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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
眼の観察、検査、診断および／または治療のための眼科機器であって、
　１つの第１の照射源（ＢＱ）から発して眼に至る、１つの有孔ミラー（ＬＳ）および１
つの結像光学系（ＡＯ）が使用に供されている１つの照射ビームパスと、眼の網膜（Ｒ）
から発して、結像光学系（ＡＯ）を介して有孔ミラー（ＬＳ）を通り検出器（Ｄ）に至る
１つの観察ビームパスとにより構成される眼科機器において、
　１つの第２の照射源（ＬＱ）から発して眼の網膜（Ｒ）に至る、該結像光学系（ＡＯ）
と並んで１つのスキャンユニット（ＳＥ）、１つの対物レンズ（Ｏ）および１つのビーム
スプリッタ（ＳＴ）が使用に供されている、１つのスキャン照射用のビームパスが備えら
れること、
　該スキャンユニット（ＳＥ）が、複数の静電駆動型または／および電流駆動型の一方向
チルトミラー（ＫＳ）の態様で構成され、
　静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チルトミラー（ＫＳ）として実施されて
いる前記スキャンユニット（ＳＥ）が、ＭＥＭＳ技術で実施され、静的に偏向され、
　前記複数の静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チルトミラー（ＫＳ）は、第
１及び第２のチルトミラー（ＫＳ１、ＫＳ２）を含み、前記スキャンユニット（ＳＥ）は
、前記第１のチルトミラーを前記第２のチルトミラー上に結像させる光学系（ＺＯ）を含
むことを特徴とする眼科機器。
【請求項２】



(2) JP 5563488 B2 2014.7.30

10

20

30

40

50

ＭＥＭＳ技術で実施されている前記スキャンユニット（ＳＥ）が、前記第２の照射源（Ｌ
Ｑ）としてのレーザ源（ＬＱ）の横収差を補償できることを特徴とする請求項１に記載の
機器。
【請求項３】
前記スキャン照射用のビームパス内に配置された前記対物レンズ（Ｏ）および／または前
記スキャンユニット（ＳＥ）への前記第２の照射源（ＬＱ）としてのレーザ光源（ＬＱ）
のレーザ光（ＬＬ）のコリメート用に備えられたコリメーション光学系（ＫＯ）が、眼の
非正視を補償するために変位可能であるように配置されていることを特徴とする請求項１
に記載の機器。
【請求項４】
マーキングを表示するための手段、ならびに該マーキングを形、波長、強度ならびにイン
パルスの継続時間および順序に関して変更するための手段が備えられること特徴とする請
求項１に記載の機器。
【請求項５】
前記照射光線源（ＢＱ）から放出された光を、形、波長、強度ならびにインパルスの継続
時間および順序に関して変更すると共に、その閾値を監視するための１つの制御ユニット
が備えられること特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項６】
前記第２の照射源（ＬＱ）が、複数のレーザ光源（ＬＱ）の形の複数の単独光源からなり
、前記スキャンユニット（ＳＥ）の手前側で前記スキャン照射用のビームパス内へのレー
ザ光（ＬＬ）の同時カップリングを実現するために、ビームスプリッタ（ＳＴ１）および
コリメーション光学系（ＫＯ）が備えられること特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項７】
前記第２の照射源（ＬＱ）が、眼球内の蛍光励起のために１つの紫外、可視または赤外ス
ペクトルを有しており、また相関関係にある眼の蛍光信号を記録するために、１つの波長
選択性の検出器（Ｄ）が備えられること特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項８】
スキャン照射のための前記第２の照射源（ＬＱ）が、超短パルスを放出する１つのレーザ
であり、また前記相関関係にある眼の蛍光信号を記録するのに十分な時間分解能を有する
ように構成された１つの検出器（Ｄ）が備えられること特徴とする請求項１に記載の機器
。
【請求項９】
前記スキャン照射用のビームパス内に備えられる、ダイクロイック・ビームスプリッタ、
または偏光依存型ビームスプリッタとして実施される前記ビームスプリッタ（ＳＴ）が、
前記第２の照射源（ＬＱ）が前記スキャンユニット（ＳＥ）および前記対物レンズ（Ｏ）
を介して眼の瞳孔（Ｐ）内の中央に結像されるように配置されていることを特徴とする請
求項１に記載の機器。
【請求項１０】
画像処理および画像評価のための手段、ならびに画像および患者データのドキュメンテー
ションおよび保存のための手段が備えられることを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項１１】
眼のオンライン観察のための手段として、接眼レンズおよび／またはモニターあるいはデ
ィスプレイが備えられることを特徴とする請求項１に記載の機器。
【請求項１２】
診断および／または治療のために、前記スキャン照射用のビームパス内に備えられる前記
スキャンユニット（ＳＥ）が、制御ユニットによって、前記第２の照射源（ＬＱ）の光が
眼の瞳孔（Ｐ）を通り、網膜（Ｒ）の問題とされる領域上に結像されるように制御される
ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１３】
前記第２の照射源（ＬＱ）から１つのマーキングの形で眼球内に投影された光が、眼球を
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このマーキングに固定することによって、視線を狙い通りの向きに合わせるために使用さ
れることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１４】
患者が、前記第２の照射源から時間と場所が変化する光マークおよび／または光フィール
ドの形で眼球内に投影された光を知覚できるか否かについて応答するために利用する、患
者の視野を決定するためのさまざまなデータをドキュメント化して記憶する手段が備えら
れることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１５】
眼の観察、検査、診断および／または治療のための装置の作動方法であって、該装置は、
第１の照射源（ＢＱ）、有孔ミラー（ＬＳ）、結像光学系（ＡＯ）、第２の照射源（ＬＱ
）、スキャンユニット（ＳＥ）、対物レンズ（Ｏ）、ビームスプリッタ（ＳＴ）、検出器
（Ｄ）、および制御ユニットを含み、
　前記有孔ミラー（ＬＳ）および前記結像光学系（ＡＯ）を介して目を照射し、眼から発
する光が該結像光学系（ＡＯ）を介し、該有孔ミラー（ＬＳ）を通り前記検出器（Ｄ）上
に結像するように、前記制御ユニットにより、前記第１の照射源（ＢＱ）が作動する工程
を備える方法において、
　前記スキャンユニット（ＳＥ）、前記対物レンズ（Ｏ）、前記ビームスプリッタ（ＳＴ
）および該結像光学系（ＡＯ）を介して目を照射するように、前記制御ユニットにより、
前記第２の照射源（ＬＱ）および前記ビームスプリッタ（ＳＴ）が作動する工程、
　前記制御ユニットにより、複数のチルトミラー（ＫＳ）の態様をとる該スキャンユニッ
ト（ＳＥ）を、一方向に静電駆動または／および電流駆動する工程、
　前記スキャンユニット（ＳＥ）が、複数の一方向性の、静電駆動型または／および電流
駆動型のチルトミラー（ＫＳ）の形で、ＭＥＭＳ技術で実施されており、前記複数のチル
トミラー（ＫＳ）は、第１及び第２のチルトミラー（ＫＳ１、ＫＳ２）を含み、前記スキ
ャンユニット（ＳＥ）は、前記第１のチルトミラーを前記第２のチルトミラー上に結像さ
せる光学系（ＺＯ）を含み、前記制御ユニットが、前記スキャンユニット（ＳＥ）を静的
に偏向させる工程を特徴とする作動方法。
【請求項１６】
前記ＭＥＭＳ技術で実施されるスキャンユニット（ＳＥ）により、前記第２の照射源（Ｌ
Ｑ）としてのレーザ源（ＬＱ）の横収差を補償可能であることを特徴とする請求項１５に
記載の作動方法。
【請求項１７】
前記スキャン照射用のビームパス内に配置された前記対物レンズ（Ｏ）および／または前
記スキャンユニット（ＳＥ）への前記第２の照射源（ＬＱ）としてのレーザ光源（ＬＱ）
のレーザ光（ＬＬ）のコリメート用に備えられたコリメーション光学系（ＫＯ）を、眼の
非正視を補償するために変位させる工程を特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項１８】
少なくとも１つのレーザ光源（ＬＱ）を持つ前記第２の照射源（ＬＱ）から放出されるマ
