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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光を測定光と参照光とに分割し、被検眼を経由した測定光を参照光と干渉さ
せ、それにより得られた干渉光を検出する光学系と、
　前記光学系による干渉光の検出結果を処理することにより、被検眼の状態を示す検査デ
ータを生成する処理部と、
　前記処理部により生成された検査データを出力する出力部と、
　前記光学系および前記処理部に関する所定の項目の設定を行うためのインターフェイス
部と、
　前記インターフェイス部を介して行われた設定の内容を示す設定情報を記憶する記憶部
と、
　前記設定情報が変更または破棄されるまでの間に実行される複数回の検査のそれぞれに
おいて、前記設定情報に示される設定の内容に基づき前記光学系および前記処理部を制御
する制御部と
　を有する眼科撮影装置。
【請求項２】
　前記光学系は、被検眼を固視させるための固視標を提示するための固視標提示部を含み
、
　前記設定情報は、固視位置についての設定内容を含み、
　前記制御部は、前記固視位置についての設定内容に基づいて、前記固視標提示部に固視
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標を提示させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の眼科撮影装置。
【請求項３】
　前記光学系は、前記固視標提示部としてのフラットパネルディスプレイを含み、前記フ
ラットパネルディスプレイから出力された光束を被検眼に導くことにより前記固視標を被
検眼に提示する
　ことを特徴とする請求項２に記載の眼科撮影装置。
【請求項４】
　前記光源は赤外光を出力し、
　前記フラットパネルディスプレイは可視光を出力し、
　前記光学系は、
　前記赤外光に基づく測定光の光路と、前記フラットパネルディスプレイから出力された
可視光の光路とを合成するダイクロイックミラーを含み、
　前記ダイクロイックミラーを介して測定光および可視光を被検眼に導く
　ことを特徴とする請求項３に記載の眼科撮影装置。
【請求項５】
　光学的に取得されるデータに基づいて被検眼が実質的に静止しているか否か判定する静
止判定部を有し、
　前記静止判定部により被検眼が実質的に静止していると判定されたときに、前記制御部
は、前記光学系に干渉光を検出させる制御を実行する
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項６】
　前記出力部は、医療機関に設置された第１のコンピュータと通信回線を介して通信する
ことが可能な第１の通信部を含み、
　前記制御部は、前記処理部により生成された前記検査データと被検眼の識別情報とを前
記第１のコンピュータに送信するように前記第１の通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項７】
　前記第１の通信部は、医療機関に設置された第２のコンピュータと通信回線を介して通
信することが可能であり、
　前記処理部による前記検査データの生成が所定の期間実行されなかったときに、前記制
御部は、前記第２のコンピュータに報知情報を送信するように前記第１の通信部を制御す
る
　ことを特徴とする請求項６に記載の眼科撮影装置。
【請求項８】
　被検眼が左眼であるか右眼であるかを示す情報を前記制御部に入力する第１の入力部を
有し、
　前記記憶部は、前記設定情報として、一被検者の左眼に関する左眼用設定情報と、右眼
に関する右眼用設定情報とを記憶し、
　前記制御部は、
　前記第１の入力部により入力された情報に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定情
報の一方を選択し、
　選択された設定情報に基づいて前記光学系および前記処理部の制御を実行する
　ことを特徴とする請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項９】
　前記第１の入力部は、被検眼が左眼であるか右眼であるか判定し、その判定結果を前記
制御部に入力する左右判定部を含み、
　前記制御部は、
　前記左右判定部により入力された判定結果に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定
情報の一方を選択し、
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　選択された設定情報に基づいて前記光学系および前記処理部の制御を実行する
　ことを特徴とする請求項８に記載の眼科撮影装置。
【請求項１０】
　前記記憶部は、当該装置を用いて検査を行うことが許可された正規の被検者に関する正
規個人認証情報をあらかじめ記憶し、
　個人認証情報を前記制御部に入力する第２の入力部と、
