
とえば、表示部３１０に表示された所定の入力画面に対し、操作部３２０を介して行われ
る。これらは「診療歴入力部」の一例である。
【０２６４】
　さらに、眼底撮影装置１０１のデータ処理部２３０には、種別選択部２３３が設けられ
ている。種別選択部２３３は、入力された診療歴に基づいて、個人情報に関する複数の種
別のうちから１以上の種別を選択する。ここで、「複数の種別」はあらかじめ設定されて
おり、たとえば個人情報取得手段（検査データ生成部２３１など）により取得可能な個人
情報の全ての種別である。また、取得可能な全ての種別のうちの一部が「複数の種別」で
あってよい。この場合、「複数の種別」は、自動でまたは手動で事前に設定される。
【０２６５】
　種別選択部２３３の例を説明する。種別選択部２３３は、診療歴に含まれる項目と、個
人情報の種別とが対応付けられた対応情報をあらかじめ記憶している。この項目には、た
とえば、疾患名、薬剤名、治療項目などが含まれる。各項目に対し、または２以上の項目
の組み合わせに対し、個人情報の種別が１つ以上対応付けられている。具体例として、或
る項目に対し、この項目による影響が小さい（または影響が無い）個人情報の種別が対応
付けられる。たとえば、黄斑の疾患に対して、視神経乳頭に関する形態情報が対応付けら
れる。逆に、視神経乳頭の疾患に対して、黄斑に関する形態情報が対応付けられる。また
、緑内障に対して、加齢黄斑変性症に関連するドルーゼンの分布情報が対応付けられる。
また、眼軸長の変化を伴わない疾患に対して、眼軸長が対応付けられる。
【０２６６】
　種別選択部２３３による選択結果を示す情報は、検査データ生成部２３１に入力される
。検査データ生成部２３１は、たとえばＯＣＴ画像を解析することにより、種別選択部２
３３により選択された種別の個人情報を取得する。
【０２６７】
　本例に係る眼底撮影システムの効果について説明する。本例における個人情報取得手段
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は、複数の種別の個人情報を取得可能に構成される。
【０２６８】
　本例における個人情報取得手段は、診療歴入力部と種別選択部とを含む。診療歴入力部
は、被検者の診療歴を入力するよう作用する。診療歴入力部は、たとえば、制御部２１０
および通信部２４０、またはユーザインターフェイス３００を含んで構成される。種別選
択部（２３３）は、診療歴入力部により入力された診療歴に基づいて、個人情報に関して
あらかじめ設定された複数の種別のうちから１以上の種別を選択する。個人情報取得手段
は、種別選択部により選択された種別の個人情報を取得するように作用する。
【０２６９】
　なお、本例における個人情報取得手段は、たとえば、上記の診療歴入力部（制御部２１
０および通信部２４０、またはユーザインターフェイス３００）に加え、データ処理部２
３０（検査データ生成部２３１および種別選択部２３３）を含む。また、関連付け手段や
送信手段については、第３の実施形態または第４の実施形態の構成を適用することが可能
である。
【０２７０】
　このような眼底撮影システムによれば、被検者の診療歴に応じた種別の個人情報を選択
的に適用することが可能である。
【０２７１】
［第２の構成例］
　本例に係る眼底撮影システムに含まれる眼底撮影装置は、第１の構成例と同様の構成を
有する（図４３を参照）。この眼底撮影装置は、被検眼Ｅの眼底Ｅｆを前回撮影してから
の経過時間を取得する機能を有する。この機能は、たとえば、被検者の電子カルテをネッ
トワーク経由で取得する第１の機能と、この電子カルテから前回の撮影日（および時刻）
を取得する第２の機能と、この撮影日と現在日時とに基づいて経過時間を算出する第３の
機能とを含む。第１の機能は、たとえば、制御部２１０が通信部２４０を制御することに
より実現される。第２および第３の機能は、たとえば、制御部２１０により実現される。
これらは「撮影間隔取得部」の一例である。
【０２７２】
　さらに、本例の種別選択部２３３は、撮影間隔取得部により入力された経過時間に基づ
いて、個人情報に関する複数の種別のうちから１以上の種別を選択する。この処理は、た
とえば、第１の構成例と同様の対応情報を参照して実行される。
【０２７３】
　なお、本例の対応情報においては、経過時間と個人情報の種別とが対応付けられている
。この対応関係は、たとえば、個人情報の経時変化の程度に応じて決定される。つまり、
個人情報には、眼底の画像から生成される形態情報や分布情報のように経時的に変化する
ものと、文字列情報や指紋パターンのように経時的に変化しないものとがある。一方、形
態情報や分布情報の取得において被検者の手を煩わせることはないが、文字列情報や指紋
パターンの取得にはそれが必要である。このような事項を考慮し、経過時間が短い場合に
は経時的に変化する個人情報を適用し、経過時間が長い場合には経時的に変化しない個人
