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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体上を走査手段によって走査された測定光と、前記測定光に対応する参照光との干
渉によるＡスキャン信号を検出するためのフーリエドメインＯＣＴ光学系と、
　各走査位置でのＡスキャン信号に基づくＯＣＴデータを取得し、取得されたＯＣＴデー
タに対してセグメンテーション処理を行い、前記セグメンテーション処理の結果に基づい
て被検体を解析するための解析処理手段と、
　を備える光コヒーレンストモグラフィー装置であって、
　解析処理手段は、ゼロディレイ位置よりも被検物表面が奥側に配置された状態で取得さ
れたＯＣＴデータである第１のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理と、ゼロデ
ィレイ位置よりも被検物裏面が前側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータである第
２のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理とで、セグメンテーション処理を変更
することを特徴とする光コヒーレンストモグラフィー装置。
【請求項２】
　前記解析処理手段は、前記第１のＯＣＴデータと前記第２のＯＣＴデータとの間での被
検体画像に対するノイズ位置の違いを考慮して、前記セグメンテーション処理から除外す
る領域を変更することを特徴とする請求項１の光コヒーレンストモグラフィー装置。
【請求項３】
　フーリエドメインＯＣＴ光学系を備える光コヒーレンストモグラフィー装置によって得
られたＯＣＴデータを処理するＯＣＴデータ処理装置、において実行されるＯＣＴデータ
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処理プログラムであって、
　ＯＣＴデータ処理装置のプロセッサによって実行されることで、
　前記ＯＣＴデータに対してセグメンテーション処理を行い、前記セグメンテーション処
理の結果に基づいて被検体を解析するための解析処理ステップであって、
　ゼロディレイ位置よりも被検物表面が奥側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータ
である第１のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理と、ゼロディレイ位置よりも
被検物裏面が前側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータである第２のＯＣＴデータ
に対するセグメンテーション処理とで、セグメンテーション処理を変更する解析処理ステ
ップと、
　をＯＣＴデータ処理装置に実行させることを特徴とするＯＣＴデータ処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、被検体のＯＣＴデータを得る光コヒーレンストモグラフィーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　被検体の断層像を撮影する装置として、光断層干渉計（Optical Coherence Tomography
：OCT）が知られている。
【０００３】
　光断層干渉計において、受光素子によって取得されるスペクトル情報をフーリエ解析し
て被検物の断層画像を得るフーリエドメインＯＣＴが知られている（特許文献１参照）。
フーリエドメインＯＣＴとしては、受光系に分光光学系を有するＳＤ－ＯＣＴ、投光系に
可変波長光源を有するＳＳ－ＯＣＴが知られている。
【０００４】
　ところで、フーリエドメインＯＣＴを原理とする干渉光学系により得られる断層像は、
測定光と参照光との光路長が一致する深さ位置（ゼロディレイ位置）での感度（干渉感度
）が最も高く、ゼロディレイ位置から離れるにしたがって感度が低下していく。この結果
として、ゼロディレイ位置に近い部分については高感度・高解像度の画像が得られるが、
ゼロディレイ位置から離れた部分については画像の感度・解像度が低下してしまう。
【０００５】
　特許文献１～３は、測定光と参照光の光路長が一致する深さ位置より眼底が奥側に配置
された状態で取得された断層画像（正像）と、測定光と参照光の光路長が一致する深さ位
置より眼底が前側に配置された状態で取得された断層画像（逆像）と、をそれぞれモニタ
に出力するモード（網膜モード、脈絡膜モード）を持つ。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－２９６４８号公報
【特許文献２】特開２００７－２１５７３３号公報
