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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の目の屈折処置のための調整システムであって、該システムは、以下：
　該患者の目の診断測定を行い、目の屈折データを取得するための手段；
　該患者の目の虹彩の像を含む第一の像を獲得し保存するための手段；
　該第一の像と該診断測定により取得された目の屈折データとを関連付けることにより空
間的な関係を決定するための手段；
　該診断測定に基づき該患者の目に対する屈折処置を行うための手段；
　該患者の目の虹彩の像を含む第二の像を得るための手段であって、該第二の像は、前記
第一の像と比較および調整するためにリアルタイムで獲得および保存される手段；および
　該屈折処置を行う準備の際に、前記第一の像の該決定した空間的な関係を使用して、該
第二の像を該第一の像に調整するための手段、
を備える、システム。
【請求項２】
　前記調整は前記患者の目、該患者の目の像、診断器具、屈折器具の任意の二つの組み合
わせの間で行われる、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記診断器具は形態システムと波面測定システムの少なくとも一つを含み、かつ前記屈
折器具はレーザーシステムを含む、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記診断器具と前記屈折器具はそれぞれ、前記目の像を得る一つのカメラを備える、請
求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第一の像を得るための手段は前記診断器具を用いて前記目の像を得る工程を包含す
る、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第二の像を得るための手段は前記屈折器具を用いて前記目の像を得る工程を包含す
る、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記診断測定を行うための手段は、波面収差測定、形態測定、厚度測定、ＯＣＴ測定、
フォロプター測定および超音波測定の少なくとも一つを行って患者の目に関する屈折デー
タを得るための手段を含む請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記診断測定を行うための手段は、超音波を使用して患者の目の角膜厚さあるいは他の
識別プロフィールを求めるための手段を包含する、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記調整は、
　前記第一の像の記憶した図形を表示するための手段；
　該第一の像と比較して前記第二の像を表示するための手段；および
　該第一と該第二の像が重なり整列するように屈折器具を指向させるための手段、
を包含する、請求項４に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記調整は、さらに、
　前記第一の像の中の前記患者の目の明確な特徴を識別するための手段；および
　該明確な特徴を前記第二の像の中の該患者の目の対応する明確な特徴に合わせるための
手段、
を包含する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記明確な特徴は自然に生じるマーカーと付けたマーカーの何れか一方である、請求項
１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　さらに、前記第一の像を得る前に前記患者の目の所望の領域にマーカーを形成するため
の手段を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記マーカーを形成するための手段は染料または染料に基づくマーカーを所望の形式で
付けるための手段を包含する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記染料は赤外光で見える、請求項１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記染料は前記調整および前記屈折処置を行うのに十分な期間の間、検出可能である、
請求項１３に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記マーカーを形成するための手段はマークを熱的に発生させるための手段を包含する
、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記目に熱的にマークを付けるために、レーザーを使用するための手段を備える、請求
項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記レーザーはホルミウム・レーザーである、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
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　前記マーカーを形成するための手段は前記患者の目の中心領域から周辺領域に半径方向
に延びるマークを付けるための手段を包含する、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記半径方向に延びるマークは、近位セグメントと遠位セグメントを有し、前記遠位セ
グメントは、前記近位セグメントとの同一線から外れることを特徴とする請求項１９に記
載のシステム。
【請求項２１】
　前記調整するための手段は前記行った屈折処置を並進移動、回転、倍率変更、相関をと
るおよび規格化する工程の少なくとも一つを包含する、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第一および前記第二の像を得るための手段は、赤外カメラを使用して目の赤外像を
得る工程および可視光カメラを使用して可視像を得る工程の少なくとも一方を包含する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　さらに、前記第一と前記第二の像を得る間に前記患者の目を広げるための手段を備える
、請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　さらに、前記第一の像を得る前に、前記患者の目の所望の領域にマーカーを形成するた
めの手段を備える、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記マーカーを形成するための手段は所望の形式で染料を付けるための手段を包含する
、請求項２４に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記染料は赤外光で見える、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記染料はマーカーを付けた後、少なくとも約１５分、１時間までの間、検出可能であ
る、請求項２５に記載のシステム。
【請求項２８】
　さらに、 別の診断器具を用いて前記患者の目の別の診断測定を行うための手段；
　該患者の目の虹彩の像を含む第三の像を得るための手段；
　該第三の像と該別の診断測定により取得された目の屈折データとを関連付けることによ
り空間的な関係を求めるための手段；および
　さらに、該第一と該第三の像からそれぞれの前記診断測定と該別の診断測定の調整と相
関に基づき屈折処置を行うための手段、
　を備える、請求項１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
本発明は、眼科の屈折手術のためのシステム、より具体的には屈折診断器具と屈折レーザ
ーシステムを目に合わせるため虹彩の認識と位置決めシステムを使用することに関する。
【０００２】
（背景技術）
過去数年間の眼科の分野では目の視力を矯正するために行われる屈折の処置は、急速に発
展している。これらの技術は、角膜内の隙間がこの角膜を緩めたり新しい輪郭にする初期
の半径方向の角膜曲率計測技術から、光屈折角膜曲率測定法（ｐｈｏｔｏｒｅｆｒａｃｔ
ｖｉｅ　ｋｅｒａｔｅｃｔｏｍｙ）（“ＰＲＫ”），前方層板角膜曲率測定法（ａｎｔｅ
ｒｉｏｒ　ｌａｍｅｌｌａｒ　ｋｅｒａｔｅｃｔｏｍｙ）（“ＡＬＫ”），レーザーイン
サイチュ角膜曲率形成術（ｌａｓｅｒ　ｉｎ　ｓｉｔｕ　ｋｅｒａｔｏｍｉｌｅｕｓｉｓ
）（“ＬＡＳＩＫ”），およびレーザー熱角膜移植術（ｌａｓｅｒ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｋ
ｅｒａｔｏｐｌａｓｔｙ）（“ＬＴＫ”）のような熱的な技術を含む現在の技術へ発展し
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ている。これらの技術は何れも視力をかなり迅速であるが永続的に矯正しようと努めてい
る。
【０００３】
これらの技術の発展と精緻化により、屈折誤差の矯正においてより大きな精度が可能にな
っている。初期の様式の処置では、矯正の精度は比較的粗かった。例えば、近視に対して
所望の矯正のプラスまたはマイナス１ジオプトリー内で矯正を与えることは優れた所産で
あると見なせる。処置の様式は徐々に精緻になっているが、もっと微妙な欠陥を矯正でき
る。現在、近視や遠視は現技術で高精度に矯正でき、エキシマ・レーザーを用いて、非球
面性や不規則な乱視のようなより高次の効果も矯正できる。
【０００４】
同時に、どんな矯正が必要であるかを決める診断器具も進歩している。形態システムを使
用して、視野欠陥を求めて、それらの「規則性」にもかかわらずこの欠陥を矯正できる。
そのような技術は、１９９９年４月６日に出版された表題が「分布されたエキシマ・レー
ザー外科システム」（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｅｘｃｉｍｅｒ　Ｌａｓｅｒ　Ｓｕｒｇ
ｅｒｙ　Ｓｙｓｔｅｍ）である米国特許第５，８９１，１３２号明細書に記述されている
。種々の新しい形態システム、つまり厚度計測システム、波面センサおよび全屈折誤差検
出システムは、近視、遠視および乱視の度合だけでなく、目の屈折特性のより高次の収差
も検出できる。
【０００５】
眼球内手術、およびコンタクトレンズと眼球内レンズ作製のような目的のため、人間の目
の波面収差を検出することは、例えばリーアングら（Ｌｉａｎｇら）の「ハルトマン・シ
ャックの波面センサの使用者による人間の目の波収差の客観的な測定」“Ｏｂｊｅｃｔｉ
ｖｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｏｆ　ｗａｖｅ　ａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈ
ｅ　ｈｕｍａｎ　ｅｙｅ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｕｓｅｒ　ｏｆ　ａ　Ｈａｒｔｍａｎｎ－
Ｓｈａｃｋ　ｗａｖｅ－ｆｒｏｎｔ　ｓｅｎｓｏｒ，”Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｖｏｌ．１１，Ｎｏ．７，Ｊ
ｕｌｙ，１９９４，ｐｐ．１－９に開示されている。リーアングらの技術の改良は、ジェ
ー・リーアングとディー・アール・ウイリアムズ（Ｊ．Ｌｉａｎｇ　ａｎｄ　Ｄ．Ｒ．Ｗ
ｉｌｌｉａｍｓ）の「正規な人間の目の収差および網膜の像質」“Ａｂｅｒｒａｔｉｏｎ
ｓ　ａｎｄ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｉｍａｇｅ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｎｏｒｍａ
ｌ　ｈｕｍａｎ　ｅｙｅ，”Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｏｃｉ
ｅｔｙ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ，Ｖｏｌ．４，Ｎｏ．１１，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ，１９９７
，ｐｐ．２８７３－２８８３およびウイリアムズら（Ｗｉｌｌｉａｍｓら）に対する米国
特許第５，７７７，７１９号明細書（「ウイリアムズ」）の中に教示されている。ウイリ
アムズは収差を検出するため、ならびにこのように検出した収差を使用して、目の手術の
ため、ならびに眼球内レンズおよびコンタクトレンズを作製する技術を教示している。
【０００６】
国際特許公開公報ＷＯ９９／２７３３４（国際出願、ＰＣＴ／ＵＳ９７／２１６８８）（
「フレイ」（“Ｆｒｅｙ”））は偏光光学系を用いて検出器機構内のレンズからの後方散
乱を制御する更に別な態様を開示している。ウイリアムズのように、フレイは波面センサ
からのデータを用いて調べた目に対して光学的矯正を行うことを示唆している。より具体
的には、そのように求めた光学的矯正はセンサで測定される角膜の開口、例えば、目を測
定するときに目の瞳孔を広げた６ミリメートルの円に限定される。この領域の外では、フ
レイは、部分的な除去の先細りになっている融合領域（ｂｌｅｎｄ　ｚｏｎｅ）を使用し
て角膜の湾曲の厳しい変化を最小にし、従って退化を少なくすることを示唆している。
【０００７】
これらの診断システムおよび技術には、特にもっと洗練された屈折矯正技術と共に使用す
る場合、基本的な効果と高次の効果の両方を矯正できる潜在能力があり、正常視力（２０
／２０）より良好となる視力矯正がいつの日か基準となる可能性がある。しかし、屈折手
術に対して進歩した診断技術を適用するため改良され技術が要求されている。
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【０００８】
（発明の要旨）
眼科の屈折手術技術および眼科の屈折診断技術はより精密になっているが、この精密さは
精度に対する要請を増大させている。本発明によれば、手術と診断の両方の技術の精度に
おける進歩は、診断中および手術中に調節するため虹彩（あるいは虹彩の一部もしくは識
別している目の他の特徴）の像を使用して更に実現される。屈折の処置を実施する前に、
診断中に記憶した虹彩の像に基づき外科システムが調整される。
【０００９】
例えば、本発明によれば、角膜表面形態システムあるいは波面センサシステムは目の屈折
特性データを得、さらに、目の瞳孔および虹彩の対応する像も得る。虹彩の像に対応する
データは、次いで診断システムからのデータと関連して保持される。さらなる診断器具を
用いれば、これらの器具も瞳孔または虹彩を結像するカメラを使用して、全てのデータと
その後の処置の基準とする「規格化の点」を与えることができる。
【００１０】
エキシマ・レーザーと共にＬＡＳＩＫを用いるような、屈折の処置を行う時が来ると、も
う一つのカメラが虹彩の像を撮影する。そして、診断情報から企画される処置はこの虹彩
の像に対して規格化される。この規格化は、並進移動、回転、倍率変更あるいは他の変換
技術を含み得る。次いで、角膜上の所望の点にこの処置を加えるという知識をもってこの
処置が提供される。
【００１１】
更に、エキシマ・レーザーの実際の狙いが動的な基礎に基づいて、虹彩の位置に対して調
整され得るように、虹彩の像が眼球追従システムに提供され得る。
【００１２】
好ましくは、この虹彩システムは虹彩内の明確な特徴を検出し、これらの特徴に基づき並
進的な機能を決める。一般に、二つの虹彩は同じではなく、回転、並進移動、倍率変更あ
るいは他の変換技術は明確な特徴に基づき遂行され得る。この虹彩システムは、虹彩自体
の像を含めた虹彩の種々の特徴や、それから導ける虹彩の特有な特徴、目の瞳孔や他の部
分の特徴、あるいは次のデータを調整するかまたはレーザー処置の前に外科システムを調
整することを助け得る他の特徴を記憶できる。
【００１３】
本発明の異なった特徴によれば、虹彩の調整は複数の診断器具の間で、一つの診断器具と
レーザーのような一つの屈折器具との間で、あるいはそのような器具の組み合わせの間で
行われ得る。加えて、種々の調整技術を異なった器具の間で使用できる。例えば、虹彩の
データを使用して形態器具のような一つの診断器具をレーザーのような一つの屈折器具に
整列させ、一方で虹彩の輪郭と回転基準を使用して形態器具と、例えば波面センサとの間
のデータを調整することができる。他の代替は可能である。これらの種々の技術では、調
整データが屈折解析データあるいは屈折の処置データと共に、他の屈折分析または取扱器
具により次に使用するために維持される。
【００１４】
要約すると、本明細書中で使用されるような、用語「診断器具」は、診断測定を行い、測
定する目に関する屈折データを得るために使用される、形態計測器、厚度計、波面センサ
などのような診断装置またはシステムを指す。従って、屈折データは、一般に、完全より
劣る視力を与える目の特徴または特性を指し、これらの特徴としては、目の各器官の輪郭
、厚さ、光伝播度と波面収差および当業者により知られている他の屈折異常が挙げられる
。同様に、用語「屈折器具」は目に屈折の処置を行える、例えばＰＲＫ、ＬＡＳＩＫおよ
び他の光屈折手術で光切除のために典型的に使用されるエキシマ・レーザーのような、装
置またはシステムを一般的に指す。本明細書中で使用するような用語「規格化」は、以下
の説明から理解され、どれでも虹彩の像の第一基準座標枠と同じ寸法であるように第一虹
彩の像に対する診断測定の像または図を合わせる、等しくする、相関をとる、一致させる
などを一般に意味する。
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【００１５】
さらなる利益として、屈折診断分析に関連して記憶される虹彩データは次の処置のために
安全な機構を提供し得る。具体的には、手術の前に虹彩データが外科システムで得られた
実際の虹彩の像に合致していないなら、手術を止めるか中断させることができる。これは
例えば、特別なデータをもって悪い目に手術を施すことを防止でき、または別の患者から
のデータを使用することを防止できる。
【００１６】
（発明を実施する形態）
（レーザー処置を調整するための虹彩データの使用）
図１は、本発明の一実施形態により実現されるシステムを使用する方法の一般的な流れを
示す。ブロック１０では、診断器具を使用して屈折のデータを得ることに関連して虹彩が
映像化される。この映像化と診断器具の使用は多くの形態をとり得る。例えば、レーザー
処置に先立ってこの器具がよく使用され得、例えば角膜表面形態システムを使用して角膜
または屈折のプロフィールを求めている。あるいは屈折手術の直前にその器具を使用でき
る。何れにせよ、映像化された虹彩または虹彩の何らかの表示図形は診断器具で明らかに
されるデータと共に保持される。
【００１７】
ブロック１２に進むと、次いで、診断器具によりもたらされたデータに基づき処置が行わ
れる。例えば、この処置はある程度の近視や不規則な乱視を処置し得る。この処置は、例
えば１９９６年４月２５日に出版された表題が「熱の作用を低減して視力を矯正するため
のエキシマ・レーザーシステム」であるＰＣＴ／ＥＰ９５／０４０２８のアルゴリズムを
使用して行われる処置であり得る。これは、１９９９年４月６日に出版された表題が「配
分されたエキシマ・レーザー手術システム」である米国特許第５，８９１，１３２号明細
書の配分されたシステムと関連して、角膜のプロフィールを修正するためのディザリング
アルゴリズムを提供している。しかし、この処置は記憶されている虹彩の像の表示図形に
対して規格化されている。そうすることにより、付加的な診断器具データに基づく処置に
対する次の修正を次の虹彩の像に対して規格化できる。
【００１８】
さらに、好ましくは、この処置自体は患者の虹彩に対して調整される。これはブロック１
４で行われ、ここではレーザーの狙いおよび処置のパターンが処置中の患者の虹彩の像に
対して規格化されている。この規格化はレーザーの狙いを適当な点へ並進移動させるよう
な、非常に一般的な形態をとり得るか、あるいは処置を回転させるまたは倍率変更や傾け
ることにより、レーザーシステムに対して表示されている虹彩の像に合わせるようなさら
に込み入った形態をとり得る。
【００１９】
ブロック１６に進むと、次にレーザー処置が行われる。注目に値することは、このレーザ
ー処置中にこのシステムが虹彩データをこの虹彩データの記憶された表示図形に周期的に
あるいは連続的にさえ合わせることができ、実質的に患者の目を追跡することにある。
【００２０】
図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃを参照すると、屈折データを求め、虹彩の像に対して規格化し、
一連の処置を発生させ、次いで一連の処置を施す一般的な流れが本発明によるシステムに
示されている。処置すべき目の屈折特性は角膜表面形態システム１００と波面センサ１０
２で求める。これらの装置は両方とも一般に目の屈折特性を表すデータを提供する。加え
て、診断器具で得られたデータに基づきカスタマイズされた流れの処置を発生するために
使用されるコンピュータ・ワークステーションもしくはコンピュータユニット１０４が示
されている。ＰＣＴ／ＥＰ９７／０２８２１に開示されているような配分されたシステム
内で使用するためのような、独立したワークステーション１０４として示されているが、
このワークステーション１０４および／またはその機能性は図２Ａ，２Ｂおよび２Ｃのシ
ステムの多くの他の部品の中に組み込むことができる。例えば、ワークステーション１０
４で発生させた処置データと対応する虹彩データの両方を受け取るレーザーシステム１０
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６も、図２Ｃに示されている。このレーザーシステム１０６は、レーザーシステム１０６