ーキングを表示するためのレーザ光（ＬＬ）が、その形、波長、強度ならびにインパルス
の継続時間および順序に関して変化可能であることを特徴とする請求項１５に記載の作動
方法。
【請求項１９】
１つの制御ユニットによって、前記照射源（ＢＱ）から放出された光を、形、波長、強度
ならびにインパルスの継続時間および順序に関して変更して、その閾値を監視する工程を
特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項２０】
前記第２の照射源（ＬＱ）が、複数のレーザ光源（ＬＱ）の形の複数の単独光源からなり
、それらのレーザ光（ＬＬ）を、ビームスプリッタ（ＳＴ１）およびコリメーション光学
系（ＫＯ）を介して前記スキャン照射用のビームパス内にカップリングして、前記スキャ
ンユニット（ＳＥ）を介して眼球内に同時に投影可能となるように前記制御ユニットによ
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り前記第２の照射源（ＬＱ）が作動することを特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項２１】
前記制御ユニットにより、前記第２の照射源（ＬＱ）が作動して眼球内の蛍光励起のため
に１つの紫外、可視または赤外スペクトルを放射し、また相関関係にある眼の蛍光信号を
１つの波長選択性の検出器（Ｄ）により記録する工程を特徴とする請求項１５に記載の作
動方法。
【請求項２２】
前記制御ユニットにより、前記スキャン照射用の前記第２の照射源（ＬＱ）が作動して超
短パルスを放出し、また前記相関関係にある眼の蛍光信号を１つの検出器（Ｄ）により記
録する工程であって、前記１つの検出器（Ｄ）は、眼の蛍光信号を記録するに十分な時間
分解能を有するように構成されている、前記記録する工程を特徴とする請求項１５に記載
の作動方法。
【請求項２３】
前記制御ユニットにより、前記第２の照射源（ＬＱ）が前記スキャンユニット（ＳＥ）お
よび前記対物レンズ（Ｏ）を介して眼の瞳孔（Ｐ）内の中央に結像されるように、前記ス
キャン照射用のビームパス内の結像光学系（ＡＯ）と有孔ミラー（ＬＳ）と間に備えられ
る前記ビームスプリッタ（ＳＴ）がダイクロイック・ビームスプリッタ、または偏光依存
型ビームスプリッタとして作動する工程を特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項２４】
前記検出器（Ｄ）により記録された画像を演算処理し、評価し、ドキュメント化して、患
者データと共に記憶する工程を特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項２５】
接眼レンズおよび／またはモニターあるいはディスプレイを介して眼のオンライン観察が
行う工程を特徴とする請求項１５に記載の作動方法。
【請求項２６】
前記制御ユニットが、診断および／または治療のために、前記スキャン照射用のビームパ
ス内に備えられた前記スキャンユニット（ＳＥ）を、前記第２の照射源（ＬＱ）の光が眼
の瞳孔（Ｐ）を通り、網膜（Ｒ）の問題とされる領域上に結像されるように制御する工程
を特徴とする請求項１５乃至２５のいずれか１項に記載の作動方法。
【請求項２７】
前記第２の照射源（ＬＱ）によりマーキングの形で眼球内へ投影される光を使用して、眼
球をこのマーキングに固定することにより視線を狙い通りの向きに合わせる工程を特徴と
する請求項１５乃至２６のいずれか１項に記載の作動方法。
【請求項２８】
前記第２の照射源（ＬＱ）により光を時間と場所が変化する光マークおよび／または光フ
ィールドの形で眼球内に投影する工程、患者がそれを知覚できるか否かについて応答する
工程、および患者の視野を決定するためのさまざまなデータをドキュメント化して記憶す
る工程を特徴とする請求項１５乃至２７のいずれか１項に記載の作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は近接非接触方式で、眼を観察、検査、治療および／または診断するための眼科
機器および方法に関する。この機器の構成は眼底カメラあるいは検眼鏡を基としている。
　眼底部（網膜または眼底）のトポロジの撮像は、多くの眼の疾患を診断するための重要
な手段である。網膜の多くの疾患は、診断用レーザをピンポイントで使用することでより
精密に検査することができ、または治療用レーザをピンポイントで照射することで治療す
ることができる。
【背景技術】
【０００２】
　眼の観察、診断および治療のために、現在の技術水準によると数多くの、さまざまな解
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決策が知られている。このために必要となる画像は、例えば手持ち検眼鏡、スリットラン
プ、眼底カメラで、またはレーザ走査検眼鏡を使用して作成される。
【０００３】
　この場合に、眼底カメラは眼科における最も重要な診断器具の１つである。眼底カメラ
の助けで、眼底部の広視野像を撮影しこれから診断を導くことができる。
　アール　エフ　スパイデ（Ｒ．Ｆ．Ｓｐａｉｄｅ）は、スパイデＲ．Ｆ．（Ｓｐａｉｄ
ｅ，Ｒ．Ｆ．），“Ｆｕｎｄｕｓ　ａｕｔｏｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｃｅ　ａｎｄ　ａｇｅ
－ｒｅｌａｔｅｄ　ｍａｃｕｌａｒ　ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ”，Ｏｐｈｔｈａｌｍｏ
ｌｏｇｙ　１１０（２），Ｆｅｂｒｕａｒ　２００３，ｐ．３９２－３９９において特殊
な実施形態について説明しているが、これらの実施形態により、なんとＲＧＢ画像（赤－
緑－青）の純粋な判定を超えた機能診断方式を適用することが可能になる。
【０００４】
　例えば、米国登録特許第７１３４７５４号明細書には、異なった波長を持つ２つのレー
ザ光源が使用されるようになっている網膜機能カメラが記載されている。そこでは、酸素
過濃な血液の場合は第１波長帯域の吸光能が、脱酸素化血の場合は第２波長帯域の吸光能
がより大きくなるように波長帯域を選択することによって、相応の画像が作成されて、こ
れらを評価できるようにしている。これにより、加齢のために光受容細胞および網膜色素
上皮の死滅を来たすと共に、細部を認識するために使われる中心視野の欠損を徐々にもた
らす黄斑萎縮（変性）の診断を既に早期の段階で下すことが可能になる。
【０００５】
　また、この記載されている解決策をもって、脈絡膜新生血管の発生も早期段階で認識す
ることもできる。この小さな新しい異常血管は脈絡膜層から成長増殖し、血液が網膜内ま
たは網膜下に蓄積すると、急性の視力損失を引き起こす。この記載された解決策をもって
可視化される罹患箇所は、光凝固術または光線力学療法により治療することができる。
【０００６】
　同じく異なった波長を持つ２つのレーザ光源が使用されるようになっている眼底カメラ
が米国登録特許第７１９８３６７号明細書に記載されている。しかしながら、この場合は
、眼底の蛍光画像を可視域でもまた赤外域でも撮影して評価できるように波長帯域が選択
されている。
【０００７】
　しかし、眼底カメラに関してこれまでに知られている機能診断方式は、依然として広視
野照射の原理に基づくものである。しかしながら、網膜上の個々の点で行われるより複雑
な診断、例えば視野測定、光干渉断層撮影、または凝固によるピンポイント治療は、この
システムでは不可能である。
【０００８】
　さらに、眼科では同じくレーザ走査検眼鏡も定着している。ここではレーザ光線が、大
抵は共焦点方式で、１つの機械的スキャナ、例えば１つのガルバノスキャナまたは１つの
ポリゴンミラーを介して、網膜上に結像されるようになっている。網膜のこの結像点から
拡散反射された光は、機器内にある１つのセンサにより検知される。網膜のトポグラフィ
についてのこの情報はスキャナを利用したラスター走査によって得られる。レーザ走査検
眼鏡では、網膜上でピンポイントで治療または診断を実施することが可能である。在来の
レーザ走査検眼鏡では、レーザは画像作成のための光源としても、また診断および／また
は治療のための光源としても利用される。
【０００９】
　しかしながら、患者の眼球は、観察中に検眼鏡に対して相対的に移動することがあるた
め、眼底部のトポグラフィを絶え間なく観察する必要がある。この理由から、全ての公知
のレーザ走査検眼鏡で、網膜を連続的にラスター走査する、共振モードで動作されるスキ
ャナが使用される。ピンポイント治療または診断は、レーザ・ポイントにより網膜上の所
望のポイントが正確に走査されるように、スキャナの向きが正確に調整されているときに
