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(57)【要約】
動きの影響を低減しつつ光コヒーレンス・トモグラフィ
ー（ＯＣＴ）測定データを効率的に取得するシステムお
よび方法が提供される。本発明の一実施形態は、ＯＣＴ
データ・セットの収集中に存在する動きの量をＯＣＴデ
ータと同時に収集される眼球の画像に基づいて決定する
こと、眼球の動きの量が所定の閾値を超えていると決定
された場合に前記ＯＣＴデータの選択部分を再収集する
ことを包む。本発明の追加的態様は、追跡のために利用
できる画像の品質に基づいてシステム中の追跡機能を起
動または停止すること、患者の前の検査中に収集された
画像に基づいて追跡して同一場所での走査の繰り返しを
可能にすることを含む。本発明の別の実施形態は、ＯＣ
Ｔデータから構築される眼球のモデルとの比較に基づい
てデータの軸方向すなわちｚ方向の動きの影響を低減す
ることを含む。この方法はＯＣＴ画像中の鏡像アーチフ
ァクトの存在を低減するために使用し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の眼球からの測定データ中の動きの影響を低減する方法であって、
　測定システムを使用して前記患者の眼球にわたって複数の位置の測定データを収集する
ステップと、
　前記測定システムとは別の眼底撮像システムを使用して、各測定が対応する画像フレー
ムを有するように前記患者の網膜の画像を同時に収集するステップと、
　各画像フレームを基準画像フレームと比較して、前記測定データの収集中に発生した眼
球の動きの量を決定するステップと、
　一つ又は複数の位置に関する決定された眼球の動きの量が、所定の閾値を超えた場合に
、差し替え測定データを収集するステップであって、収集される前記差し替え測定データ
の場所は、前記決定された眼球の動きの量を補償するように調整されている、前記差し替
え測定データを収集するステップと、
　前記測定データから画像を生成するステップと、
　前記画像を格納または表示するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記測定データは、光コヒーレンス・トモグラフィー・システムを使用して収集された
ものである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　差し替え測定データを収集するか否か決定するために前記画像フレームが比較されてい
る間に、測定データが収集され続けている、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記測定データは、前記患者の眼球の網膜にわたり収集されたものである、請求項２に
記載の方法。
【請求項５】
　前記比較するステップに先立ち、各画像フレームの品質を評価するステップをさらに含
む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　画像フレームの品質が、基準フレームの品質を超える場合に、将来の比較のための基準
フレームとして、その画像フレームを使用するステップをさらに含む、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　前記画像フレームの品質は、前記画像の強度及び前記画像の焦点のうちの一方または両
方を分析することにより評価されている、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記画像フレームの品質が、所定の閾値を下回った場合に、前記比較するステップおよ
び前記収集するステップを無効にするステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記画像フレームの品質を評価して、基準フレームを決定し、並びに前記比較するステ
ップおよび差し替えデータを収集するステップを有効にするステップをさらに含む、請求
項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記画像フレームの品質の表示子をユーザに表示するステップをさらに含む、請求項２
に記載の方法。
【請求項１１】
　有意な眼球の動きが検知された場合に、後続の測定のための基準フレームとして画像フ
レームを使用するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　前記網膜の画像は、ライン・スキャン撮像装置を使用して収集されたものである、請求
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項２に記載の方法。
【請求項１３】
　前記網膜の画像は、共焦点走査レーザ検眼鏡を使用して収集されたものである、請求項
２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記所定の閾値は、ユーザにより定義されたものである、請求項２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記所定の閾値は、前記眼球の場所により異なっている、請求項２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記所定の閾値は、測定取得時刻により異なっている、請求項２に記載の方法。
【請求項１７】
　合計取得時間が、所定の時間長を超えた場合に、新しい差し替えデータを収集すること
なく前記測定の残りを完了するステップをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１８】
　特定の位置において差し替え測定データを収集するか否か決定する際に、特定の位置に
おける前記画像フレームに加えて、後続の測定からの画像フレームを比較するステップを
さらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１９】
　前記比較することは、前記画像フレームおよび基準フレーム中に現れる特徴に基づいて
行われている、請求項２に記載の方法。
【請求項２０】
　前記比較のために選択される最良の特徴は、適応的に学習されている、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記画像フレームの品質の表示子をユーザに表示するステップをさらに含む、請求項５
に記載の方法。
【請求項２２】
　前記基準画像は、前記患者について先行検査または先行調査から収集されたものである
、請求項２に記載の方法。
【請求項２３】
　前の調査において収集された基準フレームを現在の調査において収集された基準フレー
ムと比較するステップと、
　現在の調査からの基準フレームと前記画像フレームとの間の対応を使用して、走査され
るべき複数の位置を決定し、結果のＯＣＴ測定データが、前の調査において収集された一
連のＯＣＴ測定データと同じ位置において収集されるようにするステップと
をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記比較は、前記画像フレーム及び基準フレームの一部分について行われている、請求
項２に記載の方法。
【請求項２５】
　患者の眼球からの光コヒーレンス・トモグラフィー（ＯＣＴ）データ中の軸方向の動き
の影響を低減する方法であって、
　ＯＣＴデータ中に存在する特徴または目印に基づいて、受け入れ可能な軸方向位置の所
定の範囲を設定するステップと、
　ＯＣＴシステムを使用して、前記患者の眼球にわたって複数の位置のＯＣＴ測定データ
を収集するステップと、
　収集された前記ＯＣＴデータ中の特徴を分析して、収集された前記ＯＣＴデータが、軸
方向の動きを決定するための軸方向位置の前記所定の範囲内に属するか否かを決定するス
テップと、
　前記軸方向位置が、所定の受け入れ可能な軸方向範囲内に属しない場合に差し替えＯＣ
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Ｔデータを収集するステップであって、収集された前記差し替えＯＣＴデータの位置は、
決定された前記軸方向の動きを補償するように調整されている、前記差し替えＯＣＴデー
タを収集するステップと、
　前記測定データから画像を生成するステップと
　前記画像を格納または表示するステップと
を含む方法。
【請求項２６】
　前記調整は、前記ＯＣＴシステムの１つのアームの経路長を変更することにより行われ
ている、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記受け入れ可能な軸方向位置の範囲は、前記眼球のモデルを使用して決定されている
、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記眼球のモデルは、３回以上のＢスキャンを使用して作成されている、請求項２７に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記眼球のモデルは、組織の最上部位置、前記組織の最下部位置、および前記組織の質
量中心位置のうちの一つ又は複数を使用して作成されている、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記モデルは、前記患者の前の検査で記録されたデータから作成されている、請求項２
８に記載の方法。
【請求項３１】
　前記ＯＣＴデータは、前記眼球の後部領域について収集されたものである、請求項２５
に記載の方法。
【請求項３２】
　前記ＯＣＴデータは、前記眼球の網膜について収集されたものである、請求項２５に記
載の方法。
【請求項３３】
　動きの低減された測定データを取得するシステムであって、
　患者の網膜にわたって複数の位置において測定データを収集する測定システムと、
　各測定が対応する画像フレームを有するように、前記患者の網膜の画像を収集する撮像
システムと、
　各画像フレームを基準画像フレームと比較して、眼球の動きを決定し、前記比較により
決定された特定の位置における眼球の動きが、所定の閾値を超える場合に、前記特定の位