自体内に適当なレーザー処置を発生させて、ワークステーション１０４の機能性を組み入
れることができる。
【００２１】
図２Ａで始めて、角膜形態システム１００は患者の目Ｅから角膜形態データを集める。図
示する形態システムには、プラシド（Ｐｌａｃｉｄｏ）ディスクタイプのハードウェア１
０８と瞳孔または虹彩のカメラ１１０がある。これらの構成要素は当該分野において公知
であり、角膜形態データを形成するのに種々の技術が知られている。例えば、アイシス（
ＥｙｅＳｙｓ）によるシステム２０００は角膜形態データを作成する。そして、ユタ州、
ソルトレーク市のボシュ・アンド・ロム／オルブテック社（Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ
／Ｏｒｂｔｅｋ　Ｉｎｃ．）によるオルブスキャン（ＯＲＢＳＣＡＮ）ＩＩ（登録商標）
形態システムは表面角膜形態だけでなく、目の種々の器官に対する全ての形態も形成する
。前者のシステムはプラシドディスクに基づくシステムであり、後者は自動化されたスリ
ット・ランプシステムである。オルブスキャンＩＩ（登録商標）システムは表面高度と光
線トラッキングを使用して目の屈折誤差を測定する。この形態システム１００は、種々の
技術を使用して集めた、種々の点での角膜の絶対高さ、種々の点での角膜湾曲度などのよ
うな、種々の形式のデータ出力１１２を典型的に発生する。
【００２２】
この角膜データ１１２のほかに、角膜形態システム１００は目Ｅの目視可能な表面の対応
する「スナップ写真」も得、虹彩（および瞳孔）の像１２０を表す第一虹彩（および瞳孔
）像データ１１４を出力する。多くの角膜表面形態システムは、この像を撮影し得る一つ
のカメラを有する。以下で更に議論するように、このカメラ１１０は、標準像形式のよう
な、あるいは種々の瞳孔または虹彩の人工物を識別する縮小した形式のような、種々の形
式の虹彩の像のデータ１１４の出力を提供し得る。そのような人工物は、瞳孔と虹彩の界
面の縁に沿って識別できるものを含み得る。虹彩データ１１４はまた、虹彩、瞳孔、それ
らの界面あるいは他の目の構造体の像と認識される人工物の何らかの組み合わせであり得
る。
【００２３】
このカメラ１１０は、虹彩の像１２０を得るのに適した可視光、赤外あるいは他のカメラ
のような、種々のタイプのカメラであり得る。好ましくは、この像は、前または後でも許
容できるが、形態部品（プラシド・ディスクタイプのハードウェヤ）１０８が形態データ
１１２を集めるのと同時に撮像される。
【００２４】
図２Ａに示すように、形態データ１１２と虹彩の像のデータ１１４は、好ましくは、重な
った像１１６で表されているように、何らかの座標系により関連付けられる。求めた形態
１１８と虹彩の像１２０の間の関係はこのデータの中に維持されている。
【００２５】
以下に議論するように、虹彩の像１２０に対する虹彩の像のデータ１１４は外科器具（こ
こでは、レーザーシステム１０６）を調整するのに有益である。しかし、このデータ１１
４は種々の他の眼科診断器具からのデータを規格化するのにも有益である。具体的には、
波面センサ１０２も目Ｅの屈折不規則性あるいは収差を分析する。波面センサ１０２では
、好ましくはカメラ１２２が何らかの「トロンボーン」光学系１２４の前の目Ｅに焦点を
合わせる。このトロンボーン光学系１２４（例えば、焦点または光路を調整する同調装置
または光学系）を用いて光路長を変え、レーザー１２６を目Ｅの網膜に集束させる。この
トロンボーン光学系１２４を使用して、焦点外れのような目Ｅの低次の収差を求めて補償
できる。一実施形態では、波面センサ１０２が小レンズカメラ１２８を介して目Ｅの光学
収差を求めるデータを集める。上に議論したように、屈折性の眼科波面収差を測定するた
め、種々の他の波面センサあるいは他のタイプのシステムを採用できる。
【００２６】
角膜表面形態システム１００と共に、波面センサ１０２は好ましくは瞳孔カメラ１２２か
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ら収差のデータ１３０と虹彩（および瞳孔）の像データ１３２を提供する。これらのデー
タは、収差プロフィール１３４－例えば、Ｗｉｌｌｉａｍｓにおけるような波面センサス
ポットプロフィール（これから、目の波面収差を決定する際にスポットの中心が定められ
る）－と虹彩（および瞳孔）の像１３６とを決める。虹彩の像のデータ１３２は虹彩の像
のデータ１１４に類似し得る。波面センサのデータ１３０と虹彩の像のデータ１３２も、
図２Ａの重なっている基準枠１３８で示されるように、互いに規格化されている。瞳孔は
収差のデータ１３０と像のデータを得る時には広げることができるか、あるいは広げない
ままにしておいてもよい。
【００２７】
種々のタイプの屈折データを求め得、ＬＡＳＩＫのような屈折手術に対する一連の処置を
行うのにこれらのデータを使用し得る。これらのデータには、角膜形態のデータ、波面セ
ンサのデータ、角膜の厚さのデータあるいは目の構成要素の鑑別プロフィール（例えば、
超音波を使用する）およびスリット走査技術または光学干渉形態技術からのような、種々
のソースから生じる他のタイプの屈折データがある。例えば、超音波を使用して角膜の厚
さだけでなく、上皮および他の目の表面、（ＬＡＳＩＫのための）マイクロ角膜切断弁の
支質成分の量、弁の下の残留支質等も測定できる。これらのデータは、変化する分解能で
、目Ｅの上で点毎に基づいて典型的に与えられる。例えば、角膜形態システム１００から
角膜形態データ１１２は一般的に波面センサのデータ１３０より分解能が高い。同様に、
あるタイプのデータは、目Ｅの表面形態をマッピングする角膜表面形態データ１１２のよ
うな目Ｅの一つの局面に向けられていて、一方、他のデータは波面センサ１０２からの波
面センサデータ１３０に見られる全屈折誤差のような、目Ｅの他の局面を反映している。
【００２８】
さらに、屈折診断器具は、固定されたベンチタイプのシステム、手で持てるシステムある
いは単一の器具にまとめられている多重システムのような種々の配置があり得る。当業者
はこの発明による技術を広範な実際の物理的な実施形態で実現できることを理解する。
【００２９】
この発明の一つの実施形態では、これらのデータの組は屈折処理をより正確に起こすため
互いに規格化されている。従って、形態データ１１２とそれに対応する虹彩の像のデータ
１１４は波面センサのデータ１３０とその虹彩の像のデータ１３２に対して規格化される
。例えば、これらの二つのデータの組は虹彩の像１２０と（虹彩の像１４２で示されてい
る）虹彩の像１３６の類似性に基づき、互いに規格化されている（図形１４０で示されて
いる）。上に議論したように、この規格化は虹彩の像自体の重なりから、あるいは、むし
ろ、図５と共に以下に議論するように、虹彩（および瞳孔）の像の特徴的な要素の調節に
より生じ得る。
【００３０】
図２Ｂに示す特別な実施形態では、収差のプロフィール１３４を（例えば、Ｗｉｌｌｉａ
ｍｓで、および本明細書中で議論するように、ゼルニケ多項式を合わせることにより）処
理して瞳孔波面収差（例えば、輪郭）のプロット１６０として示されている波面収差デー
タを形成する。波面センサのデータ１３０および虹彩の像のデータ１３２（図２Ａ）も、
図２Ｂの重なった基準枠１６２で示されているように、互いに規格されている。上に議論
したように、収差のデータ１３０と像のデータを取得する場合に、瞳孔は、好ましくは広
がり、そして屈折処置をより正確に発生させるため、これらのデータの組を互いに規格化
される。形態データ１１２とそれに対応する虹彩の像のデータ１１４は波面センサのデー
タ１３０とその虹彩の像のデータ１３２に対して規格化される。例えば、これらのデータ
の規格化は、上の図２Ａの議論と平行して、虹彩の像１２０と虹彩の像１３６（虹彩の像
１４２で示されている）の類似性に基づき（重ねられた）図１６４で図示されている。形
態のデータ１１８は、角膜の大部分または全部にわたるように、目の大部分にわたり広が
り、一方、波面収差のプロット（あるいはデータ）１６０は一般に瞳孔あるいは瞳孔の一
部にわたってのみ広がる。瞳孔波面収差の輪郭プロット１６０と形態１１８の間の何らか
の相関関係は、調整または規格化のために虹彩の像のデータが使用されなくても、当業者
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に理解されるように、図１６４内であるいはそれに似て重なった場合、明らかであり得る
。形態と波面収差のデータ（例えば、形態データ１１８と瞳孔波面収差プロット１６０）
を規格化するか、または重ねるためには、当業者に分かるように、それらのデータの相関
をとるため、目の（例えば、波面収差のデータからの）光路長あるいは（例えば、屈折率
を平均することによる）屈折率における変化を適切に計算に入れることができる。
【００３１】
図２Ｃに示すように、図２Ａまたは図２Ｂで説明した手順に従いデータが発生しようとし
なかろうと、その時、コンピュータプログラムは処置プロフィール１４４が生じる。これ
は、例えば、デスクトップコンピュータ１０４において、インターネットもしくは他のネ
ットワークに接続するコンピュータにおいて、あるいはレーザーシステム１０６，形態シ
ステム１００，波面センサ１０２または他のシステムの一部である計算システムの中で行
える。生じる処置には種々の処置があり得る。例えば、先に述べた米国特許第５，８９１
，１３２号に示されているように、不規則な処置パターンを実施できる。あるいは、可変
スポットサイズ、走査されたスリット、または固定された走査スポットサイズレーザー処
置を含むが、それらに限定されない種々の他のタイプの処置を実施できる。実施される処
置に関係なく、種々の診断器具からのデータ１４０または１６４に関して処置は生じ、そ
してそれを記憶された虹彩の像１４２に対して規格化して保持できる。
【００３２】
種々の診断器具からのデータを色々なやり方で使用して種々の処置を発生させることがで
きる。例えば、波面センサ１０２からのデータ１３０を単独で使用して一つの処置を発生
させることができる。あるいは、代わりに、角膜表面形態システム１００からのデータ１
１２を使用できる。他の代替のタイプの屈折診断器具データを同じように単独で使用して
種々の処置を発生させることができる。種々の器具からのデータの有利な特徴を組み合わ
せてより良い全体の屈折処置を発生させることができる。例えば、角膜表面形態システム
１００は瞳孔の広がりの大きさに関係なく表面形態のデータを戻してくれるが、波面セン
サ１０２は瞳孔の広がりの大きさによって制限され得る（すなわち、波面センサ１０２は
典型的に光路中にある光学要素の屈折効果を測定するだけである）。従って、図２Ｂ内の
図面１６４で示されているように、角膜表面形態システム１００からのデータ１１２は広
がった瞳孔より広い表面領域にわたり使用され、一方、波面センサ１２０からのデータ１
３０は瞳孔の領域内の中心部分に対して使用される。両方の場合、データ１３０とデータ