情報を適用することができる。さらに、経時的に変化する各種の個人情報を、経時変化の
速さや認証の精度などのファクタに応じて分類し、経過時間の時間軸に任意に対応づける
ことができる。
【０２７４】
　種別選択部２３３による選択結果に眼底の画像に基づく個人情報が含まれる場合、その
個人情報の種別を示す情報が検査データ生成部２３１に入力される。検査データ生成部２
３１は、たとえばＯＣＴ画像を解析することにより、種別選択部２３３により選択された
種別の個人情報を取得する。
【０２７５】
　また、種別選択部２３３による選択結果に被検者の作業を伴う個人情報が含まれる場合
、その個人情報の種別を示す情報が制御部２１０に入力される。制御部２１０は、たとえ
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ば、種別選択部２３３により選択された種別の個人情報を取得するための作業を促す旨の
メッセージを表示部３１０に表示させる。
【０２７６】
　本例に係る眼底撮影システムの効果について説明する。本例における個人情報取得手段
は、複数の種別の個人情報を取得可能に構成される。
【０２７７】
　本例における個人情報取得手段は、撮影間隔取得部と種別選択部とを含む。撮影間隔取
得部は、当該眼底の前回の撮影からの経過時間を取得する。撮影間隔取得部は、たとえば
、制御部２１０および通信部２４０を含んで構成される。種別選択部（２３３）は、撮影
間隔取得部により取得された経過時間に基づいて、個人情報に関してあらかじめ設定され
た複数の種別のうちから１以上の種別を選択する。個人情報取得手段は、種別選択部によ
り選択された種別の個人情報を取得するように作用する。
【０２７８】
　なお、本例における個人情報取得手段は、たとえば、上記の撮影間隔取得部（制御部２
１０および通信部２４０）に加え、データ処理部２３０（検査データ生成部２３１および
種別選択部２３３、または第３の実施形態の指紋・掌形センサ３０等）を含む。また、関
連付け手段や送信手段については、第３の実施形態または第４の実施形態の構成を適用す
ることが可能である。
【０２７９】
　このような眼底撮影システムによれば、前回の撮影からの経過時間に応じた種別の個人
情報を選択的に適用することが可能である。
【０２８０】
［第３の構成例］
　本例に係る眼底撮影システムに含まれる眼底撮影装置の構成を図４４に示す。眼底撮影
装置１０２は、画像形成部２２０またはデータ処理部２３０により形成された画像を解析
することにより、被検眼Ｅの疾患候補を特定する疾患候補特定部２３４を有する。疾患候
補とは、被検眼Ｅが患っている可能性がある疾患を意味する。疾患候補特定部２３４が実
行する画像解析は、疾患候補を特定するための任意の処理を含み（公知の処理でもよい）
、たとえば眼底層厚解析や乳頭形状解析やドルーゼン解析などを含んでいてよい。なお、
疾患候補特定部２３４は検査データ生成部２３１内に設けられていてよい。
【０２８１】
　さらに、眼底撮影装置１０２のデータ処理部２３０には、種別選択部２３３が設けられ
ている。種別選択部２３３は、疾患候補特定部２３４により特定された疾患候補に基づい
て、個人情報に関する複数の種別のうちから１以上の種別を選択する。この処理は、たと
えば、第１の構成例と同様の対応情報を参照して実行される。
【０２８２】
　なお、本例の対応情報においては、疾患候補と個人情報の種別とが対応付けられている
。この対応関係は、たとえば、一の疾患候補と、この疾患候補による影響が無い（または
影響が小さい）部位に関する個人情報の種別とを対応付けることによって得られる。具体
例として、黄斑の疾患に対して、視神経乳頭に関する形態情報が対応付けられる。逆に、
視神経乳頭の疾患に対して、黄斑に関する形態情報が対応付けられる。また、緑内障に対
して、加齢黄斑変性症に関連するドルーゼンの分布情報が対応付けられる。また、眼軸長
の変化を伴わない疾患に対して、眼軸長が対応付けられる。
【０２８３】
　種別選択部２３３による選択結果を示す情報は、検査データ生成部２３１に入力される
。検査データ生成部２３１は、たとえばＯＣＴ画像を解析することにより、種別選択部２
３３により選択された種別の個人情報を取得する。
【０２８４】
　本例に係る眼底撮影システムの効果について説明する。本例における個人情報取得手段
は、複数の種別の個人情報を取得可能に構成される。
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【０２８５】
　本例における個人情報取得手段は、疾患候補特定部（２３４）と種別選択部（２３３）
とを含む。疾患候補特定部は、眼底撮影装置（１０２）により取得された画像を解析する
ことにより、被検眼の疾患候補を特定する。種別選択部は、疾患候補特定部により特定さ
れた疾患候補に基づいて、個人情報に関してあらかじめ設定された複数の種別のうちから
１以上の種別を選択する。個人情報取得手段は、種別選択部により選択された種別の個人