【特許文献３】特開２０１３－１５６２２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、取得された断層画像に基づいて解析結果を得る場合、良好な解析結果を
得られない場合がある。或いは、取得された断層画像に対して十分な解析が行われていな
い場合もありうる。
【０００８】
　本開示は、従来技術の少なくとも一つの問題点を解決することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記課題を解決するために、本開示は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【００１０】
　（１）　
　被検体上を走査手段によって走査された測定光と、前記測定光に対応する参照光との干
渉によるＡスキャン信号を検出するためのフーリエドメインＯＣＴ光学系と、
　各走査位置でのＡスキャン信号に基づくＯＣＴデータを取得し、取得されたＯＣＴデー
タに対してセグメンテーション処理を行い、前記セグメンテーション処理の結果に基づい
て被検体を解析するための解析処理手段と、
　を備える光コヒーレンストモグラフィー装置であって、
　解析処理手段は、ゼロディレイ位置よりも被検物表面が奥側に配置された状態で取得さ
れたＯＣＴデータである第１のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理と、ゼロデ
ィレイ位置よりも被検物裏面が前側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータである第
２のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理とで、セグメンテーション処理を変更
することを特徴とする。
　（２）
　フーリエドメインＯＣＴ光学系を備える光コヒーレンストモグラフィー装置によって得
られたＯＣＴデータを処理するＯＣＴデータ処理装置、において実行されるＯＣＴデータ
処理プログラムであって、
　ＯＣＴデータ処理装置のプロセッサによって実行されることで、
　前記ＯＣＴデータに対してセグメンテーション処理を行い、前記セグメンテーション処
理の結果に基づいて被検体を解析するための解析処理ステップであって、
　ゼロディレイ位置よりも被検物表面が奥側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータ
である第１のＯＣＴデータに対するセグメンテーション処理と、ゼロディレイ位置よりも
被検物裏面が前側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータである第２のＯＣＴデータ
に対するセグメンテーション処理とで、セグメンテーション処理を変更する解析処理ステ
ップと、
　をＯＣＴデータ処理装置に実行させることを特徴とする。
 
 
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に係る光コヒーレンストモグラフィー装置（以下、本装置と呼ぶ場合
もある）の一例を示すブロック図である。
【図２】本実施形態に係るＯＣＴ光学系の一例について示す図である。
【図３】ＯＣＴ光学系によって取得（形成）されるＯＣＴデータの一例を示す図である。
【図４】解析用データとしてメモリ７２に記憶されたＯＣＴデータの一例を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、典型的な実施形態の１つについて、図面を参照して説明する。図１は本実施形態
に係る光コヒーレンストモグラフィー装置（以下、本装置と呼ぶ場合もある）の一例を示
すブロック図である。本装置１０は、一例として、被検眼の眼底の断層像を取得する眼底
撮影装置への適用例を示す。
【００１３】
　＜第１実施例＞
　図１に示すＯＣＴデバイス１は、例えば、ＯＣＴ光学系１００によって取得された検出
信号を処理する。ＯＣＴ光学系１００は、例えば、被検眼Ｅの眼底ＥｆのＯＣＴデータ（
例えば、眼底断層像）を得る。ＯＣＴ光学系１００は、例えば、制御部７０と接続されて
いる。
【００１４】



(4) JP 6503665 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

　次いで、ＯＣＴ光学系１００の一例について図２に基づいて説明する。
【００１５】
　＜ＯＣＴ光学系＞
　ＯＣＴ光学系１００は、例えば、眼科用光断層干渉計（ＯＣＴ：Optical coherence to
mography）の装置構成を持ち、被検眼のＯＣＴデータを得るために設けられてもよい。よ
り詳細な構成の例としては、ＯＣＴ光学系１００は、光源１０２から出射された光を光分
割器（例えば、カップラ、サーキュレータ）１０４によって測定光と参照光に分割する。
ＯＣＴ光学系１００は、測定光学系１０６によって測定光を眼Ｅの眼底Ｅｆに導き、また