　前記第２の入力部により入力された個人認証情報と前記正規個人認証情報とが一致する
か判定する認証処理部と
　を有し、
　前記制御部は、前記認証処理部により前記個人認証情報と前記正規個人認証情報とが一
致しないと判定された場合、前記光学系および前記処理部の動作を禁止する
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項１１】
　前記記憶部は、２以上の正規の被検者のそれぞれについて、前記正規個人認証情報と前
記設定情報とを関連付けて記憶し、
　前記認証処理部は、前記第２の入力部により入力された個人認証情報に一致する正規個
人認証情報が前記記憶部に記憶されているか判定し、
　入力された個人認証情報に一致する正規個人認証情報が記憶されていると判定された場
合、前記制御部は、当該正規個人認証情報に関連付けられた設定情報に基づいて前記光学
系および前記処理部の制御を実行する
　ことを特徴とする請求項１０に記載の眼科撮影装置。
【請求項１２】
　前記光学系は、測定光で被検眼をスキャンするためのスキャナを含み、
　前記設定情報は、測定光によるスキャンパターンについての設定内容を含み、
　前記制御部は、前記スキャンパターンについての設定内容に基づいて前記スキャナを制
御する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項１３】
　前記光学系は、被検眼に対する測定光の合焦位置を変更するための合焦位置変更部を含
み、
　前記設定情報は、測定光の合焦位置についての設定内容を含み、
　前記制御部は、前記合焦位置についての設定内容に基づいて前記合焦位置変更部を制御
する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１２のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項１４】
　前記合焦位置変更部は、前記光学系の合焦レンズと、前記合焦レンズを移動する第１の
駆動部とを含み、
　前記設定情報は、前記合焦レンズの位置を示す情報を含み、
　前記制御部は、前記設定情報に示された位置に前記合焦レンズを配置させるように前記
第１の駆動部を制御する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の眼科撮影装置。
【請求項１５】
　前記合焦レンズは対物レンズである
　ことを特徴とする請求項１４に記載の眼科撮影装置。
【請求項１６】
　前記合焦位置変更部は、視度補正レンズと、前記視度補正レンズを前記光学系に対して
挿脱する第２の駆動部とを含み、
　前記設定情報は、前記視度補正レンズが使用されるか否かを示す情報を含み、
　前記制御部は、前記視度補正レンズが使用されることが前記設定情報に示されている場
合、前記視度補正レンズを前記光学系に挿入させるように前記第２の駆動部を制御する
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　ことを特徴とする請求項１３に記載の眼科撮影装置。
【請求項１７】
　前記光学系は、測定光と参照光との干渉強度が最大となる最大干渉深度を変更するため
の最大干渉深度変更部を含み、
　前記設定情報は、前記最大干渉深度についての設定内容を含み、
　前記制御部は、前記最大干渉深度についての設定内容に基づいて前記最大干渉深度変更
部を制御する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１６のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項１８】
　前記光学系は、
　前記光源からの光を測定光と参照光とに分割するビームスプリッタと、
　測定光を被検眼に導き、測定光の被検眼からの戻り光を前記ビームスプリッタに導く測
定アームと、
　参照光を前記ビームスプリッタに向けて反射するミラーを含む参照アームと
　を含み、
　前記ビームスプリッタを介して得られた測定光の戻り光と参照光との干渉光を検出し、
　前記最大干渉深度変更部は、前記ミラーと、前記参照アームの光軸の方向に沿って前記
ミラーを移動する第３の駆動部とを含み、
　前記設定情報は、前記ミラーの位置を示す情報を含み、
　前記制御部は、前記設定情報に示された位置に前記ミラーを配置させるように前記第３
の駆動部を制御する
　ことを特徴とする請求項１７に記載の眼科撮影装置。
【請求項１９】
　前記処理部は、前記光学系による干渉光の検出結果に基づいて眼底の層厚情報を生成す
る層厚情報生成部を含み、
　前記設定情報は、前記処理部が実行する処理の内容を含み、
　前記処理部が実行する処理の内容として層厚情報を生成する処理が含まれている場合、
前記制御部は、前記検査データとして、前記層厚情報生成部に層厚情報を生成させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項１８のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項２０】