情報を取得するように作用する。
【０２８６】
　なお、本例における個人情報取得手段は、たとえば、上記の疾患候補特定部（２３４）
に加え、データ処理部２３０（検査データ生成部２３１および種別選択部２３３）を含む
。また、関連付け手段や送信手段については、第３の実施形態または第４の実施形態の構
成を適用することが可能である。
【０２８７】
　このような眼底撮影システムによれば、眼底の画像に基づき特定された疾患候補に応じ
た種別の個人情報を選択的に適用することが可能である。
【０２８８】
〈変形例〉
　以上に説明した構成は、この発明を実施するための一例に過ぎない。よって、この発明
の要旨の範囲内における任意の変形（省略、置換、付加等）を適宜に施すことが可能であ
る。
【０２８９】
　第５の実施形態では、診療歴、撮影間隔または疾患候補に応じて、個人情報の種別を使
い分けているが、第４の実施形態の照合処理における許容範囲を変更するように構成する
ことが可能である。
【０２９０】
　上記の実施形態では、光走査型検眼鏡や光干渉断層計について説明したが、複数の撮像
方式を適用可能な複合機を眼底撮影装置として用いることができる。複合機としては、光
走査型検眼鏡と光干渉断層計とを組み合わせた装置、眼底カメラと光干渉断層計とを組み
合わせた装置、光干渉断層計と細隙灯顕微鏡とを組み合わせた装置、光走査型検眼鏡と眼
底カメラとを組み合わせた装置などがある。複合機においては、いずれの機能で目的の処
理を実行するかは任意である。たとえば、光走査型検眼鏡と光干渉断層計とを組み合わせ
た装置において、アライメント指標の形成を前者で行い、フォーカス指標の形成を後者で
行うように構成することが可能である。
【０２９１】
　第１および第２の実施形態では、眼底を画像化するための光（スポット光、測定光など
）を指標の形成に用いているが、それ以外の用途にこの光を用いてよい。たとえば、視細
胞に対して光刺激を与えるためにこの光を用いることが可能である。なお、光刺激を与え
るときには、画像化を行うときと比較し、眼底の同じ位置に対する光の照射時間が長い。
よって、光刺激を与えるときの光量を、画像化を行うときのそれよりも小さくするように
光源部を制御することができる。また、光走査型検眼鏡と光干渉断層計とを組み合わせた
装置が用いられる場合には、前者（または後者）で画像化を行いつつ、後者（または前者
）で光刺激を与えることができる。
【０２９２】
　上記の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを、コンピュータによって読
み取り可能な任意の記録媒体に記憶させることができる。この記録媒体としては、たとえ
ば、半導体メモリ、光ディスク、光磁気ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ／ＭＯ等）、磁気記憶媒体（ハードディスク／フロッピー（登録商標）ディス
ク／ＺＩＰ等）などを用いることが可能である。
【０２９３】
　また、インターネットやＬＡＮ等のネットワークを通じてこのプログラムを送受信する
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ことも可能である。
【０２９４】
［付記］
　第３～第５の実施形態に係る眼底撮影システムに関し、以下のように付記する。
【０２９５】
　集団検診、在宅医療、僻地医療、老人福祉施設などの現場において、検者が立ち会うこ
となく検査が実施される場合がある。このような検査条件のもとでは、検者が被検者の特
定を行うことはできないため、眼底撮影や、眼底像と被検者（個人情報）との関連付けを
、被検者自身により簡便に行えることが望ましい。
【０２９６】
　このような事情に鑑み、第３～第５の実施形態の目的は、眼底像と個人情報との関連付
けを簡便に行うことにある。この目的を達成するための眼底撮影システムは、以下のよう
な特徴を有する。
【０２９７】
［付記項１］
　被検者の被検眼の眼底を撮影する眼底撮影装置と、
　被検者の個人情報を取得する個人情報取得手段と、
　前記眼底撮影装置により取得された眼底の画像と、前記個人情報取得手段により取得さ
れた個人情報とを関連付ける関連付け手段と
　を備える眼底撮影システム。
【０２９８】
［付記項２］
　前記眼底撮影装置は、前記関連付け手段により関連付けられた前記画像と前記個人情報
とを送信する送信手段を含む
　ことを特徴とする付記項１に記載の眼底撮影システム。
【０２９９】
［付記項３］
　前記個人情報取得手段は、被検者の網膜パターンを前記個人情報として取得する
　ことを特徴とする付記項１または付記項２に記載の眼底撮影システム。
【０３００】
［付記項４］
　前記眼底撮影装置は、
　被検眼の眼底をスポット光により走査しつつ前記眼底からの前記スポット光の戻り光を
受光部により受光する走査光学系と、