のみ実施することが可能である。したがって、スキャナと、治療用または診断用レーザと
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の間の手の込んだ同期化が必要である。
【００１０】
　処置の際に最大許容インパルスエネルギーを超えることがないように、ラスター走査す
るレーザ光線の滞留時間を、複雑な位置決め装置と強度監視により、レーザ光線の強度に
従属して管理することが必要である。例えば、国際特許出願公開第２００４０４３２３４
号には最適化されたレーザ走査検眼鏡が記載されており、そこでは網膜の同じ１点上で観
察と処置が同時にできるように、１つの共焦点式レーザ走査検眼鏡と複数の外部レーザ源
が組み合わされている。
【００１１】
　これに加えて、欧州特許出願公開第１３０８１２４号明細書にはレーザ走査検眼鏡で使
用するための対物レンズ系が記載されている。記載されている対物レンズ系は非常に広い
広視野を実現していて、この結果、レーザ走査検眼鏡で眼の通常は到達不可能な領域も検
査することができる。
【００１２】
　さらに別のレーザ走査検眼鏡が米国再審査特許第６３３７９２０号に記載されている。
レーザ光線を生成する１つのレーザ光源と、ある１つの第１の方向へ偏向された発振光線
を発生するための１つの第１のスキャン手段と、ある１つの第２の方向へ偏向された発振
光線を発生するための１つの第２のスキャン手段とからなるレーザ走査検眼鏡（ＬＳＣ）
は、さらに眼からの反射光を検出するための検出手段を利用できるようになっている。
【００１３】
　網膜の初回のスキャンによって作成された眼底像から、眼底の複数のサブ領域を選択し
、２回目のスキャンがこれらのサブ領域に限定されるようにする、特に精密化されるよう
にするとよい。加えて、個々のスキャン手段は、１つの制御ユニットにより制御可能な複
数の駆動モータを利用して、相互に独立して傾動可能である。
【００１４】
　独国特許発明第３８３６８６０号明細書は、レーザ光線走査システムを有する眼科機器
を説明している。この解決策も２つの波長を使用している。一方のレーザ光線を眼底の凝
固／刺激のために使用する一方で、他方のレーザ光線は眼底のスキャン撮像のために利用
し、この場合、両レーザ光線は平行にかつ同時に利用される。この解決策でレーザ光線走
査システムを有する眼科機器が提供され、この機器でモニター上の眼底の特定箇所にマー
キングを施し、またこの箇所の満足できる画像を作成することができる。
【００１５】
　眼底部を同時に撮像し、また網膜上への治療用レーザを照射するための第三の可能性は
スリットランプの使用にある。しかし、これをピンポイントで位置決めできるようにする
ためには、眼球を固定することが必要である。通常固定はコンタクトレンズにより達成さ
れる。さらに、このコンタクトレンズは、眼の屈折力の補償にも利用される。
【００１６】
　この場合、スリットランプを用いたレーザ凝固は、コンタクトレンズを必要とする点と
その再現性が極めて低い点が不利に作用する。
　加えて、網膜上のレーザ・スポットの位置決め精度は操作者によって著しく左右される
が、これは、ピンポイント治療または診断は、レーザ・ポイントにより網膜上の所望のポ
イントが正確に走査されるようにスキャナの向きが正確に調整されているときにしか実施
できないためである。そのためには、スキャナと、治療用または診断用レーザとの間の手
の込んだ同期化が絶対必要不可欠である。処置の際に最大許容インパルスエネルギーを超
えないようにするためには、ラスター走査するレーザ光線の興味深いポイント上の滞留時
間を、複雑な位置決め装置と強度監視により、レーザ光線の強度に従属して管理すること
が必要である。
【００１７】
　国際特許出願公開第２００７／０３５８５５号に記載された方法ならびに対応する機器
はスリットランプの原理に基づくものであるが、これは、患者の眼の網膜でパターン支援
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によるレーザ凝固を実施するためのスキャンユニットを追加することで拡張されている。
しかしながら、このためには、眼の屈折力を補償するために、もしくは凝固のためのレー
ザのビーム形成を実行するために利用されるコンタクトレンズを患者の眼球上で位置決め
することを必要とする。さらに眼底カメラと比較して観察領域が非常に小さいため、網膜
の局所治療しか行えない。これはスリットランプの基本的な構成が原因である。網膜のよ
り大きな領域を治療するためには、患者の眼球を動かすか、または特殊なコンタクトレン
ズを使用しなければならない。
【００１８】
　さらに、眼底像を基にした凝固レーザの位置決めを行うこと、ならびに設定された凝固
点をドキュメント化することは不可能である。視野測定、蛍光イメージング、スペクトル
分析または光干渉断層撮影のような診断方法も同じく不可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の課題は、近接非接触方式で眼を観察、検査、診断および／または治療するため
の眼科機器および方法を開発することである。この際に、好ましくはその構成が眼底カメ
ラあるいは検眼鏡を基とするこの機器で、診断および／または治療に関係なく、観察ある
いは画像捕捉が可能になるべきである。特に、この開発対象である解決策では、高い再現
性と、検査から診断を経て治療の経過までの自動ドキュメンテーションが可能になるべき
である。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明ではこの課題はそれぞれの独立請求項の各特徴により解決される。好ましい発展
形態および実施形態が従属請求項の対象である。
　眼の観察、検査、診断および／または治療のための本発明に従った眼科機器は、１つの
第１の照射源から発して眼に至る、１つの有孔ミラーおよび１つの結像光学系が使用に供
されている１つの照射ビームパスと、眼から発して結像光学系を介して有孔ミラーを通り
検出器に至る、１つの観察ビームパスとにより構成される。さらに、この眼科機器は、１
つの第２の照射源から発して眼に至る、結像光学系と並んで１つのスキャンユニット、１
つの対物レンズおよび１つのビームスプリッタが使用に供されている、１つのスキャン照
射用のビームパスを利用できるようになっている。そこでは結像光学系も、またビームパ
ス全体も、内部反射がない仕様となっている。スキャン照射用のビームパス内に配置され
たスキャンユニットは１つの静電駆動型または／および電流駆動型の双方向チルトミラー
として形成されているか、または２つの静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チ
ルトミラーとして形成されている。静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チルト
ミラーを２つ使用する場合は、両ミラーの中間像の形成が相前後して行われることが好ま
しい。
【００２１】
　本発明に従った眼の観察、検査、診断および／または治療のための方法では、眼は、観
察と検査のために第１の照射源によって、また診断および／または治療のために第２の照
射源で、相互に独立して照射される。眼から発する、第１の照射源により起こされた光も
、また第２の照射源により起こされた光も、結像光学系を介し、有孔ミラーを通って検出
器上に結像され、記録され、演算処理され、評価され、ドキュメント化され、また記憶さ
れる。
【００２２】
　在来のレーザ走査検眼鏡ではレーザは例えば画像作成のためにも、また診断／治療のた
めにも光源として使われる。そのために網膜上の映像領域は、共振モードで動作されるス
キャナ（ガルバノスキャナ、ポリゴン）を介してレーザによりラスター走査される。これ
とは対照的にわれわれが請求する解決策では、画像撮影は広視野照射と１つのカメラによ
って行われ、これによりカメラの時間分解能の範囲内で、全ての画像情報を利用すること
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ができる。
【００２３】
　本発明に従った解決策では画像撮影は広視野照射と１つのカメラによって行われ、この
結果、カメラの時間分解能の範囲内で、全ての画像情報を利用することができる。したが
って画像作成は、診断および／または治療から切り離される。
【００２４】
　これは、画像作成のためのラスター内のレーザ・スポットが治療対象あるいは診断対象
である位置に到達している場合は、診断および／または治療を、離散した時点だけに限ら
ず、ありとあらゆる任意の時点で行うことが可能であることを意味する。