置において新しい差し替え測定データを収集するように前記測定システムを制御する処理
装置と
を備えるシステム。
【請求項３４】
　前記測定システムは、光コヒーレンス・トモグラフィー（ＯＣＴ）システムである、請
求項３３に記載のシステム。
【請求項３５】
　差し替え測定データの収集が必要であるか否かを前記処理装置が決定している間、前記
ＯＣＴシステムは、測定データの収集を継続する、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記画像フレームを基準フレームと比較する前に、前記処理装置は、前記画像フレーム
の品質を評価する、請求項３４に記載のシステム。
【請求項３７】
　ユーザの画像品質の表示子を表示するための表示装置をさらに備える、請求項３６に記
載のシステム。
【請求項３８】
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　前記所定の閾値は、ユーザにより設定されたものである、請求項３３に記載のシステム
。
【請求項３９】
　患者の眼球からのＯＣＴ測定データ中の鏡像を除去する方法であって、
　前記患者の眼球にわたって、複数の位置においてＯＣＴ測定データを収集するステップ
と、
　前記データの軸方向および横方向次元の強度勾配に基づいて前記ＯＣＴ測定データの特
性メトリックを決定するステップと、
　前記メトリックが所定の値を超えたときに、差し替えＯＣＴ測定データを収集するステ
ップと、
　前記測定データからＯＣＴ画像を生成するステップと、
　前記画像を格納または表示するステップと
を含む方法。
【請求項４０】
　前記所定の値は、一群のＯＣＴデータから決定されている、請求項３９に記載の方法。
【請求項４１】
　患者の眼球からのＯＣＴ測定データ中の動きの影響を低減する方法であって、
　軸方向の眼球の動きが最小となるように充分短い期間中に患者の眼球にわたって複数の
場所においてＯＣＴ測定データの第１の組を収集するステップと、
　前記ＯＣＴ測定データの第１の組を使用して、前記測定データ中の特徴の曲率および軸
方向位置を反映する前記眼球のモデルを作成するステップと、
　ＯＣＴ測定システムを使用して患者の眼球にわたって複数の場所においてＯＣＴ測定デ
ータの第２の組を収集するステップであって、前記第２の組中の場所の個数は、前記第１
の組中の場所の個数より大きい、前記ＯＣＴ測定データの第２の組を収集するステップと
、
　前記ＯＣＴ測定データの第２の組の特徴の曲率および軸方向位置を、前記モデル中の特
徴の曲率および軸方向位置と比較して、前記ＯＣＴ測定データの第２の組の収集中に発生
した眼球の動きの量を決定するステップと、
　決定された前記眼球の動きの量が所定の閾値を超えた場合に、差し替えＯＣＴ測定デー
タを収集するステップと、
　前記測定データから画像を生成するステップと、
　前記画像を格納または表示するステップと
を含む方法。
【請求項４２】
　前記方法が、前記ＯＣＴ測定データから鏡像アーチファクトを除去するために使用され
る、請求項４１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の一つ又は複数の実施形態は、一般的には眼球診断システムにおけるデータ取得
の改善に関する。具体的には収集データ中の眼球の動きの影響を低減すること、およびそ
れを効率的な方法で行うことが本発明の目的である。
【背景技術】
【０００２】
　患者の網膜の測定結果のマップを作成する有益な走査眼球診断装置が存在する。これは
、光コヒーレンス・トモグラフィー（ＯＣＴ：ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔ
ｏｍｏｇｒａｐｈｙ）および走査型レーザ偏光分析法（ＳＬＰ：ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｌａ
ｓｅｒ　ｐｏｌａｒｉｍｅｔｒｙ）などの種々の画像診断法を使用して達成される。これ
らの２つの商用装置の例は、両方ともカール・ツァイス・メディック株式会社（Ｃａｒｌ
　Ｚｅｉｓｓ　Ｍｅｄｉｔｅｃ，　Ｉｎｃ．）（カリフォルニア州ダブリン（Ｄｕｂｌｉ
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ｎ））により製造・販売されているＳｔｒａｔｕｓ　ＯＣＴおよびＧＤｘである。有用な
マップを作成するために要する時間（通常数秒）中に、患者の凝視がずれて網膜画像が眼
科装置の視点から移動することがある。眼球の動きを追跡・補正するために網膜追跡が行
われてきた。この場合、走査ビームを調整して動きを補償し、最適眼球位置からのデータ
を収集する。たとえば、安定化されたＯＣＴ画像を与えるために結像経路中において追跡
ビームおよび移動反射鏡を使用することにより網膜の見掛け上の動きを検知するシステム
が記述されている（たとえば、特許文献１、特許文献２、および特許文献３参照）。また
、特許文献４は、眼球の位置を監視し、ＯＣＴスキャナーに補正を適用するライン・スキ
ャン検眼鏡の使用について記述している。ＧＤｘ装置は、別の方法を用いる。網膜画像を
安定化する代わりに、ＧＤｘは、それぞれ異なる照明偏光により撮像される３２個の連続
網膜画像を記録して偏光マップを作成する。
【０００３】
　しかしながら、追跡にせよ、記録にせよ、一部の測定データを利用不能にする状況が存
在する。動きがあったと追跡装置が判定する前に動きまたは瞬きがあった場合、その時点
までに収集されたデータは動きアーチファクトを含み、したがって測定および診断の目的
には利用できない可能性が高い。患者が凝視を衝動的な動きで急速に移動させた場合、追
跡装置が補償する機会を有する前に収集されたデータは、網膜上の誤った位置において測
定されることとなる。上述した方法は、この欠落データ問題に対処していない。たとえば
、特許文献４において記述されている方法は、ライン・スキャン撮像装置を使用して網膜
の動きを監視する。ライン・スキャン撮像装置からの画像データの各ラインを基準画像と
比較してＯＣＴ画像の補正のために利用できる被写体の変位を見出す。これには、衝動的
な動きのような大幅かつ急激な運動運に対処できないという限界がある。また、上述した
方法のいずれも軸方向沿いの被写体の運動に対処しない。
【０００４】
　先行技術の追跡システムは、網膜画像が満足の行く程度に安定している間に十分なデー
タが収集できるまで１ラインのＯＣＴ測定シーケンスを繰り返すが、走査を継続せず、動
きがあったと判定し、その後眼球の動きのために失われたデータを取り戻すために逆戻り
する。また、先行技術の装置は、ユーザに追跡を制御する方法および可能なかぎり短い時
間内に効率的にデータを得る方法を提供しない。現在の追跡装置に関する別の懸念は、眼
球が不安定である場合に追跡装置がデータ再取得を続けるために、追跡しない場合に比べ
て収集時間がかなり長いことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６７３６５０８号明細書
【特許文献２】米国特許第６７２６３２５号明細書
【特許文献３】米国特許第６３２５５１２号明細書
【特許文献４】米国特許第７８０５００９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、前記において明らかにした限界を克服する網膜追跡のシステムおよび方法
を提供することが本発明の目的の一つである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一つ又は複数の実施形態は、先行技術に関する上述のニーズを一つ又は複数満
たす。特に、本発明の一実施形態は、以下の要素を使用して動きのあるときにデータを効
率的に取得するシステムおよび方法を提供する：
１）眼科測定値を収集する測定システム
２）動きを分析するために追跡システムにより使用される眼球の画像を生成する撮像シス
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テム
３）（１）と（２）の間の同期メカニズム
４）眼球の画像を分析してその品質が追跡目的のために十分であるか否か決定する品質監
視システム。このシステムは、さらに、次に説明する追跡システムのための基準画像とし
て使用する最適画像を選択するのに役立つ。
５）基準の画像またはフレームとの比較に基づいて眼球が動いたか否か決定できる追跡シ
ステム。この追跡システムは、ｘ、ｙ、ｚのいずれかまたはすべての次元の動きを検知で
きる。
６）追跡システムおよび測定システムからの入力およびその他のいくつかの所定の基準に
基づいて、取得されたデータが受け入れ可能であるか否か決定する決定システム。それが
受け入れ可能である場合、当該測定データは保持される。そうでない場合、決定システム
は、測定システムに対し測定に戻り、必要に応じて動きを補償するために計算されたオフ
セットを使用してデータを再走査するよう指示する。
７）関連情報をユーザに表示し、かつ、必要に応じて種々のシステムへのユーザからの入
力を得るユーザ・インターフェース・システム。
【０００８】
　本発明の重要な態様は、追跡目的のための眼球の画像の品質を決定する方法を含む。こ
の品質決定を使用して追跡を開始かつ終了できる。また、この品質決定を連続的に監視し
て適切な基準フレームが利用可能になった時期を把握することができる。これは、追跡目
的のための最適基準フレームを選択することを保証する。最適フレームは、現在または前
の検査から得ることができ、前の測定と同じ場所における走査を繰り返す可能性を与える
。本発明の別の重要な態様は、決定システムである。それは、逆戻りしてシステムへの種
々の入力に基づいて測定データを再走査する時期または走査が所定の時間を超過した場合
にデータ収集を継続するべきときを決定する能力を与える。さらに、本発明は、軸方向の
動きを追跡する方法を与える。
【０００９】
　本発明の種々の実施形態は、当業者により推測され得る。また、種々の実施形態は、本
発明の範囲内に属するために必ずしも上述の要素のすべてを要さない。詳細説明は眼球の
後部の網膜に集中しているが、本発明の態様は、前部を含む眼球の他の領域に適用され得
