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(57)【要約】
【課題】スリットランプ顕微鏡を効果的に利用すること
が可能な眼科遠隔医療技術を提供する。
【解決手段】実施形態のスリットランプ顕微鏡は、照明
系と、第１撮影系と、第１移動機構と、制御部とを含む
。照明系は、光源から出力された光からスリット光を生
成するためのスリットを形成するスリット形成部を含み
、被検眼の前眼部に第１方向からスリット光を投射する
。第１撮影系は、スリット光が投射されている前眼部を
第１方向と異なる第２方向から撮影する。第１移動機構
は、照明系のうち少なくともスリット形成部を含む可動
部を移動可能である。制御部は、この可動部を移動させ
るための第１移動機構に対する第１制御と、前眼部を複
数回撮影させるための第１撮影系に対する第２制御とを
並行して実行する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源から出力された光からスリット光を生成するためのスリットを形成するスリット形
成部を含み、被検眼の前眼部に第１方向から前記スリット光を投射する照明系と、
　前記スリット光が投射されている前記前眼部を前記第１方向と異なる第２方向から撮影
する第１撮影系と、
　前記照明系のうち少なくとも前記スリット形成部を含む可動部を移動可能な第１移動機
構と、
　前記可動部を移動させるための前記第１移動機構に対する第１制御と、前記前眼部を複
数回撮影させるための前記第１撮影系に対する第２制御とを並行して実行する制御部と
　を含むスリットランプ顕微鏡。
【請求項２】
　前記制御部は、前記スリットの幅方向に前記可動部を移動させるように前記第１制御を
実行する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項３】
　前記前眼部を撮影する第２撮影系を更に含み、
　前記制御部は、前記前眼部を複数回撮影させるための前記第２撮影系に対する第３制御
を、前記第１制御及び前記第２制御と並行して実行する、
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項４】
　前記照明系の光路と前記第２撮影系の光路とを結合する光路結合部材を更に含み、
　前記光源と前記光路結合部材との間に前記スリット形成部が配置されている、
　ことを特徴とする請求項３に記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項５】
　前記第２撮影系は、対物レンズと撮像素子とを含み、
　前記光路結合部材と前記撮像素子との間に前記対物レンズが配置されている、
　ことを特徴とする請求項４に記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項６】
　前記第２撮影系は、対物レンズと撮像素子とを含み、
　前記対物レンズと前記撮像素子との間に前記光路結合部材が配置されている、
　ことを特徴とする請求項４に記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項７】
　前記被検眼を固視させるための固視光を出力する固視系を更に含み、
　前記制御部は、前記固視系に前記固視光を出力させつつ前記第１制御及び前記第２制御
を実行する、
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項８】
　前記照明系及び前記第１撮影系を移動可能な第２移動機構を更に含み、
　前記制御部は、前記照明系及び前記第１撮影系の少なくとも一方を移動させるための前
記第２移動機構に対する第４制御を、前記第１制御及び前記第２制御と並行して実行する
、
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項９】
　少なくとも前記可動部の初期位置が記録された初期位置情報を予め記憶する記憶部を更
に含み、
　前記制御部は、前記初期位置情報に基づき前記第１移動機構を制御することで前記可動
部を初期位置に配置させる、
　ことを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項１０】



(3) JP 2019-154829 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

　前記第２制御において前記第１撮影系により取得された複数の画像に基づいて３次元画
像を形成する３次元画像形成部を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項１１】
　前記第２制御において前記第１撮影系により取得された複数の画像を、通信路を介して
情報処理装置に送信する通信部を更に含む、
　ことを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載のスリットランプ顕微鏡。
【請求項１２】
　通信路を介して接続されたスリットランプ顕微鏡と情報処理装置とを含む眼科システム
であって、
　前記スリットランプ顕微鏡は、
　光源から出力された光からスリット光を生成するためのスリットを形成するスリット形
成部を含み、被検眼の前眼部に第１方向から前記スリット光を投射する照明系と、
　前記スリット光が投射されている前記前眼部を前記第１方向と異なる第２方向から撮影
する撮影系と、
　前記照明系のうち少なくとも前記スリット形成部を含む可動部を移動可能な移動機構と
、
　前記可動部を移動させるための前記移動機構に対する第１制御と、前記前眼部を複数回
撮影させるための前記撮影系に対する第２制御とを並行して実行する制御部と、
　前記第２制御において前記撮影系により取得された複数の画像を、前記通信路を介して
前記情報処理装置に送信する第１通信部と
　を含み、
　前記情報処理装置は、
　前記第１通信部により送信された前記複数の画像を受信する第２通信部と、
　前記第２通信部により受信された前記複数の画像に基づいて３次元画像を形成する３次
元画像形成部と
　を含む、
　眼科システム。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スリットランプ顕微鏡及び眼科システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　眼科分野において画像診断は重要な位置を占める。画像診断では、各種の眼科撮影装置
が用いられる。眼科撮影装置には、スリットランプ顕微鏡、眼底カメラ、走査型レーザー
検眼鏡（ＳＬＯ）、光干渉断層計（ＯＣＴ）などがある。また、レフラクトメータ、ケラ
トメータ、眼圧計、スペキュラーマイクロスコープ、ウェーブフロントアナライザ、マイ
クロペリメータなどの各種の眼科撮影装置にも、前眼部や眼底を撮影する機能が搭載され
ている。
【０００３】
　これら様々な眼科装置のうち最も広く且つ頻繁に使用される装置の一つがスリットラン
プ顕微鏡である。スリットランプ顕微鏡は、スリット光で被検眼を照明し、照明された断
面を斜方から顕微鏡で観察したり撮影したりするための眼科装置である。角膜や水晶体な
ど前眼部の診断には、一般的にスリットランプ顕微鏡が用いられる。例えば、医師は、ス
リット光による照明野やフォーカス位置を移動させつつ診断部位全体を観察して異常の有
無を判断する。また、コンタクトレンズのフィッティング状態の確認など、視力補正器具
の処方において、スリットランプ顕微鏡が用いられることもある。
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【０００４】
　ところで、近年の情報通信技術の進歩を受けて、遠隔医療技術に関する研究開発が発展
を見せている。遠隔医療とは、インターネット等の情報技術を利用して、遠隔地に居る患
者に対して診療を行う行為である。特許文献３、４には医療装置を遠隔地から操作するた
めの技術が開示されており、特に特許文献４にはスリットランプ顕微鏡を遠隔地から操作
するための技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１６－１５９０７３号公報
【特許文献２】特開２０１６－１７９００４号公報
【特許文献３】特開２０００－１１６７３２号公報
【特許文献４】特開２００８－２８４２７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、スリットランプ顕微鏡を効果的に利用することが可能な眼科遠隔医療
技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　例示的な実施形態の第１の態様は、光源から出力された光からスリット光を生成するた
めのスリットを形成するスリット形成部を含み、被検眼の前眼部に第１方向から前記スリ
ット光を投射する照明系と、前記スリット光が投射されている前記前眼部を前記第１方向
と異なる第２方向から撮影する第１撮影系と、前記照明系のうち少なくとも前記スリット
形成部を含む可動部を移動可能な第１移動機構と、前記可動部を移動させるための前記第
１移動機構に対する第１制御と、前記前眼部を複数回撮影させるための前記第１撮影系に
対する第２制御とを並行して実行する制御部とを含むスリットランプ顕微鏡である。
【０００８】
　例示的な実施形態の第２の態様は、第１の態様のスリットランプ顕微鏡であって、前記
制御部は、前記スリットの幅方向に前記可動部を移動させるように前記第１制御を実行す
る。
【０００９】
　例示的な実施形態の第３の態様は、第１又は第２の態様のスリットランプ顕微鏡であっ
て、前記前眼部を撮影する第２撮影系を更に含み、前記制御部は、前記前眼部を複数回撮
影させるための前記第２撮影系に対する第３制御を、前記第１制御及び前記第２制御と並
行して実行する。
【００１０】
　例示的な実施形態の第４の態様は、第３の態様のスリットランプ顕微鏡であって、前記
照明系の光路と前記第２撮影系の光路とを結合する光路結合部材を更に含み、前記光源と
前記光路結合部材との間に前記スリット形成部が配置されている。
【００１１】
　例示的な実施形態の第５の態様は、第４の態様のスリットランプ顕微鏡であって、前記
第２撮影系は、対物レンズと撮像素子とを含み、前記光路結合部材と前記撮像素子との間
に前記対物レンズが配置されている。
【００１２】
　例示的な実施形態の第６の態様は、第４の態様のスリットランプ顕微鏡であって、前記
第２撮影系は、対物レンズと撮像素子とを含み、前記対物レンズと前記撮像素子との間に
前記光路結合部材が配置されている。
【００１３】
　例示的な実施形態の第７の態様は、第１～第６の態様のいずれかのスリットランプ顕微
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鏡であって、前記被検眼を固視させるための固視光を出力する固視系を更に含み、前記制
御部は、前記固視系に前記固視光を出力させつつ前記第１制御及び前記第２制御を実行す
る。
【００１４】
　例示的な実施形態の第８の態様は、第１～第７の態様のいずれかのスリットランプ顕微
鏡であって、前記照明系及び前記第１撮影系を移動可能な第２移動機構を更に含み、前記
制御部は、前記照明系及び前記第１撮影系の少なくとも一方を移動させるための前記第２
移動機構に対する第４制御を、前記第１制御及び前記第２制御と並行して実行する。
【００１５】
　例示的な実施形態の第９の態様は、第１～第８の態様のいずれかのスリットランプ顕微
鏡であって、少なくとも前記可動部の初期位置が記録された初期位置情報を予め記憶する
記憶部を更に含み、前記制御部は、前記初期位置情報に基づき前記第１移動機構を制御す
ることで前記可動部を初期位置に配置させる。
【００１６】
　例示的な実施形態の第１０の態様は、第１～第９の態様のいずれかのスリットランプ顕
微鏡であって、前記第２制御において前記第１撮影系により取得された複数の画像に基づ
いて３次元画像を形成する３次元画像形成部を更に含む。
【００１７】
　例示的な実施形態の第１１の態様は、第１～第１０の態様のいずれかのスリットランプ
顕微鏡であって、前記第２制御において前記第１撮影系により取得された複数の画像を、
通信路を介して情報処理装置に送信する通信部を更に含む。
【００１８】
　例示的な実施形態の第１２の態様は、通信路を介して接続されたスリットランプ顕微鏡
と情報処理装置とを含む眼科システムである。前記スリットランプ顕微鏡は、光源から出
力された光からスリット光を生成するためのスリットを形成するスリット形成部を含み、
被検眼の前眼部に第１方向から前記スリット光を投射する照明系と、前記スリット光が投
射されている前記前眼部を前記第１方向と異なる第２方向から撮影する撮影系と、前記照
明系のうち少なくとも前記スリット形成部を含む可動部を移動可能な移動機構と、前記可
動部を移動させるための前記移動機構に対する第１制御と、前記前眼部を複数回撮影させ
るための前記撮影系に対する第２制御とを並行して実行する制御部と、前記第２制御にお
いて前記撮影系により取得された複数の画像を、前記通信路を介して前記情報処理装置に
送信する第１通信部とを含む。前記情報処理装置は、前記第１通信部により送信された前
記複数の画像を受信する第２通信部と、前記第２通信部により受信された前記複数の画像
に基づいて３次元画像を形成する３次元画像形成部とを含む。
【発明の効果】
【００１９】
　実施形態によれば、スリットランプ顕微鏡を効果的に利用することが可能な眼科遠隔医
療技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】例示的な実施形態に係る眼科システムの構成の一例を表す概略図である。
【図２】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図である
。
【図３Ａ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図であ
る。
【図３Ｂ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図であ
る。
【図３Ｃ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図であ
る。
【図４Ａ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図であ
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る。
【図４Ｂ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図であ
る。
【図５】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の構成の一例を表す概略図である
。
【図６】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の動作の一例を説明するための概
略図である。
【図７】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の動作の一例を説明するための概
略図である。
【図８Ａ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の動作の一例を説明するための
概略図である。
【図８Ｂ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の動作の一例を説明するための
概略図である。
【図８Ｃ】例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡の動作の一例を説明するための
概略図である。
【図９】例示的な実施形態に係る管理サーバの構成の一例を表す概略図である。
【図１０】例示的な実施形態に係る遠隔端末の構成の一例を表す概略図である。
【図１１Ａ】例示的な実施形態に係る眼科システムの使用形態の一例を表すフローチャー
トである。
【図１１Ｂ】例示的な実施形態に係る眼科システムの使用形態の一例を表すフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　例示的な実施形態に係るスリットランプ顕微鏡及び眼科システムについて、図面を参照
しながら詳細に説明する。なお、引用文献に開示された事項などの任意の公知技術を実施
形態に組み合わせることができる。
【００２２】
　実施形態に係る眼科システムは、例えば、各種の施設に設置された眼科撮影装置や、可
搬型の眼科撮影装置を用いた遠隔医療に用いられる。実施形態に係る遠隔医療では、少な
くとも、眼科撮影装置により取得された医用画像の読影を、この眼科撮影装置が設置され
た施設から離れた遠隔地にいる者が実施する。この読影者は、典型的には、医師やオプト
メトリストなどの専門家である。読影者は、読影を行うことで被検眼に関するレポートを
作成することができる。実施形態に係る遠隔医療において、眼科撮影装置が設置された施
設にて検査をアシストする者（補助者）が関与してもよい。
【００２３】
　眼科撮影装置が設置される施設の例として、眼鏡店、医療機関、健康診断会場、検診会
場、患者の自宅、福祉施設、公共施設、検診車などがある。
【００２４】
　眼科撮影装置は、被検眼の撮影に用いられる任意の装置であってよく、少なくともスリ
ットランプ顕微鏡としての機能を有する。眼科システムに含まれる複数の眼科撮影装置の
いずれかは、スリットランプ顕微鏡と異なる撮影機能（例えば、眼底カメラ、ＳＬＯ、Ｏ
ＣＴなどの眼科モダリティ）を含んでいてもよい。更に、眼科撮影装置は、測定データや
撮影画像を解析するためのアプリケーションを備えていてもよい。
【００２５】
　実施形態の眼科システムは、被検眼の特性を測定するための眼科測定装置を更に含んで
いてもよい。眼科測定装置の例として、視力検査装置（視標呈示装置、フォロプタ等）、