【００２５】
　レーザスキャナの調整時間面での制約は、ミラーの慣性モーメント、ならびに静電駆動
または／および電流駆動による作動力および機械的な作動力によるものだけに限られる。
レーザ光源とスキャンユニットとの手の込んだ同期化を放棄できることから、潜在的な故
障源がなくなる。
【００２６】
　提案される解決策によって解決される課題は、眼底部の撮像を、治療用レーザあるいは
診断用レーザのピンポイント照射と組み合わせることにある。診断用レーザあるいは治療
用レーザの照射地点を決定し、照射中は監視しなければならないため、これは必要不可欠
である。そのほかに、眼底部のトポロジの検査中になおも、綿密なピンポイント診断が可
能であることは、例えば腫瘍性の組織を念入りに検査するために、有意義でありえる。
【００２７】
　この診断あるいは治療の可能性はこの場合眼球を固定することなく行われる。非接触式
作業によって、感染の特別なリスクは低減する。網膜上の治療あるいは診断ポイントの位
置を監視するために、この位置を示す１つの標的光線が使用されるとよい。
【００２８】
　さらに、治療用レーザおよび診断用レーザと１つの眼底カメラを組み合わせた適用例に
おいては、全ての既存のツールと設定補助、例えば眼底カメラ位置決め補助、焦点合わせ
補助および固定補助が、容易で速やかな使用のために準備されていることが重要である。
【００２９】
　眼底カメラの光学的な構成が原因で、レーザスキャナを眼底カメラのビームパス内に問
題なく簡単にカップリングさせることは不可能である。網膜の全ての領域への診断用レー
ザあるいは治療用レーザの均一な結像を保証するために、レーザスキャナは光軸上でカッ
プリングされなければならない。しかしながら、この場合は、使用されるレンズの中央で
の反射が不可避であるという問題が生じる。網膜から拡散反射される信号が低強度である
ことから、網膜信号はこの反射の陰にかなり隠れてしまうことになる。
【００３０】
　本発明は、近接非接触方式で眼を観察、検査、診断および／または治療するための眼科
機器および方法の態様で解決策を具現するものである。好ましくは、その構成が眼底カメ
ラあるいは検眼鏡を基とするこの機器で、診断および／または治療に関係なく、観察ある
いは画像捕捉が可能となる。したがって、同じ１つの眼で、多数の検査、診断、さらには
なんと治療までをも、１つの機器だけにより実行する可能性がもたらされることになる。
加えて、高い再現性と、検査から診断を経て治療の経過までの自動ドキュメンテーション
の可能性により、複数の別体の単独機器に対して、実質的な長所がもたらされることにな
る。
【００３１】
　本発明の解決策を以下に例示的実施形態を参照にして詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】従来の技術による眼底カメラの概略的構成図。
【図２】スキャン照射用のビームパス内に１つのチルトミラーを持つ本発明に従った眼科
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機器の概略的構成図。
【図３】スキャン照射用のビームパス内に２つのチルトミラーを持つ本発明に従った眼科
機器の概略的構成図。
【図４】２つのレーザ源をスキャン照射用のビームパス内に入射するための変形例を示す
図。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　提案される技術的な解決策をより良く具体的に説明するために、まずもう一度周知の従
来技術に触れる。そのために図１には公知の眼底カメラの概略的構成が示されている。
　この従来の技術の眼底カメラでは、１つの照射源ＢＱから発する照射光ＢＬは１つの有
孔ミラーＬＳおよび１つの結像光学系ＡＯを介し、瞳孔Ｐを通って眼の網膜Ｒ上に結像さ
れる。眼の網膜Ｒから反射された光は画像作成のために眼の瞳孔Ｐを通り、結像光学系Ａ
Ｏを介して有孔ミラーＬＳを通って１つの検出器Ｄ上に結像される。この場合、網膜Ｒの
結像から、結像光学系ＡＯおよび有孔ミラーＬＳの間に１つの中間像Ｚが作成されて、有
孔ミラーＬＳの開口を通して、ＣＣＤカメラの形の検出器Ｄ上に結像される。
【００３４】
　この場合、照射源は白色または赤外照射光ＢＬを発生する。白色光は、この場合、一方
では例えば白熱電球またはハロゲンランプのような在来の光源の連続スペクトルとして放
射されるようにしてもよいし、または他方では放射スペクトルが異なる（例えば赤、緑、
青）複数の光源（例えば複数のＬＥＤ）から加法混色されるようにしてもよい。この場合
、照射は水晶体までは環状であり、この結果、角膜の中心には非照射領域が残り、この領
域を介して観察が行われる。
【００３５】
　既に述べたように、眼底カメラは眼科における最も重要な診断器具の１つである。その
助けで眼底部の広視野像を撮影し、これから診断を導くことが可能ではあるが、凝固によ
る治療はこのシステムでは不可能である。
【００３６】
　眼の観察、検査、診断および／または治療のための本発明したがった眼科機器は、１つ
の第１の照射源から発して眼に至る、１つの有孔ミラーおよび１つの結像光学系が使用に
供されている１つの照射ビームパスと、眼から発して結像光学系を介して有孔ミラーを通
り検出器に至る、１つの観察ビームパスとにより構成される。さらにこの眼科機器は、１
つの第２の照射源から発して眼に至る、結像光学系と並んで１つのスキャンユニット、１
つの対物レンズおよび１つのビームスプリッタが使用に供されている、１つのスキャン照
射用のビームパスを利用できるようになっている。そこでは結像光学系も、またビームパ
ス全体も、内部反射がない仕様となっている。スキャン照射用のビームパス内に配置され
たスキャンユニットは、１つの静電駆動型または／および電流駆動型の双方向チルトミラ
ーとして形成されているか、または２つの静電駆動型または／および電流駆動型の一方向
チルトミラーとして形成されている。静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チル
トミラーを２つ使用する場合は、ミラーの中間像の形成が相前後して行われることが好ま
しい。
【００３７】
　ビームパス全体、および特に結像光学系の上述の無反射仕様は、そうでない場合はカメ
ラ上での画像作成のために使用される照射が結像対物レンズ内で反射されたレーザ光の陰
に隠れてしまうために、提案される技術的解決策が機能するための重要な前提条件である
。
【００３８】
　第１の有利な実施形態ではスキャンユニットはＭＥＭＳ技術で実施され、準静的モード
で使用される。この場合、スキャンユニットはレーザ光源あるいは結像光学系の横収差を
補償することができる。この補償はこの場合、さまざまな波長に対して連続して実施され
ることが好ましい。これにより網膜上のレーザ・スポットの位置を、レーザ波長が異なる
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場合でも、特に光学収差がある場合でも、高い再現性で保証することができる。結像光学
系の横収差を補正し、これにより波長が異なるレーザ・スポットの網膜上の位置を補正す
るさらにもう１つの可能性は、前以て色補正されたスキャン対物レンズの使用である。
【００３９】
　第２の有利な実施形態では眼の非正視の補償のために、少なくとも１つの光学構成ユニ
ットが変位可能であるように配置されている。光学構成ユニットは、スキャン照射用のビ
ームパス内に配置された対物レンズであるか、またはスキャンユニットへのレーザのコリ
メート用に備えられたコリメーション光学系であるとよい。この際に複数のレーザを使用
する場合は、１つまたは複数のコリメーション光学系が変位可能であるとよい。
【００４０】
　この場合には、非正視があるにもかかわらず網膜上のレーザ・スポットのピンポイント
結像が行われることが保証される。そのためには非正視を、球面異常、およびオプション
として円柱面異常、あるいはより高次の異常を表わす数値を用いて、眼底カメラのような
眼科機器によって自動的に算出し、レーザを網膜上に結像する際にこれに配慮することが
好ましい。
【００４１】
　別の好ましい実施形態では、眼科機器がマーキングを表示するための手段、ならびに、
マーキングを形、波長、強度ならびにインパルスの継続時間および順序に関して変更する
ための手段を利用できるようになっている。照射光源から放出された光は、既存の制御ユ
ニットによって、形、波長、強度ならびにインパルスの継続時間および順序に関して変更
され、その閾値が監視される。
【００４２】
　この閾値に達した場合、あるいは他の予測不能な事象の場合は、制御ユニットがさまざ
まな安全性に関連するアッセンブリを介してレーザ源をオフにすることで、診断あるいは