る。当然のことながら、前記の一般的記述および今後の詳細記述はもっぱら例示的説明で
あり、特許請求される本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態の重要な構成要素のブロック・ダイアグラムである。
【図２】本発明の一実施形態において使用することができる特定の測定・撮像システム組
み合わせを示す図である。
【図３】種々の品質の一連の眼底画像および本発明の一態様により決定されるそれらの対
応する品質メトリックを示す図である。
【図４】本発明の初期設定段階および追跡段階の手順を示す図である。
【図５】軸方向すなわち深さ方向の動きの影響の低減を目指す本発明の一実施形態の重要
な構成要素のブロック・ダイアグラムである。
【図６】眼球の軸方向構造のモデルおよびそれを利用してその後のＢスキャンの位置決め
を検証する方法を示す図である。
【図７】本発明において使用される空間的に変化する精度パラメータの概念を示す図であ
る。
【図８】本発明の重要な態様およびそれらの表示方法と装置ユーザによる制御方法を表示
するサンプル・インターフェースである。
【図９】追跡システムのパラメータに関するユーザ入力を与えるユーザ・インターフェー
スの追加構成要素である。
【図１０】眼球の動きを追跡せずに測定データを収集した場合の撮像システムからの眼底
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画像に重ねられたＯＣＴ測定データから生成されたＯＣＴ眼底画像を示す図である。
【図１１】眼球の動きを追跡しながら測定データを収集した場合の撮像システムからの眼
底画像に重ねられたＯＣＴ測定データから生成されたＯＣＴ眼底画像を示す図である。
【図１２】（ａ）は、患者の動きがあり、かつ、軸方向の追跡を行わなかった場合に生じ
得る鏡像ＯＣＴデータを示す図であり、（ｂ）は、軸方向追跡を行って得たＯＣＴデータ
を示す図である。これにより、より高い品質および生理学的に有意義な画像がもたらされ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図１は、本発明の１つの可能な実現の重要な構成要素のブロック・ダイアグラムを示す
。図の構成要素のそれぞれについて以下において詳しく説明する。
測定システム
　測定システム１０１は、光コヒーレンス・トモグラフィー（ＯＣＴ：Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）、偏光分析法またはマイクロ視野計測を含
むがそれらに限られな、眼球１０７のいくつかの構造的または機能的特性を測定する任意
のシステムとすることができる。
眼底撮像システム
　眼底撮像システム１０２は、追跡システムにより動きを検知するために使用できる眼球
１０７の画像を生成する任意のシステムとすることができる。たとえば、眼底画像は反射
撮像または血管造影により生成され、同時に単一または複数の点を収集することができる
。眼底画像は、続けざまに収集され、追跡において使用する一連の画像を与えることが理
想的である。特定の眼底画像が追跡目的のために適するか否か決定する方法について以下
において詳しく説明する。本出願において記述される方法は、ラインまたはスポット走査
検眼鏡の場合に可能であるように、眼底撮像システムにより生成される部分画像と全面画
像の両方に適用することができる。
【００１２】
　眼底撮像システムと測定システムとは同期されるので、任意の測定データにより対応す
る眼底画像を確認することができる。測定データは、眼底画像あたり１つに制約されず、
事実それは、１つの眼底画像に対応する複数の測定結果とすることができる（たとえば、
多重ＯＣＴ　Ｂスキャン）。
【００１３】
　本出願において記述される発明された方法を使用する特定の測定－眼底撮像システム組
み合わせは、ＯＣＴスキャナーと、参照により本出願に含まれている米国特許第７，８０
５，００９号明細書において記述され、図２に示されているライン走査検眼鏡（ＬＳＯ：
ｌｉｎｅ－ｓｃａｎ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）を組み合わせる。上述したように
、この撮像装置は、共焦点走査レーザ検眼鏡（ｃＳＬＯ：ｃｏｎｆｏｃａｌ　ｓｃａｎｎ
ｉｎｇ　ｌａｓｅｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）、眼底カメラ、ＬＳＯ、またはＯ
ＣＴシステムを含むがそれらに限られない、眼球の画像を撮影できる任意の撮像システム
とすることができる。
【００１４】
　ＬＳＯ光源２０１からの光は、円柱レンズ２０２およびビームスプリッター２０３によ
り走査ミラー２０４に送られる。円柱レンズ２０２および走査レンズ２０５は、網膜画像
面２０６において照明ラインを生成し、次に接眼レンズ２０７およびヒト眼球光学機構２
００は、この照明ラインを網膜２１０上に再結像する。走査ミラー２０４の回転につれて
この照明ラインは、網膜の上で掃引される。網膜から反射された光は、ＬＳＯ照明光の経
路をほぼ逆にたどる。反射された光はＬＳＯ走査ミラー２０４により走査されるので、網
膜の照らされた部分が撮像レンズ２０８によりＬＳＯライン・カメラ２０９上に連続的に
結像される。ＬＳＯライン・カメラは、反射されたＬＳＯ光を、単一のライン部分画像を
表すデータストリームに変換する。この画像は、処理されて眼球追跡情報と網膜のリアル
タイム表示の両方を形成する。
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【００１５】
　ＯＣＴシステム２２０は、光源、光検知器、およびＯＣＴ光束２２１からの後方散乱光
の深さプロファイルを決定するために必要な処理装置を含んでいる。このＯＣＴシステム
は、時間領域方法または周波数領域方法を使用することができる（スペクトル領域、掃引
光源等、たとえば、参照により本出願に含まれている米国特許第５，３２１，５０１号明
細書および米国特許出願公開第２００７／０２９１２７７号明細書参照）。ＯＣＴスキャ
ナー２２２は、走査制御装置２５４の制御の下にＯＣＴ光束の角を表面に沿って横方向に
２次元（ｘおよびｙ）に掃引する。走査レンズ２２３は、ＯＣＴ光束の焦点を網膜像面２
０６上に合わせる。ビームスプリッター２２４は、ＯＣＴとＬＳＯの光束経路を結合して
、両方の経路がより容易にヒトの眼球２００の瞳孔を通過できるように方向付ける。（光
束経路の結合は、直接撮像応用では不要である。この場合、被写体自身が網膜画像面２０
６の場所に存在する。）ＯＣＴおよびＬＳＯが異なる波長の光を使用する場合、ビームス
プリッター２２４は、２色性ミラーとして実現することができる。ＯＣＴ光束は、接眼レ
ンズ２０７およびヒトの眼球２００の光学機構を経て網膜上に再び焦点を結ぶ。網膜から
散乱された一部の光は、ＯＣＴ光束と逆の経路をたどってＯＣＴシステム２２０に戻る。
それは、散乱光の量をＯＣＴ光束沿いの深さの関数として決定する。軸すなわち深さ方向
（ｚ方向）のデータの各ラインは、Ａスキャンと呼ばれる。断面断層撮影、すなわちＢス
キャンは、一連のＡスキャンを横方向に結合することにより得ることができる。当業者に
より知られているＢスキャンを生成する種々の方法は、水平すなわちｘ方向沿い、垂直す
なわちｙ方向沿い、ｘおよびｙの斜め方向沿い、または円形または螺旋形パターンを含む
がそれらに限られない。本出願において記述する例の大多数は、ｘ－ｚ次元のＢスキャン
を指すが、本発明はどの断面画像にも等しく適用される。
【００１６】
　当業者にとって明白なことであるが、この発明は、動きの影響の低減された測定データ
を与えるために他の測定システムおよび撮像システムにも適用することができる。また、
この方法は、本出願において詳述する２次元眼底画像データのみならず追跡目的に適する
他の種類のデータにも適用することができる。たとえば、この情報は、軸方向の動きを追
跡するｚ次元沿いのＩＤ信号または３次元すべてにおいて眼球を追跡するために使用でき
る３Ｄ距離データでもよい。
眼底品質監視システム
　網膜追跡システム１０４は、患者１０７の眼球の網膜の動きを決定するために眼底撮像
システム１０２からの画像を使用する。これを行うために、網膜追跡装置は、基準画像す
なわち基準フレームを必要とする。眼底撮像システムからのその後の「ライブ」画像を基
準画像と比較して動きがあったか否か決定する。したがって、追跡装置が適切に機能を果
たす能力は、眼底画像の品質に依存する。本出願において記述する監視システムは、眼底
画像１０３の品質を自動的に決定する処理装置を使用する。画像の品質の決定は、動きの
決定に際する追跡装置の最適性能を保証し、かつ、ユーザの入力に基づいてまたはユーザ
の介入なしに自動的に追跡開始または終了を行う選択肢を与える。この能力は、以下の理
由から重要である：
　１）手動ステップなしに追跡を自動的に開始する能力は、作業の流れを単純化し、かつ
、手動により起動する必要のある追跡を行うシステムより優れている。
【００１７】
　２）その後のフレームを自動追尾する追跡アルゴリズムの能力は、基準フレームから抽
出され得る特徴に大幅に依存する。したがって、作業の流れを効率化するために基準フレ
ームが追跡のために十分な品質をもっていることを保証することが望ましい。
【００１８】
　３）初期設定し、かつ、追跡するためにプロセッサ資源が必要である。したがって、十
分な品質を有する追跡するべき眼底画像ストリームが生ずるまで、追跡アルゴリズムの負
荷を処理装置に加えないことが望ましい。
【００１９】
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　４）このアルゴリズムは、基準フレームとして使用するより良い眼底画像が得られたか
どうか知るために、追跡による監視が有効になった後に断続的に到着フレームの品質を点
検するために使用することもできる。
【００２０】
　眼底画像の品質は、画像の焦点、照明の一様性、コントラスト等のような要素の組み合
わせに基づいて決定することができる。１つのかかる実現は、次のような２つの異なる要
素の組み合わせとすることができる：
　　Ｑ　＝　μ１ｑｉｎｔ　＋　μ２ｑｆｏｃｕｓ