１１２は、それらの各虹彩の像１２０と１３６を使用して、最初の空間的な規格化により
調和させることができる。
【００３３】
そのような技術は、波面データおよび表面形態データに基づく切除のプロフィールを組み
合わせられた図３に示されている。図３には、先ず、表面形態データから発展させた表面
形態に基づく切除のプロフィール１６２が示されている。このデータは瞳孔の直径１６０
として示される、瞳孔の外側でも正しい。比較すると、波面データから出る波面に基づく
切除のプロフィール１６４は一般に瞳孔の直径１６０の領域内でのみ有効である。つまり
、これらの二つは、瞳孔の直径１６０内の波面に基づく切除のプロフィール１６４を使用
し、また瞳孔の直径１６０の外側の表面形態に基づく切除のプロフィール１６２を使用し
て、組み合わせた切除のプロフィール１６６として示されている。この例では、切除のプ
ロフィールはそれぞれ最初に対応するデータから計算され、その後にそれらのプロフィー
ルを組み合わせる。代わりに、他の技術は切除プロフィール自体が計算される前に捕捉さ
れたデータを組み合わせることができる。Ｂａｕｓｃｈ　＆　Ｌｏｍｂ／Ｏｒｂｔｅｋ，
Ｉｎｃ．から入手可能なＯＲＢＳＣＡＮ　ＩＩ（登録商標）形態システムのような立面図
に基づく（ｅｌｅｖａｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ）形態システムは、波面センサと共に使用す
る場合に特に有利である。しかし、曲率に基づく（ｃｕｒｖａｔｕｒｅ　ｂａｓｅｄ）シ
ステムのような他の形態システムもこの発明の実施には有益である。有益な他のタイプの
システムは、米国特許第５，１５９，３６１号および第４，９９５，７１６号に記載され
ているような双カメラ・システムを含む。
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【００３４】
ＯＲＢＳＣＡＮ　ＩＩ（登録商標）形態システムは、角膜の両方の表面ならびに水晶体お
よび虹彩の前部と瞳孔を同時に計測するスリット走査立面図に基づく形態システムである
。測定された表面の各々は立面図、傾き、曲率あるいは力の地図として表示され得る。厚
さ計測の全角膜地図も角膜の測定された表面から導かれる。光線トレースされた光学計算
を使用して目の前方部分内の種々の光の成分の視力的な効果を知ることができる。ＯＲＢ
ＳＣＡＮ　ＩＩ（登録商標）形態測定は鏡のような反射よりはむしろ拡散反射に基づき、
表面の曲率よりも表面の高さを正確に検出する。表面の傾きを計測するためのプラシドも
しくは他の反射ターゲットから鏡のように反射した像の使用は、当業者には明らかなよう
に、拡散反射と組み合わせて利用できる。立面図に基づくＯＲＢＳＣＡＮ　ＩＩ（登録商
標）形態システムの図式的な説明のために、Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｋ．Ｓｎｏｏｋによる米国
特許第５，５１２，９６５号および同第５，５１２，９６６号を参照のこと。ＯＲＢＳＣ
ＡＮ　ＩＩ（登録商標）システムからのデータを正確にまた継ぎ目なしに波面センサから
の全屈折データに移せる。
【００３５】
形態システムのデータを「較正」するため波面センサからのデータを使用することも可能
である。波面センサは目の全屈折誤差を記述するので、このセンサにより形態システムの
ソフトウェアが任意の特定な点の表面形態をそれらの点に関連する（波面センサによって
決められた）全屈折誤差と相関させることができる。従って、このように較正して、形態
システムのデータは全屈折誤差プロフィールの波形を形成するために使用できる。
【００３６】
別の例としては、種々の診断器具からのデータを組み合わせて目の光学要素の全体のモデ
ルを提供できる。例えば、角膜表面形態システムは表面のデータをもたらし得、超音波シ
ステムは角膜の厚さのデータをもたらし得、そして波面センサは全屈折誤差のデータをも
たらし得る。表面のデータおよび厚さのデータの効果を「除去」することにより、種々の
組のデータを使用してこのように角膜より後部の光学要素をモデル化できる。
【００３７】
図４を参照すると、角膜４５０，水晶体４５６および網膜４５８を含む目Ｅの横断面図が
示されている。この角膜４５０には、上皮４５２と支質４５４のような多数の層がある。
これらの種々の構成要素、特に角膜４５０と水晶体４５６を組み合わて目Ｅに対する全屈
折（光）力と屈折特性が形成される。角膜４５０あるいは水晶体４５６の不規則性、およ
び角膜４５０や水晶体４５６から網膜４５８までの（例えば、焦点ずれ誤差の意味での）
距離を含むが、これらに限定されない、多くの因子が屈折（例えば波面収差）誤差に寄与
し得る。
【００３８】
図４には、目Ｅの特別な部分の屈折および他の特性を分析するのに特に適した種々のタイ
プの診断器具を示す記号も示してある。これらの器具は目Ｅの異なった部分または構成要
素に対して種々のタイプのデータを提供し得る。例えば、超音波技術４６０は典型的に上
皮４５２と支質４５４の厚さを計測し、これらは角膜４５０の全体の厚さを与える。厚度
計および１９９４年５月１５日に公開された表題が「角膜層の厚さと形状を超音波計測す
るシステム（Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎ
ｉｎｇ　Ｃｏｒｎｅａｌ　Ｌａｙｅｒ　Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ　ａｎｄ　Ｓｈａｐｅ）」で
ある米国特許第５，２９３，８７１号に記載されている技術を含む、使用可能な多数の超
音波技術がある。
【００３９】
角膜表面形態システム４６２は角膜表面形態を典型的に提供し、そして分析する。Ｏｒｂ
ｔｅｋによるＯＲＢＳＨＯＴＴＭおよびＥｙｅＳｙｓによるＳｙｓｔｅｍ　２０００のよ
うな形態システムは典型的に非常に高い分解能を示すが、角膜４５０の上皮４５２の表面
に制限されている。
【００４０】
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ＯｒｂｔｅｋによるＯＲＢＳＣＡＮ　ＩＩ（登録商標）形態システムのような組み合わせ
た屈折診断器具４６４は、典型的に目の中の種々の厚さや表面を計測して分析する。これ
は、角膜４５０の厚さ、角膜４５０の表面形態、水晶体４５６の表面、水晶体４５６から
角膜４５０までの距離、および目のこれらの前方の光学器官から網膜４５８までの距離を
含む。
【００４１】
最後に、図４では、先に記載した波面センサ１０２あるいはＷｉｌｌｉａｍｓの波面セン
サのような、４６６で示されている波面センサは、歪んだ波面プロフィール（データ）４
６８として示されている目の全屈折収差に関するデータを与える。波面センサ技術は、目
Ｅの任意の特別な光学構成要素の物理的特性に関するよりはむしろ、網膜４５８から反射
した目の外にある光の波面を特徴付けることに関して、本質的に経験的なものである。
【００４２】
図Ｃを再び参照すると、行った処置１４４に基づき、典型的に、一連の照射、種々の開口
寸法での一連の走査されたスリット、あるいは種々の他のタイプの処置のような、一連の
処置が特別なタイプのレーザーシステム１０６に対して提供される。プロフィール１４６
で示されている処置の経過はそれ自体虹彩の像を表すデータ１４８に空間的に参照される
。このデータ１４８は再び、虹彩自体の像、虹彩の白黒の高コントラストの表示図形、虹
彩または角膜の種々の天然または人工的に形成された特徴の場所表示図形、あるいは虹彩
の種々の他の表示図形であり得る。一般に、虹彩を表すデータ１４８は、目Ｅをレーザー
システム１０６で処置する場合、処置１４６の経過を目Ｅの実際の虹彩に合わせることが
できるのに適しているべきである。
【００４３】
次いで、処置１４６の経過および虹彩のデータ１４８を含めて、レーザーシステム１０６
に処置のプロフィールを入れる。図２Ｃを参照すると、レーザーシステム１０６は、１９
３ナノメータのエキシマ・レーザーのような種々のタイプのものであり得、そして典型的
にはレーザー１５０、指向システム１５２（例えば、光をレーザー１５０から目Ｅに向け
るために使用される一連の光学構成要素）、カメラ１５４および制御システム１５６を含
む。より低い出力の指向ビームもしくは基準ビーム（図示せず）は典型的にレーザー１５
０と関連して使用される。指向ビーム（例えばレーザービーム）は、主に赤外線カメラで
あるカメラ１５４でモニターされ得、そして１９９７年４月１５日に公開された表題が「
目の点を正確に位置決めする方法と装置（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　
ｆｏｒ　Ｐｒｉｏｖｉｄｉｎｇ　Ｐｒｅｃｉｓｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｐｏｉｎｔ
ｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｅｙｅ）」である米国特許第５，６２０，４３６号［ＰＣＴ／ＥＰ９
５／０１２８７，１９９５年１０月１９日に公開］に記載されているように、レーザー１
５０を指向させるために使用できる。
【００４４】
動作中には、カメラ１５４は、指向システム１５２を制御する制御システム１５６に目Ｅ
の虹彩Ｉ（図２Ｃを参照）の像を提供する。エキシマ・レーザー１０６に実際に送られる
虹彩Ｉの像は一連の処置１４６に関連する虹彩のデータ１４８と比較される。次いで、レ
ーザーヘッド１５０の標的は、虹彩のデータ１４８がカメラ１５４により提供された虹彩
Ｉの像と基本的に整列するように調整される。これは、並進移動、回転、倍率変更、歪み
あるいは種々の他の変換機能を含み得る。虹彩Ｉに合わせるのに必要な虹彩の像のデータ
１４８に適用される並進移動は、処置の最終的な経過が、適用される場合に、処置発生部
１４４で予測されるような光学効果を低下させるのに必要な処置の経過に一致するように
、処置１４６の経過に対して同じように行われる。
【００４５】
処置１４６自体の経過のデータは変更できる。あるいは、レーザーシステム１０６の標的
もしくは患者の回転調整はその代わりに変更できる。方法論に係わらず、処置１４６を適
用する前に虹彩Ｉを調整するために虹彩のデータ１４８を使用する。
【００４６】
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種々のタイプの目の手術は開示された技術によって利益を得ている。ＰＲＫは目の外側表
面に適用できる。あるいはＬＡＳＩＫの手順は、最初角膜の一部を切除し、次いで下部に
レーザー処置を適用して実施される。さらに、これらの技術は、それら自体を、エキシマ
角膜曲率測定のような角膜曲率測定ではない他のタイプの処置、あるいは屈折矯正に対す
る種々のタイプの熱的取組に向け得る。処置のこれらの経過は計算された処置パターンが
理論的に最適な位置に対してより正確に与えられるように、目の虹彩に正確に合わせるこ
とができる。
【００４７】