、参照光を参照光学系１１０に導く。ＯＣＴ光学系１００は、眼底Ｅｆによって反射され
た測定光と、参照光との合成による干渉光を検出器（受光素子）１２０に受光させる。検
出器１２０は、測定光と参照光との干渉信号を検出する。
【００１６】
　フーリエドメインＯＣＴの場合では、干渉光のスペクトル強度（スペクトル干渉信号）
が検出器１２０によって検出され、スペクトル強度データに対するフーリエ変換によって
複素ＯＣＴ信号が取得される。例えば、複素ＯＣＴ信号における振幅の絶対値を算出する
ことによって、Ａスキャン信号（例えば、深さプロファイル）が取得される。測定光は、
光スキャナ１０８によって眼底上で走査される。各走査位置におけるＡスキャン信号が配
列されることによって、ＯＣＴデータ（例えば、断層画像データ）が取得される。
【００１７】
　なお、ＯＣＴ光学系１００には、スペクトラル・ドメイン型のＯＣＴ光学系が用いられ
てもよいし、波長可変光源を用いて干渉光のスペクトルを検出するスウェプト・ソース型
（ＳＳ－ＯＣＴ）が用いられてもよい。
【００１８】
　ＳＤ－ＯＣＴの場合、光源１０２として低コヒーレント光源（広帯域光源）が用いられ
、検出器１２０には、干渉光を各周波数成分（各波長成分）に分光する分光光学系（スペ
クトルメータ）が設けられる。スペクトルメータは、例えば、回折格子とラインセンサか
らなる。
【００１９】
　ＳＳ－ＯＣＴの場合、光源１０２として出射波長を時間的に高速で変化させる波長走査
型光源（波長可変光源）が用いられ、検出器１２０として、例えば、単一の受光素子が設
けられる。光源１０２は、例えば、光源、ファイバーリング共振器、及び波長選択フィル
タによって構成される。そして、波長選択フィルタとして、例えば、回折格子とポリゴン
ミラーの組み合わせ、ファブリー・ペローエタロンを用いたものが挙げられる。
【００２０】
　光源１０２から出射された光は、光分割器１０４によって、測定光と参照光に分割され
る。測定光は、光ファイバーを通過した後、空気中へ出射されてもよい。測定光は、光ス
キャナ１０８、及び測定光学系１０６の他の光学部材を介して眼底Ｅｆに集光されてもよ
い。眼底Ｅｆで反射された光は、同様の光路を経て光ファイバーに戻されてもよい。
【００２１】
　光スキャナ１０８は、眼底上で横断方向に測定光を走査してもよいし、眼底上で二次元
的に測定光を走査させてもよい。光スキャナ１０８は、瞳孔と略共役な位置に配置されて
もよい。光スキャナ１０８は、例えば、２つのガルバノミラーであり、その反射角度が駆
動機構５０によって任意に調整されてもよい。光スキャナ１０８としては、例えば、反射
ミラー（ガルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾナントスキャナ）の他、光の進行（偏向
）方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が用いられる。
【００２２】
　参照光学系１１０は、眼底Ｅｆでの測定光の反射によって取得される反射光と合成され
る参照光を生成可能である。参照光学系１１０は、マイケルソンタイプであってもよいし
、マッハツェンダタイプであっても良い。参照光学系１１０は、例えば、反射光学系（例
えば、参照ミラー）によって形成され、光分割器１０４からの光を反射光学系により反射
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することにより再度光分割器１０４に戻し、検出器１２０に導いてもよい。他の例として
は、参照光学系１１０は、透過光学系（例えば、光ファイバー）によって形成され、光分
割器１０４からの光を戻さず透過させることにより検出器１２０へと導いてもよい。
【００２３】
　参照光学系１１０は、例えば、参照光路中の光学部材を移動させることにより、測定光
と参照光との光路長差を変更するための駆動部１１２を有してもよい。例えば、参照ミラ
ーが光軸方向に移動される。光路長差を変更するための構成は、測定光学系１０６の測定
光路中に配置されてもよい。つまり、本実施形態の装置には、測定光と参照光の少なくと
も何れかの光路長を変化させるための構造が設けられてもよい。
【００２４】
　＜正面観察光学系＞
　正面観察光学系２００は、眼底Ｅｆの正面画像を得るために設けられてもよい。観察光
学系２００は、例えば、いわゆる眼科用走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）の装置構成を備え
てもよい。なお、観察光学系２００の構成としては、いわゆる眼底カメラタイプの構成で
あってもよい。また、ＯＣＴ光学系１００は、観察光学系２００を兼用してもよい。
【００２５】
　＜固視標投影ユニット＞
　固視標投影ユニット３００は、眼Ｅの視線方向を誘導するための光学系を有してもよい