　前記制御部は、前記処理部により検査データが生成される度に、当該検査データを日時
情報と関連付けて前記記憶部に記憶させる
　ことを特徴とする請求項１～請求項１９のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項２１】
　装置の所定部位の動作状態を監視する監視処理部を有し、
　前記出力部は、通信回線を介して第３のコンピュータと通信することが可能な第２の通
信部を含み、
　前記制御部は、前記監視処理部により動作状態の異常が検出されたときに、異常発生を
示す情報を前記第３のコンピュータに送信するように前記第２の通信部を制御する
　ことを特徴とする請求項１～請求項２０のいずれか一項に記載の眼科撮影装置。
【請求項２２】
　視覚情報および／または聴覚情報を出力する情報出力部を有し、
　前記制御部は、前記監視処理部により動作状態の異常が検出されたときに、異常発生を
示す報知情報を出力するように前記情報出力部を制御する
　ことを特徴とする請求項２１に記載の眼科撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光コヒーレンストモグラフィ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｏｈｅｒｅｎｃｅ　Ｔ
ｏｍｏｇｒａｐｈｙ：ＯＣＴ）を用いて被検眼の画像を取得する眼科撮影装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、レーザ光源等からの光ビームを用いて被測定物体の表面形態や内部形態を表す画
像を形成するＯＣＴが注目を集めている。ＯＣＴは、Ｘ線ＣＴのような人体に対する侵襲
性を持たないことから、特に医療分野や生物学分野における応用の展開が期待されている
。たとえば眼科分野においては、眼底や角膜等の画像を形成する装置が実用化されている
。
【０００３】
　特許文献１には、フーリエドメインＯＣＴ（Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）
或いは周波数ドメインＯＣＴ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｏｍａｉｎ　ＯＣＴ）と呼ばれる
手法を用いた装置が開示されている。この装置は、被測定物体に対して低コヒーレンス光
のビームを照射し、その反射光と参照光とを重ね合わせて干渉光を生成し、この干渉光の
スペクトル強度分布を取得してフーリエ変換を施すことにより被測定物体の深度方向（ｚ
方向）の形態を画像化するものである。更に、この装置は、光ビーム（測定光）をｚ方向
に直交する１方向（ｘ方向）に走査するガルバノミラーを備え、それにより被測定物体の
所望の測定対象領域の画像を形成するようになっている。この装置により形成される画像
は、光ビームの走査方向（ｘ方向）に沿った深度方向（ｚ方向）の２次元断面像となる。
なお、特許文献１に記載された装置のように分光器を用いる手法は、スペクトラルドメイ
ン（Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｄｏｍａｉｎ）とも呼ばれる。
【０００４】
　特許文献２には、測定光を水平方向（ｘ方向）および垂直方向（ｙ方向）に走査（スキ
ャン）することにより水平方向の２次元断面像を複数形成し、これら複数の断面像に基づ
いて測定範囲の３次元の断面情報を取得して画像化する技術が開示されている。この３次
元画像化としては、たとえば、複数の断面像を垂直方向に並べて表示させる方法や（スタ
ックデータなどと呼ばれる）、スタックデータに基づくボリュームデータ（ボクセルデー
タ）にレンダリング処理を施して３次元画像を形成する方法などがある。
【０００５】
　特許文献３、４には、他のタイプのＯＣＴ装置が開示されている。特許文献３には、被
測定物体に照射される光の波長を走査（波長掃引）し、各波長の光の反射光と参照光とを
重ね合わせて得られる干渉光を検出してスペクトル強度分布を取得し、それに対してフー
リエ変換を施すことにより被測定物体の形態を画像化するＯＣＴ装置が記載されている。
このようなＯＣＴ装置は、スウェプトソース（Ｓｗｅｐｔ　Ｓｏｕｒｃｅ）タイプなどと
呼ばれる。スウェプトソースタイプはフーリエドメインタイプの一種である。
【０００６】
　また、特許文献４には、所定のビーム径を有する光を被測定物体に照射し、その反射光
と参照光とを重ね合わせて得られる干渉光の成分を解析することにより、光の進行方向に
直交する断面における被測定物体の画像を形成するＯＣＴ装置が記載されている。このよ
うなＯＣＴ装置は、フルフィールド（ｆｕｌｌ－ｆｉｅｌｄ）タイプ、或いはインファス
（ｅｎ－ｆａｃｅ）タイプなどと呼ばれる。
【０００７】
　特許文献５には、ＯＣＴを眼科分野に適用した構成が開示されている。なお、ＯＣＴが