他の利益は診断データおよび処置データの両方に関連する虹彩のデータを用いることから
生じる。例えば、診断を受けるため直立した姿勢にある場合、目の位置は患者が横たわっ
ている場合と比べて、眼窩内で時々回転し得る。同様に、患者の頭を調整すると身体が同
じ位置にあってさえも目の回転に影響を与え得る。患者の脳はそのような回転の幾分かの
値を補償するけれども、より高次の欠陥に対する高度に正確な矯正処置のパターンでは、
回転調整の変化は、文字通りに、この処置に関する位置の外に目を本当に回転させ得、目
に誤った処置を加えることになる。そのような誤調整の効果は、典型的には、近視や遠視
のような処置の全く基本的な経過にたいして、また乱視の僅かな処置に対しても顕著では
ないが、不規則な乱視、眩しさ、光の輪（ｈａｌｏ）等のようなより高次の欠陥では、高
度に正確な処置の利益は、最適な空間処置位置に正確に調整するこが得られて維持されな
い限り、失われる。この発明による技術はそのような調整の損失を低減する。
【００４８】
虹彩の合わせや調整自体に関しては、虹彩の実際の像もしくは虹彩の種々の特徴のデジタ
ル表示のいずれかを使用する種々の技術を採用できる。これらの技術は表題が「非侵入式
の自動虹彩認識システムと方法（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ，Ｎｏｎ－Ｉｎｖａｓｉｖｅ　Ｉｒ
ｉｓ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ）」であり、ニュ
ージャージー州、プリンストのデイビット・サルノフ（Ｄａｖｉｄ　Ｓａｒｎｏｆｆ）Ｒ
ｅｓｅａｒｃｈ　Ｃｅｎｔｅｒ，Ｉｎｃ．に譲渡されていて、１９９６年１１月５日に公
開されたＷｉｌｄｅｓらに対する米国特許第５，５７２，５９６号、および、表題が「虹
彩認識システム（Ｉｒｉｓ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）」である１９８７
年２月３日に公開されたＦｌｏｍらに対する米国特許第４，６４１，３４９号のような、
虹彩の特異な特徴に基づく認識システムに採用されている。これらは両方とも本明細中で
その全体が参考として援用される。これらの特許のうち前者は倍率変更、回転および並進
移動を議論し、これらの特許のうち後者は虹彩を一義的に合わせて識別するために使用で
きる種々の特徴を議論し、また制御機構を使用してカメラに対して虹彩の位置を調整でき
ることも議論している。この発明の一実施形態では、類似の技術が付加的にレーザーシス
テム１０６を指向させるために使用されている。同様に、ニュージャージー州、マウント
・ローレルのＩｒｉ　Ｓｃａｎ，Ｉｎｃ．に譲渡されている、表題が「虹彩分析に基づく
生物学的な個人識別システム（Ｂｉｏｍｅｔｒｉｃ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｉｒｉｓ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）」で
あり、本明細書中でその全体が参考として援用される１９９４年３月１日に公開されたＤ
ａｕｇｍａｎに対する米国特許第５，２９１，５６０号は、さらに虹彩によって与えられ
る「光指紋」を議論している。これらの特許および他の当業者に公知のパターン合致およ
び特徴の合致技術は厳密に識別する目的よりむしろ調整のために使用されている。
【００４９】
その代わりに、あるいは、それに加えて、レーザーシステム１０６のカメラ１５４は虹彩
Ｉの像を受け取って、次いでこれをスクリーン上に表示する。次いで、この虹彩の像のデ
ータ１４８を重ねて、医者、技術者あるいは他の健康介護作業者がレーザーシステム１０
６を手動で指向させたり調整することができ、あるいはこのシステム１０６の標的を手動
で確認できる。
【００５０】
図５を参照すると、目Ｅの虹彩Ｉは、より詳細に示され、処置のため患者の目Ｅを前に記
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憶しておいたその人の虹彩Ｉの像と合わせるため、特別な特徴をどのように使用され得る
かを示している。例えば、カラーレットのように一般的に円形の特徴を決める一組の点２
００を記述子として、同心状のうねり２０２として、あるいは半径方向のうねり２０４と
して使用され得る。使用され得る他の特徴はフロムに対する上に参照された米国特許第４
，６４１，３４９号に一般的に記述され、色素の点、小窩、萎縮性の領域、腫れ、および
生まれつきの筋を含む。同様に、虹彩を合わせるのに、中心基準点として瞳孔も使用し得
る。この点からの虹彩特徴は目の回転位置を決める。例えば、適用されるべき処置の複雑
さに依存して、より少ないまたはより多い特徴は、採用され得る。純粋な近視または遠視
に対する処置のように、処置が回転対称である場合、回転変位は問題ではない。つまり、
中心点が、瞳孔に対して位置決定され得る。しかし、処置がもっと複雑になると、もっと
詳細な特徴は、処置の前に目Ｅをより正確に登録するため使用され得る。この代わりに、
人工的な特徴を、虹彩領域を含めて位置決定のために目Ｅに課され得る。例えば、レーザ
ーマークが治癒する前に処置が生じる場合、三つのレーザーマークは、作製され得る。例
えばホルミウム・レーザーで作製される熱マークの形をしたマーカーは、手術の前および
その間に目の回転と並進移動に関する情報を提供する。種々の形のマーカーもまた、想像
される。例えば、図５Ａに示すように、半径方向に広がるマーカー２０１は、目の動きと
調整のデータを提供し得た。示されるように、基準２０３は、例えば強膜境界、あるいは
Ｓｅｎｓｏｍｏｔｏｒｉｃ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ、Ｔｅｌｔｏｗ（ドイツ）により提
供されるような虹彩認識プログラムから決定されるグレースケールの輪郭を表す。マーカ
ー２０１は、目Ｅのほぼ中央の周りで始まる近位部分２０１’と、この部分２０１’と同
一線となっているところから外れている遠位部分２０１’’を有する。半径方向のマーカ
ー２０１は境界２０３を横切っていることが見られ得る。マーカーは屈折手順の間に、即
ち、例えばＬＡＳＩＫ手順で組織弁を上げた後、目視し得るのに十分な範囲を有するべき
ことがまた正しく認識される。あるいは、このマーカーは適切な色素、特に、可視または
赤外線カメラで見える赤外線光で検出可能な色素からなり得た。この色素はさらに、例え
ば適用後にこの色素を凝固する、または色素を凝固し、そしてそれを収縮したコラーゲン
に適用することによって、刺青として使用され得た。さらにまた、色素と特別な膠を組み
合わせて使用され得る。そのような色素もしくは色素をベースにしたマーカーは、屈折手
順の期間中に、可視／検出可能を維持するべきである。瞳孔が広がっている場合、マーカ
ーはその適用後少なくとも１５分間、好ましくは１時間まで可視／検出可能維持するべき
である。これは瞳孔の広がりが眼球の異常を誘導し、そして広がり誘導異常を沈静するた
めに十分な時間を経過するべきであるという見識による。次いで、診断のステップが行わ
れ得、そして直ぐその後に処置が続き得る。さらに、目の可視表面の他の識別部分は、虹
彩Ｉを別にして、使用され得る。これらの技術の全てにおいて、目Ｅの可視部分の特徴は
診断システム、行った処置および目Ｅに適用されるような実際の処置の間で登録するため
に使用される。
【００５１】
図６に戻ると、レーザーシステム１０６によって撮影された実際の虹彩Ｉの像に基づく所
望される処置に対して作製され得る種々の調整が図示されている。図２Ｃを再び参照する
と、発生させた処置１４４はレーザーシステム１０６を制御するため望む処置パターン１
４６として使用される。診断器具からの付属する基準虹彩の像のデータ１４８を使用して
処置パターン１４６を患者の目Ｅに合わせる。この虹彩の像２０６はレーザーシステム１
０６の瞳孔カメラ１５４で撮影され、制御システム１５６に提供される。この制御システ
ム１５６は像１４８，あるいはその像から導かれる記述子を虹彩の像２０６と比較する。
この比較に基づき、種々の倍率関数が所望の処置１４６に適用される。例えば、実際の虹
彩の像２０６の全寸法に基づき、診断器具１００または１０２およびレーザーシステム１
０６の異なった焦点距離のため、処置の寸法を小さくすることが決定し得る。こうして、
倍率２０８が計算されて使用され、寸法を変えた処置２１０が生じる。次いで、現在倍率
を変更した所望の処置２１０を、並進移動と回転の関数２１２で示されているように、並
進移動および回転を共にされなければならないことが決定され得る。これは、結局、倍率
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を変更した所望の処置２１０に適用され、実際の処置２１４を与える。次いで、これらの
データはレーザーシステム１０６によって実際の処置を行うために使用される。
【００５２】
あるいは、制御システム１５６が十分大きい計算能力を持っていれば、各照射（即ち、レ
ーザーパルス）を適切に回転させて並進移動させ得る。これは、目Ｅが、例えば処置の間
に大きな動的な回転と動きを示せば、望ましくあり得る。ついで、虹彩の像２０６は、追
跡され得、図６に示す倍率変更関数２０８と２１２が望む処置パターン１４６で各特別な
照射あるいは照射の配列に対して動的に適用される。この様式において、目Ｅの動きを照
射毎に適用し得る。この技術は、虹彩の像２０６に対する各照射あるいは一連の照射の正
確な位置が、照射が適用される前に、定まるようにＰＣＴ／ＥＰ９５／０１２８７の指向
レーザー技術と組み合わせられ得る。
【００５３】
従って、本発明の実施形態において、任意の種々の診断装置は、瞳孔、虹彩の像、あるい
は目の外部の他の明確な特性を取得し、その像に対応するデータを出力するカメラまたは
他の撮像器に合わせられ得る。ついで、ＬＡＳＩＫで使用するエキシマーレーザー処置の
ような屈折処置が行われる場合、記憶されている像（またはその明確な要素）を瞳孔、虹
彩あるいは目の実際の像と比較し、その処置が正確に計算されたようになるようにレーザ
ーを調整する。
【００５４】
本発明の例示的な実施形態において、目の調整および特徴付けの方法は以下のように記載
される。
【００５５】
患者の目の選択された領域にマーカーを提供する。種々のマーカータイプおよび輪郭は本
明細書のどこかに記載されて、そして熱的に誘導されるマーク、半径方向にマーク付けし
たものおよび色素のマーカーを含むが、それらに限定するものではない。患者の目の最初
の像は広がっていない瞳孔で撮影するので、この像には虹彩とマーカーの像がある。好ま
しくは、この像は赤外線カメラで撮影された赤外線の像であるが、可視光の像も適する。
従って、マーカーは赤外線で可視および／または検出可能である。ついで光強度を変えて
あるいは化学的に瞳孔を広げて、広がった瞳孔とマーカーを含む目の二番目の像を撮影す
る。広がった状態の目の診断測定が得られ、この診断測定は好ましくは波面収差測定であ