　前記スポット光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査光学系を制御す
る制御回路部と、
　前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とを用いて、前記戻り光による像を構
築する像構築部と
　を有し、
　前記個人情報取得手段は、前記像構築部により構築された像を用いて前記網膜パターン
を取得する
　ことを特徴とする付記項３に記載の眼底撮影システム。
【０３０１】
［付記項５］
　前記個人情報取得手段は、被検者の虹彩パターンを前記個人情報として取得する
　ことを特徴とする付記項１または付記項２に記載の眼底撮影システム。
【０３０２】
［付記項６］
　前記眼底撮影装置は、
　被検眼の眼底をスポット光により走査しつつ前記眼底からの前記スポット光の戻り光を
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受光部により受光する走査光学系と、
　前記スポット光による走査軌跡が前記眼底に形成されるように前記走査光学系を制御す
る制御回路部と、
　前記受光部からの受光信号と前記走査軌跡の位置とを用いて、前記戻り光による像を構
築する像構築部と、
　前記走査光学系の光路に対して挿脱可能とされた、被検眼の前眼部に前記スポット光を
投影するための投影レンズと
　を有し、
　前記個人情報取得手段は、前記像構築部により構築された前眼部の像を用いて前記虹彩
パターンを取得する
　ことを特徴とする付記項５に記載の眼底撮影システム。
【０３０３】
［付記項７］
　前記個人情報取得手段は、
　被検者の顔を撮影する顔写真用カメラを含み、
　前記顔写真用カメラにより取得された顔写真を用いて個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項１または付記項２に記載の眼底撮影システム。
【０３０４】
［付記項８］
　前記個人情報取得手段は、被検者の手形、指紋、掌紋および静脈パターンのうちのいず
れかを前記個人情報として取得する
　ことを特徴とする付記項１または付記項２に記載の眼底撮影システム。
【０３０５】
［付記項９］
　前記眼底撮影装置は、
　被検眼の眼底を測定光で走査し、眼底からの測定光の戻り光と参照光とを重ね合わせて
得られた干渉光を検出する光学系と、
　前記光学系による干渉光の検出結果を処理することにより眼底の画像を形成する処理部
と
　を有し、
　前記個人情報取得手段は、前記処理部により形成された画像に基づいて前記個人情報を
取得する
　ことを特徴とする付記項１または付記項２に記載の眼底撮影システム。
【０３０６】
［付記項１０］
　前記個人情報取得手段は、前記処理部により形成された画像を解析することにより、眼
底の所定部位の形態を表す形態情報および／または当該所定部位の分布を表す分布情報を
前記個人情報として取得する
　ことを特徴とする付記項９に記載の眼底撮影システム。
【０３０７】
［付記項１１］
　前記所定部位は、眼底の血管、視神経乳頭、所定の層組織、およびレーザ治療による治
療痕のうちのいずれかを含む
　ことを特徴とする付記項１０に記載の眼底撮影システム。
【０３０８】
［付記項１２］
　前記光学系は、眼底の３次元領域を測定光で走査し、
　前記処理部は、眼底の３次元画像を形成し、
　前記個人情報取得手段は、前記３次元画像に基づいて前記個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項９～付記項１１のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
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【０３０９】
［付記項１３］
　前記光学系は、眼底の３次元領域を測定光で走査し、
　前記処理部は、眼底の３次元画像を形成し、前記３次元画像の少なくとも一部を眼底の
深さ方向に投影することにより眼底正面画像を形成し、
　前記個人情報取得手段は、前記眼底正面画像に基づいて前記個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項９～付記項１１のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
【０３１０】
［付記項１４］
　前記光学系は、眼底の３次元領域を測定光で走査し、
　前記処理部は、眼底の３次元画像を形成し、前記３次元画像の断面を表す２次元断面像
を形成し、
　前記個人情報取得手段は、前記２次元断面像に基づいて前記個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項９～付記項１１のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
【０３１１】
［付記項１５］