眼屈折検査装置（レフラクトメータ、ケラトメータ等）、眼圧計、スペキュラーマイクロ
スコープ、ウェーブフロントアナライザ、視野計、マイクロペリメータなどがある。
【００２６】
〈眼科システム〉
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　実施形態に係る眼科システムの構成の例を説明する。図１に例示された眼科システム１
０００は、眼科撮影が行われるＮ個の施設（第１施設～第Ｎ施設）のそれぞれと、管理サ
ーバ４０００と、遠隔端末５０００ｍとを結ぶ通信路（通信回線）１１００を利用して構
築されている。
【００２７】
　各施設（第ｎ施設：ｎ＝１～Ｎ、Ｎは１以上の整数）には、眼科撮影装置２０００－ｉ

ｎ（ｉｎ＝１～Ｋｎ、Ｋｎは１以上の整数）が設置されている。つまり、各施設（第ｎ施
設）には、１以上の眼科撮影装置２０００－ｉｎが設置されている。眼科撮影装置２００
０－ｉｎは、眼科システム１０００の一部を構成する。なお、眼科以外の検査を実施可能
な検査装置が眼科システム１０００に含まれていてもよい。
【００２８】
　本例の眼科撮影装置２０００－ｉｎは、被検眼の撮影を実施する「撮影装置」としての
機能と、各種データ処理や外部装置との通信を行う「コンピュータ」としての機能の双方
を備えている。前述したように、撮影装置は、少なくともスリットランプ顕微鏡を含む。
他の例において、撮影装置とコンピュータとを別々に設けることが可能である。この場合
、撮影装置とコンピュータとは互いに通信可能に構成されてよい。更に、撮影装置の数と
コンピュータの数とはそれぞれ任意であり、例えば単一のコンピュータと複数の撮影装置
とを設けることができる。
【００２９】
　更に、各施設（第ｎ施設）には、補助者や被検者により使用される情報処理装置（端末
３０００－ｎ）が設置されている。端末３０００－ｎは、当該施設において使用されるコ
ンピュータであり、例えば、タブレット端末やスマートフォン等のモバイル端末、当該施
設に設置されたサーバなどであってよい。更に、端末３０００－ｎは、無線型イヤフォン
等のウェアラブルデバイスを含んでいてもよい。なお、端末３０００－ｎは、当該施設に
おいてその機能を使用可能なコンピュータであれば十分であり、例えば、当該施設の外に
設置されたコンピュータ（クラウドサーバ等）であってもよい。
【００３０】
　眼科撮影装置２０００－ｉｎと端末３０００－ｎとは、第ｎ施設内に構築されたネット
ワーク（施設内ＬＡＮ等）や、広域ネットワーク（インターネット等）や、近距離通信技
術を利用して通信を行えるように構成されてよい。
【００３１】
　眼科撮影装置２０００－ｉｎは、サーバ等の通信機器としての機能を備えていてよい。
この場合、眼科撮影装置２０００－ｉｎと端末３０００－ｎとが直接に通信を行うように
構成することができる。これにより、管理サーバ４０００と端末３０００－ｎとの間の通
信を眼科撮影装置２０００－ｉｎを介して行うことができるので、端末３０００－ｎと管
理サーバ４０００との間で通信を行う機能を設ける必要がなくなる。
【００３２】
　管理サーバ４０００は、第１～第Ｎ施設のいずれとも異なる施設に設置され、例えば管
理センタに設置されている。管理サーバ４０００は、ネットワーク（ＬＡＮ、広域ネット
ワーク等）を介して、遠隔端末５０００ｍ（ｍ＝１～Ｍ、Ｍは１以上の整数）と通信が可
能である。更に、管理サーバ４０００は、第１～第Ｎ施設に設置された眼科撮影装置２０
００－ｉｎの少なくとも一部と広域ネットワークを介して通信が可能である。
【００３３】
　管理サーバ４０００は、例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎと遠隔端末５０００ｍと
の間の通信を中継する機能と、この通信の内容を記録する機能と、眼科撮影装置２０００
－ｉｎにより取得されたデータや情報を記憶する機能と、遠隔端末５０００ｍにより取得
されたデータや情報を記憶する機能とを備える。また、管理サーバ４０００は、データ処
理機能を備えてもよい。例えば、管理サーバ４０００は、眼科撮影装置２０００－ｉｎ（
スリットランプ顕微鏡）により取得された複数の断面画像から３次元画像を形成する処理
を実行するための３次元画像形成部（プロセッサ、コンピュータプログラムなどを含む）
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を含んでいてよい。
【００３４】
　遠隔端末５０００ｍは、眼科撮影装置２０００－ｉｎによって取得された被検眼の画像
の読影とレポート作成とに使用可能なコンピュータを含む。
【００３５】
　本実施形態において、「プロセッサ」は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃ
ｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、ＳＰＬＤ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＣＰＬＤ（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏ
ｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ））等の回路を意味する。プロセッサは、例
えば、記憶回路や記憶装置に格納されているプログラムやデータを読み出し実行すること
で、実施形態に係る機能を実現することができる。
【００３６】
〈眼科撮影装置の構成〉
　眼科撮影装置２０００－ｉｎの構成について説明する。前述したように、眼科撮影装置
２０００－ｉｎはスリットランプ顕微鏡としての機能を有する。本例では、特に言及しな
い限り、眼科撮影装置２０００－ｉｎはスリットランプ顕微鏡である。
【００３７】
　ここで、以下のように方向を表すことがある。スリットランプ顕微鏡の光学系が被検眼
の正面（ニュートラル位置）に配置されているときに、光学系における最も被検眼側に位
置するレンズ（対物レンズ）から被検眼に向かう方向を前方向（又は、深さ方向、奥行き
方向、Ｚ方向）とし、その逆方向を後方向（－Ｚ方向）とする。また、Ｚ方向に直交する
水平方向を左右方向（又は、横方向、±Ｘ方向）とする。更に、Ｚ方向とＸ方向の双方に
直交する方向を上下方向（又は、縦方向、±Ｙ方向）とする。ＸＹＺ座標系は、例えば右
手系（又は、左手系）として定義される。
【００３８】
　また、スリットランプ顕微鏡の観察撮影系は少なくとも水平方向に回動可能であるので
、観察撮影系の光軸（観察撮影光軸）に沿う方向である動径方向をｒ１方向とし、回転方
向をθ１方向とする。同様に、スリットランプ顕微鏡の照明系は回動可能であるので、照
明系の光軸（照明光軸）に沿う方向である動径方向をｒ２方向とし、回転方向をθ２方向
とする。例えば、動径方向の正方向は、対物レンズから被検眼に向かう方向であり、回転
方向の正方向は、上方から見たときの反時計回り方向である。回転方向は、例えば、Ｚ方
向を基準として定義される（つまり、Ｚ方向が回転角度０度として定義される）。観察撮
影系がニュートラル位置に配置されているとき（つまり、θ１＝０度のとき）、ｒ１方向
はＺ方向に一致する。同様に、照明系がニュートラル位置に配置されているとき（つまり
、θ２＝０度のとき）、ｒ２方向はＺ方向に一致する。照明系及び観察撮影系の少なくと
も一方は、上下方向に回動可能であってもよい。この場合においても動径方向や回転方向
が同様に定義される。
【００３９】
　また、本実施形態のスリットランプ顕微鏡は、観察撮影系及び照明系を３次元的に平行
移動可能に構成されていてよい。例えば、本実施形態において、観察撮影系と照明系とを
一体的に、±Ｘ方向、±Ｙ方向、及び±Ｚ方向に移動可能であってよい。また、観察撮影
系と照明系とを互いに独立に、±Ｘ方向、±Ｙ方向、及び±Ｚ方向に移動可能であってよ
い。
【００４０】
　例示的なスリットランプ顕微鏡の外観構成を図２に示す。スリットランプ顕微鏡１には
、コンピュータ１００が接続されている。コンピュータ１００は、各種の制御処理や演算
処理を行う。顕微鏡本体（光学系等を格納する筐体）とは別にコンピュータ１００を設け
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る代わりに、顕微鏡本体に同様のコンピュータを搭載した構成を適用することも可能であ
る。コンピュータ１００の少なくとも一部と、前述した端末３０００－ｎの少なくとも一
部とが共通であってもよい。
【００４１】
　スリットランプ顕微鏡１はテーブル２上に載置される。基台４は、例えば、移動機構部
３を介して３次元的に移動可能に構成されている。つまり、移動機構部３は、±Ｘ方向、
±Ｙ方向、及び±Ｚ方向に、基台４を平行移動可能である。基台４は、操作ハンドル５を
傾倒操作することにより移動される。或いは、移動機構部３は、電気的に制御可能なアク
チュエータを含む。
【００４２】
　基台４の上面には、観察撮影系６及び照明系８を支持する支持部１５が設けられている
。支持部１５には、観察撮影系６を支持する支持アーム１６が左右方向に回動可能に取り
付けられている。支持アーム１６の上部には、照明系８を支持する支持アーム１７が左右
方向に回動可能に取り付けられている。支持アーム１６及び１７は、それぞれ独立に且つ
互いに同軸で回動可能とされている。
【００４３】
　観察撮影系６は、支持アーム１６を回動させることで移動される。照明系８は、支持ア
ーム１７を回動させることで移動される。支持アーム１６及び１７のそれぞれは、電気的
な機構によって回動される。移動機構部３には、支持アーム１６を回動させるための機構
と、支持アーム１７を回動させるための機構とが設けられている。なお、支持アーム１６
を手動で回動させることによって観察撮影系６を移動することもできる。同様に、支持ア
ーム１７を手動で回動させることによって照明系８を移動することもできる。
【００４４】
　照明系８は、被検眼Ｅに照明光を照射する。前述のように、照明系８を左右方向に回動
することができる。更に、照明系８を上下方向に回動できるように構成されてもよい。つ
まり、照明系８の仰角や俯角を変更できるように構成されていてもよい。このような照明
系８のスイング動作により、被検眼Ｅに対する照明光の投射方向が変更される。
【００４５】
　移動機構部３により、観察撮影系６及び照明系８は、±Ｘ方向、±Ｙ方向、及び±Ｚ方
向に平行移動される。移動機構部３は、観察撮影系６と照明系８とを一体的に平行移動可
能であってよい。また、移動機構部３は、観察撮影系６のみを平行移動させること、及び
、照明系８のみを平行移動させることが可能であってよい。つまり、移動機構部３は、観
察撮影系６と照明系８とを互いに独立に平行移動可能であってよい。
【００４６】
　同様に、移動機構部３により、観察撮影系６及び照明系８は、左右方向及び上下方向に
回動される。移動機構部３は、観察撮影系６と照明系８とを一体的に回動可能であってよ
い。また、移動機構部３は、観察撮影系６のみを回動させること、及び、照明系８のみを
回動させることが可能であってよい。つまり、移動機構部３は、観察撮影系６と照明系８
とを互いに独立に回動可能であってよい。
【００４７】
　観察撮影系６は、被検眼Ｅに投射された照明光の戻り光を案内する左右一対の光学系を
有する。この光学系は鏡筒本体９内に収納されている。鏡筒本体９の終端は接眼部９ａで
ある。検者は接眼部９ａをのぞき込むことで被検眼Ｅを観察することができる。前述のよ
うに、支持アーム１６を回動させることにより鏡筒本体９を左右方向に回動させることが
できる。更に、観察撮影系６を上下方向に回動できるように構成されてもよい。つまり、
観察撮影系６の仰角や俯角を変更できるように構成されていてもよい。このような観察撮
影系６のスイング動作により、被検眼Ｅを撮影する方向を変更することができる。
【００４８】
　鏡筒本体９に対峙する位置には顎受け台１０が配置されている。顎受け台１０には、被
検者の顔を安定配置させるための顎受部１０ａと額当て１０ｂが設けられている。



(10) JP 2019-154829 A 2019.9.19

10

20

30

40

50

【００４９】
　鏡筒本体９の側面には、倍率を変更するための倍率操作ノブ１１が配置されている。更
に、鏡筒本体９には、被検眼Ｅを撮影するための撮像装置１３が接続されている。撮像装
置１３は撮像素子を含む。撮像素子は、光を検出して画像信号（電気信号）を出力する光
電変換素子である。画像信号はコンピュータ１００に入力される。撮像素子としては、例
えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサ、又は、
ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕ
ｃｔｏｒ）イメージセンサが用いられる。
【００５０】
　照明系８の下方位置には、照明系８から出力される照明光束を被検眼Ｅに向けて反射す
るミラー１２が配置されている。
【００５１】
　図２では省略されているが、ミラー１２の近傍（例えば、ミラー１２の下方位置又は上
方位置）には、被検眼Ｅの前眼部を正面（又は斜方）から撮影するための前眼部カメラ７
０が設けられている（図３Ａ等を参照）。
【００５２】
〈光学系の構成〉
　スリットランプ顕微鏡１の光学系の構成の第１の例を図３Ａ及び図３Ｂに示し、その変
形例を図３Ｃに示す。また、図５を適宜参照する。前述したように、スリットランプ顕微
鏡１は、観察撮影系６と照明系８とを備えている。
【００５３】
〈観察撮影系６〉
　観察撮影系６は左右一対の光学系を備えている。左右の光学系は、ほぼ同様の構成を有
する。検者は、この左右の光学系により被検眼Ｅを双眼で観察することができる。なお、
図３Ａには、観察撮影系６の左右の光学系の一方のみが示されている。観察撮影系６は、
左右の光学系の一方のみを備えていてもよい。符号Ｏ１は、観察撮影系６の光軸を示す。
【００５４】
　観察撮影系６の左右の光学系のそれぞれは、対物レンズ３１、変倍光学系３２、ビーム
スプリッタ３４、結像レンズ３５、プリズム３６、及び接眼レンズ３７を含む。ここで、
ビームスプリッタ３４は、左右の光学系の一方又は双方に設けられる。接眼レンズ３７は
、接眼部９ａ内に設けられている。符号Ｐは、接眼レンズ３７に導かれる光の結像位置を
示す。符号Ｅｃは被検眼Ｅの角膜を示す。符号Ｅｏは検者眼を示す。
【００５５】
　変倍光学系３２は、複数（例えば３枚）の変倍レンズ３２ａ、３２ｂ、３２ｃを含む。
本実施形態では、観察撮影系６の光路に対して選択的に挿入可能な複数の変倍レンズ群が
設けられている。これら変倍レンズ群は、それぞれ異なる倍率に対応する。観察撮影系６
の光路に配置された変倍レンズ群が変倍光学系３２として用いられる。このような変倍レ
ンズ群の選択的な挿入により、被検眼Ｅの観察像や撮影画像の倍率（画角）を変更するこ
とができる。倍率の変更、つまり観察撮影系６の光路に配置される変倍レンズ群の切り替
えは、倍率操作ノブ１１を操作することにより行われる。また、電気的に制御可能なアク
チュエータで変倍光学系３２を駆動することで倍率を変更することもできる。
【００５６】
　ビームスプリッタ３４は、光軸Ｏ１に沿って進む光の光路を、光軸Ｏ１の延長上に位置
する光路と、光軸Ｏ１に対して直交する光路とに分割する。光軸Ｏ１の延長上に位置する
光路に入射した光は、結像レンズ３５、プリズム３６及び接眼レンズ３７を介して検者眼
Ｅｏに導かれる。プリズム３６は、光の進行方向を上方に平行移動させる。
【００５７】
　一方、光軸Ｏ１に対して直交する光路に入射した光は、集光レンズ４１及びミラー４２
を介して、撮像装置１３の撮像素子４３に導かれる。すなわち、観察撮影系６は、被検眼
Ｅからの戻り光を撮像装置１３に導く。撮像素子４３は、この戻り光を検出して画像信号
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ＧＳを生成する。
【００５８】
　観察撮影系６の左右の光学系の双方に撮像素子４３が設けられていてよい。この場合、
左右の撮像素子４３により並行して取得される左右の画像（動画像又は静止画像）を遠隔
端末５０００ｍに提供することができる。これにより、遠隔端末５０００ｍのユーザーは
、被検眼Ｅを立体的に観察することが可能である。
【００５９】
　観察撮影系６は、そのフォーカス位置を変更するための合焦機構４０を含む。合焦機構
４０は、光軸Ｏ１に沿って対物レンズ３１を移動させる。例えば、合焦機構４０は、対物
レンズ３１を保持する保持部材と、この保持部材を光軸Ｏ１の方向に移動させるスライド
機構と、駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスライド機構に伝達する部材
とを含む。
【００６０】
　対物レンズ３１の移動は、自動及び／又は手動で行われる。自動で対物レンズ３１を移
動する場合、例えば、コンピュータ１００は、公知のフォーカス調整手法（例えば、位相
差検出方式、コントラスト検出方式など）を用いて、被検眼Ｅからの戻り光に基づきフォ
ーカス位置を求めることができる。更に、コンピュータ１００は、求められたフォーカス
位置まで対物レンズ３１を光軸Ｏ１に沿って移動するようにアクチュエータを制御するこ
とができる。一方、手動で対物レンズ３１を移動する場合、ユーザーによる操作に応じて
アクチュエータが対物レンズ３１を光軸Ｏ１に沿って移動させる。この操作は、例えば、
スリットランプ顕微鏡１のユーザー、端末３０００－ｎのユーザー、又は、遠隔端末５０
００ｍのユーザーによって行われる。
【００６１】
　観察撮影系６は、対物レンズ３１と撮像素子４３との間の光軸Ｏ１上の位置に配置され
た第１合焦レンズを含んでもよい。この場合、合焦機構４０は、第１合焦レンズを光軸Ｏ
１に沿って移動させることによって観察撮影系６のフォーカス位置を変更する。例えば、
合焦機構４０は、第１合焦レンズを保持する保持部材と、この保持部材を光軸Ｏ１の方向