　ただし、Ｑは総合品質メトリック（ｍｅｔｒｉｃ）、ｑｉｎｔは画像中のピクセルの総
合輝度すなわち強度に基づくメトリック、ｑｆｏｃｕｓは画像の焦点が合っているか否か
に基づくメトリック、μ１およびμ２は品質メトリックの個々の要素に重みづけする増倍
率である。異なる重みを２つの構成要素に与えて追跡性能のための良好な特徴抽出に対す
るそれらの重要度を表す。最終メトリックは０～１０の範囲に定義し、０を「最低」の品
質画像、１０を「最高」の品質画像とする。
【００２１】
　ｑｉｎｔの１つの可能な実現は、現在の画像の平均輝度および良好な追跡性能を与える
ことが分かっている代表的な画像の組の平均輝度に基づく。この場合、ｑｉｎｔは次のよ
うに定義することができる：
【００２２】
【数１】

　ただし、Ｉｍｅａｎは処理される現在の画像の平均輝度、ＩｍｅａｎＳｔａｎｄａｒｄ

は代表的な組から計算される輝度である。ＳｃａｌｉｎｇＦａｃｔｏｒ（スケーリング・
ファクター）は拡大縮小のために使用する増倍率である。ＩｍｅａｎがＩｍｅａｎＳｔａ