るか、あるいは代わりに形態的もしくは他の屈折診断測定である。次いで、コンピュータ
ーシステムを用いて患者の目の屈折矯正のためにこの診断測定から光屈折処置を行う。マ
ーカーとして色素を用いる場合、この色素が適用後少なくとも１５分、好ましくは１時間
まで、あるいは拡張による収差を除去するのに十分な時間の間、可視および／または検出
可能を保持することが好ましい。
【００５６】
本発明に従って、この方法には、二番目の像を最初に撮影した像と合わせることにより、
好ましくはそれぞれの像内のマーカーを比較して、あるいはその代わりにそれぞれの像内
の他の対応する特有な特徴を比較してさらに有用性が見られる。本明細書中に記載する本
発明の他の局面と同じように、光屈折処置は患者の目のマーカーを用いた診断測定を調整
して行われる。本発明の一つの局面において、調整手順がコンピューターシステムにより
提供される虹彩パターン認識を組み込み得る。種々の虹彩パターン認識ソフトウェアは、
当該分野で公知のであり、そして市販される。
【００５７】
開業医は設定されている光屈折処置をリアルタイムのシーケンスで行い、直ぐこれに続き
二番目の像を撮影する選択権を持っている。この場合、目の像は広がった瞳孔を含み、従
って二番目の像からの虹彩パターンを最初に撮影した像の虹彩の像と比較することができ
ず、それに合わせることができない。それ故、これらのマーカーはそれらの像とこれらの
像に関連する屈折または診断器具との相関、規格化あるいはその他では調整するためにそ
れぞれの像で使用される。この代わりに、目の光屈折処置を数時間、一日等の間、遅らせ
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て選択的に行う。この場合、虹彩の像を含め患者の目の他の画像は、好ましくは、例えば
画像を撮影するため瞳孔または虹彩カメラ、好ましくは赤外線カメラを含む光切除レーザ
ーシステムのような屈折器具により撮影される。処置の前には、診断測定に基づき、行う
処置に関連してこの画像を最初に撮影した虹彩の像に合わせる。もちろん、画像の記憶、
デジタル化等により、行うべき診断処置、診断器具、屈折器具あるいはそれらの組み合わ
せの調整が実証され得、そのような調整は好都合なことに表示システムを介して開業医に
表示し得る。
【００５８】
上に議論した調整と光屈折処置を実施するシステムには、最も基本的に目の虹彩の像を含
む第一の像を撮影するために使用する第一カメラと、当業者が承知しているように波面、
形態、厚さ計測あるいは他の屈折診断素測定を行うための屈折診断器具と、目の別の画像
を撮影するために使用される好ましくは第二カメラを含む展開される光屈折処置を提供し
得るレーザーシステムと、このレーザーシステム、第一カメラおよび診断器具に関連して
光屈折処置を展開して調整するために使用されるコンピューターシステムと、システムの
他の構成要素に適切に連結する光屈折処置を実行する制御システムとがある。本発明の局
面において、虹彩の像を含む目のさらなる画像を撮影するために使用されるカメラをさら
に有する第二屈折診断器具もシステム全体の一部を構成する。表示システムもシステム全
体に連結していると有利であり得る。
【００５９】
図７および８Ａ～８Ｂを見ると、計算された処置プロファイルにレーザー処置を適切に合
わせることを保証するため虹彩Ｉの先に撮影された画像を使用する代わりの技術が示され
ている。一般に、図８Ａは図２Ｃのレーザーシステム１０６のカメラ１５４で得られる表
示２５２を示す。左には、目Ｅの屈折特性を計測するために屈折診断器具を使用した場合
に取得された虹彩Ｉの画像のデータ２５０が示してある。このデータからおよびこの虹彩
Ｉの画像のデータ２５０と合わせて、処置プロファイルを展開させている。表示２５２の
右側には、レーザーシステム１０６のカメラ１５４から戻されるリアルタイムの虹彩Ｉの
画像２５４が示してある。見られ得るように、リアルタイムの像２５４は、撮影された画
像のデータ２５０と比較して、少し回転してずれている。これは医者に患者の目Ｅを再調
整する機会を与え、図８Ｂで適切に調整されたリアルタイムの虹彩Ｉの画像２５６を発生
させる。好ましくは、この表示は、医者が回転のずれを簡単に決めることのできる基準軸
を含む。このシステムはまた、例えば医者が判別する特徴の上に置きその軸に対する回転
位置を正確に決め得るカーソルを提供し得た。
【００６０】
図７は虹彩調整の際に図８Ａおよび８Ｂのシステムを使用するステップを示す。先ず、取
得した虹彩Ｉの画像のデータ２５０をステップ２６０で表示する。同時に、この虹彩Ｉの
リアルタイムの像２５４をステップ２６２で表示する。エキシマーレーザーシステム１０
６が眼球追跡装置を使用するＫｅｒａｃｏｒ２１７である場合には、医者はこの眼球追跡
装置をリアルタイムの像２５４の中心合わせを行うステップ２６４で作動させる。Ｋｅｒ
ａｃｏｒ２１７の眼球追跡システムは虹彩Ｉの中心合わせを提供するが、虹彩回転調整を
提供しない。
【００６１】
ステップ２６６に進むと、一つの軸が取得したデータ２５０およびリアルタイムの像２５
４の両方の上に表示される。ついで医者はスクリーン上の画像を比較し、虹彩Ｉの二つの
画像を調整するために必要な回転量を決める。次いで、医者はリアルタイム虹彩Ｉの画像
２５６が取得した虹彩の像のデータ２５０に回転で一致するように目Ｅを回転させる。医
者は、吸引リングを使用するか、あるいは患者の頭の位置を変えることによる等で手動に
よりこれを行い得る。さらに、このシステムは処置プロファイルを医者が指定した値だけ
回転で変位させて患者の目Ｅを「仮想」的回転を提供し得る。何れの場合でも、眼球追跡
システムは先ずリアルタイムの虹彩Ｉの画像２５４の中心合わせを提供し、次いで医者が
取得した画像データ２５０と比較して、虹彩Ｉの画像２５６の回転調整をもたらす。
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【００６２】
図９Ａおよび９Ｂを参照すると、図８Ａおよび８Ｂに示すような軸を決める技術が示され
ている。具体的には、図８Ａのように、虹彩の像２７０がレーザーシステム内の軸に合わ
せて示される。この場合、軸２７２は目視し得る目標ビームを有する指向システムをＸ軸
上で左から右に急速に走査して形成される。従って、医者が図８Ａの画像を眺める場合、
リアルタイムの虹彩Ｉの画像２５４上の軸がレーザー自体の指向システムにより形成され
、このシステムはビームを指向させるのに使用される同じ指向システムである。従って、
レーザーの真のＸ軸が分かる。何故なら、この指向システムで走査された指向ビームがこ
のＸ軸を形成しているからである。
【００６３】
図９Ｂを見ると、レーザーの指向システムを表示もしくは光システムに合わせるためのさ
らなる技術が示されている。図９Ｂで、再び瞳孔２７４がレーザーの光学システムまたは
レーザーの眼球追跡装置のカメラに示されているが、指向ビームがこの光学システムまた
は眼球追跡装置のＸ軸に正確に合っていない線分２７６にわたって走査するとする。技術
者は走査される指向ビーム２７６を光学システムおよび眼球追跡カメラの真のＸ軸２７８
に対して回転させて、走査される指向ビーム２７６を光学システムおよび眼球追跡システ
ムのＸ軸に合わせ得る。次いで、線分を眼球追跡システム上に重ね得るか、あるいは線分
をレーザー指向システムの真のＸ軸に対応する光学システム内に形成し得る。さらに、こ
の調整は、指向ビームをＸ軸上で走査し、走査される指向ビームが光学システム内もしく
は眼球追跡システムのビデオディスプレイ上の調整軸に合っていることを確実にして周期
的に確認し得る。並進移動のＸ－Ｙ調整は同じように調整できて確認し得る。
【００６４】
（多重診断と処置のシステムを調整するため多種タイプのデータの使）
図１０を見ると、虹彩Ｉの画像のデータだけでなく、種々のシステムの間で取得した屈折
データまたは処置プロファイルを合わせるため他のタイプのデータも取得される、別の技
術が示されている。具体的に図１０において、示されるものは、形態システム５００、波
面システム５０２およびレーザーシステム５０３で取得した調整データである。波面シス
テム５０２が、虹彩Ｉの画像のデータを取得するのに困難性を有する、または波面データ
を取得する前に目を完全に広げることが望まれる場合、開示された技術は、そのようなデ
ータ無しに調節が可能であり得る。この場合において、１つの実施形態において、医者は
先ず目に基準マーク５０６を付ける。ついで、この基準マーク５０６は虹彩５０８の輪郭
に対する回転調整マークとして働く。波面システムは、瞳孔輪郭データ５０８および基準
マーク５０６と共に波面収差のデータを検出する。
【００６５】
次いで、形態システム５００が使用される。しかし、この形態システム５００は、虹彩の
像のデータ５１０で示されているような虹彩の像のデータを取得し得る。このシステムも
、虹彩５１２の輪郭と、基準マーク５０６に対応する先に作製した基準マーク５１４とを
取得する。これら二つは、画像５１６で示されるように同時に取得され、従って、形態シ
ステム５００は虹彩の像５１０，虹彩輪郭５１２，付属する基準マーク５１４と取得され
た形態データ自体との間の並進および回転基準を維持する。さらに、形態システム５００
は、虹彩の像５１０ではなく、その代わりに虹彩輪郭５１２と回転基準マーク５１４に基
づき、データを波面システム５０２と組み合わせられ得る。つまり、形態システム５００
および波面システム５０２は、それらのデータを組み合わせて一連の屈折矯正を進展させ
る場合、取得した虹彩輪郭５１２および５０８ならびに回転基準マーク５１４および５０
６に基づきそれらのデータを合わせる。
【００６６】
処置の経過が計算されている時、虹彩の像５１０に対して基準とされるように、この虹彩
の像５１０も記憶されると好ましい。その時、レーザーシステム５０４で取得したリアル
タイムの虹彩像５１８に対して合わせるために、この虹彩の像５１０はレーザーシステム
５０４で使用される。
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【００６７】
こうして、レーザーシステム５０４は虹彩の像５１８自体を使用し、波面システム５０２
は基準マーク５０６を伴う虹彩像５０８の輪郭を使用する。そして、形態システム５００
は両方を使用するので、形態システム５００と波面センサ５０２の間の最初の診断データ
を合わせることができ、切除がレーザーシステム５０４で行われる場合にはそのデータに
基づき処置の輪郭も合わせることができる。
【００６８】
これは、形態システム５００と波面システム５０２を最初に使用して診断データを取得し
、後にレーザーシステム５０４のみを使用する場合、特に有益である。基準マーク５１４
と５０６として検出される一時的な基準マークを、医療ペン等で目に付けることができる
。このマークはレーザーシステム５０４を後で使用する時に消えてしまうけれども、虹彩
の像５１０は形態システム５００により基準マーク５１４と共に取得されるので、レーザ