に移動させるスライド機構と、駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスライ
ド機構に伝達する部材とを含む。対物レンズ３１を移動させる場合と同様に、合焦機構４
０による第１合焦レンズの移動は、自動又は手動で行われる。
【００６２】
　観察撮影系６の全体（又は一部）が光軸Ｏ１に沿って移動可能に構成されていてもよい
。この場合、合焦機構４０は、観察撮影系６の全体を光軸Ｏ１に沿って移動させることに
よって、観察撮影系６のフォーカス位置を変更する。例えば、合焦機構４０は、観察撮影
系６が搭載された可動ステージと、この可動ステージを光軸Ｏ１の方向に移動させるスラ
イド機構と、駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスライド機構に伝達する
部材とを含む。対物レンズ３１を移動させる場合と同様に、合焦機構４０による観察撮影
系６の移動は、自動又は手動で行われる。
【００６３】
〈照明系８〉
　照明系８は、照明光源５１、集光レンズ５２、スリット形成部５３、及び対物レンズ５
４を含む。符号Ｏ２は、照明系８の光軸を示す。
【００６４】
　照明光源５１は照明光を出力する。なお、照明系８に複数の光源を設けてもよい。例え
ば、定常光を出力する光源（例えば、ハロゲンランプ、発光ダイオード（ＬＥＤ）等）と
、フラッシュ光を出力する光源（例えば、キセノンランプ、ＬＥＤ等）の双方を照明光源
５１として設けることができる。また、前眼部観察用の光源と後眼部観察用の光源とを別
々に設けてもよい。例えば、照明光源５１は、可視光を出力する可視光源を含む。照明光
源５１は、赤外光（例えば、中心波長が８００ｎｍ～１０００ｎｍの光）を出力する赤外
光源を含んでもよい。
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【００６５】
　スリット形成部５３は、スリット光を生成するために用いられる。スリット形成部５３
は、一対のスリット刃を有する。これらスリット刃の間隔（スリット幅）を変更すること
により、生成されるスリット光の幅を変更することができる。
【００６６】
　照明系８は、スリット光のフォーカス位置を変更するための合焦機構５０を含む。合焦
機構５０は、対物レンズ５４を光軸Ｏ２に沿って移動させる。例えば、合焦機構５０は、
対物レンズ５４を保持する保持部材と、この保持部材を光軸Ｏ１の方向に移動させるスラ
イド機構と、駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスライド機構に伝達する
部材とを含む。
【００６７】
　対物レンズ５４の移動は、自動及び／又は手動で行われる。自動で対物レンズ５４を移
動する場合、例えば、コンピュータ１００は、被検眼Ｅからの戻り光に基づく像が描出さ
れた画像を解析することによってフォーカス位置を求めることができる。更に、コンピュ
ータ１００は、求められたフォーカス位置まで対物レンズ５４を光軸Ｏ２に沿って移動す
るようにアクチュエータを制御することができる。一方、手動で対物レンズ５４を移動す
る場合、ユーザーによる操作に応じてアクチュエータが対物レンズ５４を光軸Ｏ２に沿っ
て移動させる。この操作は、例えば、スリットランプ顕微鏡１のユーザー、端末３０００
－ｎのユーザー、又は、遠隔端末５０００ｍのユーザーによって行われる。
【００６８】
　照明系８は、対物レンズ５４とスリット形成部５３との間の光軸Ｏ２上の位置に配置さ
れた第２合焦レンズを含んでもよい。この場合、合焦機構５０は、第２合焦レンズを光軸
Ｏ２に沿って移動させることによって、スリット光のフォーカス位置を変更する。例えば
、合焦機構５０は、第２合焦レンズを保持する保持部材と、この保持部材を光軸Ｏ２の方
向に移動させるスライド機構と、駆動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスラ
イド機構に伝達する部材とを含む。対物レンズ５４を移動させる場合と同様に、合焦機構
５０による第２合焦レンズの移動は、自動又は手動で行われる。
【００６９】
　照明系８の全体（又は一部）が光軸Ｏ２に沿って移動可能に構成されていてもよい。こ
の場合、合焦機構５０は、照明系８の全体を光軸Ｏ２に沿って移動させることによって、
スリット光のフォーカス位置を変更する。例えば、合焦機構５０は、照明系８が搭載され
た可動ステージと、この可動ステージを光軸Ｏ２の方向に移動させるスライド機構と、駆
動力を発生するアクチュエータと、この駆動力をスライド機構に伝達する部材とを含む。
対物レンズ５４を移動させる場合と同様に、合焦機構５０による照明系８の移動は、自動
又は手動で行われる。
【００７０】
　照明系８には、可動部が設けられている。可動部は、少なくともスリット形成部５３を
含む。例えば、可動部は、スリット形成部５３のみを含む。或いは、可動部は、スリット
形成部５３に加えて、照明光源５１、集光レンズ５２及び対物レンズ５４のうちの少なく
とも１つを含む。可動部は、後述の第１移動機構５５により移動される。可動部の移動方
向は、光軸Ｏ２に直交する方向である。典型的には、可動部の移動方向は、スリット形成
部５３により形成されるスリットの幅方向である（矢印Ａ１を参照）。スリット幅方向は
、例えば、スリット形成部５３に含まれる一対のスリット刃の間隔が定義される方向であ
る。
【００７１】
　図３Ａ～図３Ｃでは図示が省略されているが、照明系８から出力される照明光束を被検
眼Ｅに向けて反射するミラー１２が光軸Ｏ２上に配置されている。典型的には、照明系８
とミラー１２とが一体的に移動（平行移動、回動）するように構成されている。
【００７２】
　スリットランプ顕微鏡１は、照明系８の可動部を移動しつつ被検眼Ｅを複数回撮影する
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ことで複数の画像を取得することができる。これにより、前眼部の複数の断面画像（スリ
ット画像）が得られる。
【００７３】
　このような制御により取得された複数の断面画像のそれぞれには、その取得位置（つま
り、断面位置）を示す位置情報が関連付けられる。この位置情報は、例えば、次のいずれ
か１以上を含んでいてよい：照明系８の可動部の位置；前眼部カメラ７０により取得され
た前眼部の正面画像における断面の位置；これら位置のいずれか１以上に基づき求められ
た情報。
【００７４】
　照明系８の可動部の位置は、例えば、エンコーダーなどを含む位置検出器によって検出
することができる。或いは、照明系８の可動部の位置は、これを移動するための機構（後
述の第１移動機構５５）の制御を行うコンピュータ１００によって認識可能である。また
、被検眼Ｅの前眼部の正面画像における断面の位置は、例えば、前眼部カメラ７０により
取得された前眼部の正面画像と、上記の位置検出器により検出された位置とに基づいて求
めることができる。詳細は後述するが、このような位置情報と複数の断面画像とに基づい
て、前眼部の３次元画像を形成することができる。
【００７５】
　なお、照明系８の可動部を移動しつつ行われる複数回の撮影は、可動部が移動している
ときに行われてもよいし、可動部が停止しているときに行われてもよい。また、可動部の
移動は連続的でも断続的でもよい。
【００７６】
　スリットランプ顕微鏡１は、照明系８の可動部の移動に加えて被検眼Ｅに対する照明系
８及び観察撮影系６の移動を行いつつ被検眼Ｅを複数回撮影することで複数の断面画像を
取得してもよい。ここで、照明系８及び観察撮影系６を移動は、回動でもよいし、平行移
動でもよい。
【００７７】
　このような制御が行われる場合、スリットランプ顕微鏡１により取得された複数の断面
画像のそれぞれには、その取得位置（つまり、断面位置）を示す位置情報が関連付けられ
る。この位置情報は、例えば、次のいずれか１以上を含んでいてよい：照明系８の可動部
の位置；照明系８の位置（回動位置、平行移動位置）；観察撮影系６の位置（回動位置、
平行移動位置）；前眼部カメラ７０により取得された前眼部の正面画像における断面の位
置；これら位置のいずれか１以上に基づき求められた情報。
【００７８】
　照明系８の位置（つまり、位置及び／又は角度）や観察撮影系６の位置（位置及び／又
は角度）は、例えば、エンコーダーなどを含む位置検出器によって検出することができる
。或いは、照明系８の位置や観察撮影系６の位置は、照明系８や観察撮影系６を移動する
ための機構（後述の第２移動機構６０）の制御を行うコンピュータ１００によって認識可
能である。詳細は後述するが、このような位置情報と複数の断面画像とに基づいて、前眼
部の３次元画像を形成することができる。
【００７９】
　なお、照明系８の可動部の移動並びに照明系８及び観察撮影系６の移動とともに行われ
る複数回の撮影は、可動部、照明系８及び観察撮影系６の少なくとも１つが移動している
ときに行われてもよいし、可動部、照明系８及び観察撮影系６の少なくとも１つが停止し
ているときに行われてもよい。また、可動部の移動は連続的でも断続的でもよいし、照明
系８の移動は連続的でも断続的でもよいし、観察撮影系６の移動は連続的でも断続的でも
よい。
【００８０】
　スリットランプ顕微鏡１は、被検眼Ｅに対するフォーカス位置を変更しつつ被検眼Ｅを
複数回撮影して複数の画像を取得することができる。より具体的には、スリットランプ顕
微鏡１は、観察撮影系６のフォーカス位置及び照明系８のフォーカス位置の少なくとも一
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方を変更しつつ被検眼Ｅを複数回撮影することで、被検眼Ｅの前眼部の複数の断面画像を
取得することができる。
【００８１】
　このような制御により取得された複数の断面画像のそれぞれには、その取得位置（フォ
ーカス位置）を示す位置情報が関連付けられる。この位置情報は、例えば、次のいずれか
を含んでいてもよい：合焦機構４０に対する制御内容；合焦機構５０に対する制御内容；
合焦機構４０により移動される対象（例えば、対物レンズ３１、第１合焦レンズ、又は観
察撮影系６）の位置；合焦機構５０により移動される対象（例えば、対物レンズ５４、第
２合焦レンズ、又は照明系８）の位置；これら情報（制御内容、位置）のいずれか１以上
に基づき求められた情報。
【００８２】
　合焦機構４０又は５０に対する制御内容は、例えば、それを制御するコンピュータ１０
０によって認識可能である。合焦機構４０又は５０により移動される対象の位置は、例え
ば、エンコーダーなどを含む位置検出器によって検出することができる。詳細は後述する
が、このような制御内容及び／又は位置情報と複数の断面画像とに基づいて、前眼部の３
次元画像を形成することができる。
【００８３】
　なお、フォーカス位置を変更しつつ行われる複数回の撮影は、フォーカス位置の変更と
並行して行われてもよいし、フォーカス位置の移動が停止されているときに行われてもよ
い。また、フォーカス位置の変更は連続的でも断続的でもよい。
【００８４】
　上記した複数の制御を組み合わせることができる。例えば、スリットランプ顕微鏡１は
、照明系８の可動部の位置、照明系８の位置、観察撮影系６の位置、照明系８のフォーカ
ス位置、及び観察撮影系６のフォーカス位置を変更しつつ被検眼Ｅを複数回撮影すること
によって、複数の断面画像を取得することが可能である。このような制御により取得され
た複数の断面画像のそれぞれには、その取得位置（断面位置及びフォーカス位置）を示す
位置情報が関連付けられる。
【００８５】
〈前眼部カメラ７０〉
　前眼部カメラ７０は、前眼部を正面又は斜方から撮影する。前眼部を正面から撮影可能
な例は図３Ａ及び図３Ｂに示され、前眼部を斜方から撮影可能な例は図３Ｃに示されてい
る。なお、図３Ｃに示す２つの前眼部カメラ７０ａ及び７０ｂのそれぞれ又は双方を前眼
部カメラ７０と称することがある。
【００８６】
　前眼部カメラ７０は、例えば、動画撮影が可能なビデオカメラである。前眼部カメラ７
０は、固定的に配置されている。或いは、前眼部カメラ７０は、観察撮影系６や照明系８
の移動とは独立に移動可能である。
【００８７】
　前眼部カメラ７０は１以上の任意の個数設けられていてよい。例えば、図３Ａ及び図３
Ｂに示す例では、左右方向の中心位置に単一の前眼部カメラ７０が設けられている。一方
、図３Ｃに示す例では、左右方向に離間して配置された２つの前眼部カメラ７０ａ及び７
０ｂが設けられている。
【００８８】
　図３Ｃの例のように２以上の前眼部カメラが設けられている場合、スリットランプ顕微
鏡は、本出願人による特開２０１３－２４８３７６号公報に開示されたアライメント手法
を行うことができる。このアライメント手法は、例えば次の工程を含む：２以上の前眼部
カメラが前眼部を異なる方向から撮影して２以上の撮影画像を取得する工程；コンピュー
タ１００等のプロセッサがこれら撮影画像を解析して被検眼の３次元位置を求める工程；
求められた３次元位置に基づいてコンピュータ１００等のプロセッサが移動機構部３を制
御する工程。これにより、光学系（例えば、観察撮影系６及び／又は照明系８）が、好適
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なアライメント位置に配置される。
【００８９】
　例示的な実施形態に適用可能なアライメント手法は、このようなアライメントに限定さ
れない。例えば、アライメント光により得られるプルキンエ像を利用したアライメント手
法や、光てこを利用したアライメント手法など、被検眼と装置光学系との間のアライメン
トに適用可能な任意の手法であってよい。
【００９０】
　前眼部カメラ７０で撮影を行うための照明光を前眼部に投射する前眼部照明光源が設け
られていてもよい。前眼部照明光源は、例えば、赤外光源又は可視光源であってよい。前
眼部照明光源は、例えば、前眼部カメラ７０の近傍（例えば、前眼部カメラ７０の下方位
置、上方位置、又は側方位置）に配置されている。前眼部照明光源は１以上の任意の個数
設けられてよい。
【００９１】
〈固視系８０〉
　固視系８０は、被検眼Ｅを固視させるための固視光を出力する。固視系８０は、複数の
可視光源（固視光源）を含む。図３Ａ～図３Ｃでは、５つの固視光源８０ａ～８０ｅが設
けられている。これら固視光源８０ａ～８０ｅは、左右方向（Ｘ方向）に一列に並べられ
ている。これら固視光源８０ａ～８０ｅは、選択的に点灯される。
【００９２】
　なお、固視系８０に設けられる固視光源の個数は１以上の任意の数であってよい。また
、固視系８０は、移動可能な固視光源を備えていてもよい。或いは、固視系８０は、表示
画面の所望の位置に固視標を表示可能な表示装置を備えていてもよい。
【００９３】
　スリットランプ顕微鏡１の光学系の構成の第２の例を図４Ａに示し、その変形例を図４
Ｂに示す。
【００９４】
　図４Ａに示す光学系は、照明系２１０と、前眼部撮影系２２０と、固視系２４０と、観
察撮影系２６０と、前眼部カメラ２７０ａ及び２７０ｂとを含む。
【００９５】
　照明系２１０は、照明光源２１１、集光レンズ２１２、スリット形成部２１３、及び対
物レンズ２１４を含む。図３Ａに示す照明系８との関係において、照明光源２１１は照明
光源５１に、集光レンズ２１２は集光レンズ５２に、スリット形成部２１３はスリット形
成部５３に、対物レンズ２１４は対物レンズ５４に、それぞれ対応する。
【００９６】
　図３Ａに示す照明系８と同様に、照明系２１０には、可動部が設けられている。可動部
は、少なくともスリット形成部２１３を含む。可動部は、後述の第１移動機構５５により
移動される。可動部の移動方向は、照明系２１０の光軸に直交する方向である。典型的に
は、可動部の移動方向は、スリット形成部２１３により形成されるスリットの幅方向であ
る（矢印Ａ２を参照）。スリット幅方向は、例えば、スリット形成部２１３に含まれる一
対のスリット刃の間隔が定義される方向である。
【００９７】
　前眼部撮影系２２０は、対物レンズ２２１と、結像レンズ２２２と、撮像素子２２３と
を含む。撮像素子２２３は、例えば、ＣＣＤイメージセンサ、又は、ＣＭＯＳイメージセ
ンサである。
【００９８】
　対物レンズ２２１と被検眼Ｅとの間には、光路結合部材２３０が配置されている。光路
結合部材２３０は、照明系２１０の光路と前眼部撮影系２２０の光路とを結合している。
光路結合部材２３０は、例えば、ハーフミラー、又は、ダイクロイックミラーである。ダ
イクロイックミラーが採用される場合、光路結合部材２３０は、被検眼Ｅからの赤外光を
透過して撮像素子２２３に導き、且つ、照明系８からの可視光を反射して被検眼Ｅに導く
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ように構成される。
【００９９】
　固視系２４０は、可視光を出力する固視光源２４１と、この可視光から固視光を生成す
る絞り２４２とを含む。対物レンズ２２１と結像レンズ２２２との間には、光路結合部材
２５０が配置されている。光路結合部材２５０は、固視系２４０の光路と前眼部撮影系２
２０の光路とを結合している。光路結合部材２５０は、例えば、ハーフミラー、又は、ダ
イクロイックミラーである。ダイクロイックミラーが採用される場合、光路結合部材２５
０は、被検眼Ｅからの赤外光を透過して撮像素子２２３に導き、且つ、固視系２４０から
の可視光（固視光）を反射して被検眼Ｅに導くように構成される。
【０１００】
　観察撮影系２６０は、図３Ａに示す観察撮影系６に相当し、結像レンズ２６１と、撮像
素子２６２とを含む。なお、図示は省略するが、観察撮影系２６０は、図３Ａに示す観察
撮影系６の任意の要素に対応する要素を更に含む。
【０１０１】
　前眼部カメラ２７０ａ及び２７０ｂは、図３Ｃに示す前眼部カメラ７０ａ及び７０ｂと
同様に、特開２０１３－２４８３７６号公報に開示されたアライメントを実行するために
利用可能である。
【０１０２】