治療が中断されるとよい。そのために、可能性のある誤りを、ほとんどゼロになるくらい
のある１つの最小値に減少させるために、制御ユニットにより網膜上のレーザ・スポット
の位置管理も行われるようになっている。
【００４３】
　この場合、既存の安全機構は、エラーの場合に特に標的光線および治療光線のレーザエ
ネルギーを危険のない最小値に減少するような精度と速度で作動しなければならない。こ
の他に既存の安全機構は相互に独立して、また、ユーザによる可能性のある誤操作からも
独立して作動しなければならない。
【００４４】
　さらにもう１つの本発明の主要特徴はスキャン照射のカップリングに見出せる。そのた
めにスキャン照射用のビームパス内に備えられる、ダイクロイック・ビームスプリッタ、
または偏光依存型ビームスプリッタとして実施されるビームスプリッタは、第２の照射源
がスキャンユニットと対物レンズを介して瞳孔内の中央に結像されるように配置されてい
る。
【００４５】
　これについて図２は眼のスキャン照射用のビームパスを備える本発明の眼科機器の概略
的構成図を示す。ここでも照射源ＢＱから発する照射光ＢＬは、１つの有孔ミラーＬＳお
よび１つの結像光学系ＡＯを介し瞳孔Ｐを通って眼の網膜Ｒ上に結像され、また眼の網膜
Ｒから反射された光は、画像作成のために眼の瞳孔Ｐを通り、結像光学系ＡＯを介して、
中間像Ｚを形成しながら、有孔ミラーＬＳの開口を通して検出器Ｄ上に結像される。検出
器Ｄとしては通常ＣＣＤカメラまたはＣＭＯＳカメラが使用される。
【００４６】
　眼の観察、検査、診断および／または治療のための本発明に従った眼科機器は、この公
知の機器にさらに追加して、１つのスキャン照射用のビームパスを利用できるようになっ
ている。レーザ源ＬＱのレーザ光ＬＬは、１つのコリメーション光学系ＫＯ、単独の静電
駆動型または／および電流駆動型の双方向チルトミラーＫＳを備えるスキャンユニットＳ
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Ｅ、対物レンズＯおよび１つのビームスプリッタＳＴを介して眼の網膜Ｒ上に結像される
。この場合、ダイクロイック・ビームスプリッタ、または偏光依存型ビームスプリッタと
して実施されるビームスプリッタＳＴは、レーザ光源ＬＱのレーザ光ＬＬが眼の瞳孔Ｐ内
の中央に結像するように配置されている。
【００４７】
　スキャンユニットＳＥの運動およびこれに結びつくレーザＬＬの偏向角の変化は、眼の
瞳孔Ｐ内のレーザ光ＬＬの角度変化、ひいては網膜Ｒ上のレーザ・スポットの位置の変更
に該当する。この場合、レーザが眼に入る条件、例えば角膜上の光線直径および開口数は
、網膜の治療手術が実施されることになる、スリットランプのコンタクトレンズの出口条
件に相当する。しかしながら、これとは異なり、眼の屈折力を補償するためのコンタクト
レンズが使用されることはない。
【００４８】
　レーザを診断用あるいは治療用に使用することは、到達可能なスキャン領域内で網膜Ｒ
上のレーザ・スポットの位置を自由に決め得ることを必要とする。眼の瞳孔Ｐ内へのスキ
ャンユニットＳＥの結像のために、１つのスキャンミラーが単独で使用されると有利であ
る。ＭＥＭＳ（微小電子機械システム）技術で実施される、静電駆動型または／および電
流駆動型の双方向チルトミラーは、準静的モードで１つの旋回点を中心に２軸方向に傾動
可能であるという利点を持っている。
【００４９】
　代替として、図３に示されているように、２つの一方向チルトミラーをスキャンユニッ
トＳＥとして使用することもできる。この場合、第１のチルトミラーを中間光学系を使用
して第２のチルトミラー上に結像させると有利であることが判明している。さもなければ
、これに続くスキャンユニットＳＥの結像を最適な形で行うことができるのは、せいぜい
これらのミラーの内のいずれか一方だけとなってしまうからである。
【００５０】
　既に述べた（図２に示される）機器に加えて、レーザ光源ＬＱのレーザ光ＬＬは、コリ
メーション光学系ＫＯ、２つの静電駆動型または／および電流駆動型の一方向チルトミラ
ーＫＳ１およびＫＳ２を持つスキャンユニットＳＥ、および対物レンズＯおよび１つのビ
ームスプリッタＳＴを介して眼の網膜Ｒ上に結像される。この場合、ダイクロイック・ビ
ームスプリッタ、または偏光依存型ビームスプリッタとして実施されるビームスプリッタ
ＳＴは、レーザ光源ＬＱのレーザ光ＬＬが眼の瞳孔Ｐ内の中央に結像するように配置され
ている。第１のチルトミラーＫＳ１を第２のチルトミラーＫＳ２上に結像させるために、
両チルトミラーＫＳ１およびＫＳ２の間に１つの中間光学系ＺＯが配置されている。ここ
でも対物レンズＯが、ビームスプリッタＳＴおよび結像光学系ＡＯと共に、眼の瞳孔Ｐ内
へのスキャンユニットＳＥの結像を保証する。
【００５１】
　これらのチルトミラーは、静電駆動部に直流Ｕが印加された場合、これに比例した角度
θ分だけ傾動し、またこの位置を直流Ｕの値が変化するまで維持するという特性を備えて
いる。これにより、偏向されたレーザの明確に定義された静的位置決めが可能になる。電
流駆動による場合は、ミラーは、ミラーに接続されたコイルに流れる直流Ｉによって、そ
の電流に比例した角度θ分だけ静的に偏向される。
【００５２】
　さらに、本発明に従ったこの機器により、第２の照射源の複数の単独光束を同時に、走
査しながら眼上に投影することが可能である。そのために第２の照射源は、複数のレーザ
光源の形の複数の単独光源、ならびに、いずれもスキャン照射用のビームパス内のスキャ
ンユニットの手前側に備えられる、個々の光線の同時カップリングを実現するために必要
なビームスプリッタおよびコリメーション光学系からなる。
【００５３】
　これについて図４は２つのレーザ源をスキャン照射用のビームパス内にカップリングす
るための１つの変形例を示す。レーザ光源ＬＱはそこでは２つのレーザ源ＬＱ１およびＬ
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Ｑ２からなり、各レーザ源のコリメートされたレーザ光束ＬＬ１およびＬＬ２は、それぞ
れのコリメーション光学系ＫＯ１およびＫＯ２ならびにビームスプリッタＳＴ１を介して
、スキャンユニットＳＥと対物レンズＯの前でスキャン照射用のビームパス内にカップリ
ングされる。この場合に、対物レンズＯはビームスプリッタＳＴおよび結像光学系ＡＯと
共同で、スキャンユニットＳＥの結像、すなわち、そこに同時に結像される全てのレーザ
光束ＬＬが、眼の瞳孔Ｐ内へ結像されることを保証する。
【００５４】
　この場合、レーザ光源ＬＱは２つ以上のレーザ源ＬＱからなり得、それらのレーザ光束
ＬＬは、コリメーション光学系ＫＯおよびビームスプリッタＳＴ１を介して、スキャンユ
ニットＳＥの前でスキャン照射用のビームパス内にカップリングされる。
【００５５】
　例えば機器のこの変形例は、治療光線または刺激光線と並んで蛍光検査またはその類の
目的で、さらにもう１つの可視スペクトル域の標的光線を眼中に投影するために使用する
ことができる。
【００５６】
　両照射光源の光束が眼の光学的境界面のところで拡幅され、この結果、検出器の方向へ
の反射が網膜上のレーザ・スポットの結像と比較して低強度を持つことは有利に作用する
。したがって、レーザの高い放射強度にもかかわらず、標的レーザおよび治療用レーザを
、これらが反射光の陰に隠れたりすることなく、電子的に観察することが可能になること
が保証される。場合によっては、この際に検出器の前でフィルタによる減衰が実行される
と有利である。
【００５７】
　別の有利な実施形態は、画像処理および画像評価のための手段、ならびに画像と患者デ
ータのドキュメンテーションと記憶のための手段を備えている。この場合に、眼科機器は
眼をオンラインで観察するための接眼レンズおよび／またはモニターあるいはディスプレ
イを利用できるようになっている。
【００５８】
　このために、カルテや治療計画の作成に際してもユーザを支援する、計算ユニットを備
えることが好ましい。さらに、この計算ユニットは全ての動作制御データの算出、および
全ての照射工程の監視に使用される。
【００５９】
　診断および／または治療を実行するために、スキャン照射用のビームパス内にあるスキ
ャンユニットＳＥは、制御ユニットによって、第２の照射源ＢＱの光が眼の瞳孔Ｐを通り
網膜Ｒの問題とされる領域上に結像されるように制御される。
【００６０】
　網膜上に集束されたレーザ光によって、例えば組織から拡散反射された光（後方散乱、
自己蛍光）、または注入した蛍光造影剤に基づいて、説得力のある診断を下すことができ
る。他方では網膜上に集束されたレーザ光は、エネルギー密度が十分に高い場合には、例