　前記個人情報取得手段は、前記処理部により形成された画像を解析することにより、眼
底の所定の層組織の厚みの分布を表す層厚分布情報を前記個人情報として取得する
　ことを特徴とする付記項９に記載の眼底撮影システム。
【０３１２】
［付記項１６］
　前記眼底撮影装置は、被検眼の眼底の画像を形成するための眼底モードと、前眼部の画
像を形成するための前眼部モードとを切り替えるためのモード切替部を有し、
　前記個人情報取得手段は、前記眼底モードにおいて形成された眼底の画像と、前記前眼
部モードにおいて形成された前眼部の画像とに基づいて、眼底と前眼部との間の距離を前
記個人情報として算出する
　ことを特徴とする付記項９に記載の眼底撮影システム。
【０３１３】
［付記項１７］
　前記個人情報取得手段は、複数の種別の個人情報を取得可能である
　ことを特徴とする付記項１～付記項１６のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
【０３１４】
［付記項１８］
　前記個人情報取得手段は、
　被検者の診療歴を入力するための診療歴入力部と、
　前記診療歴入力部により入力された診療歴に基づいて、前記複数の種別のうちの１以上
の種別を選択する種別選択部と
　を含み、
　前記種別選択部により選択された種別の個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項１７に記載の眼底撮影システム。
【０３１５】
［付記項１９］
　前記個人情報取得手段は、
　当該眼底の前回の撮影からの経過時間を取得する撮影間隔取得部と、
　前記撮影間隔取得部により取得された経過時間に基づいて、前記複数の種別のうちの１
以上の種別を選択する種別選択部と
　を含み、
　前記種別選択部により選択された種別の個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項１７に記載の眼底撮影システム。
【０３１６】
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［付記項２０］
　前記個人情報取得手段は、
　前記眼底撮影装置により取得された画像を解析することにより、被検眼の疾患候補を特
定する疾患候補特定部と、
　前記疾患候補特定部により特定された疾患候補に基づいて、前記複数の種別のうちの１
以上の種別を選択する種別選択部と
　を含み、
　前記種別選択部により選択された種別の個人情報を取得する
　ことを特徴とする付記項１７に記載の眼底撮影システム。
【０３１７】
［付記項２１］
　前記眼底撮影装置を用いた撮影を行うことが許可された正規の被検者に関する正規個人
認証情報があらかじめ記憶された記憶手段と、
　前記個人情報取得手段により取得された個人情報と前記正規個人認証情報とを照合する
照合手段と
　を有し、
　前記眼底撮影装置は、前記照合手段により前記個人情報と前記正規個人認証情報との照
合に成功した場合に撮影を実行する
　ことを特徴とする付記項１～付記項２０のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
【０３１８】
［付記項２２］
　前記照合手段は、前記個人情報と前記正規個人認証情報との間の相違が、あらかじめ設
定された許容範囲に含まれる場合に、前記照合に成功したと判定する
　ことを特徴とする付記項２１に記載の眼底撮影システム。
【０３１９】
［付記項２３］
　前記相違が前記許容範囲に含まれない場合、前記個人情報取得手段は、他の個人情報を
取得し、
　前記照合手段は、前記他の個人情報と、前記記憶手段にあらかじめ記憶された他の正規
個人認証情報とを照合する
　ことを特徴とする付記項２２に記載の眼底撮影システム。
【０３２０】
［付記項２４］
　前記眼底撮影装置はポータブルタイプである
　ことを特徴とする付記項１～付記項２３のいずれか一項に記載の眼底撮影システム。
【符号の説明】
【０３２１】
１　光走査型検眼鏡本体
２７　制御回路部
２９　眼底像構築部
３０　指紋・手形センサ
１００、１０１、１０２　眼底撮影装置
１１０　光学ユニット
１１１　光源
１１４　参照ミラー
１１４Ａ　参照ミラー駆動部
１１６　スキャナ
１２３　ＣＣＤイメージセンサ
１２７　切替レンズ
１２７Ａ　レンズ駆動部
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２００　コンピュータ
２１０　制御部
２１１　主制御部
２１２　記憶部
２２０　画像形成部
２３０　データ処理部
２３１　検査データ生成部
２３２　認証処理部
２３３　種別選択部
２３４　疾患候補特定部
２４０　通信部
３００　ユーザインターフェイス
３１０　表示部
３２０　操作部
１０００　外部コンピュータ
２０００　通信回線
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