ｎｄａｒｄより大きい場合、ｑｉｎｔは、ＳｃａｌｉｎｇＦａｃｔｏｒに頭打ちされる。
これは、この品質係数が総合輝度のベースラインを記述しようとしていることを意味する
。この輝度がこのベースラインを超える場合、それはもはや成績に影響を及ぼさない。
【００２３】
　ｑｆｏｃｕｓの１つの可能な実現は、現在の画像中の画像強度の導関数および良好な追
跡性能を与えることが分かっている画像の代表的な組からの同一測定結果の期待値に基づ
く。この場合、ｑｆｏｃｕｓは次のように定義することができる：
【００２４】

【数２】

　ただし、ｄＩｃｕｒｒは画像全体にわたりｘおよびｙ方向の導関数を合計することによ
り計算された画像中の高周波成分の測定量。ｄＩｓｔａｎｄａｒｄは画像の代表的な組か
ら計算される同一測定量である。総合品質メトリックの計算で使用される増倍率μ１およ
びμ２を用いて画像品質の各成分に与えられている重みを変更することができる。
【００２５】
　図３は、サンプル眼底画像を、上述した自動アルゴリズムにより決定される品質の昇順
に示す。品質メトリックの数値は、画像（ａ）～（ｆ）について０～９．６１である。
　上述した品質メトリックは可能な実現の一例に過ぎず、当業者は他のバージョンの測度
を実現することができる。主たる着想は、基準画像としてまたは「ライブ」画像として追
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跡のために使用される眼底画像の適切性を表現することである。
【００２６】
　この品質メトリックを使用して眼底画像の流れを評価することにより測定取得の前に追
跡を開始する時期を決定することができる。たとえば、品質メトリックの閾値を設定して
おき、一定の期間にわたり大幅な中断なく到来画像の品質が当該閾値を上回ったときに初
めて追跡を開始する手順が可能である。
【００２７】
　測定取得に先立ち、測定メトリックを使用して眼底撮像システムからの到来フレームを
絶えず監視することにより基準フレームとして使用される十分な品質の画像を選択するこ
ともできる。より良い画像が利用可能になるか否かその後のフレームを監視し、その時点
において必要に応じて基準画像を置き換えることもできる。患者がその凝視を新しい場所
に移動し、その新しい場所における凝視を維持する場合、基準フレームを新しい場所に再
設定し、それ以降この場所で追跡を継続することが望ましい。これは、現在の基準フレー
ムとライブ画像間の距離（すなわち、目印場所間のずれ）の測定量を点検することにより
自動的に行うことができる。「距離」が長いこと、かつ、一貫して長いことが見出された
場合、基準フレームを新しい凝視場所において取得される画像に再設定することができる
。患者が一時的にその凝視場所を変更した場合には、同じ原理を用いて基準フレームを元
に戻す。
【００２８】
　この品質メトリックは、グラフィック・ユーザ・インターフェース１０６（ＧＵＩ：ｇ
ｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を使用してユーザに表示することも
できるが、それは、必要に応じて眼底画像の品質を改善するために患者の位置を修正する
ための視覚的フィードバックをユーザに与える。これは、実際の指標の数値的表示、品質
バー、または画像フレームの品質に応じて色が切り換わる単色基準指示子を含む種々の方
法で行うことができる。中膜白濁または病理のために良好な眼底画像を得ることができな
い患者の場合、この品質表示メカニズムは、ユーザに眼底画像の追跡不適切性に関するフ
ィードバックを与えるので操作者は、必要な場合、追跡を打ち切って時間を節約し、作業
の流れを改善することができる。
網膜追跡装置
　網膜追跡装置１０４は、動きを決定するために基準画像とその後の画像を比較する。ど
のような画像も基準として使用できるが、本発明の好ましい実施形態は、上述した品質監
視システム１０３により決定された追跡のための十分な品質を有する基準画像を入力とし
て取り入れる。前述したように、追跡装置により使用される画像は、反射撮像または血管
造影法などの種々様々なモダリティから入手でき、または、網膜の動きの追跡における使
用に適するその他の種類のデータとすることもできる。これから述べるように、基準画像
は、患者について時間的に前の時点において収集されたデータから到来し得る。測定シス
テムがデータを収集している間、網膜追跡装置は、基準画像を「ライブ」画像（それは、
同時に取得中であり、測定値と同期されている）と比較する。測定データ収集に先立ち（
初期設定モード）、追跡装置は、追跡のために最も正確な基準画像を得るために基準画像
をライブ・ストリームからのその後の画像と比較することができる。たとえば、患者の凝
視が変化した場合のようにその後の画像フレームが基準フレームに対しかなりずれている
と決定された場合、その後の比較のための基準フレームとしてその新しいフレームを選択
することができる。これは、追跡システムが最小の処理要求条件および最高の成功確率を
もって最も効率的に稼働することを可能にする。
【００２９】
　追跡装置は、ライブ画像および基準画像に基づいて基準フレームとライブ画像の間にど
れほどの動きがあったか決定する。これは、画像全体からの情報を使用することにより、
または画像の一部を使用することにより行うことができる。画像の当該部分は、たとえば
血管合流部および分岐点、視神経円板などの画像中の顕著な特徴に基づいて選択すること
ができる。画像の当該部分は、画像中の所定の領域とすることもできる。１つの可能な実
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現は、画像中の血管を検知し、血管の合流部および分岐点を発見し、それらをフレーム間
の動きを決定するための安定した特徴として使用することである。
【００３０】
　図４は、この実施例による網膜追跡システムのブロック・ダイアグラムを示す。この追
跡プロセスは、初期設定４０１と追跡４０２の２つの段階に分かれる：自動アルゴリズム
の場合、初期設定段階における重要なステップは、基準画像中の可能な特徴の組から安定
している特徴が選択されることを確保することである。追加的かつ任意選択的な本発明の
一態様は、重要な特徴の抽出に先立って血管の強調（ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ）を行うこ
とである。これは、数個のライブ・フレームを平均してより優れた品質の複合基準フレー
ムを生成することを含むいくつかの方法で行うことができる（たとえば、参照により本出
願に含まれている米国特許出願公開第２００５／０２７０４８６号明細書参照）。この出
願において記述される本発明では、上記特徴の品質は、２つの方法により確保される。第
１に、品質監視システムにより決定された最低品質を有する画像のみ基準フレームとして
選択する。第２に、適応的「学習」を使用して基準フレームの後に収集されたＮ個のフレ
ームの追跡に基づいて追跡のための最良の特徴を決定する。この学習プロセスについては
、２つのフレーム間の動きを決定する方法の記述に続いて説明する。
【００３１】
　基準フレーム中に１組の特徴が存在する場合、ライブ・フレーム中のそれらに対応する
場所は、正規化相互関係（それは強度変動に反応しない）または和平方誤差のようなメト
リックを使用して最もよく合致する場所を見出すことにより決定することができる。すべ
ての潜在的合致を求めた後、合致の品質（正規化相互関係メトリックに関する閾値など）
に基づいてこれらの合致からさらに選りすぐることができる。合致中の異常値もこの分野
でよく知られている着実な評価技法に基づいて発見することができる。「良好な」合致の
中から、基準フレームとライブ・フレーム間の全体的な変化を決定することができる。こ
の変化は、平行移動のみのように簡単なもの、平行移動と回転、または倍率誤差、投射誤
差等と考えられる高次の変化があり得る。ここで計算される変化は、ライブ・フレームと
基準フレーム間の動きの量を決定する。眼底画像中で測定されている領域に基づいて、ラ
イブ眼底画像が収集されていた間に測定値が存在すると思われていた場所と実際にそれが
存在した場所の間の最大誤差（すなわちミクロン単位の距離）を計算することができる。
この誤差は、以下この文書では、「走査誤差」と呼ぶ。
【００３２】
　最良の特徴を選択する学習プロセスは、基準フレームに続くＮ個のフレームについて「
良好な」合致に関する情報を蓄積することに依存する。Ｎ個のフレーム中の「異常値」と
して検知される特徴は、反射および雑音などの基準画像中のアーチファクトに属する傾向
をしばしば有する。したがって、１組のその後のフレームからの追跡結果自体を使用する
ことにより、追跡性能を改善することができる。上述した特徴の組から選りすぐることの
１つの重要な利益は、ライブ・フレームと基準画像間の変化を計算する処理時間を低減す
ることである。変化の評価は可能な限りリアルタイムに近い形態で行われることが望まし
いが、それは、この出願において記述される本発明においてかならずしも必要なことでは
ない。
【００３３】
　２つの画像間の相対的な動きが既知となり、かつ、走査誤差が計算された後、これらの
情報を決定システム１０５に渡す。
　ここで注意するべきことは、基準フレームが患者の前の検査から入手できるということ
である。この方法により、測定は、前の検査と同じ場所から行うことができる。代替的に
、前の眼底画像を現在の基準フレームに登録し、これらの２つのフレーム間の変位情報お
よび基準フレームとライブ・フレーム間の変位を使用することにより、前の走査と同じ場
所における測定値を得ることもできる。この場合、当該画像に現れている特徴が手動また
は自動化手段を使用する追跡のために使用される撮像モダリティにおける特徴に相関され
得る限り、前の眼底画像は、同一の撮像モダリティまたは別の撮像モダリティを使用して
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記録された可能性がある。変化のために解剖学的に相違しているかも知れない前の作業結
果の眼底画像に比し、現在の作業結果の基準フレームの方が追跡が容易であることが期待