えば網膜の機械的固定または代謝工程への影響付与などの治療目的でも利用することがで
きる。
【００６１】
　そのためには、第２の照射源の強度を弱めることができるようにすると有利であり、こ
の結果、光凝固と並んで他の各種レーザ治療、例えば網膜のさまざまな領域を局所的に暖
めることによるバイオスティミュレーションが可能になる。
【００６２】
　この場合、広視野照射を使用すると有利であるが、これは診断／治療を画像作成から切
り離すことで診断および／または治療過程のオンライン監視が可能になるからである。そ
れにより、診断および治療中に網膜上のレーザ・スポットの位置の永続的な管理を行うこ
とができる。したがって、ほかにも、活性化されたレーザ・スポットの網膜上での光学反
応を監視し、これに付属する測定値を算出し、前以て定められた閾値に達した場合には照
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射光源のスイッチオフが誘発されるようにすることも可能である。
【００６３】
　別の好ましい実施形態では、光をマーキングの態様で眼中に投影するために、第２の照
射源を使用できるようになっている。これによって、眼球の辺縁領域を検査するために、
このマーキングに眼球を固定することで、患者の視線を狙い通りの向きに合わせることが
可能となる。
【００６４】
　別の有利な実施形態は、第２の照射源から時間と場所が変化する光マークおよび／また
は光フィールドを眼球内に投影し、患者が、これを知覚できるか否かについて、適切な手
段を利用して応答することから生じる。これにより本発明に従った眼科機器は、なんと視
野測定検査、すなわち患者の網膜上の映像領域の決定にも利用することができる。このた
めに時間と場所が変化する光マークおよび／または光フィールドのデータ、ならびに知覚
力に関する患者の肯定応答／否定応答がドキュメント化されて記憶される。
【００６５】
　このためには広視野照射（第１照射源）において、Ｘ－Ｙ偏向が可変であるマーキング
（第２照射源）が網膜上に投影される。これらのスポットは、その際には有利なことにも
、さまざまな強度（数μＷからレーザクラス１の限界値まで）ならびに時間変調（例えば
、さまざまなパルス幅と周波数で点滅）で、さまざまな幾何形状、例えば十字状、環状、
点状またはその類を有するようになっている。
【００６６】
　例えばボタンを押すことによる、知覚力に関する患者からの主観的な返答は、記録され
、ドキュメント化されて、評価される。
　ここでもまた広視野照射の利用により、視野測定検査中の網膜上のマーキングの位置の
永続的な管理が可能である。したがって操作者によるオンライン監視によって、知覚力に
関する患者の返答の妥当性を容易に検査することができる。
【００６７】
　別の有利な実施形態では、本発明に従った機器を眼の蛍光イメージングのために利用す
ることができる。眼の蛍光励起は第２の照射源によって行われ、第２の照射源はこのため
に紫外、可視または赤外スペクトルを放出する。眼球内でトリガされた蛍光信号は、続い
て１つの波長選択性の検出器により記録されることが好ましい。
【００６８】
　この場合は、超短パルスを放出するレーザをスキャン照射用の照射源として使用すると
、非常に有利に作用する。眼球内の蛍光励起はここでもまた紫外、可視または赤外スペク
トルで行われ、この場合パルス持続時間はｎｓ、ｐｓまたはｆｓの領域にある。この場合
は、しかしながら、眼球内でトリガされた蛍光信号を記録するために時間分解能が高い１
つの検出器、例えばＴＣＳＰＣ（ｔｉｍｅ　ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ｓｉｎｇｌｅ　ｐｈ
ｏｔｏｎ　ｃｏｕｎｔｉｎｇ：時間相関単一光子計数法）原理で作動する検出器が使用さ
れる。本発明に従った機器のこの特別な実施形態により、眼の蛍光寿命イメージングを実
施することが可能である。
【００６９】
　眼の観察、検査、診断および／または治療のための眼科機器の別の有利な実施形態とし
て、１つには、標的レーザを使用し、処置（診断または治療）の間に治療用レーザ光がこ
の標的レーザに追従することが提案される。これにより処置工程のより簡単な観察が可能
になる。他方ではアイ・トラッカを使用して網膜の運動を監視し、この結果、眼球の動き
による処置ミスを回避することができる。１つのアイ・トラッカで眼球の位置も、またそ
の配向（視線）も監視することができる。
【００７０】
　本発明に従った眼の観察、検査、診断および／または治療のための方法においては、眼
は観察と検査のために、１つの第１の照射源により、１つの既存の有孔ミラーおよび１つ
の結像光学系を介して照射され、眼から出る光は結像光学系を介し、有孔ミラーを通り１
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つの検出器上に結像される。付加的に眼は診断および／または治療のために第２の照射源
により１つのスキャンユニット、１つの対物レンズおよびビームスプリッタ、および結像
光学系を介して照射され、この場合、スキャンユニットは１つまたは複数のチルトミラー
の形で、双方向に静電駆動または／および電流駆動される。この場合、結像光学系もまた
ビームパス全体も内部反射が生じないような仕様としている。
【００７１】
　ビームパス全体、および特に結像光学系のこの無反射仕様は、そうでない場合はカメラ
上での画像作成のために使用される照射が結像対物レンズ内で反射されたレーザ光の陰に
隠れてしまうために、提案された技術的な解決策が機能するための重要な前提条件である
。
【００７２】
　この場合、診断および／または治療のために、スキャンユニットが、ＭＥＭＳ技術で実
施される、静電駆動型または／および電流駆動型の１つの双方向性チルトミラー、または
２つの一方向性チルトミラーの態様で実施され、準静的モードで動作されると非常に有利
である。これによってスキャンユニットはレーザ光源あるいは結像光学系の横収差を補償
することができる。この補償はこの場合さまざまな波長に対して連続して実施されること
が好ましい。結像光学系の横収差を補正し、それにより異なるレーザ波長のレーザ・スポ
ットの網膜上の位置を補正するさらにもう１つの可能性は、前以て色補正されたスキャン
対物レンズの使用である。これにより網膜上のレーザ・スポットの位置を、異なるレーザ
波長の場合、特に光学収差がある場合でも、高い再現性で保証することができる。
【００７３】
　さらに眼に非正視がある場合は、スキャン照射の際に、スキャン照射用のビームパス内
に少なくとも１つの光学構成ユニットが変位可能であるように配置されていることで、こ
の非正視を補正することができる。この光学構成ユニットは、スキャン照射用のビームパ
ス内に配置された対物レンズであるか、またはスキャンユニットへのレーザのコリメート
用に備えられたコリメーション光学系であるとよい。この際に複数のレーザを使用する場
合は１つまたは複数のコリメーション光学系が変位可能であるとよい。これにより、非正
視があるにもかかわらず網膜上のレーザ・スポットのピンポイント結像が行われることが
保証される。そのためには非正視を、球面異常、およびオプションとして円柱面異常、あ
るいはより高次の異常を表わす数値を用いて、眼底カメラのような眼科機器によって自動
的に算出し、レーザを網膜上に結像する際にこれに配慮することが好ましい。
【００７４】
　第２の照射光源を、眼の観察ならびに検査あるいは診断および／または治療処置の際の
さまざまな課題に対して最適化できるようにするために、第２の照射光源は網膜上に、形
、波長、強度ならびにインパルスの継続時間および順序に関して可変であり、その閾値が
監視されるようになっているスポットまたはほかにもマーキングを結像できるようになっ
ている。
【００７５】
　この閾値に達した場合、あるいは他の予測不能な事象の場合に、制御ユニットがさまざ
まな安全性に関連するアッセンブリを介してレーザ源をオフにすることで、診断あるいは
治療が中断されるとよい。そのために、可能性のある誤りを、ほとんどゼロになるくらい
のある１つの最小値に減少させるために、制御ユニットにより網膜上のレーザ・スポット
の位置管理も行われるようになっている。
【００７６】
　この場合、既存の安全機構は、エラーの場合に特に標的光線および治療光線のレーザエ
ネルギーを危険のない最小値に減少するような精度と速度で作動しなければならない。こ
の他に既存の安全機構は相互に独立して、また、ユーザによる可能性のある誤操作からも
独立して作用しなければならない。
【００７７】
　本発明にとり重要なこの方法のさらにもう１つの工程は、スキャン照射のカップリング