応用される以前には、被検眼を観察するための装置として眼底カメラ、スリットランプ、
ＳＬＯ（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｓｅｒ　Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｓｃｏｐｅ）などが使用さ
れていた（たとえば特許文献６、特許文献７、特許文献８を参照）。眼底カメラは被検眼
に照明光を照射し、その眼底反射光を受光することで眼底を撮影する装置である。スリッ
トランプは、スリット光を用いて角膜の光切片を切り取ることにより角膜の断面の画像を
取得する装置である。ＳＬＯは、レーザ光で眼底を走査し、その反射光を光電子増倍管等
の高感度な素子で検出することにより眼底表面の形態を画像化する装置である。
【０００８】
　ＯＣＴを用いた装置は、高精細の画像を取得できる点、更には断面像や３次元画像を取
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得できる点などにおいて、眼底カメラ等に対して優位性を持つ。
【０００９】
　このように、ＯＣＴを用いた装置は被検眼の様々な部位の観察に適用可能であり、また
高精細な画像を取得できることから、様々な眼科疾患への応用がなされてきている。たと
えば、ＯＣＴ装置と自覚式視力検査装置とを組み合わせることにより、黄斑症や緑内障の
診断材料を提供する装置が知られている（特許文献９を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１１－３２５８４９号公報
【特許文献２】特開２００２－１３９４２１号公報
【特許文献３】特開２００７－２４６７７号公報
【特許文献４】特開２００６－１５３８３８号公報
【特許文献５】特開２００８－７３０９９号公報
【特許文献６】特開平９－２７６２３２号公報
【特許文献７】特開２００８－２５９５４４号公報
【特許文献８】特開２００９－１１３８１号公報
【特許文献９】特表２０１１－５１５１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　眼科疾患の種別によっては、病状を頻繁に確認することが望ましい。たとえば加齢黄斑
変性症では病状に応じて薬剤投与が行われるため、頻繁に病状を確認しつつ投薬タイミン
グを管理することが好ましい。また、薬剤が比較的高価であることを考慮すると、適切な
タイミングで必要最小限の投薬を行うよう管理することが、患者の視点からも望まれる。
【００１２】
　従来、このような望ましい管理を実現するには、患者が頻繁に通院する必要があった。
一方、加齢黄班変性症や緑内障のような疾患では、長期間にわたる管理が必要である。し
かし、頻繁な通院を長期間継続することが患者にとって多大な負担となることは明らかで
ある。
【００１３】
　この問題を解決する１つの方法として、自宅等（一般に医療機関以外の場所）にて病状
の確認（つまりＯＣＴ計測）を行うことが考えられる。しかし、ＯＣＴ装置を用いて検査
を行うには各種の設定を実行する必要がある。このような設定としては、撮影部位（視神
経乳頭、黄斑など）の設定、スキャンパターンの設定、合焦位置（計測深度）の設定、被
検眼の視力に応じた視度補正、検査対象が左眼であるか右眼であるかの設定、解析処理（
眼底厚解析、ドルーゼン解析など）の選択などがある。
【００１４】
　従来、ＯＣＴ装置の設定を適切に行うには、当該装置に関する訓練や説明を受け、或る
程度の経験を積むことが必要であった。したがって、そのような知識や経験を有しない者
（知識や経験が乏しい者も含む）がＯＣＴ装置を用いて適切に検査を行うことは困難であ
った。
【００１５】
　この発明は、上記のような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、装置に関す
る知識や経験を有しない者であっても容易に検査を行うことが可能な眼科撮影装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、光源からの光を測定光と参照光
とに分割し、被検眼を経由した測定光と参照光とを干渉させ、それにより得られた干渉光
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を検出する光学系と、前記光学系による干渉光の検出結果を処理することにより、被検眼
の状態を示す検査データを生成する処理部と、前記処理部により生成された検査データを
出力する出力部と、前記光学系および前記処理部に関する所定の項目の設定を行うための
インターフェイス部と、前記インターフェイス部を介して行われた設定の内容を示す設定
情報を記憶する記憶部と、前記設定情報が変更または破棄されるまでの間に実行される複
数回の検査のそれぞれにおいて、前記設定情報に示される設定の内容に基づき前記光学系
および前記処理部を制御する制御部とを有する眼科撮影装置である。