されるので、第２の方法が好ましい。
Ｚ位置の追跡
　この発明の別の態様は、測定データの深さ方向の動きの影響を低減するために軸すなわ
ちＺ方向の眼球の位置を監視することである。ｘおよびｙの追跡に関しては、本発明は、
眼球の前部領域と後部領域両方に適用することができる。説明例として網膜を使用する。
眼底画像は、一般的に測定システムからの被写体への深さ情報すなわち距離を与えない２
Ｄ画像である。しかし、ｚ方向（眼底撮像システムにより撮像されるｘ－ｙ平面に垂直）
に測定するＯＣＴスキャナーなどの測定システムの場合、深さ方向の情報も単独にまたは
ｘ方向およびｙ方向の追跡と組み合わせて網膜追跡装置および決定システムにより利用す
ることができる。
【００３４】
　これは特に重要である。なぜならば、ＯＣＴシステムの場合、眼球がｘ方向およびｙ方
向すなわち横次元に正しく位置付けられたとしても、眼球が軸すなわちｚ方向に沿って正
しく位置付けられていないことがあり得るからである。良好なデータを得るために、一般
的に基準アームすなわちサンプル・アーム中の平行移動可能ミラーにより、撮像されるサ
ンプル内の深さ位置をＯＣＴシステムの捕捉範囲内に設定しなければならない。ＯＣＴシ
ステムの深さすなわち軸方向の距離は、そのＯＣＴシステムにより記録される光周波数の
抽出間隔すなわち解像度により限定される。サンプルに対するシステムの深さ位置が正し
く設定されない場合または患者が動いた場合、ｘ－ｙ位置において走査像が正しく得られ
たとしも頂部または底部のデータが切り離されるか、またはｚ方向沿いのデータが部分的
となる問題が生ずる可能性がある。Ａスキャン間の自己相関の実行およびそれによるデー
タのシフトに基づいて画像の後処理中に軸方向の動きを補正する試みがなされている。こ
れらの種類の方法が効果を発揮し得る動きの範囲には限界があり、データが収集されるま
で、データを診断目的に使用する際の問題を恐らく生じさせる動きが発生したか否か決定
されない。
【００３５】
　図５は、先行技術の限界を克服することができるＯＣＴシステムのｚ追跡の可能な実現
を示す。ＯＣＴスキャナー５０１を使用するこの実施形態では、実際の操作取得を始める
前に、数回のクイックＯＣＴ　Ｂスキャン５０５を使用して撮像される領域の形状の近似
モデルを生成する。１つの可能な実現は、走査される対象の領域について一定の間隔をお
いて行われる３回の水平走査を得ることである。これらの３回のＢスキャンからの深さ情
報を使用して、撮像される領域全体の近似モデルを生成することができる。このモデルは
、その後のデータについて一連の受け入れ可能なｚ値を与える。図６は、正面ＯＣＴ画像
６０１を上述の数回のクイックＢスキャンから再構築されたＺ軸沿いの対応するモデル６
０３とともに示す。このモデルを期待されるｚ位置の基準および走査される網膜上の特定
の場所の厚さ６０２として使用する。任意の回数のＢスキャンを収集し、それらが、眼球
が軸方向次元に沿って比較的安定しているときに記録された場合に限り、モデルを生成す
るために使用することができる。また、患者の前の検査において収集されたＢスキャンか
らモデルを生成することもできる。モデルを生成できる方法の１例を以下に示す：
　１）各Ｂスキャンについて、閾値化方式を使用して、強度が特定の閾値より大きい画像
中の領域として組織が識別される画像中の組織の領域を見出す。この閾値は適応可能であ
り、画像自身中の信号および雑音の特性に基づいて計算することができる。
【００３６】
　２）組織領域を決定した後、特定のＢスキャンについて組織の絶対的な最上部および最
下部のｚ軸値を特定することができる。
　３）先ほど述べた３回のＢスキャンからの最上部および最下部のポイントを使用して、
２次多項式を最上段および最下段のポイントの組に別々に当てはめることに基づいてモデ
ルを生成することができる（またはスプラインなどのその他の当てはめ方法）。データ・
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セット中の各Ｂスキャンの近似ｚ位置も決定できる。これは、当てはめられたモデルの質
量中心とすることができる。
【００３７】
　スキャン収集中、追跡装置は、ＯＣＴ画像中の組織の最上部、最下部および中心を見出
すことができ、かつ、決定システムは、計算された期待ｚ位置を、このモデルを使用する
基準として使用することにより、当該画像がｚ軸に沿って適切に配置されているか調べる
ことができる。これは、事前に設定された限界により現在のフレーム中のＯＣＴ画像の最
上部、最下部および質量中心を点検すること、および当該組織が画像中に適切に配置され
ているか否か決定することを含み得る。または、これは、モデル中の決定された他の目印
または層を収集されるＯＣＴデータと突き合わせることにより達成され得る。ＯＣＴデー
タが受け入れ可能な値の範囲内にないと決定された場合、データを再収集するか、または
深さ位置調整（すなわち、基準ミラー位置）を変更して深さ位置を受け入れ可能範囲内と
して後処理方法の正常完了を確保することができる。
【００３８】
　別の可能性は、ｚ位置モデル・プログラムを測定システム中に予め組み込むことにより
、変化する解剖学的構造に合わせて測定システムが自分自身を自動的に調整するようにす
ることである。たとえば、ＯＣＴスキャナーの場合、基準ミラー位置を変更して事前計算
モデルに基づいて画像を適切に位置づけすること、およびデータ取得中に必要に応じて追
跡データを使用して基準ミラーを移動することができる。
ミラー・アーチファクト検知
　ＯＣＴ画像に伴う共通の課題は、組織がｚ次元に沿って準最適位置にあるときに鏡像が
出現し、ＯＣＴ画像を複雑化する「反射問題」である。画像の最上部、最下部および中心
を見出す先ほど述べた方法を使用することにより、鏡像も決定システムにより受け入れる
ことができる。なぜならば、鏡像は、実際の画像と同じ位置に出現し得るからである。こ
こで、反射された信号を検知し、その存在を決定システムに通知して、決定システムが測
定システムに必要なデータの再取得を指示できるようにする方法について述べる。反射検
知を行う１つの可能な実施形態を以下に示す：
　干渉計のアームにおける色分散差によって反射された画像が良好な画像に比べてぼやけ
ることがあることは、ＯＣＴの分野で知られている（たとえば、参照によりこの出願に含
まれている米国特許第７，３３０，２７０号明細書参照）。これは、反射された画像にお
ける隣接ピクセル間の勾配すなわち強度差が良好な画像の場合より弱いという観察に通ず
る。画像勾配の計算は、画像処理においてよく知られている。勾配は、横および縦の次元
のポイントについて独立に計算することができ、また、組み合わせられて画像の鮮明さに
対応するメトリックを与えることができる。ぼやけは、横方向次元に比べて軸方向次元に
おいて多いので、２つの次元沿いの勾配に相異なる重みを与えることもできる。勾配の結
合測定量を画像中の実際の強度に関して正規化することにより、画像間で変化する信号特
性を考慮することができる。この正規化測定量を計算した後、それを一連の画像から計算
された閾値と比較することにより、考察対象の画像が反射されたものであるか否か決定す
ることができる。正規化された測定量は反射された画像の場合により低く、かつ、正規の
画像の場合により高いことが期待される。なぜならば、それは画像のぼやけを測定してい
るからである。閾値未満の測定量を有するＯＣＴ画像は鏡像であり、閾値より大きい測定
量のＯＣＴ画像は正常な画像と考えられる。この情報を別の入力として決定システムに与
え、反射された画像のＯＣＴデータを拒絶し、正常な画像を受け入れることができる。
【００３９】
　反射された画像を識別する代替的方法は、データの曲率を、データを評価する方法とし
て使用し、かつ、データを再取得するべきか、かつ／または基準ミラーを調整するべきか
決定することである。これの１つの例は、深度値の増加に伴って凹んで見えるデータのみ
受け入れ、かつ、深度値の増加に伴って凸状に見えるデータを拒絶することである。
決定システム
　決定システム１０５は、各眼底画像に関する測定データを受け入れるかまたは拒絶する
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か決定する責任を有する。それを受け入れる場合、測定データは保持され、測定システム
はデータが良好であった旨通知される。しかし、データが受け入れられない場合、決定シ
ステムは、測定システムにある特定のオフセットをもってデータを取り直すよう指示する
。決定システムは、他の処理装置上で走行することも、上述した一つ又は複数の他のシス
テムを実行する同一の処理装置と資源を共用することもできる。請求項において用語、処
理装置が使用される場合、それは、本発明の種々のステップを実行する単一または複数の
処理装置を包含することを意図する。
【００４０】
　データを受け入れるかまたは拒絶するか否かに関する決定を下すために、決定システム
は、多数の入力を使用することができる。これらの入力は、以下を含むがそれらには限ら
れない：
　１）現在のフレームに関する走査誤差
　２）その後のフレームに関する走査誤差
　３）測定データの検出されたｚ位置（該当する場合）
　４）測定データの期待空間ｘ、ｙ位置
　５）測定データの期待空間ｚ位置（該当する場合）
　６）測定取得開始以降の経過時間
　７）測定取得終了までの残り時間
　８）測定データの望ましい「精度」
　現在のライブ・フレームから検知された動きの量のほかに、決定システムは、その後の
ライブ・フレームにおいて検知された動きからの情報も利用することができる。この情報
を利用して決定をより着実にすることができる。眼底画像の取得に関する有限時間ウィン
ドウがある。この有限時間ウィンドウの終わり近くに発生した動きは、追跡装置により見
逃される場合がある。しかし、実際の動きがあった場合、その動きは次のフレームから検
知されるであろう。したがって、複数のフレームからの動き情報を有することは、測定デ
ータを受け入れるか／拒絶するかの決定をより強固にする。複数のフレームからの動き情
報を使用して網膜の将来の位置を予測することもできる。この情報は、測定を取り直すよ
う要求された場合に、測定システムにフィードバックすることができる。