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である。そのためにスキャン照射用のビームパス内に備えられる、ダイクロイック・ビー
ムスプリッタ、または偏光依存型ビームスプリッタとして実施されるビームスプリッタは
、第２の照射源がスキャンユニットと対物レンズを介して瞳孔内の中央に結像されるよう
に配置されている。
【００７８】
　前述のように本発明に従った眼科学の方法では、第１の照射源から発する光は１つの有
孔ミラーおよび１つの結像光学系を介して瞳孔を通って眼の網膜上に結像され、また眼の
網膜から反射された光は画像作成のために眼の瞳孔を通り、結像光学系を介して、中間像
を形成しながら、有孔ミラーの開口を通して１つの検出器上に結像される。検出器として
は通常ＣＣＤカメラまたはＣＭＯＳカメラが使用される。この公知の手順に加えて、眼の
診断および／または治療のために、１つのスキャン照射用のビームパスを利用して、１つ
の第２の照射源の光が、１つのスキャンユニット、１つの対物レンズおよび１つのビーム
スプリッタを介して眼の網膜上に結像される。この場合、ダイクロイック型ビームスプリ
ッタまたは偏光依存型ビームスプリッタとして実施されるこのビームスプリッタは、第２
の照射源の光が眼の瞳孔内の中央に結像されるように配置されている。この場合、第２の
照射源は、少なくとも１つ、しかし好ましくは複数のレーザ源からなり、そのコリメート
された光線は、ビームスプリッタを介して、スキャンユニットおよび対物レンズの前で、
スキャン照射用のビームパス内にカップリングされる。
【００７９】
　スキャンユニットの運動およびこれに結びつく光の偏向角の変化は、眼の瞳孔内の光の
角度変化、ひいては網膜上の光スポットの位置の変更に該当する。この場合、レーザが眼
に入る際の条件、例えば網膜上の光線直径および開口数は、網膜の治療手術が実施される
ことになる、スリットランプのコンタクトレンズ出口条件に相当する。しかしながら、こ
れとは異なり、眼の屈折力を補償するためにコンタクトレンズが使用されることはない。
【００８０】
　レーザを診断用あるいは治療用に使用することは、到達可能なスキャン領域内で網膜上
のレーザ・スポットの位置を自由に決め得ることを必要とする。眼の瞳孔内へのスキャン
ユニットの結像のために、１つのスキャンミラーが単独で使用されると有利である。ＭＥ
ＭＳ技術で実施された、静電駆動型または／および電流駆動型の双方向チルトミラーは、
準静的モードで１つの旋回点を中心に２軸方向に傾動可能であるという利点を持っている
。代替として、２つの一方向チルトミラーをスキャンユニットとして使用することもでき
る。この場合、第１のチルトミラーを中間光学系を使用して第２のチルトミラー上に結像
すると有利であることが判明している。さもなければ、これに続くスキャンユニットの結
像を最適な形で行うことができるのは、せいぜいこれらのミラーの内のいずれか一方だけ
となってしまうからである。これらのチルトミラーは、静電駆動部に直流Ｕが印加された
場合、これに比例した角度θ分だけ傾動し、またこの位置を直流Ｕの値が変化するまで維
持するという特性を備えている。電流駆動による場合は、ミラーは、ミラーに接続された
コイルに流れる直流Ｉによって、その電流に比例した角度θ分だけ静的に偏向される。こ
れにより、偏向されたレーザの明確に定義された静的位置決めが可能になる。
【００８１】
　さらに本発明に従った方法により、第２の照射源の複数の単独光束を同時に、走査しな
がら眼上に投影することが可能である。そのために第２の照射源は、複数のレーザ光源の
形の複数の単独光源からなり、その個々の光線を、ビームスプリッタおよびコリメーショ
ン光学系を介してスキャン照射用のビームパス内にカップリングして、これらを同時にス
キャンユニットを介して眼球内に投影できるようになっている。
【００８２】
　この場合に、スキャンユニットの結像、すなわち、そこに同時に結像される全てのレー
ザ光束が、眼の瞳孔内へ走査投影されることが保証される。
　例えば機器のこの変形例は、治療光線または刺激光線と並んで蛍光検査またはその類の
目的で、さらにもう１つの可視スペクトル域の標的光線を眼中に投影するために使用する
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ことができる。
【００８３】
　両照射光源の光束が眼の光学的境界面のところで拡幅され、この結果、検出器の方向へ
の反射が網膜上のレーザ・スポットの結像と比較して低強度を持つことは有利に作用する
。したがってレーザの高い放射強度にもかかわらず、標的レーザおよび治療用レーザを、
これらが反射光の陰に隠れたりすることなく、電子的に観察することが可能になることが
保証される。
【００８４】
　観察および検査のためにも、また治療のためにも、検出器によって記録された画像が処
理され、評価され、ドキュメント化されて、患者データと共に記憶されると好適である。
このために、診断および治療計画の作成に際してもユーザを支援する計算ユニットを使用
することが好ましい。さらにこの計算ユニットは全ての動作制御データの算出、および全
ての照射工程の監視に使用される。この計算ユニットと並んで、眼のオンライン観察のた
めの接眼レンズおよび／またはモニターあるいはディスプレイを備えている。
【００８５】
　診断および／または治療を実行するために、スキャン照射用のビームパス内に備えられ
たスキャンユニットは、制御ユニットによって、第２の照射源の光が眼の瞳孔を通り網膜
の問題とされる領域上に結像されるように制御される。
【００８６】
　網膜上に集束されたレーザ光によって、例えば組織から拡散反射された光（後方散乱、
自己蛍光）、または注入した蛍光造影剤に基づいて、説得力のある診断を下すことができ
る。他方では網膜上に集束されたレーザ光は、エネルギー密度が十分に高い場合には、例
えば網膜の機械的固定または代謝工程へ影響付与などの治療の目的でも利用することがで
きる。
【００８７】
　そのためには、第２の照射源の強度を弱めることができるようにすると有利であり、こ
の結果、光凝固と並んで他の各種レーザ治療、例えば網膜のさまざまな領域を局所的に暖
めることによるバイオスティミュレーションが可能になる。
【００８８】
　この場合、広視野照射を使用すると有利であるが、これは診断／治療を画像作成から切
り離すことで診断および／または治療過程のオンライン監視が可能になるからである。そ
れにより、診断および治療中に網膜上のレーザ・スポットの位置の永続的な管理を行うこ
とができる。したがって、ほかにも、活性化されたレーザ・スポットの網膜上での光学反
応を監視し、これに付属する測定値を算出し、前以て定められた閾値に達した場合には照
射光源のスイッチオフが誘発されるようにすることも可能である。
【００８９】
　本発明に従った方法は、第２の照射源から光が、患者がその視線の向きを合わせるため
に利用するマーキングの態様で眼球内に投影される場合は、患者の視線を狙い通りの向き
に合わせるためにも使用することができる。このマーキングに眼球を固定することで、眼
の辺縁領域を検査することが可能になる。
【００９０】
　本発明にとり重要なさらにもう１つの実施形態は、第２の照射源から時間と場所が変化
する光マークおよび／または光フィールドを眼球内へ投影し、患者が、これを知覚できる
か否かについて、適切な手段を利用して応答した場合に生じる。これにより本発明に従っ
た眼科的方法は、なんと視野測定検査、すなわち患者の網膜上の映像領域の決定にも利用
することができる。このためには時間と場所が変化する光マークおよび／または光フィー
ルドのデータ、ならびに知覚力に関する患者の肯定応答／否定応答が、ドキュメント化さ
れて記憶される。
【００９１】
　このためには、広視野照射（第１照射源）において、Ｘ－Ｙ偏向が可変であるマーキン
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グ（第２照射源）が網膜上に投影される。これらのスポットは、その際には有利なことに
も、さまざまな強度（数μＷからレーザクラス１の限界値まで）ならびに時間変調（例え
ば、さまざまなパルス幅と周波数で点滅）、およびさまざまな波長（紫外、可視または赤
外光）で、さまざまな幾何形状、例えば十字状、環状、点状またはその類を有するように
なっている。
【００９２】
　オプションとして眼底を特別な波長を持つ広視野照射（第１光源）でくまなく照射する
ことができる。
　別の有利な実施形態は、例えば眼の辺縁領域を検査するための、内部固定標的による患
者の視線誘導である。
【００９３】
　例えばボタンを押すことによる、知覚力に関する患者からの主観的な返答は、記録され