　図４Ｂに示す光学系は、図４Ａに示す光学系と同様に、照明系２１０と、前眼部撮影系
２２０と、固視系２４０と、観察撮影系２６０と、前眼部カメラ２７０ａ及び２７０ｂと
を含む。本例では、図４Ａの対物レンズ２２１の代わりに対物レンズ２２４が設けられて
いる。また、本例では、照明系２１０の光路と前眼部撮影系２２０の光路とを結合する光
路結合部材２３０は、対物レンズ２２４と光路結合部材２５０との間に配置されている。
その余の点については、図４Ａに示す光学系と同じであってよい。
【０１０３】
〈制御系の構成〉
　スリットランプ顕微鏡１の制御系について、図５～図８Ｃを参照しながら説明する。ス
リットランプ顕微鏡１の制御系の構成例を図５に示す。なお、制御系を構成する複数の要
素の少なくとも一部がコンピュータ１００に含まれていてもよい。
【０１０４】
〈制御部１０１〉
　制御部１０１は、スリットランプ顕微鏡１の各部を制御する。例えば、制御部１０１は
、観察撮影系６、照明系８、第１移動機構５５、第２移動機構６０、前眼部カメラ７０、
画像合成部１２０、表示部１３０、合焦位置検出部１５０、スキャン位置検出部１６０、
通信部１７０などを制御する。
【０１０５】
　第１移動機構５５は、照明系８の可動部を移動する。第１移動機構５５は、アクチュエ
ータを含む。前述したように、照明系８の可動部は、少なくともスリット形成部５３（又
は、スリット形成部２１３）を含む。可動部を移動することで、被検眼Ｅに対するスリッ
ト光の投射位置（スリット光の照明位置、照明角度）を変更することが可能となる。
【０１０６】
　第２移動機構６０は、照明系８及び観察撮影系６を移動する。第２移動機構６０は、例
えば、移動機構部３と、支持アーム１６及び１７と、支持アーム１６及び１７を移動する
機構とを含む。第２移動機構６０は、照明系８と観察撮影系６とを互いに独立に移動する
ことが可能であってよい。この独立的な移動は、例えば、照明系８の回動及び観察撮影系
６の回動を少なくとも含む。また、この独立的な移動は、照明系８の平行移動及び観察撮
影系６の平行移動の少なくとも一方を含んでいてよい。このような独立的な移動により、
被検眼Ｅに対する照明系８の位置（照明位置、照明角度）を変更すること、及び、被検眼
Ｅに対する観察撮影系６の位置（観察位置、観察角度、撮影位置、撮影角度）を変更する
ことが可能となる。
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【０１０７】
　ここで、照明角度は、照明系８が所定の基準位置（ニュートラル位置）に配置されてい
るときのその光軸（照明光軸）に対する角度として定義される。同様に、観察角度及び撮
影角度は、例えば、観察撮影系６が所定の基準位置（ニュートラル位置）に配置されてい
るときのその光軸（観察撮影光軸）に対する角度として定義される。照明角度の基準と観
察角度及び撮影角度の基準とは同じであってもよいし、互いに異なってもよい。前述した
ように、本例では、観察角度及び撮影角度は、Ｚ方向に対してｒ１方向がなす角度θ１で
表現され、照明角度は、Ｚ方向に対してｒ２方向がなす角度θ２で表現される。
【０１０８】
　第２移動機構６０は、照明系８と観察撮影系６とを一体的に移動することが可能であっ
てよい。この一体的な移動は、例えば、平行移動及び回動の少なくとも一方を含む。この
一体的な平行移動は、例えば、照明角度と撮影角度とを保持しつつ前眼部をスキャンする
ために適用可能である。また、この一体的な回動は、例えば、照明角度と撮影角度とを（
連続的に又は段階的に）変化しつつ前眼部をスキャンするために適用可能である。
【０１０９】
　観察撮影系６に関する制御としては、変倍光学系３２の制御、撮像素子４３の制御、合
焦機構４０の制御、観察撮影系６を移動させるための第２移動機構６０の制御、フォーカ
ス位置検出部１５０の制御、スキャン位置検出部１６０の制御などがある。変倍光学系３
２の制御としては、倍率操作ノブ１１に対する操作内容を受けて被検眼Ｅの肉眼観察像や
撮影画像の倍率を変更する制御などがある。撮像素子４３の制御としては、撮像素子４３
の電荷蓄積時間、感度、フレームレート等を変更する制御や、撮像素子４３により得られ
た画像信号ＧＳを画像合成部１２０に送る制御などがある。合焦機構４０の制御としては
、合焦機構４０による観察撮影系６のフォーカス位置を変更する制御などがある。第２移
動機構６０の制御としては、観察撮影系６を移動（回動、平行移動）する制御などがある
。フォーカス位置検出部１５０の制御としては、フォーカス位置検出部１５０により検出
された位置を取得し、取得された位置を画像合成部１２０に送る制御などがある。スキャ
ン位置検出部１６０の制御としては、スキャン位置検出部１６０により検出された位置を
取得し、取得された位置を画像合成部１２０に送る制御などがある。
【０１１０】
　照明系８に関する制御としては、照明光源５１の制御、スリット形成部５３の制御、合
焦機構５０の制御、照明系８を移動させるための第２移動機構６０の制御、フォーカス位
置検出部１５０の制御、スキャン位置検出部１６０の制御などがある。照明光源５１の制
御としては、照明光源５１の点灯／消灯の切り換え、照明光の光量を変更する制御などが
ある。スリット形成部５３の制御としては、スリット幅を変更する制御、スリットを平行
移動する制御、スリットを回転する制御などがある。合焦機構５０の制御としては、合焦
機構５０によるスリット光のフォーカス位置（照明系８のフォーカス位置）を変更する制
御などがある。第２移動機構６０の制御としては、照明系８を移動（回動、平行移動）す
る制御などがある。フォーカス位置検出部１５０の制御としては、フォーカス位置検出部
１５０により検出された位置を取得し、取得された位置を画像合成部１２０に送る制御な
どがある。スキャン位置検出部１６０の制御としては、スキャン位置検出部１６０により
検出された位置を取得し、取得された位置を画像合成部１２０に送る制御などがある。
【０１１１】
　制御部１０１は、合焦制御部１０１Ａと、スキャン制御部１０１Ｂと、記憶部１０２と
を含む。以下、制御部１０１が実行可能な各種の制御について、図３Ａ～図３Ｃに例示さ
れた構成を参照しつつ説明する。図４Ａ若しくは図４Ｂに例示された構成又はこれら以外
の構成が適用される場合でも同様の制御を実行可能であることは明らかである。
【０１１２】
　合焦制御部１０１Ａは、観察撮影系６のフォーカス位置の制御と、照明系８のフォーカ
ス位置の制御とを実行する
【０１１３】
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　図６を参照しつつ合焦制御部１０１Ａの動作について説明する。図６は、被検眼Ｅの角
膜Ｅｃに対する観察撮影系６及び照明系８のフォーカス位置を模式的に表したものである
。前述したように、符号３１は観察撮影系６の対物レンズであり、符号５４は照明系８の
対物レンズである。符号Ｃｆは、角膜Ｅｃの前面を示し、符号Ｃｂは角膜Ｅｃの後面を示
す。符号Ｃｃは、角膜Ｅｃ（角膜前面Ｃｆ）の曲率中心位置を示す。例えば、観察撮影系
６及び照明系８の回動軸は、曲率中心位置Ｃｃに実質的に一致される。
【０１１４】
　合焦制御部１０１Ａは、被検眼Ｅの関心部位に対する深さ方向（つまり、回動動作にお
ける動径方向）のスキャン（ｒスキャン）を制御する。合焦制御部１０１Ａは、合焦機構
４０と合焦機構５０とを連係的に制御することができる。例えば、合焦制御部１０１Ａは
、合焦機構４０及び合焦機構５０を制御して、関心部位の深さ方向（つまり、被検眼Ｅに
おける奥行き方向）の位置ＰＳ１、ＰＳ２、ＰＳ３の順番に観察撮影系６のフォーカス位
置及び照明系８のフォーカス位置を変更する。観察撮影系６は、各フォーカス位置に対応
した被写界深度で被検眼Ｅを撮影することができる。例えば、観察撮影系６は、位置ＰＳ
１に対応した被写界深度ＰＣ１における被検眼Ｅの画像を取得することができる。
【０１１５】
　合焦制御部１０１Ａは、撮像装置１３に画像を取得させる制御と上記の連係的制御とを
交互に実行することができる。それにより、合焦制御部１０１Ａは、被検眼Ｅの関心部位
の深さ方向について複数の断面画像の取得を制御することができる。例えば、合焦制御部
１０１Ａは、位置ＰＳ１を含む断面の画像と、位置ＰＳ２を含む断面の画像と、位置ＰＳ
３を含む断面の画像とを順次に取得するように制御を行うことができる。
【０１１６】
　スキャン制御部１０１Ｂは、被検眼Ｅの関心部位に対するスキャン位置を水平方向（深
さ方向に略直交する方向）に移動するための制御を行う。なお、詳細な説明は省略するが
、水平方向と深さ方向との双方に略直交する上下方向にスキャン位置を移動するための制
御についても、同じ要領で実行することができる。
【０１１７】
　図７を参照しつつスキャン制御部１０１Ｂの動作について説明する。図７は、角膜Ｅｃ
に対する観察撮影系６及び照明系８のフォーカス位置を模式的に表したものである。なお
、図７において、図６と同様の要素及び箇所には同一符号を付し、適宜説明を省略する。
【０１１８】
　スキャン制御部１０１Ｂは、被検眼Ｅの関心部位に対する水平方向（つまり、回動動作
における偏角方向）のスキャン（θスキャン）を制御する。スキャン制御部１０１Ｂは、
例えば、照明系８の回動と観察撮影系６の回動とを連係させるように第２移動機構６０を
制御する。例えば、スキャン制御部１０１Ｂは、水平方向のスキャン位置ＰＳ１、ＰＳ１
１、ＰＳ１２の順番に観察撮影系６及び照明系８を移動させる。
【０１１９】
　スキャン制御部１０１Ｂは、撮像装置１３に画像を取得させる制御と第２移動機構６０
の制御とを交互に実行することができる。それにより、スキャン制御部１０１Ｂは、被検
眼Ｅの関心部位において水平方向に配列された複数の断面画像を取得するための制御を行
うことができる。例えば、スキャン制御部１０１Ｂは、位置ＰＳ１を含む断面の画像と、
位置ＰＳ１１を含む断面の画像と、位置ＰＳ１２を含む断面の画像とを順次に取得するよ
うに制御を行うことができる。
【０１２０】
　水平方向の位置ＰＳ１、ＰＳ１１、ＰＳ１２のそれぞれにおいて、合焦制御部１０１Ａ
は、観察撮影系６のフォーカス位置及び照明系８のフォーカス位置を深さ方向に変更する
ことができる。それにより、位置ＰＳ１、ＰＳ２、ＰＳ３、ＰＳ１１、ＰＳ２１、ＰＳ３
１、ＰＳ１２、ＰＳ２２、ＰＳ３２のそれぞれについて断面画像を取得することができる
。
【０１２１】
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　図７では、光学系の回動によるスキャンについて説明したが、スキャン方式はこれに限
定されない。例えば、照明系８の可動部の移動によるスキャンを適用することができる。
或いは、照明系８の可動部の移動と光学系の平行移動との組み合わせによるスキャンを適
用することも可能である。図８Ａ及び図８Ｂのそれぞれは、照明系８の可動部の移動と光
学系の平行移動との組み合わせによるスキャンの例を示す。
【０１２２】
　図８Ａに示すように、水晶体の前嚢ＦＬに注目して撮影を行う場合、撮影角度θ１＝０
度の位置（ニュートラル位置）に観察撮影系６が配置され、且つ、照明角度θ２＝α１≠
０度の位置に照明系８が配置される。
【０１２３】
　このような光学系の配置状態で、スキャン制御部１０１Ｂは、第１移動機構５５を制御
することで、少なくともスリット形成部５３を含む可動部を移動する（矢印Ａ１で示す移
動）。これにより、照明系８により出力されるスリット光の前眼部に対する投射位置が移
動される。本例では、スリット幅方向にスリット光が移動される。
【０１２４】
　照明系８の可動部を移動するための第１移動機構５５に対する制御に加え、スキャン制
御部１０１Ｂは、第２移動機構６０を制御することで、観察撮影系６と照明系８とを一体
的に＋Ｘ方向及び／又は－Ｘ方向に平行移動させることができる（矢印Ｔ１で示す平行移
動）。なお、本例では、ニュートラル位置に実質的に一致する固視光源８０ｃが点灯され
る。固視位置は、観察撮影系６及び照明系８が平行移動しても変化しない。つまり、本例
の平行移動スキャンにおいて、固視位置は一定である。
【０１２５】
　第１移動機構５５及び第２移動機構６０の制御と並行して、スキャン制御部１０１Ｂは
、観察撮影系６に複数回撮影を実行させるための制御を行う。この撮影制御の例として、
スキャン制御部１０１Ｂは、第１移動機構５５及び第２移動機構６０の制御と並行して、
観察撮影系６に撮影トリガー信号を繰り返し送ることができる。或いは、スキャン制御部
１０１Ｂは、第１移動機構５５及び第２移動機構６０の制御の前又はその開始の同時に、
観察撮影系６に動画撮影を開始させる制御信号を送ることができる。
【０１２６】
　これにより、前眼部に対するスリット光の投射位置を移動しながら複数回の撮影を行う
ことができる。図８Ａに示す画像Ｇ１１、Ｇ１２及びＧ１３は、本例の制御により取得さ
れる複数の画像の一部である。これら画像Ｇ１１～Ｇ１３に示すように、矢印Ａ１で示す
可動部の移動（及び、矢印Ｔ１で示す光学系の平行移動）に対応して、前嚢ＦＬの描出位
置が変化する。このようにして、水晶体（前嚢ＦＬ）の複数の断面（Ｘ方向に配列された
複数の断面）に対応する複数の画像（断面画像、スリット画像）が取得される。
【０１２７】
　他の例を図８Ｂに示す。水晶体の前嚢ＦＬ及び後嚢ＲＬの双方に注目して撮影を行う場
合、撮影角度θ１＝０度の位置（ニュートラル位置）に観察撮影系６が配置され、且つ、
照明角度θ２＝α２≠０度の位置に照明系８が配置される。ここで、前嚢ＦＬ及び後嚢Ｒ
Ｌの双方に注目する場合の照明角度α２は、前嚢ＦＬに注目する場合の照明角度α１より
も小さい（α２＜α１）。
【０１２８】
　このような光学系の配置状態で、スキャン制御部１０１Ｂは、第１移動機構５５を制御
することで、少なくともスリット形成部５３を含む可動部を移動する（矢印Ａ１で示す移
動）。これにより、照明系８により出力されるスリット光の前眼部に対する投射位置が移
動される。本例では、スリット幅方向にスリット光が移動される。
【０１２９】
　照明系８の可動部を移動するための第１移動機構５５に対する制御に加え、スキャン制
御部１０１Ｂは、第２移動機構６０を制御することで、観察撮影系６と照明系８とを一体
的に＋Ｘ方向及び／又は－Ｘ方向に平行移動させる（矢印Ｔ２で示す平行移動）。なお、
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本例においても、ニュートラル位置に実質的に一致する固視光源８０ｃが適用される。
【０１３０】
　第１移動機構５５及び第２移動機構６０の制御と並行して、スキャン制御部１０１Ｂは
、観察撮影系６に複数回撮影を実行させるための制御を行う。この撮影制御は、前嚢ＦＬ
に注目する場合と同じ要領で実行される。
【０１３１】
　これにより、前眼部に対するスリット光の投射位置を移動しながら複数回の撮影を行う
ことができる。図８Ｂに示す画像Ｇ２１、Ｇ２２及びＧ２３は、本例の制御により取得さ
れる複数の画像の一部である。これら画像Ｇ２１～Ｇ２３に示すように、矢印Ａ１で示す
可動部の移動（及び、矢印Ｔ２で示す光学系の平行移動）に対応して、水晶体（前嚢ＦＬ
及び後嚢ＲＬ）の描出位置が変化する。このようにして、水晶体（前嚢ＦＬ及び後嚢ＲＬ
）の複数の断面（Ｘ方向に配列された複数の断面）に対応する複数の画像（断面画像、ス
リット画像）が取得される。
【０１３２】
　スキャンを行わずに前眼部撮影を行うことも可能である。例えば、図８Ｃに示すように
、ニュートラル位置を挟んで反対方向に同じ角度だけ離れた位置に観察撮影系６と照明系
８とを配置して撮影を行うことができる。ここで、θ１＝－θ２、且つ、ａｂｓ（θ１）
＝ａｂｓ（θ２）＝α３≠０である。
【０１３３】
　このような光学系の配置状態で撮影を行うことで、被検眼Ｅの角膜Ｃの微細構造を画像
化することできる。典型的には、スペキュラーマイクロスコープのように、角膜内皮細胞
の画像Ｇ３１を取得することが可能である。
【０１３４】
　照明系８の可動部の移動（及び、光学系の移動）によるスキャン、つまり複数の断面画
像の収集、と並行して、前眼部カメラ７０による前眼部の撮影を行うことができる。この
前眼部撮影は、複数回の撮影であってよく、動画撮影であってもよい。これにより、スキ
ャン中における前眼部の動きや変化を検出することや、トラッキングを行うことが可能に
なる。なお、スキャンが行われていないときに前眼部の撮影を行うことも可能である。
【０１３５】
　前眼部カメラ７０により取得された前眼部の正面画像とともに、スキャン位置（断面位
置）を提示することができる。例えば、スキャン位置を表す画像を正面画像上に表示する
ことができる。ここで、例えば、前眼部カメラ７０の位置（既知）と、スキャン位置検出
部１６０からの出力とに基づいて、正面画像とスキャン位置との間の相対位置を求めるこ
とが可能である。
【０１３６】
　記憶部１０２は、各種のコンピュータプログラムやデータを記憶する。コンピュータプ
ログラムには、所定の動作モードにしたがってスリットランプ顕微鏡１を動作させるため
の演算プログラムや制御プログラムが含まれる。データには、各種の検査において使用さ
れるデータが含まれる。
【０１３７】
　このようなデータの例として、スキャン情報がある。スキャン情報は、例えば、関心部
位の複数のスキャン位置に観察撮影系６及び照明系８（並びに、照明系８の可動部）を移
動させるための制御情報と、各スキャン位置について１以上の深さ方向の位置に観察撮影
系６及び照明系８のフォーカス位置を変更するための制御情報とを含む。これら制御情報
は、事前に記憶部１０２に保存される。制御部１０１は、記憶部１０２に記憶されたコン
ピュータプログラム及びスキャン情報を用いて、スキャン制御部１０１Ｂによる水平方向
のスキャン位置を制御と、合焦制御部１０１Ａによるフォーカス位置の制御とを、個別的
に又は連係的に実行することができる。
【０１３８】
　制御部１０１は、プロセッサ、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