ーシステム５０４は取得した自分自身の虹彩像５１８を使用して処置を調整することがで
きる。
【００６９】
さらに、基準マーク自体が不要となることが可能である。波面システム５０２と形態シス
テム５００を同時に使用するか、あるいは患者の目または頭を動かさないで使用する下の
いずれかである場合、適当な回転調整が維持されると仮定され得る。次いで、波面システ
ム５０２は虹彩の輪郭５０８だけを取得する必要があり、それを形態システム５００で取
得した虹彩の輪郭５１２に関連付ける。これは、患者の目を止める、または患者の頭を固
定して、二つの診断システムを患者の頭の動かない位置に移動させて達成できる。この技
術を使用するなら、波面システム５０２と形態システム５００を使用する時に目の間の回
転調整をさらに確実にするため、後で図１３に示す帆船で示されているような、回転基準
像を使用することはさらに望ましくあり得る。
【００７０】
この配置の種々の組み合わせが可能である。図１１Ａを参照すると、形態システム５２０
は虹彩のデータ５５２を取得するが、その解析の一部として乱視の軸５２４も検出する。
次いで、波面システム５２６も波面のデータを取得するが、虹彩の像は取得しない。しか
し、円５２８で示す虹彩の輪郭を検出する。波面システムも乱視の軸５３０を検出する。
次いで、乱視のこれらの軸を使用して形態システム５２０と波面システム５２６で捕捉し
たデータを同時調整する。この技術の代替として、図１１Ｂに示すように、照明ダイオー
ドのリング５３２が波面システム５０２に装着されている。像５３４で示すこれらのダイ
オードの反射は波面システム５０２の瞳孔カメラで検出される。像５３４で検出されてい
るように、照明ダイオードリング５３２の照明位置の歪みに基づき、乱視の軸５３６が再
び捕捉されて形態システム５２０で捕捉された乱視の軸５２４に関連付けられる。これは
、形態システム５２０と波面システム５２６からのデータに同時に合わせる付加的な基礎
を与える。さらに、この場合、この乱視の軸は波面システム５２６で捕捉されたような波
面切除プロフィールによる目の全屈折誤差よりも、目の表面で生じる乱視に基づき得る。
【００７１】
他の代替としては、二つの像を重ねるシステムが挙げられる。さらに、種々の利用者のイ
ンターフェース器具は、上の述べたカーソルの位置決めおよび処置のプロフィールのソフ
トウェア回転を含めて、医者を助ける。
【００７２】
さらに、虹彩のデータあるいは他の調整データの利用は常時である必要はない。虹彩のデ
ータを初期の調整器具として使用でき、次いで、虹彩単独の位置のような、診断分析また
は屈折処置の経過の全体を通して他のより単純な調整技術を使用できる。つまり、虹彩の
データを用いて回転調整を確立することができ、次いで虹彩の輪郭を用いて処置中に並進
移動調整を維持できる。さらに、回転調整は、並進移動調整が虹彩自体の輪郭に基づき維
持されている間でも、処理能力に応じて、屈折分析または処置の全体にわたり周期的に「
スポットで検査」することができる。
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【００７３】
（患者および目の妥当性の確認）
付加的な副次的な利点として、患者が横たわり、虹彩Ｉの像（図２Ｃと５）を検出する時
に、虹彩を合致させるアルゴリズムは実際の虹彩の像２０６を合致させるため並進移動、
倍率変更、回転および傾きを決定し得るだけでなく、処置されている目Ｅの妥当性も立証
できる。従って、虹彩合致アルゴリズムは特別なレーザー処置が実際に別の患者よりむし
ろこの患者に適当な処置であることを保証するフェイル－セーフ機構として働く。同様に
、このアルゴリズムは一人の患者の二つの虹彩が異なった特徴を持っていても、適当な目
Ｅに処置を施すことを保証するフェイル－セーフ機構として働く。これらのフェイル－セ
ーフ機構は、診断情報を第一の位置で取得し、処置を第二の位置で展開し、この処置を次
に第三の位置で加える、分配されたシステムで特に有益である。このシステムは虹彩の特
徴を合わせることができないなら、警報を出す。
【００７４】
レーザーシステム１０６の狙いと同じように、カメラ１５４からの虹彩の像の上に重なっ
た虹彩の像のデータ１４８を伴うディスプレイを用いて、妥当性の確認を自動的または手
動的に行える。
【００７５】
（波面センサ）
図１２を参照すると、好ましい波面センサ３００のブロック図が示してある。この波面セ
ンサ３００は、考え方ではウイリアムズの波面センサと類似するが、虹彩のデータを受容
するため、および目の波面収差を求めるのに使用するセンサへの光スポットの焦点を先鋭
化するために特に有益となる特定の特徴を含む。一般に、波面センサ３００は目の網膜上
に光（典型的にはレーザー）を集束させる、あるいは走査し、次いで目の水晶体および角
膜光学系により戻る（つまり網膜から後方散乱した）光を分析し、小レンズ（ｌｅｎｓｌ
ｅｔ）アレイにより結像させる。目の光学系の光収差に基づき、このシステムは、戻る光
から全波面収差の分析を進める。一般に、この分析を実施するため、戻った光は小レンズ
カメラのセンサ上でこの小レンズカメラで形成される実体のない像となる。これらの像か
ら、波面センサは正視あるいはほぼ正視の視力を生む目の光学系にどんな矯正が必要であ
るかの波面収差マップを開発する。
【００７６】
患者の目Ｅに正しく向けるため、図１２に示す６６０ナノメータの二つのレーザーダイオ
ード３０２を目Ｅに対して角度を付けて調整する。これらのレーザーダイオード３０２か
らの患者の目Ｅの上の点が、波面センサ３００（あるいは１０２）、レーザーダイオード
３０２（あるいはビームを指向させる光学系）の出力ビーム、患者等を適当に調整して一
つの点になると、目Ｅは波面センサ３００（あるいは１０２）から正確な焦点距離、ある
いはほぼ正確な焦点距離に位置決めされる。あるいは、目Ｅの虹彩の像を視力的に眺めて
波面センサ３００からの正しい焦点距離を見付けて医者、技術者あるいは他の健康管理作
業者が患者の目Ｅを正しい向きにして目Ｅ上の全体露光を減らすことができる。この場合
、レーザーダイオード３０２は必要ない。光源、つまり目の照明部３０４は、以下に議論
する瞳孔カメラ３２８に光を与える。
【００７７】
目Ｅが正しい向きにされると、眼は光源３０６（例えば　７８０　ナノメートルの出力レ
ーザーダイオードのようなレーザーダイオード）から目Ｅに向かう光路に沿って光を受光
する。好ましくは、レーザーダイオード３０６は一つの出力より多い出力構成（即ち、二
出力モードまたは多出力モード）を有する。つまり、少なくとも一つの低出力のものが、
調整と初期集束のためにあり、少なくとも一つの高出力のものが、以下に議論するセンサ
（例えば、小レンズカメラ）３１２内で多スポット像を発生するためにある。例えば、典
型的な低出力と高出力はそれぞれ０．５μＷと３０μＷである。これらの出力は、レーザ
ーダイオード３０６が高出力にどれだけ長く維持されているかのような多くの要因に依存
する。
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【００７８】
レーザーダイオード３０６からのビームの一部は、先ずビームスプリッタ３０８（例えば
、透過率８０％、反射率２０％）から反射する。反射したビームは偏光ビームスプリッタ
３１０を通過する。このビームスプリッタは、以下で議論するように、最終的に小レンズ
カメラ３１２で検出される目の網膜から後方反射した光のＳＮ比（あるいは信号強度）を
究極的に改善する。ビームスプリッタ３１０はレーザーダイオード３０６から受け取った
光を偏光し、一般に一方向に直線偏光した光を通し、この方向に偏光していない光を反射
する。次いで、偏光した光はトロンボーン式のプリズム３１４を通過する。このプリズム
はレーザーダイオード３０６から目Ｅの網膜上への光の集束を調整するために使用される
。その点で網膜に入射した光から小レンズのアレイ上に後方散乱した光も正確にもしくは
ほぼ正確に集束される。トロンボーンプリズム３１４からの光は鏡３１６で反射し、ビー
ムスプリッタ３１８（例えば、反射率　２０　％，透過率　８０　％）を通過し、次いで
λ／４波長板３２０を通過する。このλ／４波長板３２０は直線偏光している光からほぼ
円偏光している光を発生するような向きにされている。この重要性は、目Ｅから偏光ビー
ムスプリッタ３１０へ戻る後方散乱光（「戻り光」）の以下の議論で理解される。
【００７９】
λ／４波長板３２０を通過した後、光は次に目Ｅの網膜の上に集束する。この光は網膜か
ら後方散乱または反射する。そして、網膜上の後方散乱した光のスポットは次に、水晶体
や角膜のような目Ｅの光学器官を経由して戻る。戻りの経路では、円偏光した像の光が再
び波長板３２０により遅延され、上で議論したように、波長板３２０への第一通路上に形
成された入来直線偏光の光に垂直に直線偏光した光が生じる。垂直に偏光した光の一部は
次にビームスプリッタ３１８を通過し、鏡３１６で反射し、プリズム３１４を逆に通過し
、偏光ビームスプリッタ３１０に戻る。この点で、全ての光または大部分の光が垂直に偏
光し、従って偏光ビームスプリッタ３１０によりほぼ反射され、次に鏡３２２で反射して
小レンズの結像カメラ３１２に入射する。戻る光を一部調節カメラ３２３に入れるため、
以下でさらに議論するように、波長板３２０を最適な向きから傾けるおよび／または回転
させる（例えば、約５度だけ回転させる）ことができる。この態様では、調節カメラ３２
３で受光された光は戻りの光に対してほぼ垂直に偏光する。波長板３２０をその最適位置
から傾けてまたは回転させて戻りの光を調節カメラ３２３に入れる以外の他の方式は、波
面センサ３００（あるいは１０２）の光路や光学部品に対する変化を含めて、考えられる
もので、この発明の範囲内に含まれる。例えば、鏡３２２の代わりに、液晶装置のような
、透過率と反射率を制御できる装置もあり得る。また、制御可能なデバイスで透過させた
戻りの光の一部を受光するため、調節カメラや何らかの集束光学系を設置してもよい。そ
のような態様では、ビームスプリッタ３０８は不要で、制御可能なデバイスで受光した光
は戻りの光の偏光とほぼ同じかまたは平行な偏光を有している。
【００８０】
小レンズカメラ３１２は、小レンズのアレイ３２４を含む、Ｐｕｌｎｉｘで製造されてい
るＴＭ－９７０１のような電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラであると好ましい。もっとも、
他のタイプのカメラおよび小レンズのアレイ３２４に似た他のサンプリング光学系（カメ
ラから分離した光学系を含む）を使用することもできる。例えば、Ｓｏｎｙ　Ｃｏｒｐｏ
ｒａｔｉｏｎによるＩＣＸ０３９ＤＬＡカメラは、小レンズカメラ３１２と瞳孔カメラ３
２８の両方に対して使用できる。小レンズアレイ３２４は鏡３２２で反射した戻りの光か
ら小レンズカメラ３１２の受光素子（例えば、ＣＣＤアレイ）の上に実体のない像を形成
する。波長板３２０は望ましくない後方散乱光または迷光の量を減らし、信号強度または