。固視標投影ユニット３００は、眼Ｅに呈示する固視標を有し、複数の方向に眼Ｅを誘導
できる。
【００２６】
　＜制御系＞
　制御部７０は、ＣＰＵ（プロセッサ）、ＲＡＭ、ＲＯＭ等を備えてもよい。より詳細に
は、制御部７０のＣＰＵは、各構成の各部材など、装置全体（ＯＣＴデバイス１、ＯＣＴ
光学系１００）の制御を司る。ＲＡＭは、各種情報を一時的に記憶する。制御部７０のＲ
ＯＭには、装置全体の動作を制御するための各種プログラム、初期値等が記憶される。な
お、制御部７０は、複数の制御部（つまり、複数のプロセッサ）によって構成されてもよ
い。
【００２７】
　制御部７０には、記憶部の一例としての不揮発性メモリ（以下、メモリ）７２、操作部
（コントロール部）７６、および表示部（モニタ）７５等が電気的に接続されてもよい。
メモリ７２は、電源の供給が遮断されても記憶内容を保持できる非一過性の記憶媒体であ
ってもよい。例えば、ハードディスクドライブ、フラッシュＲＯＭ、ＯＣＴデバイス１、
及びＵＳＢメモリのいずれかが、メモリ７２として用いられてもよい。
【００２８】
　メモリ７２には、ＯＣＴデバイス１によって得られたＯＣＴデータに基づいて、被検眼
を解析するための解析処理プログラムが記憶されてもよい。また、メモリ７２には、ＯＣ
Ｔ光学系１００による正面画像および断層画像の撮影を制御するための撮影制御プログラ
ムが記憶されてもよい。また、メモリ７２には、ＯＣＴデータ、眼底正面像、断層像の撮
影位置の情報等、撮影に関する各種情報が記憶されてもよい。操作部７６には、検者によ
る各種操作指示が入力されてもよい。
【００２９】
　操作部７６は、入力された操作指示に応じた信号を制御部７０に出力してもよい。操作
部７４には、例えば、マウス、ジョイスティック、キーボード、タッチパネル等の少なく
ともいずれかを用いればよい。
【００３０】
　表示部７５は、装置本体に搭載されたディスプレイであってもよいし、本体に接続され
たディスプレイであってもよい。パーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」という。）の
ディスプレイを用いてもよい。複数のディスプレイが併用されてもよい。また、表示部７
５は、タッチパネルであってもよい。なお、表示部７５がタッチパネルである場合に、表
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示部７５が操作部として機能する。表示部７５には、ＯＣＴ光学系１００によって取得さ
れたＯＣＴデータ、正面画像データ等が表示される。
【００３１】
　図３は、ＯＣＴ光学系によって取得（形成）されるＯＣＴデータの一例を示す図である
。ゼロディレイ位置Ｓは、ＯＣＴデータにおいて参照光の光路長に対応する位置であり、
測定光と参照光の光路長が一致する位置に相当する。ＯＣＴデータは、ゼロディレイ位置
Ｓよりも奥側に対応する第１画像領域Ｇ１と、ゼロディレイ位置Ｓよりも手前側に対応す
る第２画像領域と、から形成される。第１画像領域Ｇ１と第２画像領域Ｇ２は、ゼロディ
レイ位置Ｓに関して互いに対称な関係となる。
【００３２】
　なお、図３は、ソフトウェアによる分散補正処理を行った場合のＯＣＴデータの一例で
ある。つまり、制御部７０は、検出器１２０から出力されるスペクトルデータに対しソフ
トウェアによる分散補正処理を施してもよく、分散補正後のスペクトルデータに基づいて
Ａスキャン信号を得てもよい。この結果として、実像と虚像との間で画質において差異が
生じる。なお、この点については、例えば、特開２０１２－２２３２６４号公報を参考に
されたい。なお、ソフトウェアによる分散補正に限定されず、光学的な分散補正が用いら
れてもよい。この場合、実像と虚像との間で画質に差異がない状態となる。
【００３３】
　図３（ａ）は網膜側での感度が高い正像が取得されたときのＯＣＴデータの一例である
。上記構成において、ゼロディレイ位置Ｓよりも眼Ｅの網膜表面が奥側に配置されるよう
に光路長差が調整されると、第１のＯＣＴデータが取得される。第１のＯＣＴデータには
、例えば、脈絡膜Ｃｈ側部分よりも網膜表面Ｒｔ側の感度が高い眼底断層像（正像）が含
まれる。
【００３４】
　この場合、第１画像領域と第２画像領域において形成される各断層像は、互いに向かい
合った状態となる。この場合、第１画像領域Ｇ１において実像Ｒが形成され、第２画像領
域Ｇ２において虚像Ｍ（ミラーイメージ）が形成される。
【００３５】
　図３（ｂ）は脈絡膜側での感度が高い逆像が取得されたときのＯＣＴデータの一例であ
る。ゼロディレイ位置よりも脈絡膜裏面が前側に配置されるように光路長差が調整される
と、第２のＯＣＴデータが取得される。第２のＯＣＴデータには、例えば、網膜表面Ｒｔ
側よりも脈絡膜Ｃｈ側の感度が高い眼底断層像（逆像）が含まれる。
【００３６】
　この場合、第１画像領域Ｇ１と第２画像領域Ｇ２において形成される各断層像は、互い