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、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ハードディスクドライブ等を含む。Ｒ
ＯＭやハードディスクドライブ等の記憶装置には、制御プログラムがあらかじめ記憶され
ている。制御部１０１の動作は、制御プログラム等のソフトウェアと、プロセッサ等のハ
ードウェアとが協働することによって実現される。制御部１０１は、スリットランプ顕微
鏡１の本体（例えば基台４内）やコンピュータ１００に配置される。
【０１３９】
〈画像合成部１２０〉
　画像合成部１２０は、合焦制御部１０１Ａ及び／又はスキャン制御部１０１Ｂが実行す
る上記制御にしたがって撮像装置１３により取得された複数の断面画像を合成する。
【０１４０】
　例えば、画像合成部１２０は、合焦機構４０及び合焦機構５０によりフォーカス位置を
変更しつつ撮像装置１３により取得された複数の断面画像を合成する。この場合、複数の
断面画像は深さ方向に配列されている。換言すると、複数の断面画像がそれぞれ描写する
複数の断面は、同一平面内に配置されている。このような複数の断面画像から構築される
合成画像は、個々の断面画像よりも深い被写界深度の（換言すると、パンフォーカスの、
又は、ディープフォーカスの）２次元断面画像である。
【０１４１】
　画像合成部１２０は、断面が同一の平面内に配置されていない複数の（２次元）断面画
像を合成することにより３次元画像を形成することができる。３次元画像とは、３次元座
標系により画素の位置が定義された画像（画像データ）を意味する。
【０１４２】
　３次元画像の例として、複数の断面画像のスタックデータがある。スタックデータは、
複数のスキャン位置において得られた複数の断面画像を、スキャン位置の位置関係に基づ
いて３次元的に配置して得られる画像データである。より具体的に説明すると、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画像を、同じ３次元
座標系により表現する（つまり、同じ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。
【０１４３】
　合焦機構４０及び合焦機構５０によりフォーカス位置を変更しつつ撮像装置１３により
取得された複数の断面画像からスタックデータを形成するとき、これら断面画像のそれぞ
れをＺ方向に沿う断面に投影することができる。例えば、照明角度θ２≠０度で撮影され
た断面画像を、Ｚ方向に沿う断面（例えば、ＸＺ断面又はＹＺ断面）に投影することがで
きる。これにより、互いに平行な複数の投影画像が得られる。各投影画像の位置は、対応
する断面画像に基づき決定される。例えば、対応する断面画像の所定位置（例えば、中心
位置）と投影画像の所定位置（例えば、中心位置）とが一致するように、投影画像の位置
を決定することができる。このようにしてそれぞれの位置が決定された複数の投影画像を
同じ３次元空間に埋め込むことで、スタックデータを形成することが可能である。
【０１４４】
　３次元画像の他の例としてボリュームデータ（ボクセルデータとも呼ばれる）がある。
ボリュームデータは、３次元的な画素であるボクセルが３次元的に配列された画像データ
である。ボリュームデータは、例えば、スタックデータに補間処理を施し、画素を３次元
化（ボクセル化）することによって形成される。
【０１４５】
　このような画像合成処理を実行するために、画像合成部１２０は、配列処理部１２１と
合成処理部１２２とを含む。
【０１４６】
　配列処理部１２１は、ｒスキャン、θスキャン（光学系の回動）、又はこれらの組み合
わせにより取得された複数の断面画像の配列を、これら断面画像に関連付けられた位置情
報（例えば、フォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、特定された配列にしたがって
複数の断面画像を配置することができる。或いは、配列処理部１２１は、ｒスキャン、θ
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スキャン（光学系の回動）、又はこれらの組み合わせにより取得された複数の断面画像に
基づく複数の投影画像の配列を、これら投影画像に関連付けられた位置情報（例えば、フ
ォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、特定された配列にしたがって複数の投影画像
を配置することができる。
【０１４７】
　また、配列処理部１２１は、照明系８の可動部の移動により取得された複数の断面画像
の配列を、対応する断面位置に基づき特定し、特定された配列にしたがって複数の断面画
像を配置する。或いは、配列処理部１２１は、照明系８の可動部の移動により取得された
複数の断面画像に基づく複数の投影画像の配列を、これら投影画像に関連付けられた位置
情報（例えば、断面位置）に基づき特定し、特定された配列にしたがって複数の投影画像
を配置することができる。
【０１４８】
　また、配列処理部１２１は、照明系８の可動部の移動とｒスキャン及び光学系の平行移
動の一方又は双方との組み合わせにより取得された複数の断面画像の配列を、これら断面
画像に関連付けられた位置情報（例えば、フォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、
特定された配列にしたがって複数の断面画像を配置する。或いは、配列処理部１２１は、
照明系８の可動部の移動とｒスキャン及び光学系の平行移動の一方又は双方との組み合わ
せにより取得された複数の断面画像に基づく複数の投影画像の配列を、これら投影画像に
関連付けられた位置情報（例えば、フォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、特定さ
れた配列にしたがって複数の投影画像を配置することができる。
【０１４９】
　また、配列処理部１２１は、ｒスキャンと光学系の平行移動との組み合わせにより取得
された複数の断面画像の配列を、これら断面画像に関連付けられた位置情報（例えば、フ
ォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、特定された配列にしたがって複数の断面画像
を配置する。或いは、配列処理部１２１は、ｒスキャンと光学系の平行移動との組み合わ
せにより取得された複数の断面画像に基づく複数の投影画像の配列を、これら投影画像に
関連付けられた位置情報（例えば、フォーカス位置、断面位置）に基づき特定し、特定さ
れた配列にしたがって複数の投影画像を配置することができる。
【０１５０】
　例えば、配列処理部１２１は、フォーカス位置検出部１５０により検出されたスリット
光のフォーカス位置（例えば、前述した位置情報）を制御部１０１から受けて、複数の断
面画像（又は、複数の投影画像）を配列することができる。また、配列処理部１２１は、
スキャン位置検出部１６０により検出された照明系８の可動部の位置並びに観察撮影系６
及び照明系８の位置（例えば、前述した位置情報）を制御部１０１から受けて、複数の断
面画像（又は、複数の投影画像）を配列することができる。
【０１５１】
　合成処理部１２２は、配列処理部１２１により配列された複数の断面画像を合成する。
この画像合成処理は、例えば、スタックデータを形成する処理を含んでよく、ボリューム
データを形成する処理を更に含んでよい。
【０１５２】
　このような一連の処理を実行することにより、画像合成部１２０は、被検眼Ｅの前眼部
の複数の断面画像に基づく３次元画像や２次元画像を形成することができる。
【０１５３】
　他の例において、画像合成部１２０は、前述した位置情報を用いることなく複数の断面
画像を合成することができる。例えば、画像合成部１２０は、異なる２以上の断面画像に
おいて共通の部位を描出している画像領域（共通領域）を画像解析によって特定し、特定
された共通領域が重なるようにこれら断面画像を貼り合わせることができる。このような
画像解析が適用される場合、フォーカス位置検出部１５０やスキャン位置検出部１６０が
設けられる必要はない。ただし、フォーカス位置検出部１５０やスキャン位置検出部１６
０により得られた情報を「画像の位置の粗調整」に利用し、その後に画像解析による「画
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像の位置の微調整」を行うようにしてもよい。
【０１５４】
　画像合成部１２０の機能の少なくとも一部が、スリットランプ顕微鏡１と異なる装置に
設けられていてもよい。例えば、スリットランプ顕微鏡１との間で通信が可能なコンピュ
ータに、画像合成部１２０の機能の少なくとも一部を設けることができる。その具体例と
して、スリットランプ顕微鏡１が設置されている施設に設けられたコンピュータ（例えば
、端末３０００－ｎ、サーバなど）に、画像合成部１２０の機能の少なくとも一部を設け
ることができる。或いは、管理サーバ４０００又はこれとの間で通信が可能なコンピュー
タに、画像合成部１２０の機能の少なくとも一部を設けることができる。他の例として、
遠隔端末５０００ｍ又はこれとの間で通信が可能なコンピュータに、画像合成部１２０の
機能の少なくとも一部を設けることができる。
【０１５５】
〈フォーカス位置検出部１５０〉
　フォーカス位置検出部１５０は、例えば、観察撮影系６のフォーカス位置を検出する第
１フォーカス位置検出部と、照明系８のフォーカス位置を検出する第２フォーカス位置検
出部とを含む。第１フォーカス位置検出部及び／又は第２フォーカス位置検出部は、例え
ば、エンコーダーやポテンショメーターなどの位置センサーを含んでよい。
【０１５６】
　或いは、第１フォーカス位置検出部は、合焦制御部１０１Ａが観察撮影系６に対して実
行した制御の内容（つまり、制御の履歴）に基づいて観察撮影系６のフォーカス位置を求
めるプロセッサを含んでもよい。同様に、第２フォーカス位置検出部は、合焦制御部１０
１Ａが照明系８に対して実行した制御の内容（つまり、制御の履歴）に基づいて照明系８
のフォーカス位置を求めるプロセッサを含んでもよい。
【０１５７】
〈スキャン位置検出部１６０〉
　スキャン位置検出部１６０は、例えば、観察撮影系６の位置を検出する第１位置検出部
と、照明系８の位置を検出する第２位置検出部と、照明系８の可動部の位置を検出する第
３位置検出部とを含む。
【０１５８】
　第１位置検出部及び／又は第２位置検出部は、例えば、基台４の位置を検出するための
位置センサーと、支持アーム１６及び１７の位置を検出するための回動角度センサーとを
含む。或いは、第１位置検出部は、スキャン制御部１０１Ｂが観察撮影系６に対して実行
した制御の内容（つまり、制御の履歴）に基づいて観察撮影系６の位置を求めるプロセッ
サを含んでもよい。同様に、第２位置検出部は、スキャン制御部１０１Ｂが照明系８に対
して実行した制御の内容（つまり、制御の履歴）に基づいて照明系８の位置を求めるプロ
セッサを含んでもよい。
【０１５９】
　第３位置検出部は、例えば、ユニットとして構成された可動部（前述したように、可動
部は、照明系８に含まれる複数の要素のうち、少なくともスリット形成部５３を含む）の
位置を検出するための位置センサーを含む。或いは、第３位置検出部は、可動部に含まれ
るそれぞれの要素の位置を検出するための位置センサーを含む。他の例として、第３位置
検出部は、スキャン制御部１０１Ｂが可動部（第１移動機構５５）に対して実行した制御
の内容（つまり、制御の履歴）に基づいて可動部の位置（又は、可動部に含まれるそれぞ
れの要素の位置）を求めるプロセッサを含んでもよい。
【０１６０】
〈表示部１３０〉
　表示部１３０は、制御部１０１の制御を受けて各種の情報を表示する。例えば、表示部
１３０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのフラットパネルディスプレイを含む。表示
部１３０は、スリットランプ顕微鏡１の本体に設けられていてもよいし、コンピュータ１
００に設けられていてもよい。
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【０１６１】
〈操作部１４０〉
　操作部１４０は、スリットランプ顕微鏡１を操作するための操作デバイスや、情報を入
力するための入力デバイスを含む。操作部１４０には、スリットランプ顕微鏡１に設けら
れたボタンやスイッチ（例えば、操作ハンドル５、倍率操作ノブ１１など）や、コンピュ
ータ１００に設けられた操作デバイス（例えば、マウス、キーボードなど）が含まれる。
また、操作部１４０は、トラックボール、操作パネル、スイッチ、ボタン、ダイアルなど
、任意の操作デバイスや入力デバイスを含んでいてよい。
【０１６２】
　図５では、表示部１３０と操作部１４０とを別々に表しているが、表示部１３０の少な
くとも一部と操作部１４０の少なくとも一部とが同じデバイスであってもよい。その具体
例として、タッチスクリーンがある。
【０１６３】
〈通信部１７０〉
　通信部１７０は、スリットランプ顕微鏡１と他の装置との間におけるデータ通信を行う
。データ通信の方式は任意である。例えば、通信部１７０は、インターネットに準拠した
通信インターフェイス、専用線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。データ通信
は有線通信でも無線通信でもよい。
【０１６４】
　通信部１７０により送受信されるデータは暗号化されていてよい。その場合、例えば、
制御部１０１は、送信データを暗号化する暗号化処理部と、受信データを復号化する復号
化処理部とを含む。
【０１６５】
〈管理サーバ４０００〉
　管理サーバ４０００の構成について説明する。図９に例示された管理サーバ４０００は
、制御部４０１０と、通信確立部４１００と、通信部４２００とを備える。
【０１６６】
〈制御部４０１０〉
　制御部４０１０は、管理サーバ４０００の各部の制御を実行する。制御部４０１０は、
その他の演算処理を実行可能であってよい。制御部４０１０はプロセッサを含む。制御部
４０１０は、更に、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライ
ブなどを含んでいてよい。
【０１６７】
　制御部４０１０は、通信制御部４０１１と転送制御部４０１２とを含む。
【０１６８】
　通信制御部４０１１は、複数の眼科撮影装置２０００－ｉｎと複数の端末３０００－ｎ
と複数の遠隔端末５０００ｍとを含む複数の装置の間における通信の確立に関する制御を
実行する。例えば、通信制御部４０１１は、眼科システム１０００に含まれる複数の装置
のうちから後述の選択部４１２０によって選択された２以上の装置のそれぞれに向けて、
通信を確立するための制御信号を送る。
【０１６９】
　転送制御部４０１２は、通信確立部４１００（及び通信制御部４０１１）により通信が
確立された２以上の装置の間における情報のやりとりに関する制御を行う。例えば、転送
制御部４０１２は、通信確立部４１００（及び通信制御部４０１１）により通信が確立さ
れた少なくとも２つの装置のうちの一方の装置から送信された情報を他の装置に転送する
ように機能する。
【０１７０】
　具体例として、眼科撮影装置２０００－ｉｎと遠隔端末５０００ｍとの間の通信が確立
された場合、転送制御部４０１２は、眼科撮影装置２０００－ｉｎから送信された情報（
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例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎにより取得された画像、眼科撮影装置２０００－ｉ

ｎに入力された情報など）を遠隔端末５０００ｍに転送することができる。逆に、転送制
御部４０１２は、遠隔端末５０００ｍから送信された情報（例えば、眼科撮影装置２００
０－ｉｎの動作モードの指定結果）を眼科撮影装置２０００－ｉｎに転送することができ
る。
【０１７１】
　転送制御部４０１２は、送信元の装置から受信した情報を加工する機能を有していても
よい。この場合、転送制御部４０１２は、受信した情報と、加工処理により得られた情報
との少なくとも一方を転送先の装置に送信することができる。
【０１７２】
　例えば、転送制御部４０１２は、眼科撮影装置２０００－ｉｎ等から送信された情報の
一部を抽出して遠隔端末５０００ｍ等に送信することができる。また、眼科撮影装置２０
００－ｉｎ等から送信された情報（例えば、被検眼Ｅの画像）を管理サーバ４０００又は
他の装置によって解析し、その解析結果（及び元の情報）を遠隔端末５０００ｍ等に送信
するようにしてもよい。
【０１７３】
　スリットランプ顕微鏡１（眼科撮影装置２０００－ｉｎ）から複数の断面画像が送信さ
れた場合、管理サーバ４０００又は他の装置が、これら断面画像から３次元画像（例えば
、スタックデータ又はボリュームデータ）を構築し、転送制御部４０１２が、構築された
３次元画像を遠隔端末５０００ｍに送信するように構成することが可能である。
【０１７４】
　また、スリットランプ顕微鏡１（眼科撮影装置２０００－ｉｎ）からスタックデータが
送信された場合、管理サーバ４０００又は他の装置が、このスタックデータからボリュー
ムデータを構築し、転送制御部４０１２が、構築されたボリュームデータを遠隔端末５０
００ｍに送信するように構成することが可能である。
【０１７５】
　管理サーバ４０００又は他の装置により実行可能なデータ加工処理は、上記した例には
限定されず、任意のデータ処理を含んでいてよい。
【０１７６】
〈通信確立部４１００〉
　通信確立部４１００は、複数の眼科撮影装置２０００－ｉｎと複数の端末３０００－ｎ
と複数の遠隔端末５０００ｍとを含む複数の装置のうちから選択された少なくとも２つの