【００４１】
　測定データの空間位置（ｘ，ｙ）は、ｘ－ｙ平面において得られた測定値の組に対する
測定データの相対的な位置である。たとえば、ＯＣＴキューブ・スキャンは、網膜の矩形
領域において収集され、かつ、特定のオフセットによりお互いにずらされた一連のＢスキ
ャンから構成することができる。したがって各Ｂスキャンは、当該キューブ中の期待位置
およびそれが撮像する網膜中における期待領域をもっている。ＯＣＴスキャンの場合、ｚ
方向の期待位置は、前述したモデル構造に基づいて存在するか、または以前に得られたス
キャンからの情報に基づいて存在する。
【００４２】
　別の重要なパラメータは、測定データの特定の取得のために与えられる合計時間である
。追跡システムは、特定の測定取得の開始以降の経過時間も測定することができる。上記
の２つのパラメータから、測定取得の終了までに残っている時間を計算することができる
。特定のスキャンのために与えられる時間は、収集することが望ましい測定データの量お
よび使用される特定のスキャンの形式に基づくことができる。それは、ユーザによりシス
テムに対する入力として与えることもできる。
【００４３】
　「精度」は、決定システムが逆戻りとデータ再走査を決定する前に許容する「受け入れ
可能な動き」または走査誤差の量として定義される。これは、定数または取得中に変化し
得る変数値とすることができる。このパラメータがゆるやかであるほど、走査は早い。そ
れがより大きい誤差を受け入れるからである。このパラメータを選択する決定は、患者が
どれほど上手に凝視できるか、基礎となる測定において必要な精度の程度、およびユーザ
がデータを得るまでに待つことを嫌わない時間の長さに依存するであろう。このただ１つ
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のパラメータは、上記考察事項すべての間のトレードオフを表現する。設定可能な「精度
」のこの概念は、本発明の重要な態様である。ここで注目するべきことは、別々の精度パ
ラメータがｘ、ｙ、ｚ次元に適用できること、またはただ１つの精度パラメータが複数の
次元をともに、すなわち、ｘとｙを評価するために使用できることである。本発明の１つ
の好ましい実施形態では、１つの精度パラメータをｚ次元について使用し、１つのパラメ
ータをｘとｙ次元について共同に使用する。
【００４４】
　ユーザは、走査の開始時に精度パラメータを指定することできる。この場合、それは、
その走査を通じて定数である。その他の枠組みの場合、ユーザは、測定の特定の場所によ
り高い重要性を与えることを欲し、したがってそのような領域の測定場所により小さい誤
差を許容することがあろう。たとえば、図７は、眼球の黄斑領域のＯＣＴキューブ・デー
タの２Ｄ投影７０１を示している。それは、精度パラメータが、画像の種々の領域間で空
間的にどのように変更し得るかの一実施形態も示す。眼球の中央部の中心窩７０２は、眼
球の視覚に影響を及ぼす最も重要な領域である。ここに示した図では、画像の中央部分は
、中心窩を含み、かつ、最も高い精度を与えられている。周辺部に向かってデータの重要
度は徐々に低くなるので、精度もこれらの領域では低減することができ、これらの領域の
データをより早く取得できることになる。精度パラメータは、取得時刻間にも依存して変
えることができる。すなわち、スキャンの開始時において高い精度とし、スキャンが終わ
るまで残り時間が少ないときに低くする。精度パラメータを変える追加的実施形態も当業
者により想像され得る。
【００４５】
　ｚ次元が測定可能なＯＣＴの場合、精度パラメータは、撮像される組織の局部厚さの関
数とすることができる。これも一時的に変更することができる。
　決定システムは、測定値の取り直しが必要であるか否か、すべての入力からのデータを
組み合わせて決定する。本発明の１つの実現においては、ユーザが精度パラメータの一定
の閾値を設定する。これにより決定システムは、指定された精度より少ない誤差ですべて
のデータが取得されるまで測定データを取得するよう測定システムに指示する。別の例で
は、取得する最長時間をユーザが設定し、測定がこの事前設定最長時間を超えたとき、決
定システムは、不良位置において取得された測定値を再取得することなく残りの測定を完
了する。単一の画像フレームに関する単一の測定値または複数の測定値について動きが決
定されるのであるから、眼球の短い衝動性の動きの場合に特定の画像フレームのみのため
に動きが受け入れられないと測定システムが決定した場合、特定の画像フレームに関する
その測定を再取得することができ、かつ、対応する測定を再取得した後に、測定システム
は、次の未測定場所に進み、追跡システムからの最新のオフセットによりデータ取得を継
続する。代替的に、決定システムが一連の画像フレームについて受け入れられない変位を
検知した場合、複数の測定を取り直す。
【００４６】
　別の実施形態では、決定システムは、スキャンから検知された組織の最上部および最下
部が当該組織がスキャンの中に完全に捕捉されたことを保証する軸方向すなわちｚ方向の
限界内にあるか否かに基づいて、ＯＣＴスキャンを保持するかまたは取り直すか決定し得
る。決定システムは、ＯＣＴデータ中に反射があるか否かの情報を使用して再スキャンに
関する決定を下すこともできる。
【００４７】
　本発明の１つの重要な態様は、測定システムが追跡システムまたは決定システムにより
制約されないということである。特定の測定またはデータ・ポイントが良好でないと決定
システムが指示した場合のみ、測定システムは逆戻りして与えられたオフセットによりス
キャンを取り直すよう指示される。そうでない場合、測定システムは、所定のポイントに
おいてデータの収集を継続する。これは、先行技術の網膜追跡システムとの重要な相違で
ある。この場合、測定システムは、網膜が適度に安定しているときには現在位置において
データを取得するまで先に進まない、または、「稼働中の」追跡装置は測定システムによ
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り比較的に安定していると決定された網膜をスキャンの全期間を通じて保持するかのいず
れかである。この差異は、眼球が動いたときと眼球が動いたことを追跡システムが認識し
たときの間に時間差があることを許容しつつ、使用される可能性のあるデータの収集の継
続を可能とし、動きの少ない測定データを収集する効率的な方法を与える。
ユーザ・インターフェース（ＵＩ：Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）システム
　ユーザ・インターフェース・システム１０６は、グラフィック・ユーザ・インターフェ
ースを有するコンピュータ表示装置、キーボード、マウス、ジョイスティック等を含むが
これらに限られない装置から構成され得る。グラフィック・ユーザ・インターフェース（
ＧＵＩまたはＵＩ：ｇｒａｐｈｉｃａｌ　ｕｓｅｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）は、種々の要
素を表示して追跡に関するフィードバックをユーザに与えるほか、必要な種々の措置を行
うようユーザに指示する。ＯＣＴ撮像データを効率的に表示する１つのユーザ・インター
フェース・システムが参照により本出願に含まれている米国特許出願公開第２００８／０
１００６１２号明細書により記述されている。この発明は、ユーザが現在の値に基づきリ
アルタイムで網膜追跡を制御することを可能とし、それにより最も効率的な方法によりデ
ータを取得することを可能とする新しいＵＩ要素を紹介する。ＯＣＴ測定システムを使用
する本発明の一実施形態について以下に説明する。しかし、この構想は、任意の測定シス
テムおよび撮像システムに一般化することができる。この発明に関するＵＩの主な要素に
ついて以下において説明する。すべての要素の包含を要するわけではない。
【００４８】
　１）整列中および取得中の眼底撮像システムからの画像のライブ表示
　２）眼底画像品質の表示：ライブ・ストリームからの眼底画像の品質をユーザに表示す
ることができる。数値的表示またはグラフィック表示（棒グラフ、折れ線グラフ等）が可
能である。この表示は、ユーザがより良い眼底画像を得るために整列中に患者の整列を調
整することを可能にする。この表示が特に有益であるケースは、眼底画像の品質が低いた
めに追跡ステップが進行することができない場合、およびフィードバック機構がユーザに
良い品質の眼底画像を取得するために患者の整列の改善を指示するか、または撮像される
被験者の解剖学的状態のために品質を改善できないときに追跡の打ち切りを指示する場合
である。現在のライブ眼底画像の品質に加えて、以前のスキャンからの基準画像の品質も
表示することができる（追跡装置が以前のスキャンの同じ場所に戻って使用される場合）
。これは、静的な表示であるが、しかし一定の品質を有する以前のスキャンからの眼底画
像を使用する追跡の成功する可能性に関するフィードバックを操作者に与える。
【００４９】
　３）測定データのライブ表示（この例の場合、ＯＣＴ　Ｂスキャン）：これは、ＯＣＴ
　Ｂスキャンが取得されたときのそのライブ表示である。これは、ユーザに現在取得中の
データを観察する能力を与える。
【００５０】
　４）ｘ－ｙ方向の追跡が成功したことを示す表示子（ボタン、ボックス、境界線等）
　５）ｚ方向の追跡が成功したかを示す表示子（ボタン、ボックス、境界線等）
　６）測定データ取得の進行に関する表示子（数字、棒、境界線等）。たとえば、これは
、スキャン進行のパーセンテージ形態の数値表示またはステータス・バーとすることがで
きる。
【００５１】
　７）取得中にユーザが患者の整列を変更することを可能にするユーザによる一連の制御
手段。これは、適切な瞳孔位置を通過するためのＯＣＴ光束の位置付け、眼底画像の焦点
の変更、装置の顎当ての調整、ｚ方向のＯＣＴ画像の位置付け等を含むことができる。
【００５２】
　８）ライブ眼底画像について測定データが取得されている場所に重なる表示要素。たと
えば、キューブ・スキャンの場合、ボックスがライブ眼底画像上で移動して現在データが
取得されている場所を指示することができる。
【００５３】