に反対方向を向いた状態となる。この場合、第２画像領域Ｇ２において実像Ｒが形成され
、第１画像領域Ｇ１において虚像Ｍ（ミラーイメージ）が含まれる。
【００３７】
　図３の例では、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータは、ゼロディレイ位置Ｓに対
して眼底が手前側か奥側に位置したかどうかによって、取得される眼底像の正逆関係が異
なっている。
【００３８】
　制御部７０は、例えば、ＯＣＴデータのうち、第１画像領域Ｇ１又は第２画像領域Ｇ２
のいずれか一方の画像情報を抽出し、表示部７５の画面上に表示する。例えば、制御部７
０は、その画像領域をＯＣＴデータから切出してもよいし、その画像領域に対応する輝度
情報から画像を改めて作成してもよい。
【００３９】
　＜動作説明＞
　次に、本実施形態に係る装置の動作の一例について説明する。検者は、固視標を注視す
るように被験者に指示した後、眼底に対するアライメントを行う。眼底正面像が表示部７
５上に表示されるようになると、予め設定される走査パターンに基づきＯＣＴ光学系１０



(7) JP 6503665 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

０によってＯＣＴデータが取得され、表示部７５上にＯＣＴ画像が表示される。
【００４０】
　制御部７０は、検出器１２０から出力される検出信号に基づいて駆動機構１１２の駆動
を制御し、眼底断層像が取得されるように測定光と参照光との光路長差を調整する。なお
、初期設定として網膜モードに設定され、制御部７０は、例えば、ゼロディレイ位置Ｓよ
りも奥側に網膜Ｒｔが配置されるように光路長を調整する。この場合、第１のＯＣＴデー
タが取得された状態となる。一方、脈絡膜モードにて眼底断層を観察する場合、制御部７
０は、ゼロディレイ位置Ｓよりも前側に脈絡膜Ｃｈが配置されるように測定光と参照光と
の間の光路長差を調整する。この場合、第２のＯＣＴデータが取得された状態となる。
【００４１】
　＜断層像の記憶＞　第１のＯＣＴデータ又は第２のＯＣＴデータが動画表示された状態
において、検者が所望する走査位置／パターンが設定される。その後、所定のトリガ信号
が自動又は手動で出力される。これをトリガとして，制御部７０は、設定された撮像条件
（例えば、走査位置／パターン）に基づいて光スキャナ１０８を制御する。制御部７０は
、各走査位置での検出器１２０からの出力信号に基づいて，ＯＣＴデータを静止画像とし
て取得する。制御部７０は、取得されたＯＣＴデータをメモリ７２に記憶する。この場合
、制御部７０は、記憶されるＯＣＴデータに対応付けて、ＯＣＴデータが第１のＯＣＴデ
ータ又は第２のＯＣＴデータであるかの判別情報をメモリ７２に記憶してもよい。なお、
判別情報は、網膜モード、脈絡膜モード間でのモード切換信号、或いは実像の取得位置等
によって取得可能である。
【００４２】
　ＯＣＴデータをメモリ７２に記憶する場合、制御部７０は、例えば、ＯＣＴデータのう
ち、第１画像領域Ｇ１又は第２画像領域Ｇ２のいずれか一方の画像情報を抽出し、メモリ
７２に記憶してもよい。例えば、第１のＯＣＴデータでは、第１の画像領域Ｇ１に対応す
るＯＣＴデータがメモリ７２に記憶され（図４（ａ）参照）、第２のＯＣＴデータでは、
第２の画像領域Ｇ２に対応するＯＣＴデータがメモリ７２に記憶されてもよい（図４（ｂ
）参照）。
【００４３】
　＜セグメンテーション＞
　本実施形態において、解析を行う場合、制御部７０は、メモリ７２に記憶されたＯＣＴ
データに対してセグメンテーション処理を行い、セグメンテーション処理の結果に基づい
て眼底Ｅｆを解析してもよい。この場合、制御部７０は、解析処理部の一例として用いら
れる。セグメンテーション処理は、例えば、眼底の解析結果を得るための前準備として、
ＯＣＴデータにおける特徴抽出を行うための画像処理として用いられる。
【００４４】
　制御部７０は、例えば、セグメンテーション処理として、複数の層の境界の少なくとも
いずれかを検出（抽出）するようにしてもよい。より詳細には、制御部７０は、特定の層
（例えば、神経線維層（nerve fiber layer: NFL）、神経節細胞層（ganglion cell laye
r: GCL）、網膜色素上皮（retinal pigment epithelium: RPE）等）、脈絡膜（Choroid）
に対応する層境界をセグメンテーション処理によって検出（抽出）してもよい。なお、特
定の層に対応する層境界を検出する場合、解剖学見地に基づく特定の層の位置、層の順序
、Ａスキャン信号内における輝度レベル等に基づいて、検出手法が設定される。なお、セ
グメンテーションには、例えば、エッジ検出等が利用される。
【００４５】
　＜セグメンテーション処理の変更＞
　制御部７０は、ゼロディレイ位置Ｓに対する眼底の位置関係が互いに異なる第１のＯＣ