装置の間における通信を確立するための処理を実行する。本実施形態において「通信の確
立」とは、例えば、（１）通信が切断された状態から一方向通信を確立すること、（２）
通信が切断された状態から双方向通信を確立すること、（３）受信のみが可能な状態から
送信も可能な状態に切り替えること、（４）送信のみが可能な状態から受信も可能な状態
に切り替えること、のうちの少なくとも１つを含む概念である。
【０１７７】
　更に、通信確立部４１００は、確立されている通信を切断する処理を実行可能である。
本実施形態において「通信の切断」とは、例えば、（１）一方向通信が確立された状態か
ら通信を切断すること、（２）双方向通信が確立された状態から通信を切断すること、（
３）双方向通信が確立された状態から一方向通信に切り替えること、（４）送信及び受信
が可能な状態から受信のみが可能な状態に切り替えること、（５）送信及び受信が可能な
状態から送信のみが可能な状態に切り替えること、のうちの少なくとも１つを含む概念で
ある。
【０１７８】
　眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３０００－ｎ、及び遠隔端末５０００ｍのそれぞれ
は、他の装置（そのユーザー）を呼び出すための通信要求（呼び出し要求）と、他の２つ
の装置の間の通信に割り込むための通信要求（割り込み要求）とのうちの少なくとも一方
を管理サーバ４０００に送信することができる。呼び出し要求及び割り込み要求は、手動
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又は自動で発信される。管理サーバ４０００（通信部４２００）は、眼科撮影装置２００
０－ｉｎ、端末３０００－ｎ、又は遠隔端末５０００ｍから送信された通信要求を受信す
る。
【０１７９】
　本実施形態において、通信確立部４１００は選択部４１２０を含んでいてよい。選択部
４１２０は、例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３０００－ｎ、又は遠隔端末５
０００ｍから送信された通信要求に基づいて、眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３００
０－ｎ、及び遠隔端末５０００ｍのうちから、当該通信要求を送信した装置以外の１以上
の装置を選択する。
【０１８０】
　選択部４１２０が実行する処理の具体例を説明する。眼科撮影装置２０００－ｉｎ又は
端末３０００－ｎからの通信要求（例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎにより取得され
た画像の読影の要求）を受けた場合、選択部４１２０は、例えば、複数の遠隔端末５００
０ｍのうちのいずれかを選択する。通信確立部４１００は、選択された遠隔端末５０００
ｍと、眼科撮影装置２０００－ｉｎ及び端末３０００－ｎの少なくとも一方との間の通信
を確立する。
【０１８１】
　通信要求に応じた装置の選択は、例えば、予め設定された属性に基づいて実行される。
この属性の例として、検査の種別（例えば、撮影モダリティの種別、画像の種別、疾患の
種別、候補疾患の種別など）や、要求される専門度・熟練度や、言語の種別などがある。
本例に係る処理を実現するために、通信確立部４１００は、予め作成された属性情報が記
憶された記憶部４１１を含んでいてよい。属性情報には、遠隔端末５０００ｍ及び／又は
その使用者（医師）の属性が記録されている。
【０１８２】
　医師の識別は、例えば、事前に割り当てられた医師ＩＤによって行われる。また、遠隔
端末５０００ｍの識別は、例えば、事前に割り当てられた装置ＩＤやネットワークアドレ
スによって行われる。典型的な例において、属性情報は、各医師の属性として、専門分野
（例えば、診療科、専門とする疾患など）、専門度・熟練度、使用可能な言語の種別など
を含む。
【０１８３】
　選択部４１２０が属性情報を参照する場合、眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３００
０－ｎ、又は遠隔端末５０００ｍから送信される通信要求は、属性に関する情報を含んで
いてよい。例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎから送信される読影要求（つまり、診断
要求）は、次のいずれかの情報を含んでいてよい：（１）撮影モダリティの種別を示す情
報；（２）画像の種別を示す情報；（３）疾患名や候補疾患名を示す情報；（４）読影の
難易度を示す情報；（５）眼科撮影装置２０００－ｉｎ及び／又は端末３０００－ｎのユ
ーザーの使用言語を示す情報。
【０１８４】
　このような読影要求を受信した場合、選択部４１２０は、この読影要求と記憶部４１１
０に記憶された属性情報とに基づいて、いずれかの遠隔端末５０００ｍを選択することが
できる。このとき、選択部４１２０は、読影要求に含まれる属性に関する情報と、記憶部
４１１０に記憶された属性情報に記録された情報とを照合する。それにより、選択部４１
２０は、例えば、次のいずれかの属性に該当する医師に対応する遠隔端末５０００ｍを選
択する：（１）当該撮影モダリティを専門とする医師；（２）当該画像種別を専門とする
医師；（３）当該疾患（当該候補疾患）を専門とする医師；（４）当該難易度の読影が可
能な医師；（５）当該言語を使用可能な医師。
【０１８５】
　なお、医師と遠隔端末５０００ｍとの間の対応付けは、例えば、遠隔端末５０００ｍ（
又は眼科システム１０００）へのログイン時に入力された医師ＩＤによってなされる。
【０１８６】
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〈通信部４２００〉
　通信部４２００は、他の装置（例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３０００－
ｎ、及び遠隔端末５０００ｍのいずれか）との間でデータ通信を行う。データ通信の方式
や暗号化については、眼科撮影装置２０００－ｉｎの通信部１７０と同様であってよい。
【０１８７】
〈遠隔端末５０００ｍ〉
　遠隔端末５０００ｍの構成について説明する。図１０に例示された遠隔端末５０００ｍ
は、制御部５０１０と、データ処理部５１００と、通信部５２００と、操作部５３００と
を備える。
【０１８８】
〈制御部５０１０〉
　制御部５０１０は、遠隔端末５０００ｍの各部の制御を実行する。制御部５０１０は、
その他の演算処理を実行可能であってよい。制御部５０１０は、プロセッサ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブなどを含む。
【０１８９】
　制御部５０１０は表示制御部５０１１を含む。表示制御部５０１１は、表示装置６００
０ｍを制御する。表示装置６０００ｍは、遠隔端末５０００ｍに含まれてもよいし、遠隔
端末５０００ｍに接続された周辺機器であってもよい。表示制御部５０１１は、被検眼Ｅ
の前眼部の画像を表示装置６０００ｍに表示させる。前眼部の画像としては、３次元画像
のレンダリング画像、正面画像（又は、斜方画像）、ＯＣＴ画像、解析結果を表す画像、
スリット画像などがある。
【０１９０】
　制御部５０１０はレポート作成制御部５０１２を含む。レポート作成制御部５０１２は
、表示制御部５０１１により表示された情報に関するレポートを作成するための各種の制
御を実行する。例えば、レポート作成制御部５０１２は、レポートを作成するための画面
やグラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）を表示装置６０００ｍに表示させる
。また、レポート作成制御部５０１２は、ユーザーが入力した情報や、前眼部の画像や、
画像の解析データなどを、所定のレポートテンプレートに入力する。
【０１９１】
〈データ処理部５１００〉
　データ処理部５１００は、各種のデータ処理を実行する。
【０１９２】
　例えば、データ処理部５１００は、スリットランプ顕微鏡１（眼科撮影装置２０００－
ｉｎ）から送信された複数の断面画像から３次元画像（例えば、スタックデータ又はボリ
ュームデータ）を構築することができる。また、データ処理部５１００は、スリットラン
プ顕微鏡１（眼科撮影装置２０００－ｉｎ）から送信されたスタックデータからボリュー
ムデータを構築することができる。
【０１９３】
　データ処理部５１００は、レジストレーション部５１０５と、部分領域指定部５１１０
と、レンダリング部５１２０と、解析部５１３０とを含む。
【０１９４】
　レジストレーション部５１０５は、前眼部の正面画像と３次元画像との間のレジストレ
ーションを行う。前述したように、前眼部カメラ７０の位置（既知）と、スキャン位置検
出部１６０からの出力とに基づいて、前眼部カメラ７０により取得された正面画像と、３
次元画像を取得するためのスキャンが適用された位置（スキャン位置）との間の相対位置
を求めることが可能である。レジストレーション部５１０５は、この相対位置に基づいて
、前眼部の正面画像と３次元画像との間のレジストレーションを行うことができる。
【０１９５】
　他の例において、レジストレーション部５１０５は、前眼部の３次元画像をＺ方向に投
影して正面画像（プロジェクション画像）を構築し、前眼部カメラ７０により取得された
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正面画像とプロジェクション画像との間のレジストレーションを行うことができる。本例
のレジストレーション部５１０５は、前眼部カメラ７０により取得された正面画像中の特
徴点を特定する処理と、プロジェクション画像中の特徴点を特定する処理とを実行し、互
いの特徴点の位置が合致するように正面画像とプロジェクション画像との間のレジストレ
ーションを行う。本例によれば、スキャン位置の検出を行う必要がない。
【０１９６】
　部分領域指定部５１１０は、眼科撮影装置２０００－ｉｎから送信された画像又はそれ
に基づき表示された画像について、その部分領域を指定する。
【０１９７】
　部分領域指定部５１１０により実行可能な処理の例を説明する。スリットランプ顕微鏡
１（眼科撮影装置２０００－ｉｎ）を用いて被検眼Ｅの前眼部の複数の断面画像が得られ
た場合、スリットランプ顕微鏡１、管理サーバ４０００、遠隔端末５０００ｍ、又は他の
装置によって、被検眼Ｅの前眼部の３次元画像が形成される。このような３次元画像が遠
隔端末５０００ｍに入力されたとする。制御部５０１０は、前述したハードディスクドラ
イブ又はソリッドステートドライブ等の記憶装置に３次元画像を保存する。
【０１９８】
　表示制御部５０１１は、この３次元画像に基づく画像を表示装置６０００ｍに表示させ
ることができる。例えば、制御部５０１０は、３次元画像（例えば、スタックデータ又は
ボリュームデータ）をレンダリング部５１２０に送る。レンダリング部５１２０は、３次
元画像をレンダリングして画像を形成する。表示制御部５０１１は、レンダリング部５１
２０により形成された画像を表示装置６０００ｍに表示させる。
【０１９９】
　遠隔端末５０００ｍのユーザー（医師）は、表示装置６０００ｍに表示された画像の部
分領域を指定することができる。この指定操作は操作部５３００を用いて行われる。例え
ば、ユーザーは、ポインティングデバイスを用いて表示画像の所望の範囲を指定すること
ができる。
【０２００】
　部分領域指定部５１１０は、ユーザーにより指定された表示画像の部分領域に対応する
３次元画像の部分領域を特定する。ここで、表示画像は３次元画像をレンダリングして得
られた画像である。したがって、表示画像の部分領域に対応する３次元画像の部分領域は
、このレンダリングの処理内容に基づき容易に特定される。
【０２０１】
　他の例を説明する。被検眼Ｅの他の画像（参照画像と呼ぶ）が過去に取得された場合、
この参照画像を利用して３次元画像の部分領域を指定することができる。参照画像は、例
えば、前眼部カメラ７０により取得された正面画像であってよい。或いは、前眼部のＯＣ
Ｔ画像を参照画像とすることも可能である。
【０２０２】
　参照画像の少なくとも一部と３次元画像の少なくとも一部とが被検眼Ｅの同じ部位を描
出していてよい。或いは、参照画像の少なくとも一部が描出している部位と３次元画像の
少なくとも一部が描出している部位との双方を描出した広域画像を更に利用することも可
能である。このような画像を利用することで、レジストレーション部５１０５は、参照画
像と３次元画像との間のレジストレーションを行うことができる。
【０２０３】
　表示制御部５０１１は、参照画像（又は広域画像）を表示装置６０００ｍに表示させる
ことができる。ユーザーは、操作部５３００を用いて、参照画像（又は広域画像）の部分
領域を指定することができる。部分領域指定部５１１０は、ユーザーにより指定された参
照画像（又は広域画像）の部分領域と、レジストレーションの結果とに基づいて、３次元
画像の部分領域を指定することができる。
【０２０４】
　以上、ユーザーの操作に基づいて３次元画像の部分領域を指定する場合の例を説明した
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が、手動での指定はこれらに限定されない。一方、ユーザーの操作によらず、部分領域指
定部５１１０が自動で３次元画像の部分領域を指定するようにしてもよい。人工知能プロ
セッサを用いてこのような自動指定を行ってもよい。
【０２０５】
　一例において、部分領域指定部５１１０は、前眼部の正面画像を解析することにより、
又は、３次元画像及びそれに基づく表示画像の少なくとも一方を解析することにより、３
次元画像の部分領域を指定することができる。例えば、部分領域指定部５１１０は、３次
元画像又は表示画像にセグメンテーションを適用して被検眼Ｅの所定の組織に相当する画
像領域を特定し、特定された画像領域に基づいて部分領域を指定することができる。被検
眼Ｅの所定の組織は、例えば、任意の条件にしたがって決定される。この条件の例として
、撮影モダリティの種別、画像の種別、（候補）疾患名などがある。
【０２０６】
　レンダリング部５１２０は、画像に対してレンダリングを適用する。例えば、レンダリ
ング部５１２０は、部分領域指定部５１１０により指定された３次元画像の部分領域に基
づいて、この３次元画像をレンダリングする。
【０２０７】
　レンダリングは任意の処理であってよく、例えば３次元コンピュータグラフィクスを含
む。３次元コンピュータグラフィクスは、３次元座標系により定義された３次元空間内の
仮想的な立体物（スタックデータ、ボリュームデータなどの３次元画像）を２次元情報に
変換することにより立体感のある画像を作成する演算手法である。
【０２０８】
　レンダリングの例として、ボリュームレンダリング法、最大値投影法（ＭＩＰ）、最小
値投影法（ＭｉｎＩＰ）、サーフェスレンダリング法、多断面再構成法（ＭＰＲ）、プロ
ジェクション画像形成、シャドウグラム形成などがある。レンダリングの更なる例として
、スリットランプ顕微鏡１で得られた断面画像の再現、シャインプルーフ画像の形成など
がある。また、レンダリング部５１２０は、このようなレンダリングとともに適用される
任意の処理を実行可能であってよい。
【０２０９】
　解析部５１３０は、被検眼Ｅの前眼部の３次元画像、そのレンダリング画像、正面画像
などを解析する。
【０２１０】
　レンダリング部５１２０は、前眼部の３次元画像において角膜に相当する領域（角膜領
域）を特定することができる。例えば、レンダリング部５１２０は、角膜の表面（前面）
に相当する領域（角膜表面領域）を特定することができる。また、レンダリング部５１２
０は、角膜の裏面（後面）に相当する領域（角膜裏面領域）を特定することができる。こ
のような画像領域特定は、例えば、セグメンテーション、エッジ検出、閾値処理など、公
知の画像処理を含む。
【０２１１】
　レンダリング部５１２０が角膜表面領域を特定した場合、解析部５１３０は、この角膜
表面領域を解析して角膜曲率半径を求めることができる。例えば、解析部５１３０は、角
膜の１以上の代表点（角膜頂点など）における曲率半径を算出することができる。レポー
ト作成制御部５０１２は、解析部５１３０により求められた角膜曲率半径及びこれに基づ
く情報の少なくとも一方を、レポートテンプレートに入力することができる。ここで、角
膜曲率半径に基づく情報の例として、コンタクトレンズの識別情報（型番など）がある。
【０２１２】
　解析部５１３０は、レンダリング部５１２０により特定された角膜表面領域に基づいて
、角膜の多数の位置における曲率半径を算出してもよい。つまり、解析部５１３０は、角
膜曲率半径分布を求めてもよい。更に、解析部５１３０は、予め設定された標準分布から
の角膜曲率半径分布の偏差を表す偏差分布を求めることができる。この処理は、角膜曲率
半径分布と標準分布との間のレジストレーションと、対応位置の値同士の比較（差分など
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）とを含む。レポート作成制御部５０１２は、解析部５１３０により求められた偏差分布
及びこれに基づく情報の少なくとも一方を、レポートテンプレートに入力することができ
る。ここで、偏差分布に基づく情報の例として、コンタクトレンズの識別情報（型番など
）がある。
【０２１３】
　表示制御部５０１１は、解析部５１３０により求められた偏差分布を表示装置６０００
ｍに表示させることができる。このとき、標準値に対する偏差の大きさを色で表すことが
できる。これにより、角膜曲率半径の偏差分布を表すカラーマップが表示される。レポー
ト作成制御部５０１２は、このようなカラーマップをレポートに入力することが可能であ
る。
【０２１４】
　前述したように、レジストレーション部５１０５は、前眼部カメラ７０により取得され
た正面画像とスキャンに基づく３次元画像との間のレジストレーションを行うことができ