(18) JP 2014-509544 A 2014.4.21

10

20

30

40

50

　９）データが取得されているときにＯＣＴキューブ・データを使用し、かつ、そのデー
タを眼底画像上に重ねることによる正面画像の表示。これは、スキャン進行の視覚表示子
の役割も果たし得る。すでに取得されたキューブの部分は塗りつぶされ、未取得の部分は
空白となるからである。
【００５４】
　１０）画像がｚ方向の視野の最上部または最下部に達したことまたは画像が見えないこ
とによるｚ追跡不良の場合に、ユーザに正負いずれかのｚ方向に移動して画像を範囲内に
戻すように指示する表示子。
【００５５】
　１１）ユーザがｘ－ｙ次元およびｚ次元沿いの追跡装置の期待精度パラメータを入力す
る選択肢。これは、キーボードを使用する数値入力、ノブ、スライダ・バー、または一つ
又は複数のボタンを含むがそれらに限られない多くの方法により達成し得る。
【００５６】
　１２）ユーザがスキャン中に必要に応じて精度パラメータを変更する入力選択肢
　１３）すべての追跡を停止するユーザ制御入力。これは、ボタンまたはスイッチとし、
必要に応じてスキャン中に起動することができる。システムは、この場合には、追跡せず
にやはりスキャンを完了する。
【００５７】
　１４）必要に応じて、ｚ次元のみの追跡を中止するユーザ制御入力。この場合、システ
ムは、ｘ－ｙ追跡のみでスキャンを完了する。
　１５）必要に応じて、ｘ－ｙ次元のみの追跡を中止するユーザ制御入力。この場合、シ
ステムは、ｚ追跡のみでスキャンを完了する。
【００５８】
　１６）走査の収集の最長時間を指定するユーザ制御入力。スキャンが指定再長時間を超
えた場合、システムは自動的に追跡を打ち切り、スキャンを完了する。
　上記選択のいくつかを含むサンプル・ユーザ・インターフェースの構成要素を図８およ
び図９に示す。患者の眼球の瞳孔に関する整列を表示装置の左上ウィンドウ８０１に示す
一方、眼底画像のライブ・ストリームを左下ウィンドウ８０２に示す。ウィンドウ８０１
の隣の制御手段は、患者に対する装置の位置付けに対する調整を可能にし、かつ、眼底画
像の改善の可能性をもたらし得る。調節可能着色フレーム８０９およびライブ品質表示バ
ー８１０を使用して眼底撮像装置からの各画像の品質を指定する。このフレームは、この
フレームの品質が追跡に使用するために十分に高い場合には緑色に着色され、品質がある
所定の閾値を下回った場合には赤色に変化し得る。ボタン８０３は、ユーザによる追跡の
開始または終了を可能とする一方、ボタン８０４は、図９に示すポップアップ・ウィンド
ウを起動する。このウィンドウは、ユーザによる秒単位の最長走査時間および追跡の総合
精度値（目盛１～１０）の入力を可能にする。Ｂスキャン８０５および８０６は、眼底画
像８０２の中心に示されている十字線を構成する水平線および垂直線に対応する一方、Ｂ
スキャン８０７および８０８は、眼底画像上に示されている最上部および最下部の水平線
に対応する。
結果
　図１０および図１１は、ＯＣＴおよびＬＳＯシステムを使用する本発明の一部の態様の
比較的長所を示す。図１０は、ＬＳＯ　１００２から生成された眼底画像上に重ねられた
ＯＣＴ正面画像１００１（参照により本出願に含まれている米国特許第７，３０１，６４
４号明細書において記述されている技術に従ってｘ－ｙにおける各ピクセルに関するｚ次
元沿いの強度値の部分積分によるＯＣＴ体積から生成された）を示す。この図のＯＣＴデ
ータは、追跡なしに収集された。走査中の患者の動きの影響がＯＣＴ正面画像１００３に
おける血管の中断としてはっきり見える。図１１は、ｘおよびｙ次元における追跡を行い
つつ同一患者について収集された眼底画像１１０２の上に重ねられたＯＣＴ正面画像１１
０１を示す。スキャン中の患者の動きの影響は低減されており、血管は連続しているよう
に見える。
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【００５９】
　図１２は、走査のｚすなわち軸次元沿いのｚ追跡によるＯＣＴ画像の改善を示す。１２
（ａ）と印されている左側は、追跡なしのＯＣＴシステムにより収集されたＢスキャンを
示す。患者がｚ方向に動いたために、鏡像すなわち、倒立像１２０１がシステムにより収
集された。１２（ｂ）と印されている右側は、この発明において記述されているｚ追跡を
行うシステムにより収集された同じ眼球のＢスキャン１２０２を示す。同様な患者の動き
が両方の走査において存在したが、ｚ追跡を行うシステムは、鏡像を検知し、良好な画像
のみ受け入れることができ、その結果として眼球の実際の生理学的状態を表す優れた画像
品質をもたらした。
【００６０】
　本発明の教示を包含する種々の実施形態について本出願において詳細に図示・記述した
が、当業者は容易に複数の変更されたその他の実施形態を容易に案出することができ、そ
れらは依然として本教示中に含まれる。
【００６１】
　以下の参考文献は、参照により本出願に含まれる：
米国特許文献
米国特許第４，８５６，８９１号明細書　プリブセン（Ｐｆｌｉｂｓｅｎ）他「眼底追跡
装置／安定装置（Ｅｙｅ　ｆｕｎｄｕｓ　ｔｒａｃｋｅｒ／ｓｔａｂｉｌｉｚｅｒ）」
米国特許第５，３２１，５０１号明細書　スワンソン（Ｓｗａｎｓｏｎ）他「サンプルの
長手方向距離を制御する手段を有する撮像のための方法および装置（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎ
ｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｉｎｇ　ｗｉｔｈ　ｍｅａ
ｎｓ　ｆｏｒ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇ　ｔｈｅ　ｌｏｎｇｉｔｕｄｉｎａｌ　ｒａｎｇ
ｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓａｍｐｌｅ）」
米国特許第５，９２０，３７３号明細書　ビル（Ｂｉｌｌｅ）「角膜の光学的特性を測定
する方法および装置（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｄｅｔｅｒ
ｍｉｎｉｎｇ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ａ　ｃｏｒｎ
ｅａ）」
米国特許第５，９７５，６９７号明細書　ポドリーヌ（Ｐｏｄｏｌｅａｎｕ）他「調整可
能深さ分解能を有する光学マッピング装置（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｍａｐｐｉｎｇ　ａｐｐａ
ｒａｔｕｓ　ｗｉｔｈ　ａｄｊｕｓｔａｂｌｅ　ｄｅｐｔｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）」
米国特許第６，３２５，５１２号明細書　ウェイ（Ｗｅｉ）「網膜追跡補助光学コヒーレ
ンス・トモグラフィー（Ｒｅｔｉｎａｌ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｏｐｔ
ｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）」
米国特許第６，６５５，８０５号明細書　フジエダ（Ｆｕｊｉｅｄａ）他「眼科装置（Ｏ
ｐｈｔｈａｌｍｉｃ　ａｐｐａｒａｔｕｓ）」
米国特許第６，７２６，３２５号明細書　サイ（Ｘｉｅ）他「追跡補助光学コヒーレンス
・トモグラフィー（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒ
ｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）」
米国特許第６，７３６，５０８号明細書　サイ（Ｘｉｅ）他「追跡補助光学手順（Ｔｒａ
ｃｋｉｎｇ　ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）」
米国特許第７，１１３，８１８号明細書　ロジャーズ（Ｒｏｇｅｒｓ）他「運動組織の高
解像度撮像装置（Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｈｉｇｈ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｉｍ
ａｇｉｎｇ　ｏｆ　ｍｏｖｉｎｇ　ｏｒｇａｎｓ）」
米国特許第７，３０１，６４４号明細書　ナイトン（Ｋｎｉｇｈｔｏｎ）他「解剖学的構
造マッピングのための高度化光学コヒーレンス・トモグラフィー（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｏ
ｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｆｏｒ　ａｎａｔｏｍｉｃ
ａｌ　ｍａｐｐｉｎｇ）」
米国特許第７，３３０，２７０号明細書　オハラ（Ｏ’Ｈａｒａ）他「周波数領域光学コ
ヒーレンス・トモグラフィーにおけるアーチファクトを抑止する方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｔ
ｏ　ｓｕｐｐｒｅｓｓ　ａｒｔｉｆａｃｔｓ　ｉｎ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ－ｄｏｍａｉｎ
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　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）」
米国特許第７，３６５，８５６号明細書　エヴェレット（Ｅｖｅｒｅｔｔ）他「光学コヒ
ーレンス・トモグラフィー撮像における動き補正の方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｍｏｔｉ
ｏｎ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇ
ｒａｐｈｙ　ｉｍａｇｉｎｇ）」
米国特許第７，４０４，６４０明細書　フェルグソン（Ｆｅｒｇｕｓｏｎ）他「ライン走
査レーザ検眼鏡を利用する網膜血流監視（Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ　ｂｌｏｏｄ　ｆｌｏｗ
　ｉｎ　ｔｈｅ　ｒｅｔｉｎａ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｌｉｎｅ-ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｌａｓ
ｅｒ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）」
米国特許第７，４５８，６８４号明細書　フクマ（Ｆｕｋｕｍａ）他「眼底観察装置（Ｆ
ｕｎｄｕｓ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ）」
米国特許第７，５２７，３７８号明細書　フクマ（Ｆｕｋｕｍａ）他「眼底観察装置（Ｆ
ｕｎｄｕｓ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ）」
米国特許第７，４８０，３９６号明細書　テイウェス（Ｔｅｉｗｅｓ）他「眼球診療のた
めの多次元眼球追跡および位置測定システム（Ｍｕｌｔｉｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｅｙ
ｅ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｎｄ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ　ａｎｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｙ
ｅ）」
米国特許第７，６４３，１５４号明細書　ツトム（Ｔｓｕｔｏｍｕ）他「光学像測定装置
（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｄｅｖｉｃｅ）」
米国特許第７，７５６，３１１号明細書　ヤスノ（Ｙａｓｕｎｏ）他「光学像測定装置、
光学像測定プログラム、眼底観測装置、および眼底観測プログラム（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｉ
ｍａｇｅ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ，　ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｅ　ｍｅａ
ｓｕｒｉｎｇ　ｐｒｏｇｒａｍ，　ｆｕｎｄｕｓ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃ
ｅ，　ａｎｄ　ｆｕｎｄｕｓ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍ）」
米国特許第７，７７７，８９３号明細書　ツトム（Ｔｓｕｔｏｍｕ）他「光学像測定装置
（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｉｍａｇｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｄｅｖｉｃｅ）」
特許第７，７８９，５１１号明細書　ヒロユキ（Ｈｉｒｏｙｕｋｉ）他「眼球運動測定装
置、眼球運動測定方法および記録媒体（Ｅｙｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ
　ａｐｐａｒａｔｕｓ，　ｅｙｅ　ｍｏｖｅｍｅｎｔ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｍｅｔｈｏ
ｄ　ａｎｄ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）」
米国特許第７，８０５，００９号明細書　エヴェレット（Ｅｖｅｒｅｔｔ）他「撮像シス
テムからの一連の部分的映像を利用して被写体の運動を測定する方法および装置（Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｍｅａｓｕｒｉｎｇ　ｍｏｔｉｏｎ　ｏ
ｆ　ａ　ｓｕｂｊｅｃｔ　ｕｓｉｎｇ　ａ　ｓｅｒｉｅｓ　ｏｆ　ｐａｒｔｉａｌ　ｉｍ
ａｇｅｓ　ｆｒｏｍ　ａｎ　ｉｍａｇｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」
米国特許出願公開第２００５／０２７０４８６号明細書　テイヴェス（Ｔｅｉｗｅｓ）他
「網膜の診断または手術用装置のための映像に基づく眼球追跡の方法および装置（Ｍｅｔ
ｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｉｍａｇｅ-ｂａｓｅｄ　ｅｙｅ　ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ｆｏｒ　ｒｅｔｉｎａｌ　ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃ　ｏｒ　ｓｕｒｇｅｒｙ
　ｄｅｖｉｃｅ）」
米国特許出願公開第２００９／０１４１２４０号明細書　ワイツ（Ｗｅｉｔｚ）他「微小
視野計測および視力検査を行う方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇ　ｍ
ｉｃｒｏ-ｐｅｒｉｍｅｔｒｙ　ａｎｄ　ｖｉｓｕａｌ　ａｃｕｉｔｙ　ｔｅｓｔｉｎｇ
）」
米国特許出願公開第２０１０／００５３５５３号明細書　ジンセル（Ｚｉｎｓｅｒ）他「
網膜診断の方法および装置（Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｒｅ
ｔｉｎａｌ　ｄｉａｇｎｏｓｉｓ）」
米国特許出願公開第２００７／０２９１２７７号明細書　エヴェレット（Ｅｖｅｒｅｔｔ
）他「スペクトル領域光学コヒーレンス・トモグラフィー・システム（Ｓｐｅｃｔｒａｌ
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　ｄｏｍａｉｎ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ｓｙｓ
ｔｅｍ）」
米国特許出願公開第２０１０／０１１８１３２号明細書　ツトム（Ｔｓｕｔｏｍｕ）他「
光学測定装置（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｄｅｖｉｃｅ）」
他の文献
ポドリーヌ（Ｐｏｄｏｌｅａｎｕ）他「結合マルチプラナー光学コヒーレンス・トモグラ
フィーおよび共焦点走査検眼鏡検査法（Ｃｏｍｂｉｎｅｄ　ｍｕｌｔｉｐｌａｎａｒ　ｏ
ｐｔｉｃａｌ　ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ　ａｎｄ　ｃｏｎｆｏｃａｌ
　ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｙ）」ジャーナル・オブ・バイオメデ
ィカル・オプティクス（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ）
９（１）：ｐ．８６－９３，２００４年．
イプ（Ｉｐ）他「光学コヒーレンス・トモグラフィーのための眼底に基づく眼球追跡装置
（Ｆｕｎｄｕｓ　ｂａｓｅｄ　ｅｙｅ　ｔｒａｃｋｅｒ　ｆｏｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｃｏ
ｈｅｒｅｎｃｅ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）」ＩＥＥＥ　ＥＭＢＳ論文集（Ｐｒｏｃｅｅｄ
ｉｎｇｓ　ｏｆ　ＩＥＥＥ　ＥＭＢＳ）２：１５０５～８頁，２００４年．

【図３（ａ）】 【図３（ｂ）】



(22) JP 2014-509544 A 2014.4.21

【図３（ｃ）】 【図３（ｄ）】

【図３（ｅ）】 【図３（ｆ）】
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