、ドキュメント化されて、評価される。
　ここでもまた広視野照射の利用により、視野測定検査中の網膜上のマーキングの位置の
永続的な管理が可能である。したがって、操作者によるオンライン監視によって、知覚力
に関する患者の返答の妥当性を容易に検査することができ、また必要である場合は幾何形
状、強度、波長ならびに時間変調に関してこの刺激の適合化が行われる。
【００９４】
　眼の観察、検査、診断および／または治療のための眼科機器の別の有利な実施形態とし
て、１つには、標的レーザを使用し、これを処置（診断または治療）の間に治療用レーザ
光が追従することが提案される。これにより治療工程のより簡単な観察が可能となる。他
方ではアイ・トラッカを使用して網膜の運動を監視し、この結果、眼球が動くことによる
処置ミスを回避することができる。１つのアイ・トラッカで眼の位置も、またその配向（
視線）も監視することができる。
【００９５】
　以下の説明では、本発明に従った眼の観察、検査、診断および／または治療のための方
法を簡潔に具体例を示しながら説明すると同時に、バリエーションの多彩性およびその幅
広い用途について明らかにする。
【００９６】
　この方法の開始時に、検査するおよび／または処置する眼球を定義された位置に動かし
た後、できるだけ正確な診断をするために、さまざまな照射条件で１つあるいは複数の眼
底写真が撮影される。既に説明したように、診断をするためにオプションとして、それ以
前の時点に撮影された、別の眼科機器に由来するものであってもかまわない、機器内に記
憶されている複数の既存の眼底写真を使用することもできる。
【００９７】
　これに続いて、すなわち眼底写真の評価後、得られた診断を基に治療計画を作成する。
ここでは特に照射すべきである網膜上のレーザ・スポットの位置、および治療用レーザの
ための各種パラメータ、例えば波長、エネルギー、インパルス継続時間、インパルス順序
、スポット輪郭形状およびスポット直径を決定する。
【００９８】
　複数のレーザ・スポットを、それらの面全体を覆うように照射する場合は、処置対象領
域にマーキングを施し、各レーザ・スポットの処置パターンを自動的に生成させることが
可能である。さらに、照射対象であるレーザ・スポットが多数の場合、それぞれのチルト
ミラーの調整時間が最小限となるように、位置決めの順序を最適化することができる。
【００９９】
　治療用レーザのためのこれらの位置およびパラメータの決定結果を基に、ＭＥＭＳミラ
ー、観察工程および画像作成工程のためのさまざまな動作制御データ、ならびに安全装置
のためのデータが発生される。標的光線を使用すべきである場合は、このためのデータも
作成される。その際には有利なことにも、処置をする眼の非正視にも配慮できるようにし
ている。
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【０１００】
　治療開始後は、処置工程の間中、全ての有意な治療データのオンラインで監視およびド
キュメンテーションを行うことによって、設定された治療目標と処置結果の間に偏差があ
る場合は、中断措置を直ちに開始できるようにしている。治療完了後、全ての治療データ
、特に網膜上のスポットの位置とこれに付属するレーザデータがドキュメント化される。
【０１０１】
　本発明に従った解決策をもって、眼の観察および検査と並んで診断および／または治療
も可能とする眼科機器および方法が提供される。
　別の有利な実施形態では、本発明に従った機器を眼の蛍光イメージングのために利用す
ることができる。眼球内の蛍光励起は第２の照射源によって行われ、第２の照射源はこの
ために紫外、可視または赤外スペクトルを放出する。眼球内でトリガされた蛍光信号は、
続いて１つの波長選択性の検出器により記録されることが好ましい。
【０１０２】
　この場合は、超短パルスを放出するレーザをスキャン照射用の照射源として使用すると
、非常に有利に作用する。眼球内の蛍光励起はここでもまた紫外、可視または赤外スペク
トルで行われ、この場合パルス持続時間はｎｓ、ｐｓまたはｆｓの領域にある。この場合
は、しかしながら、眼球内でトリガされた蛍光信号を記録するために時間分解能が高い１
つの検出器、例えばＴＣＳＰＣ（ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　ｓｉｎｇｌｅ　ｐｈｏｔｏｎ　
ｃｏｕｎｔｉｎｇ：時間相関単一光子計数法）原理で作動する検出器が使用される。本発
明に従った機器のこの特別な実施形態により、眼の蛍光寿命イメージング実施することが
可能である。
【０１０３】
　加えて提案される解決策により、治療経過のオンライン監視およびドキュメンテーショ
ンの可能性がもたらされ、この結果、治療の成果の評価が改善され、また簡易化される。
　特に有利であるのは、コンタクトレンズまたは類似物による感染のリスクがもはや存在
しないために、完全に近接非接触方式の作業方法である。
【０１０４】
　従来の技術に比べて提案される解決策は、医師に、１つにはオンライン監視により、ま
た特にオンライン網膜像によって、処置を直接適合させる可能性が与えられるという利点
を提供する。したがって、視野測定検査の際には、マーキングの知覚力に関する患者の応
答の妥当性をチェックすることができる。マーキングを適応させることで、網膜の医学的
に特異な領域に狙いを定めたマイクロ視野測定検査が可能となり、この際に医師はあらゆ
る時点でマーキングを点検および／または変更することができる。視野測定検査をさらに
改善するために、医師によってマーキングの強度、幾何形状または波長が適応方式で適合
化されるとよい。
【０１０５】
　加えて、眼の観察、検査、診断および／または治療のためのこの眼科機器は、特にどの
ような時点においても診断を下し治療計画を作成することができることから、任意の診断
方法および治療方法を組み合わせる可能性を提供する。そのために、以前の診断および治
療データを閲覧することも、また新しい眼底写真を撮影することもできるようにしている
。
【０１０６】
　したがって、回折分光計あるいは屈折分光計、ならびに適した検出器（フォトダイオー
ド、ＣＣＤカメラ）または干渉計と組み合わせることで、眼底から拡散反射された光のス
ペクトル分析を行うことができる。そのためには分光計、検出器また干渉計も、既存の観
察ビームパスを介しても、またスキャンユニットを介しても、前述のビームパス内に組み
込まれるようにするとよい。
【０１０７】
　さらに、このような構成により、網膜の組織について深みのある情報を得るために、光
干渉断層撮影を実施することができる。レーザ偏光計を用いて眼底部の周期的に並んだ組
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織構造（例えば神経線維など）の厚さを算出することができる。このためには第２の光源
として１つのレーザが、定義された偏光面を用い、スキャンユニットを介してビームパス
内にカップリングされる。
【０１０８】
　網膜内あるいは網膜上の規則的な組織構造により、レーザ光の複屈折が引き起こされる
。したがって、その際に生じるこの２つの屈折成分の位相ずれが、規則的に並んだ組織構
造の厚さを表わす尺度である。この複屈折を補償することで、患者一人一人について、網
膜の規則的な組織構造に関するプライバシー・ステートメントを取得することができる。
この場合、利点は、医師による（網膜像に基づく）永続的な監視ならびにレーザ・スポッ
トの場所の変化が非常に早いということにあり、これにより、網膜の医学的に特異な領域
の個々の変化を直接決定することができる。
【０１０９】
　さまざまな適応型光学素子（メンブレン・ミラー、空間光変調器）と組み合わせること
で、個々の眼の異常を決定して矯正することができるか、あるいは一般的な光学的異常に
ついては観察ビームパス中で矯正することができる。
【０１１０】
　ＭＥＭＳ技術で実施される、準静的モードで動作される、静電駆動型または／および電
流駆動型の１つの単独双方向チルトミラーの態様で使用されるスキャンユニットの利点は
、光線の偏向が同一平面内でｘ軸およびｙ軸方向に好ましくは同時に行われ、これにより
ビームパスが正確に光学系開口中に、すなわち人の虹彩内に結像されるという点にある。
【符号の説明】
【０１１１】
Ｒ…網膜、Ｐ…瞳孔、ＡＯ…結像光学系、Ｚ…中間像、ＬＳ…有孔ミラー、Ｄ…検出器、
ＢＧ…照射源、ＢＬ…照射光、ＬＱ…レーザ光源、ＬＬ…レーザ光、ＫＯ…コリメーショ
ン光学系、ＳＥ…スキャンユニット、ＫＳ…チルトミラー、Ｏ…対物レンズ、ＳＴ…ビー
ムスプリッタ
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