る。表示制御部５０１１は、この正面画像を表示装置６０００ｍに表示させることができ
る。ユーザーは、操作部５３００等のユーザーインターフェイスを用いて、表示された正
面画像中の注目領域を指定することができる。注目領域は、例えば、断面を表す線分、又
は、３次元領域を表すエリアである。レンダリング部５１２０は、指定された注目領域に
対応する３次元画像の部分領域を、正面画像と３次元画像との間のレジストレーションの
結果に基づいて特定する。更に、レンダリング部５１２０は、特定された部分領域に対応
するレンダリング画像を形成する。例えば、正面画像に対して線分が指定された場合、レ
ンダリング部５１２０は、この線分を含む平面（断面）を表す断面画像を形成する。また
、正面画像に対して２次元エリアが指定された場合、レンダリング部５１２０は、この２
次元エリアを含む３次元領域を表すレンダリング画像（例えば、ボリュームレンダリング
画像）を形成する。
【０２１５】
　ユーザーが指定した注目領域に対応する３次元画像の部分領域をレンダリング部５１２
０が特定した場合、表示制御部５０１１は、この部分領域に対応するレンダリング画像と
、前眼部カメラ７０により取得された正面画像とを、表示装置６０００ｍに表示させるこ
とができる。更に、表示制御部５０１１は、このレンダリング画像に対応する領域を表す
画像（レンダリング領域画像）を、正面画像上に表示させることができる。レンダリング
領域画像は、例えば、ユーザーが正面画像に対して指定した位置を表す画像であり、典型
的には、線分の位置を示す画像、又は、前述した２次元エリアの位置を示す画像である。
【０２１６】
　レンダリング部５１２０は、スキャンに基づく３次元画像から立体画像を形成すること
ができる。立体画像は、例えば、ボリュームレンダリング画像、サーフェスレンダリング
画像、セグメンテーションで特定された３次元領域を表現した画像などであってよい。表
示制御部５０１１は、レンダリング部５１２０により形成された立体画像を表示装置６０
００ｍに表示させることができる。ユーザーは、操作部５３００等のユーザーインターフ
ェイスを用いて、表示装置６０００ｍに表示されている立体画像を操作することができる
。この操作の例として、回転、拡大／縮小などがある。回転操作は、例えば、ドラッグ操
作であってよい。拡大／縮小操作は、例えば、ＧＵＩ（ウィジェット）に対する操作、ス
クロールホイールの操作であってよい。また、立体画像の不透明度（アルファ値）を操作
することも可能である。例えば、立体画像の一部の不透明度を低く設定することで、その
奥に位置する箇所を透過的に観察することができる。
【０２１７】
　レンダリング部５１２０は、スキャンに基づく３次元画像中の水晶体領域を特定するこ
とができる。この処理は、例えばセグメンテーション、エッジ検出などを含む。解析部５
１３０は、レンダリング部５１２０により特定された水晶体領域を解析して混濁分布を求
めることができる。この処理は、例えば、閾値処理などを含む。水晶体の混濁は、白内障
眼などにおいて見られる。レポート作成制御部５０１２は、求められた混濁分布及びこれ
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に基づく情報の少なくとも一方を、レポートテンプレートに入力することができる。混濁
分布は、例えば、マップとして表現される。混濁分布を表すマップは、混濁の強さを色で
表現したカラーマップであってもよい。表示制御部５０１１は、このような混濁分布（マ
ップ）を表示装置６０００ｍに表示させることができる。また、水晶体領域を任意に回転
して観察することや、水晶体領域の任意のスライスを観察することなどが可能である。ま
た、水晶体領域に対して任意の解析（例えば、厚み測定、体積測定など）を適用すること
も可能である。
【０２１８】
　レンダリング部５１２０は、スキャンに基づく３次元画像中の硝子体領域を特定するこ
とができる。この処理は、例えばセグメンテーション、エッジ検出などを含む。硝子体領
域を任意に回転して観察することや、硝子体領域の任意のスライスを観察することなどが
可能である。また、硝子体領域に対して任意の解析（例えば、後部硝子体皮質前ポケット
の測定など）を適用することも可能である。
【０２１９】
〈通信部５２００〉
　通信部５２００は、他の装置（例えば、眼科撮影装置２０００－ｉｎ、端末３０００－
ｎ、及び管理サーバ４０００のいずれか）との間でデータ通信を行う。データ通信の方式
や暗号化については、眼科撮影装置２０００－ｉｎの通信部１７０と同様であってよい。
【０２２０】
〈操作部５３００〉
　操作部５３００は、遠隔端末５０００ｍの操作、遠隔端末５０００ｍへの情報入力など
に使用される。本実施形態では、操作部５３００はレポートの作成に使用される。操作部
５３００は、操作デバイスや入力デバイスを含む。操作部５３００は、例えば、マウス、
キーボード、トラックボール、操作パネル、スイッチ、ボタン、ダイアルなどを含む。操
作部５３００は、タッチスクリーンを含んでもよい。
【０２２１】
　スリットランプ顕微鏡１の動作モードを指定するために操作部５３００を用いることが
できる。スリットランプ顕微鏡１については、１以上の動作モードが予め設けられている
。本実施形態では、３次元撮影モードを設けることができる。３次元撮影モードは、被検
眼の３次元画像を取得するための動作モードである。３次元撮影モードにおいて、スリッ
トランプ顕微鏡１の制御部１０１は、照明系８と観察撮影系６と第１移動機構５５と第２
移動機構６０と合焦機構４０及び５０とを連係的に制御することにより、被検眼Ｅの前眼
部の複数の断面画像を撮像装置１３に取得させる。
【０２２２】
　スリットランプ顕微鏡１の動作モードは３次元撮影モードに限定されない。例えば、前
嚢撮影モード、前嚢後嚢撮影モード、角膜内皮細胞撮影モードなど、撮影部位や撮影手法
に対応する動作モードを設けることができる。
【０２２３】
　前嚢撮影モードが指定されると、その指定結果を示す信号が、遠隔端末５０００ｍから
（管理サーバ４０００を介して）スリットランプ顕微鏡１に送信される。スリットランプ
顕微鏡１の制御部１０１（例えば、スキャン制御部１０１Ｂ）は、観察撮影系６、照明系
８、及び照明系８の可動部を図８Ａに示す状態に配置するように第１移動機構５５及び第
２移動機構６０を制御する。これにより、観察撮影系６、照明系８、及び照明系８の可動
部が、それぞれ図８Ａに示す初期位置に配置される。遠隔端末５０００ｍのユーザー又は
スリットランプ顕微鏡１のユーザーは、例えば、この状態で取得される画像を参照するこ
とで、観察撮影系６の位置、照明系８の位置、及び照明系８の可動部の位置のうち所望の
位置を調整することができる。
【０２２４】
　前嚢後嚢撮影モードが指定されると、その指定結果を示す信号が、遠隔端末５０００ｍ
から（管理サーバ４０００を介して）スリットランプ顕微鏡１に送信される。スリットラ
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ンプ顕微鏡１の制御部１０１（例えば、スキャン制御部１０１Ｂ）は、観察撮影系６、照
明系８、及び照明系８の可動部を図８Ｂに示す状態に配置するように第１移動機構５５及
び第２移動機構６０を制御する。これにより、観察撮影系６、照明系８、及び照明系８の
可動部が、それぞれ図８Ｂに示す初期位置に配置される。遠隔端末５０００ｍのユーザー
又はスリットランプ顕微鏡１のユーザーは、例えば、この状態で取得される画像を参照す
ることで、観察撮影系６の位置、照明系８の位置、及び照明系８の可動部の位置のうち所
望の位置を調整することができる。
【０２２５】
　角膜内皮細胞撮影モードが指定されると、その指定結果を示す信号が、遠隔端末５００
０ｍから（管理サーバ４０００を介して）スリットランプ顕微鏡１に送信される。スリッ
トランプ顕微鏡１の制御部１０１（例えば、スキャン制御部１０１Ｂ）は、観察撮影系６
、照明系８、及び照明系８の可動部を図８Ｃに示す状態に配置するように第１移動機構５
５及び第２移動機構６０を制御する。これにより、観察撮影系６、照明系８、及び照明系
８の可動部が、それぞれ図８Ｃに示す初期位置に配置される。遠隔端末５０００ｍのユー
ザー又はスリットランプ顕微鏡１のユーザーは、例えば、この状態で取得される画像を参
照することで、観察撮影系６の位置、照明系８の位置、及び照明系８の可動部の位置のう
ち所望の位置を調整することができる。
【０２２６】
　このような動作モードを実現するために、例えば、スリットランプ顕微鏡１の記憶部１
０２は、照明系８の可動部の初期位置と観察撮影系６の初期位置と照明系８の初期位置と
が記録された初期位置情報を予め記憶している。制御部１０１（スキャン制御部１０１Ｂ
）は、この初期位置情報に基づき第１移動機構５５及び第２移動機構６０を制御すること
で、観察撮影系６、照明系８、及び照明系８の可動部をそれぞれの初期位置に配置させる
。なお、例示的な実施形態において、初期位置情報には、少なくとも照明系８の可動部の
初期位置が記録される。制御部１０１（スキャン制御部１０１Ｂ）は、この初期位置情報
に基づき少なくとも第１移動機構５５を制御することで、少なくとも照明系８の可動部を
初期位置に配置させる。
【０２２７】
　本実施形態では、例えば、記憶部１０２は、前嚢撮影モードに対応する初期位置情報と
、前嚢後嚢撮影モードに対応する初期位置情報と、角膜内皮細胞撮影モードに対応する初
期位置情報とを予め記憶している。制御部１０１は、指定された動作モードに対応する初
期位置情報を選択して参照する。
【０２２８】
　遠隔端末５０００ｍ又は管理サーバ４０００に初期位置情報を予め記憶してもよい。遠
隔端末５０００ｍに初期位置情報が記憶されている場合、遠隔端末５０００ｍは、ユーザ
ーが指定した動作モードに対応する初期位置情報を選択し、選択された初期位置情報をス
リットランプ顕微鏡１に送ることができる。管理サーバ４０００に初期位置情報が記憶さ
れている場合、遠隔端末５０００ｍは、ユーザーによる動作モードの指定結果を示す信号
を管理サーバ４０００に送る。管理サーバ４０００は、この信号に対応する初期位置情報
を選択し、選択された初期位置情報をスリットランプ顕微鏡１に送ることができる。
【０２２９】
　動作モードの指定に用いられるデバイスは、操作部５３００に限定されない。例えば、
スリットランプ顕微鏡１の操作部１４０又は端末３０００－ｎを用いて動作モードを指定
することができる。動作モードの指定態様はこのような手動指定に限定されない。例えば
、当該被検者に対して過去に適用された動作モードを電子カルテ等から取得し、これを指
定することができる。また、特定疾患に予め対応付けられた動作モードを自動で指定する
ことができる。また、検査の種別（例えば、スクリーニング、検診、健康診断、一般診療
など）に予め対応付けられた動作モードを自動で指定することができる。
【０２３０】
〈使用形態〉
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　本実施形態に係る眼科システム１０００の使用形態について説明する。図１１Ａ及び図
１１Ｂは、眼科システム１０００の使用形態の例を示す。本例において、眼科撮影装置２
０００－ｉｎはスリットランプ顕微鏡１であるとする。以下、眼科システム１０００を用
いて実現可能な使用形態について、図３Ａ～図３Ｃに例示された構成を参照しつつ説明す
る。図４Ａ若しくは図４Ｂに例示された構成又はこれら以外の構成が適用される場合でも
同様の使用形態を実現可能であることは明らかである。
【０２３１】
　スリットランプ顕微鏡１（及び／又は端末３０００－ｎ）と管理サーバ４０００との間
における通信は、既に確立されているとする。或いは、図１１ＡのステップＳ１からステ
ップＳ１１までの期間における任意のタイミングで、スリットランプ顕微鏡１（及び／又
は端末３０００－ｎ）と管理サーバ４０００との間における通信を確立してもよい。また
、管理サーバ４０００と遠隔端末５０００ｍとの間における通信は、既に確立されている
か、或いは、図１１ＡのステップＳ１から図１１ＢのステップＳ１３までの期間における
任意のタイミングで確立される。
【０２３２】
　撮影の準備として、スリットランプ顕微鏡１（又は端末３０００－ｎ）に被検者情報が
入力される。入力された被検者情報は、記憶部１０２に保存される。スリットランプ顕微
鏡１（及び／又は端末３０００－ｎ）と管理サーバ４０００との間における通信が既に確
立されている場合、入力された被検者情報をこの段階で管理サーバ４０００に送信しても
よい。被検者情報は、例えば、被検者ＩＤと背景情報とを含む。管理サーバ４０００は、
被検者情報を受信した後の任意のタイミングで、遠隔端末５０００ｍの選択を行うことが
できる。
【０２３３】
　被検者ＩＤは、例えば、医療施設におけるＩＤ（患者ＩＤ）、検診におけるＩＤ、健康
診断におけるＩＤなどがある。これらは例示であって、被検者ＩＤはこれらに限定されな
い。
【０２３４】
　背景情報は、被検者に関する任意の情報であって、その例として、被検者の問診情報、
所定のシートに被検者が記入した情報、被検者の電子カルテの任意の項目に記録された情
報、被検者のアカウントに保存された画像などがある。典型的には、背景情報は、性別、
年齢、身長、体重、疾患名、候補疾患名、検査結果（視力値、眼屈折力値、眼圧値など）
、画像（前眼部のＯＣＴ画像など）、屈折矯正具（眼鏡、コンタクトレンズなど）の装用
歴や度数、検査歴、治療歴などがある。これらは例示であって、背景情報はこれらに限定
されない。
【０２３５】
　例えば、スリットランプ顕微鏡１（又は端末３０００－ｎ）のユーザーは、操作部１４
０を用いて被検者情報を入力することができる。また、制御部１０１及び通信部１７０は
、当該施設に設置された情報処理システム（例えば、顧客管理システム、電子カルテシス
テム、医用画像アーカイビングシステム等）に通信路を介してアクセスして被検者情報を
取得することができる。また、データリーダを用いて、記録媒体に記録された被検者情報
を読み出すことができる。これらは例示であって、被検者情報の入力方法はこれらに限定
されない。
【０２３６】
（Ｓ１：可動部と光学系を初期位置に移動する）
　まず、スリットランプ顕微鏡１の制御部１０１は、照明系８の可動部を初期位置に配置
させるように第１移動機構５５を制御し、且つ、観察撮影系６及び照明系８をそれぞれの
初期位置に配置させるように第２移動機構６０を制御する。例えば、スリットランプ顕微
鏡１に電源が投入されたことに対応して、照明系８の可動部、観察撮影系６、及び照明系
８が、それぞれの初期位置に移動される。或いは、被検者ＩＤ等の入力に対応して、照明
系８の可動部、観察撮影系６、及び照明系８が、それぞれの初期位置に移動される。又は
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、動作モードの指定に対応して、照明系８の可動部、観察撮影系６、及び照明系８が、そ
れぞれの初期位置に移動される。
【０２３７】
（Ｓ２：固視を開始）
　次に、制御部１０１は、固視系８０に固視光を出力させる。例えば、制御部１０１は、
ユーザーが指定した固視位置に対応する固視光源を点灯させる。或いは、制御部１０１は
、動作モードの指定結果を受け、この動作モードに予め対応付けられた固視光源を点灯さ
せる。
【０２３８】
（Ｓ３：前眼部の正面撮影を開始）
　次に、制御部１０１は、前眼部カメラ７０による正面からの前眼部撮影を開始する。例
えば、前眼部カメラ７０は動画撮影を開始する。図３Ｃに示す構成が適用される場合、前
眼部カメラ７０ａ及び７０ｂの少なくとも一方による斜方からの前眼部撮影を開始する。
【０２３９】
（Ｓ４：アライメントを実行）
　次に、スリットランプ顕微鏡１は、前述したいずれかの要領で、被検眼Ｅに対する観察
撮影系６及び照明系８のアライメントを行う。
【０２４０】
（Ｓ５：スリット光で前眼部を撮影）
　制御部１０１は、照明系８を制御してスリット光を前眼部に投射させる。ここで、照明
系８の可動部（少なくともスリット形成部５３を含む）は、例えば、ステップＳ１で設定
された初期位置、又はこの初期位置からユーザーが調整した位置に配置されている。観察
撮影系６は、スリット光が投射されている前眼部を撮影する。これにより、前眼部の断面
画像が得られる。
【０２４１】
（Ｓ６：スキャン終了か？）
　スリット光によるスキャンが終了したら（Ｓ６：Ｙｅｓ）、ステップＳ８に移行する。
スキャン終了でない場合（Ｓ６：Ｎｏ）、ステップＳ７に移行する。
【０２４２】
　例えば、スキャンは、予め設定された回数の撮影からなる。或いは、スキャンが適用さ
れる範囲が予め設定されている。制御部１０１は、このような既定の情報を参照してスキ
ャン終了か否か判定することができる。他の例として、制御部１０１は、ユーザーの指示
に基づいて、スキャン終了か否か判定することができる。
【０２４３】
（Ｓ７：可動部・光学系を移動）
　ステップＳ６で「Ｎｏ」と判定された場合、制御部１０１は、照明系８の可動部を移動
するための第１移動機構５５の制御、及び／又は、光学系を移動するための第２移動機構
６０の制御を実行する。
【０２４４】
　典型的には、例えば図８Ａ及び図８Ｂに示すように、照明系８の可動部（スリット形成
部５３）が移動される。この可動部の移動は、例えば、所定の単位距離の平行移動である
。また、観察撮影系６及び照明系８が移動されてもよい。この光学系の移動は、例えば、
所定の単位距離の平行移動、又は、所定の単位角度の回動である。
【０２４５】
　例えば、照明系８の可動部を所定の可動範囲において移動させた後に、観察撮影系６及
び照明系８を移動させることができる。更に、所定の可動範囲における照明系８の可動部
の移動（１回以上の移動）と、観察撮影系６及び照明系８の移動とを、交互に行うように
してもよい。
【０２４６】
　可動部及び／又は光学系が移動されたら、スリット光を用いた前眼部撮影（Ｓ５）が行