Ｔデータと第２のＯＣＴデータとの間において、ＯＣＴデータに対するセグメンテーショ
ン処理の少なくとも一部を変更してもよい。ここで、第１のＯＣＴデータは、例えば、ゼ
ロディレイ位置Ｓよりも眼底表面が奥側に配置された状態で取得されたＯＣＴデータであ
る。また、第２のＯＣＴデータは、例えば、ゼロディレイ位置Ｓよりも眼底裏面が前側に
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配置された状態で取得されたＯＣＴデータである。
【００４６】
　なお、本実施形態では、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータのいずれにおいても
、被検眼の同一部位（例えば、眼底）に関するＯＣＴデータが含まれる。なお、以下の説
明では、ＯＣＴデータにおける上下方向について、眼底表面（網膜表層）側を上方向（手
前側）、眼底裏面（脈絡膜層）側を下方向（奥側）として規定して説明する。
【００４７】
　ここで、制御部７０は、例えば、セグメンテーション領域を変更するようにしてもよい
。その一例として、制御部７０は、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間での
眼底断層像に対するノイズ位置の違いを考慮して、セグメンテーション領域を変更するよ
うにしてもよい。この場合、ＯＣＴデータにおいてセグメンテーション処理から除外する
領域を変更するようにしてもよい。
【００４８】
　図４は、解析用データとしてメモリに記憶されたＯＣＴデータの一例を示す図である。
取得されるＯＣＴデータには、眼底断層像等の被検眼のＯＣＴデータの他、装置に起因す
るノイズ成分ＮＺが発生する場合がある。このようなノイズ成分は、例えば、ＤＣサブト
ラクション等のノイズ除去処理によって除去されず、ＯＣＴデータにおいて残存したノイ
ズである。このようなノイズの発生原因としては、例えば、光源１０２からの光の揺らぎ
、装置の揺れ・振動、内部レンズの反射、外部照明からの光等などが考えられる。
【００４９】
　ノイズ成分ＮＺは、一定の周期性を持つ場合が多く、例えば、ゼロディレイ位置に対す
る所定の位置に形成される。その結果として、第１のＯＣＴデータ上に発生したノイズ成
分ＮＺは、ＯＣＴデータの上端（つまり、網膜表層側端部）から所定距離Ｄ離れた位置に
形成される。つまり、被検眼眼底のＯＣＴデータよりも上側にノイズ成分ＮＺが発生して
いる。第２のＯＣＴデータ上に発生したノイズ成分ＮＺは、ＯＣＴデータの下端（つまり
、脈絡膜側端部）から所定距離Ｄ離れた位置に形成される。つまり、被検眼眼底のＯＣＴ
データよりも下側にノイズ成分ＮＺが発生している。
【００５０】
　本実施形態では、被検眼眼底のＯＣＴデータに対するノイズ成分ＮＺの発生位置の違い
を考慮し、セグメンテーション処理が実行される領域が変更される。図４において、セグ
メンテーション実行領域（以下、実行領域）ＳＧは、ＯＣＴデータ上においてセグメンテ
ーションが実行される領域である。実行領域ＳＧが設定される場合、例えば、セグメンテ
ーションを開始する始点ＳＧ１からセグメンテーションを終了する終点ＳＧ２までの深さ
方向における座標位置が予めメモリ７２に記憶されてもよい。これによって、各Ａスキャ
ン信号における始点ＳＧ１から終点ＳＧ２にかけてセグメンテーションが行われ、他の領
域についてはセグメンテーションが行われない。
【００５１】
　第１のＯＣＴデータに対してセグメンテーションが行われる場合、例えば、ＯＣＴデー
タの上端（つまり、網膜表層側端部）から下側に所定距離Ｄ離れた位置よりもさらに下側
に始点ＳＧ１が設定され、ＯＣＴデータの下端（つまり、脈絡膜側端部）が終点ＳＧ２に
設定される（図３（ａ）参照）。この結果、第１のＯＣＴデータに含まれるノイズ成分Ｎ
Ｚを除外するように、セグメンテーションが行われる。
【００５２】
　一方、第２のＯＣＴデータに対してセグメンテーションが行われる場合、例えば、ＯＣ
Ｔデータの上端（つまり、網膜表層側）が始点ＳＧ１に設定され、ＯＣＴデータの下端（
つまり、脈絡膜側端部）から上側に所定距離Ｄ離れた位置よりもさらに上側に終点ＳＧ２
が設定される。この結果、第２のＯＣＴデータに含まれるノイズ成分ＮＺを除外するよう
に、セグメンテーションが行われる。
【００５３】
　以上示したように、被検眼眼底のＯＣＴデータに対するノイズ成分ＮＺの発生位置に応
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じて、ノイズ成分ＮＺが除外されるようにセグメンテーションを行うことによって、ＯＣ
Ｔデータの特性に関わらず、ノイズの影響を適切に軽減できる。以後の解析を良好に行う
ことができる。
【００５４】
　＜セグメンテーション結果に基づく解析＞