実体のない像のコントラストを改善することを補助し得る。小レンズアレイ３２４は目Ｅ
の光学器官を最初に通過した光の個々の部分を集束するので、目Ｅの屈折性波面収差の効
果を、ウイリアムズに開示されているのと同じように求めることができる。これに関して
、目Ｅの波面収差、従ってフェーズエラー（ｐｈａｓｅ　ｅｒｒｏｒ）を一度求めれば、
それらを角膜組織の除去に要求される切除の輪郭に変換でき、目Ｅのパラメータ（例えば
、目Ｅの器官の屈折率および／または他のパラメータ）を適当に考慮して視力を矯正また
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は改善できる。適当な輪郭を決める１つの技術は、尺度を変えたデータが患者の角膜から
除去するのに必要な組織の量に大体一致するように波面データの倍率を単に変えることで
ある。次いで、レーザーシステムは患者の角膜からその輪郭の組織を除去できる。波面セ
ンサのデータを取り込んでいる間に目Ｅの向きの調整を助けるため目Ｅ上のマークを使用
することができる。
【００８１】
好ましくは、小レンズアレイ３２４は、Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ａｓｓｏｃｉ
ａｔｅｓ，Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄにより製造されている０６００－４０－Ｓのような
、それぞれ６００平方ミクロンの約２５×２５の小レンズのアレイである。この小レンズ
の寸法は前記の第５，７７７，７１９号特許に記載されている小レンズの寸法および他の
システム内のものより小さく、以下に議論されるべき波面センサ３００の部品により与え
られる小レンズカメラ３１２に対する光強度が増加するので可能になる。図１２に示す波
面センサ３００の光路にも、照明、結像および集束光学系に典型的であり、明確にするた
め省いた他の可能な光学部品も表し得るレンズ３２６（例えば４つのレンズ）と（ビーム
の大きさを変える）仕切板または開口３２７を含み得る。例えば、本発明の１つの実施形
態では、トロンボーン集束プリズム３１４の周りのレンズ３２６の一つまたは両方の焦点
距離を可変して、恐らく短くして、小レンズアレイ３２４に入るより小さいビーム幅を受
入れできる。別の実施形態では、波面センサ３００（または１０２）を用いて行い得る可
能な光屈折測定の範囲を、例えばレーザー３０６の前のレンズ３２６を適当に選択して変
化させて、一般な集団または患者の選択された集団における弱視の自然分布を調整できる
。これを行う一つの方法は、レーザービームがもはや平行にならないようにレーザーダイ
オード３０６の前にレンズ３２６（例えば、－５ジオプトリーのレンズ）を置くことであ
る。これは波面センサ３００（あるいは１０２）で患者の目を調べるのに使用できるジオ
プターにおけるオフセットを与える。制限のない例では、当業者に理解されるように、光
屈折の範囲は対称設計では対称の－８～＋８のジオプトリーから非対称設計では非対称の
－１３～＋３ジオプトリーに修正できる。これは、トロンボーン集束レンズ３１４（ある
いは他の同調デバイス）の寸法および／または光学系のパラメータを変更することなく行
い得る。
【００８２】
レンズ３２６の位置に対する代わりに、レンズ３３８を小レンズカメラ３１２への経路に
移動させることができる。小レンズカメラ３１２への経路内の多数の個所を使用して捕捉
する波面センサ３００の全範囲を調節できる。位置の中へあるいは位置の外へ移動できる
どちらかのレンズ３２６または３３８を使用して、トロンボーンに必要な「投入」の長さ
が短くなることが分かる。さらに、レーザーダイオード３０６は典型的にそれ自体に何ら
かの固有な「非点収差」を持っている。これは患者の目Ｅに典型的に見られる乱視で調整
でき、再び波面センサ３００の全範囲を増加させる。具体的には、そのような非点収差は
患者の乱視が見られるので「規則で持って」調整され、小レンズカメラ３１２および対応
する波面センサ３００ソフトウェアはもっと広い範囲の決定できる非点収差を与えるよう
なこの固有な乱視を計算に入れることができる。
【００８３】
瞳孔カメラ３２８が、ビームスプリッタ３１８から反射した光（の例えば２０％）を受光
するように示してある。この瞳孔カメラ３２８は調整技術の議論で以下に議論する制御シ
ステム１５６に似たまたは同じ制御システム（図示せず）を経由して虹彩の像１３６に対
する虹彩像のデータ１３２を主に提供する。比較のため、小カメラ３１２からのデータを
処理して、最終的に収差のデータとして提供する。
【００８４】
瞳孔カメラ３２８は目Ｅとトロンボーン集束プリズム３１４の間の光路内に置かれている
。このプリズムにより、網膜の上に集束させるシステムの残りの物の焦点距離に変化があ
っても、瞳孔カメラ３２８は目Ｅの瞳孔と虹彩上に焦点を合わせる。従って、瞳孔カメラ
３２８は目Ｅの深さおよび網膜から虹彩までの対応する距離に無関係に目Ｅの表面の鮮明
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な像を撮影できる。
【００８５】
（固定ターゲット）
波面センサ３００（および１０２）はまた、図１０に示すように、固定ターゲット３３４
として使用する像を用いる。固定ターゲット３３４は光源３３６で照明され、患者を固定
させて焦点を合わせ、調節カメラ３２３はプリズム３１４により網膜に焦点合わせされる
。固定ターゲット３３４は小レンズアレイ３２４からの実体のない像がトロンボーン光学
系３１４を調節して小レンズカメラ３１２のセンサ上に焦点合わせされる時に有用である
。このシステムは固定ターゲット３３４に対する像を与えるのに有利であり、この限定し
ない例は図１０に示す水面上の帆船であり、単なる固定点ではない。固定ターゲット３３
４は目Ｅおよび患者の脳に、焦点合わせする絵のようなあるいは実際の絵の像またはシー
ン－目Ｅで実際に眺める何らかの物体またはシーン－を与える。絵のような像で目を慣ら
すことは典型的に一点に焦点を合わせることよりも達成することが容易である。固定ター
ゲットの像により目Ｅは、あたかも像が遠くになったかのように、無限遠に焦点を合わせ
る。これは実体のない像に焦点を合わせるまたは波面センサのデータを取得する間に目Ｅ
の順応もしくは回転の効果をなくするまたは減らすのに助けになり得る。換言すれば、固
定ターゲットの像は目Ｅが無限遠より近くに焦点を合わせることを防止する、または或る
程度防止することを助ける。
【００８６】
固定ターゲットの像は目Ｅを「正規」の回転位置へ回転させるので、診断分析での回転誤
差を最小にする。こうして、固定ターゲット３３４を用いて、基準の回転枠を目Ｅに対し
て決めることができる。目Ｅの焦点を無限に合わせて眺める図１０の帆船のような非対称
な像は、頭が僅かに動いても、目Ｅが固定ターゲット３３４に対して正規のまたは所定の
回転位置を保つことを助けるのに好ましい。固定ターゲット３３４を使用して、上に説明
したような目Ｅの虹彩の認識、配置、調整に関連して目Ｅの回転位置を調節することもで
きる。類似の像をこの発明による他の構成要素、診断と処置の両方に使用して、順応また
は回転の問題を無くすまたは減らすことができる。
【００８７】
波面センサ３００（または１０２）に装備される構成要素に替えるため種々のタイプの構
成要素を使用でき、本発明の他の実施形態を形成するのに種々の光学配置が可能であるこ
とは、この開示内容の利益を保持する当業者によって理解される。例えば、強い強度の平
行光源、例えば低出力と高出力の多重光源をレーザーダイオード３０６と置き換えること
ができる。調節カメラ３２３を代わりに鏡３２２の経路に置いてもよく、小レンズカメラ
３１２の小レンズアレイ３２４には、要求により、あるいは設計に従い、より多くのある
いはより少ない小レンズがあってもよい。さらに、これらの要素の全てを一般にマイクロ
コンピュータのような制御システムで制御されることが当業者に理解される。本発明の範
囲と趣旨内で広範な種々の他の配置が可能である。
【００８８】
（結論）
本発明の今までの開示と説明は、図解的であり、説明のためのものである。また、図示し
た装置や配置および操作方法の詳細の種々の変更は、本発明の趣旨から逸脱することなく
行える。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、虹彩の像データの取得および次のレーザー処置のためのこれらのデー
タの使用を説明する流れ図である。
【図２Ａ】　図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃは、屈折特性データに関連する虹彩データの取得、
そのデータに基づく処置の発生、およびレーザー手術を行うための虹彩の像と関連しての
この処置データの使用を示すブロック流れ図である。
【図２Ｂ】　図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃは、屈折特性データに関連する虹彩データの取得、
そのデータに基づく処置の発生、およびレーザー手術を行うための虹彩の像と関連しての
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この処置データの使用を示すブロック流れ図である。
【図２Ｃ】　図２Ａ、２Ｂおよび２Ｃは、屈折特性データに関連する虹彩データの取得、
そのデータに基づく処置の発生、およびレーザー手術を行うための虹彩の像と関連しての
この処置データの使用を示すブロック流れ図である。
【図３】　図３は、波面データからおよび表面形態データから行う組み合わせ切除プロフ
ィールを示す図である。
【図４】　図４は、一つの目およびこの目の特有な屈折特性を求めるために使用される付
属診断器具の切取図である。
【図５】　図５は、本発明によるシステムおよび方法で特有な虹彩データとして使用でき
る目の種々の特徴を示す図面である。
【図５Ａ】　図５Ａは、本発明の一実施形態によるマーカーを示す、図５に似た目の図面
である。
【図６】　図６は、本発明によって所望の処置を実際の処置に移すための、記憶されてい
る虹彩データおよび結像されている虹彩データの使用を示す流れ図である。
【図７】　図７は、処置を整えるために記憶されている虹彩データを使用する、代替の技
術を示す流れ図である。
【図８】　図８Ａと８Ｂは、図７の技術を示す表示像である。
【図９】　図９Ａと９Ｂは、本発明によるレーザー調整ビーム／結像システム調整技術を
示す図面である。
【図１０】　図１０は、本発明による代わりの調整技術を示す図である。
【図１１Ａ】　図１１Ａは、本発明による調整技術を更に洗練化したものである。
【図１１Ｂ】　図１１Ｂは、本発明による調整技術を更に洗練化したものである。
【図１２】　図１２は、本発明によるシステムで使用するための波面センサのブロック図
である。
【図１３】　図１３は、図１２の波面センサで使用するための例示的な固定像の図面であ
る。
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