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われる。ステップＳ６で「Ｙｅｓ」と判定されるまで、光学系の移動（Ｓ７）と前眼部撮
影（Ｓ５）とが繰り返し実行される。これにより、前眼部の複数の断面に対応する複数の
断面画像（スリット画像）が得られる。
【０２４７】
　なお、照明系８の可動部の移動は、このような段階的移動には限定されない。他の例と
して、可動部を連続的に移動しつつ所定間隔で撮影を繰り返すように制御を行うことが可
能である。
【０２４８】
　同様に、光学系の移動についても、このような段階的移動には限定されない。他の例と
して、光学系を連続的に移動しつつ所定間隔で撮影を繰り返すように制御を行うことが可
能である。
【０２４９】
（Ｓ８：スリット画像と正面画像を対応付け）
　本例では、ステップＳ３で開始された前眼部の動画撮影と並行して、スリット光による
スキャンが行われる。これにより、前眼部の複数の正面画像（フレーム）と、複数のスリ
ット画像とが得られる。制御部１０１は、例えば、動画撮影のフレームレート（撮影タイ
ミング）と、スリット光を用いた撮影のタイミングとに基づいて、正面画像とスリット画
像とを対応付けることができる。
【０２５０】
　なお、制御部１０１は、スリット光を用いた撮影と正面画像の取得とを同期的に実行す
るようにしてもよい。例えば、スリット光を用いた撮影と実質的に同じタイミングで前眼
部カメラ７０による撮影を行うことができる。
【０２５１】
（Ｓ９：両眼の撮影終了か？）
　被検者の左右両眼の撮影が終了したら（Ｓ９：Ｙｅｓ）、ステップＳ１１に移行する。
左右いずれか一方の眼についてのみ撮影が終了した場合（Ｓ９：Ｎｏ）、ステップＳ１０
に移行する。
【０２５２】
（Ｓ１０：僚眼の撮影に移行）
　ステップＳ９で「Ｎｏ」と判定された場合、既に撮影が終了した眼の反対の眼（僚眼）
の撮影に移行する。そして、僚眼に対してステップＳ１～Ｓ８を実行する。
【０２５３】
（Ｓ１１：撮影データを管理サーバに送信）
　ステップＳ９で「Ｙｅｓ」と判定されると、制御部１０１は、通信部１７０を制御して
、撮影により取得されたデータ（撮影データ）を管理サーバ４０００に向けて送信する。
撮影データは、被検者情報、複数のスリット画像、複数の正面画像、スリット画像と正面
画像との対応関係、当該施設の識別情報（施設ＩＤ）などを含む。
【０２５４】
（Ｓ１２：３次元画像を構築）
　管理サーバ４０００の通信部４２００は、ステップＳ６でスリットランプ顕微鏡１が送
信した撮影データを受信する。管理サーバ４０００は、この撮影データに含まれる複数の
スリット画像から３次元画像を構築する。
【０２５５】
　なお、スリットランプ顕微鏡１の画像合成部１２０が３次元画像を構築する場合、この
３次元画像を含む撮影データがスリットランプ顕微鏡１から管理サーバ４０００に送られ
る。他の装置が３次元画像を構築する場合にも同様の処理が実行される。
【０２５６】
　管理サーバ４０００の制御部４０１０は、ハードディスクドライブ又はソリッドステー
トドライブ等の記憶装置、又は、外部のデータベースなどに、撮影データを保存する。デ
ータは、例えば被検者ＩＤや施設ＩＤなどに基づき検索可能に格納される。
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【０２５７】
（Ｓ１３：３次元画像等を遠隔端末に送信）
　選択部４１２０は、複数の遠隔端末５０００ｍのうちのいずれかを選択する。前述した
ように、検査の種別（例えば、撮影モダリティの種別、画像の種別、疾患の種別、候補疾
患の種別など）や、要求される専門度・熟練度や、言語の種別など、各種の属性を参照し
て遠隔端末５０００ｍの選択を行うことも可能である。
【０２５８】
　選択部４１２０は、それぞれの遠隔端末５０００ｍの稼動状態（通信の確立情報）を監
視する機能を備えていてよい。選択部４１２０は、この監視機能により、現在稼働してい
ない遠隔端末５０００ｍ（読影等に現在使用されていない端末、読影等を現在行っている
がスケジュールに余裕のある端末、使用の予約が入っていない端末など）のいずれかを選
択することができる。それにより、他の被検者に関する読影等に現在使用されていない遠
隔端末５０００ｍを選択することができる。
【０２５９】
　なお、上記監視機能は、例えば、定期的又は非定期的に遠隔端末５０００ｍから入力さ
れる情報や、遠隔端末５０００ｍに送信した情報に対する反応などに基づいて、各遠隔端
末５０００ｍの稼動状態をフラグ等で管理することにより実現可能である。
【０２６０】
　管理サーバ４０００の制御部４０１０は、通信部４２００を制御して、ステップＳ１２
で構築された３次元画像、背景情報、正面画像などを、選択された遠隔端末５０００ｍに
向けて送信する。
【０２６１】
（Ｓ１４：読影を実施）
　遠隔端末５０００ｍの通信部５２００は、ステップＳ１３で管理サーバ４０００が送信
したデータを受信する。制御部５０１０は、受信されたデータを前述の記憶部に保存する
。遠隔端末５０００ｍのユーザー（例えば、医師、オプトメトリストなど）は、所望のタ
イミングで読影を行うことができる。ユーザーは、前眼部の正面画像や、３次元画像の所
望のレンダリング画像を観察する。
【０２６２】
（Ｓ１５：レポートを作成）
　読影を行いつつ又は読影が終了したら、ユーザーは、操作部５３００を使用して、読影
で得た情報や診断結果などを入力する。レポート作成制御部５０１２は、ユーザーが入力
した情報やユーザーが選択した情報に基づきレポートを作成する。
【０２６３】
（Ｓ１６：管理サーバにレポートを送信）
　遠隔端末５０００ｍの制御部５０１０は、通信部５２００を制御して、ステップＳ１５
で作成されたレポートを管理サーバ４０００に向けて送信する。
【０２６４】
（Ｓ１７：施設にレポートを送信）
　管理サーバ４０００の通信部４２００は、ステップＳ１６で遠隔端末５０００ｍが送信
したレポートを受信する。制御部４０１０は、ハードディスクドライブ又はソリッドステ
ートドライブ等の記憶装置、又は、外部のデータベースなどにレポートを保存する。レポ
ートは、例えば被検者ＩＤや施設ＩＤなどに基づき検索可能に格納される。
【０２６５】
　制御部４０１０は、例えば検索ＩＤを参照することで、当該被検者の前眼部撮影を行っ
た施設を検索する。制御部４０１０は、通信部４２００を制御して、検索された施設に向
けてレポートを送信する。典型的には、検索された施設に設置された端末３０００－ｎに
向けてレポートが送信される。
【０２６６】
　端末３０００－ｎは、管理サーバ４０００が送信したレポートを受信し、図示しない表
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示装置に表示させる。端末３０００－ｎのユーザーは、表示されたレポートを参照しつつ
、読影結果、診断結果、治療方針、屈折矯正具の要否・選択などについて、被検者に説明
を行う。以上で、本例に係る処理は終了となる。
【０２６７】
〈作用・効果〉
　以上に説明した実施形態の作用及び効果について説明する。
【０２６８】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）は、照明系（８、２１０）と、第１撮影
系（観察撮影系６、２６０）と、第１移動機構（５５）と、制御部（１０１）とを含む。
照明系は、光源（照明光源５１、２１１）から出力された光からスリット光を生成するた
めのスリットを形成するスリット形成部（５３、２１３）を含み、被検眼の前眼部に第１
方向からスリット光を投射する。第１方向は、照明系の光軸（Ｏ２）により定義される。
第１撮影系は、照明系によりスリット光が投射されている前眼部を第１方向と異なる第２
方向から撮影する。第２方向は、第１撮影系の光軸（Ｏ１）により定義される。第１移動
機構は、照明系のうち少なくともスリット形成部を含む可動部を移動可能である。制御部
は、この可動部を移動させるための第１移動機構に対する第１制御と、前眼部を複数回撮
影させるための第１撮影系に対する第２制御とを並行して実行する。なお、制御部による
可動部の移動方向は、典型的には、スリット形成部により形成されるスリットの幅方向で
ある。
【０２６９】
　このような本実施形態のスリットランプ顕微鏡によれば、照明系の可動部の移動により
スリット光を移動しながら前眼部を複数回撮影することができる。したがって、前眼部を
自動でスキャンして複数のスリット画像を取得可能であり、スリットランプ顕微鏡をその
場で操作する人が不要になる。これにより、遠隔医療においてスリットランプ顕微鏡を効
果的に利用することが可能になる。
【０２７０】
　更に、本実施形態によれば、スリット光を移動するために照明系や観察撮影系を移動す
る構成と比較して、移動される要素（可動部）が小さくなるため、比較的小規模の移動機
構（５５）で十分である。また、駆動音も小さくなるため、被検者に与える負担の軽減を
図ることも可能となる。
【０２７１】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）は、前眼部を撮影する第２撮影系（前眼
部カメラ７０、前眼部撮影系２２０）を更に含んでいてよい。更に、制御部（１０１）は
、前眼部を複数回撮影させるための第２撮影系に対する第３制御を、第１制御及び第２制
御と並行して実行することができる。
【０２７２】
　これにより、スリット画像が取得されたときの前眼部の状態を把握することが可能にな
る。
【０２７３】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）の光学系の例として、照明光路が第２撮
影系の光路に結合された構成を採用することができる。例えば、本実施形態に係るスリッ
トランプ顕微鏡（１）は、照明系（２１０）の光路と第２撮影系（前眼部撮影系２２０）
の光路とを結合する光路結合部材（２３０）を更に含んでいてよい。更に、光源（照明光
源２１１）と光路結合部材（２３０）との間にスリット形成部（２１３）が配置されてい
てよい。
【０２７４】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）の光学系の例として、第２撮影系（前眼
部撮影系２２０）は、対物レンズ（２２１）と撮像素子（２２３）とを含んでいてよい。
更に、光路結合部材（２３０）と撮像素子（２２３）との間に対物レンズ（２２１）が配
置されていてよい。
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【０２７５】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）の光学系の他の例として、（前眼部撮影
系２２０）は、対物レンズ（２２４）と撮像素子（２２３）とを含んでいてよい。更に、
対物レンズ（２２４）と撮像素子（２２３）との間に光路結合部材（２３０）が配置され
ていてよい。
【０２７６】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）は、被検眼を固視させるための固視光を
出力する固視系（８０、２４０）を更に含んでいてよい。更に、制御部（１０１）は、固
視系に固視光を出力させつつ第１制御及び第２制御を実行するように構成されていてよい
。
【０２７７】
　これにより、被検眼を固視させつつスリット光で前眼部をスキャンすることができるの
で、前眼部の自動スキャンの確度や確実性が向上される。
【０２７８】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）は、照明系（８、２１０）及び第１撮影
系（観察撮影系６、２６０）を移動可能な第２移動機構（６０）を更に含んでいてよい。
更に、制御部（１０１）は、照明系及び第１撮影系の少なくとも一方を移動させるための
第２移動機構に対する第４制御を、第１制御及び第２制御と並行して実行するように構成
されていてよい。
【０２７９】
　これにより、スリット光を移動するために照明系の可動部の移動と照明系及び第１撮影
系の移動とを組み合わせることができるので、スリット光を移動するために照明系の可動
部のみが用いられる場合よりも広い範囲をスリット光でスキャンすることが可能になる。
【０２８０】
　なお、本実施形態において、２以上の制御の並行的な実行は、２以上の制御の同時的な
実行だけでなく、２以上の制御の任意の連係も含む。
【０２８１】
　本実施形態に係るスリットランプ顕微鏡（１）は、記憶部（１０２）を更に含んでいて
よい。記憶部には、少なくとも照明系の可動部の初期位置が記録されている。更に、制御
部（１０１）は、この初期位置情報に基づき第１移動機構（５５）を制御することで照明
系の可動部を初期位置に配置させることができる。
【０２８２】
　これにより、照明系の可動部を既定の初期位置に容易に配置することができ、操作性の
向上や撮影時間の短縮を図ることが可能になる。
【０２８３】
　なお、照明系の可動部の初期位置に加え、照明系（８）の初期位置と第１撮影系（観察
撮影系６）の初期位置とが初期位置情報に記録されていてもよい。更に、制御部（１０１
）は、この初期位置情報に基づき第１移動機構（５５）及び第２移動機構（６０）の一方
又は双方を制御することで、照明系の可動部、照明系、及び第１撮影系を、それぞれの初
期位置に配置させることが可能である。
【０２８４】
　これにより、照明系の可動部、照明系、及び第１撮影系を、それぞれの既定の初期位置
に容易に配置することができ、操作性の向上や撮影時間の短縮を図ることが可能になる。
【０２８５】
　本実施形態のスリットランプ顕微鏡（１）は、第２制御において第１撮影系（観察撮影
系６、２６０）により取得された複数の画像（複数のスリット画像）に基づいて３次元画
像を形成する３次元画像形成部（画像合成部１２０）を更に含んでいてよい。
【０２８６】
　これにより、複数のスリット画像からスタックデータやボリュームデータ等の３次元画
像を構築することが可能になる。更に、３次元画像を任意にレンダリングすることも可能
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になる。
【０２８７】
　本実施形態のスリットランプ顕微鏡（１）は、第２制御において第１撮影系（観察撮影
系６、２６０）により取得された複数の画像（複数のスリット画像）を、通信路（１１０
０）を介して情報処理装置（管理サーバ４０００、遠隔端末５０００ｍ等）に送信する通
信部（１７０）を更に含んでいてよい。
【０２８８】
　これにより、スリットランプ顕微鏡により所得されたスリット画像を、情報処理装置で
処理したり観察したりすることが可能になる。
【０２８９】
　実施形態に係る眼科システム（１０００）は、通信路（１１００）を介して接続された
スリットランプ顕微鏡（１）と情報処理装置（管理サーバ４０００、遠隔端末５０００ｍ
等）とを含む。
【０２９０】
　スリットランプ顕微鏡は、照明系（８、２１０）と、撮影系（観察撮影系６、２６０）
と、移動機構（５５）と、制御部（１０１）と、第１通信部（１７０）とを含む。照明系
は、光源（照明光源５１、２１１）から出力された光からスリット光を生成するためのス
リットを形成するスリット形成部（５３、２１３）を含み、被検眼の前眼部に第１方向か
らスリット光を投射する。第１方向は、照明系の光軸（Ｏ２）により定義される。撮影系
は、照明系によりスリット光が投射されている前眼部を第１方向と異なる第２方向から撮
影する。第２方向は、撮影系の光軸（Ｏ１）により定義される。移動機構は、照明系のう
ち少なくともスリット形成部を含む可動部を移動可能である。制御部は、この可動部を移
動させるための移動機構に対する第１制御と、前眼部を複数回撮影させるための第１撮影
系に対する第２制御とを並行して実行する。なお、制御部による可動部の移動方向は、典
型的には、スリット形成部により形成されるスリットの幅方向である。第１通信部は、第
２制御において撮影系により取得された複数の画像（複数のスリット画像）を、通信路を
介して情報処理装置に送信する。
【０２９１】
　情報処理装置は、第２通信部（通信部４２００、通信部５３００等）と、３次元画像形
成部とを含む。第２通信部は、スリットランプ顕微鏡の第１通信部により送信された複数
の画像を受信する。３次元画像形成部は、第２通信部により受信された複数の画像に基づ
いて３次元画像を形成する。
【０２９２】
　このような本実施形態の眼科システムによれば、スリットランプ顕微鏡により、照明系
の可動部の移動によりスリット光を移動しながら前眼部を複数回撮影することができる。
したがって、前眼部を自動でスキャンして複数のスリット画像を取得可能であり、スリッ
トランプ顕微鏡をその場で操作する人が不要になる。これにより、遠隔医療においてスリ
ットランプ顕微鏡を効果的に利用することが可能になる。更に、情報処理装置により、複
数のスリット画像からスタックデータやボリュームデータ等の３次元画像を構築すること
が可能である。更に、３次元画像を任意にレンダリングすることも可能になる。
【０２９３】
　以上に説明した実施形態は本発明の典型的な例示に過ぎない。よって、本発明の要旨の
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。
【符号の説明】
【０２９４】
１　スリットランプ顕微鏡
６、２６０　観察撮影系
８、２１０　照明系
５５　第１移動機構
６０　第２移動機構
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７０、７０ａ、７０ｂ、２７０ａ、２７０ｂ　前眼部カメラ
８０、２４０　固視系
１０１　制御部
１２０　画像合成部
１７０　通信部
２３０　光路結合部材

 

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図４Ａ】 【図４Ｂ】
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