　第１のＯＣＴデータの場合、眼底表面側（例えば、網膜部分）が鮮明に形成される。セ
グメンテーションの結果として、制御部７０は、網膜層（例えば、網膜表層から網膜色素
情報層）の各層における層境界情報を取得し、取得された層境界情報に基づいて各層の厚
み情報を算出するようにしてもよい。なお、脈絡膜がセグメンテーション可能な場合、網
膜層の厚み計測に加えて、脈絡膜の厚みを求めるようにしてもよい。
【００５５】
　第２のＯＣＴデータの場合、眼底裏面側（例えば、脈絡膜部分）が鮮明に形成される。
セグメンテーションの結果として、制御部７０は、脈絡膜層における層境界情報を取得し
、取得された層境界情報に基づいて脈絡膜層の厚み情報を算出するようにしてもよい。な
お、網膜各層がセグメンテーション可能な場合、脈絡膜層の厚み計測に加えて、網膜各層
の厚みを求めるようにしてもよい。
【００５６】
　セグメンテーション処理の結果に基づく眼底解析は、上記に限定されない。例えば、眼
底の特徴部位（例えば、黄斑、乳頭）に対するサイズ計測、病変検出等が行われてもよい
。また、制御部７０は、セグメンテーションの結果を用いて、各層でのEn-face画像（Ｏ
ＣＴ正面画像）を取得するようにしてもよい。
【００５７】
　もちろんＯＣＴデータは、３次元ＯＣＴデータであってよい。３次元ＯＣＴデータは、
例えば、測定光の２次元走査（例えば、ラスタースキャン））によって取得される。また
、３次元ＯＣＴデータに対するセグメンテーションの結果として、解析マップが取得され
てもよい。解析マップとしては、例えば、網膜厚マップ、脈絡膜厚マップ、等が考えられ
る。
【００５８】
　制御部７０は、上記のように取得された解析結果を表示部７５に表示するようにしても
よい。
【００５９】
　＜変容例＞
　なお、上記実施例では、網膜表層側が始点ＳＧ１に設定されたがこれに限定されず、脈
絡膜側が始点ＳＧ１に設定されてもよい。なお、装置の製造段階において、実行領域ＳＧ
が設定されてもよい。また、装置の個体差を考慮し、装置毎に実行領域ＳＧの位置が設定
されてもよい。
【００６０】
　また、上記例では、被検眼のＯＣＴデータに対するノイズ成分ＮＺの発生位置に応じて
、セグメンテーションが実行される領域を変更したが、セグメンテーション領域を変更す
る手法は、これに限定されない。例えば、セグメンテーション処理を行うためのＯＣＴデ
ータを抽出し、抽出されたＯＣＴデータに対してセグメンテーションを行う場合であって
も、本実施形態の適用は可能である。例えば制御部７０は、ノイズ成分ＮＺの発生位置に
応じて、セグメンテーション処理を行うための抽出領域を変更するようにしてもよい。ま
た、制御部７０は、ノイズ成分ＮＺが除外されるようにＯＣＴデータをメモリ７５に記憶
することによって、ノイズ成分をセグメンテーション処理から予め除外するようにしても
よい。この場合、ノイズ成分ＮＺが除外されるようにＯＣＴデータ上での記憶領域が予め
設定されてもよい。
【００６１】
　なお、上記説明においては、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間でメモリ
７２に記憶する画像領域を変更したが、これに限定されない。メモリ７２に記憶する画像
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領域は、同一であってもよい。このような記憶手法は、光学的分散補正にてＯＣＴデータ
を得る場合、或いは、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間で分散補正データ
を切り換える場合に用いられてもよい。この場合、ソフトウェア分散補正処理によって補
正されるＯＣＴデータが、実像と虚像とで切り換えられてもよい（詳しくは、特開２０１
２－２２３２６４号公報を参考にされたい）。このような場合であっても、第１のＯＣＴ
データと第２のＯＣＴデータとの間で、被検眼画像に対するノイズの上下位置が異なるの
で、上記実施形態の適用が可能である。
【００６２】
　なお、制御部７０は、セグメンテーションの結果に基づいてＯＣＴデータの一部を表示
する際、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間において、ＯＣＴデータの表示
領域を変更するようにしてもよい。
【００６３】
　例えば、３次元ＯＣＴデータに基づいて３次元グラフィック画像を表示部７５に表示す
る際、制御部７０は、セグメンテーションによって検出された層境界領域を基準として、
３次元グラフィック画像として表示する領域を変更するようにしてもよい。より具体的に
は、制御部７０は、第１の３次元ＯＣＴデータを表示する場合、網膜表層よりも上側の領
域を除去し、網膜表層よりも下側の領域に関してグラフィック画像を表示するようにして
もよい。また、制御部７０は、第２の３次元ＯＣＴデータを表示する場合、脈絡膜層より
も下側の領域を除去し、脈絡膜層よりも上側の領域に関してグラフィック画像を表示する
ようにしてもよい。これによって、３次元グラフィック画像中における不要なノイズ情報
が好適に軽減される。
【００６４】
　なお、本実施形態の処理は、実像と虚像のいずれかが画像処理によって除去されたフル
レンジＯＣＴデータに対して行ってもよい。
【００６５】
　なお、以上の説明においては、ゼロディレイ位置に対する眼底の位置関係が異なる第１
のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間において、ＯＣＴデータに対するセグメンテ
ーション処理の少なくとも一部（例えば、セグメンテーション領域）を変更したが、これ
に限定されない。本実施形態は、光コヒーレンストモグラフィー装置によってＯＣＴデー
タが取得された際の条件の違いに応じて、セグメンテーション処理の少なくとも一部を変
更してもよい。
【００６６】
　第１の例として、制御部７０は、光コヒーレンストモグラフィー装置の撮影方式の違い
に応じて、セグメンテーション処理を変更するようにしてもよい。例えば、第１のＯＣＴ
データが、スペクトラルドメインＯＣＴ（ＳＤ－ＯＣＴ）によって取得されたＯＣＴデー
タであって、第２のＯＣＴデータが、スウィプトソースＯＣＴ（ＳＳ－ＯＣＴ）によって
取得されたＯＣＴデータである場合、取得される画像の輝度が異なる。原因としては、撮
影原理の違い、光源波長の違い等が考えられる。そこで、制御部７０は、例えば、第１の
ＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間で、セグメンテーションを行う際の閾値を変更
するようにしてもよい。これにより、適正なセグメンテーションが実行される。このよう
な処理は、第１実施例においても適用可能である。
【００６７】
　また、深さ方向に関する感度の違いにより出現画像が異なる場合がある。出現画像とは
、ＯＣＴデータにおいて被検眼画像として出現される画像を意味し、出現画像の違いとは
、取得条件の違いに応じてＯＣＴデータ中に現れる被検眼データの違いを意味する。ここ
で、出現画像とは、例えば、セグメンテーションができる程度に画像化された画像として
規定されてもよい。
【００６８】
　そこで、制御部７０は、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間で、セグメン
テーション領域を変更するようにしてもよい。つまり、本実施形態では、ＯＣＴデータに
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おける出現画像の違いに応じてセグメンテーション領域を変更するようにしてもよい。こ
れによって、適正な解析処理が可能となる。このような処理は、第１実施例においても適
用可能である。
【００６９】
　第２の例として、制御部７０は、ＯＣＴデータを取得する際の受光素子の露光時間の違
いに応じて、セグメンテーション処理を変更するようにしてもよい。例えば、第１のＯＣ
Ｔデータが、第１の露光時間にて取得されたＯＣＴデータであって、第２のＯＣＴデータ
が、第２の露光時間にて取得されたＯＣＴデータである場合、取得される画像の輝度が異
なる。そこで、制御部７０は、第１のＯＣＴデータと第２のＯＣＴデータとの間で、セグ
メンテーションを行う際の閾値を変更するようにしてもよい。
【００７０】
　なお、以上の説明においては、被検眼の形態断層画像を取得する場合について説明した
が、制御部７０は、複数のＡスキャン信号における信号間の変化（例えば、位相変化、強
度変化）を計測することによって、血流計測画像（ドップラーＯＣＴ画像）を取得しても
よい。また、制御部７０は、複数のＡスキャン信号における偏光成分（Ｓ偏光、Ｐ偏光）
を計測することによって、被検眼の偏光特性を示す画像（偏光ＯＣＴ画像）を取得しても
よい。つまり、本実施形態は、ドップラーＯＣＴ、偏光感受ＯＣＴ等のＯＣＴにおいても
適用可能である。
【００７１】
　また、以上の説明においては、眼底のＯＣＴデータを得る装置を例にとって説明したが
、これに限るものではなく、被検眼の所定部位のＯＣＴデータを得る装置であれば、本実
施形態の適用は可能である。例えば、被検眼前眼部のＯＣＴデータを得る装置に用いられ
る。
【００７２】
　また、眼科撮影装置への適用に限るものではなく、眼以外の生体（例えば、皮膚、血管
）、もしくは生体以外の試料、等の断層像を取得するＯＣＴ装置においても、本実施形態
の適用は可能である。
【符号の説明】
【００７３】
　１　ＯＣＴデバイス
　７０　制御部
　１００　ＯＣＴ光学系
　Ｓ　ゼロディレイ位置
　ＮＺ　ノイズ
　ＳＧ　セグメンテーション実行領域
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