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の眼科撮影装置であって、前記光学系
は、被検眼を固視させるための固視標を提示するための固視標提示部を含み、前記設定情
報は、固視位置についての設定内容を含み、前記制御部は、前記固視位置についての設定
内容に基づいて、前記固視標提示部に固視標を提示させることを特徴とする。
　また、請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の眼科撮影装置であって、前記光学系
は、前記固視標提示部としてのフラットパネルディスプレイを含み、前記フラットパネル
ディスプレイから出力された光束を被検眼に導くことにより前記固視標を被検眼に提示す
ることを特徴とする。
　また、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の眼科撮影装置であって、前記光源は
赤外光を出力し、前記フラットパネルディスプレイは可視光を出力し、前記光学系は、前
記赤外光に基づく測定光の光路と、前記フラットパネルディスプレイから出力された可視
光の光路とを合成するダイクロイックミラーを含み、前記ダイクロイックミラーを介して
測定光および可視光を被検眼に導くことを特徴とする。
　また、請求項５に記載の発明は、請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の眼科撮影
装置であって、光学的に取得されるデータに基づいて被検眼が実質的に静止しているか否
か判定する静止判定部を有し、前記静止判定部により被検眼が実質的に静止していると判
定されたときに、前記制御部は、前記光学系に干渉光を検出させる制御を実行することを
特徴とする。
　また、請求項６に記載の発明は、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の眼科撮影
装置であって、前記出力部は、医療機関に設置された第１のコンピュータと通信回線を介
して通信することが可能な第１の通信部を含み、前記制御部は、前記処理部により生成さ
れた前記検査データと被検眼の識別情報とを前記第１のコンピュータに送信するように前
記第１の通信部を制御することを特徴とする。
　また、請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の眼科撮影装置であって、前記第１の
通信部は、医療機関に設置された第２のコンピュータと通信回線を介して通信することが
可能であり、前記処理部による前記検査データの生成が所定の期間実行されなかったとき
に、前記制御部は、前記第２のコンピュータに報知情報を送信するように前記第１の通信
部を制御することを特徴とする。
　また、請求項８に記載の発明は、請求項１～請求項７のいずれか一項に記載の眼科撮影
装置であって、被検眼が左眼であるか右眼であるかを示す情報を前記制御部に入力する第
１の入力部を有し、前記記憶部は、前記設定情報として、一被検者の左眼に関する左眼用
設定情報と、右眼に関する右眼用設定情報とを記憶し、前記制御部は、前記第１の入力部
により入力された情報に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定情報の一方を選択し、
選択された設定情報に基づいて前記光学系および前記処理部の制御を実行することを特徴
とする。
　また、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の眼科撮影装置であって、前記第１の
入力部は、被検眼が左眼であるか右眼であるか判定し、その判定結果を前記制御部に入力
する左右判定部を含み、前記制御部は、前記左右判定部により入力された判定結果に基づ
いて左眼用設定情報および右眼用設定情報の一方を選択し、選択された設定情報に基づい
て前記光学系および前記処理部の制御を実行することを特徴とする。
　また、請求項１０に記載の発明は、請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の眼科撮
影装置であって、前記記憶部は、当該装置を用いて検査を行うことが許可された正規の被
検者に関する正規個人認証情報をあらかじめ記憶し、個人認証情報を前記制御部に入力す
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る第２の入力部と、前記第２の入力部により入力された個人認証情報と前記正規個人認証
情報とが一致するか判定する認証処理部とを有し、前記制御部は、前記認証処理部により
前記個人認証情報と前記正規個人認証情報とが一致しないと判定された場合、前記光学系
および前記処理部の動作を禁止することを特徴とする。
　また、請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載の眼科撮影装置であって、前記記
憶部は、２以上の正規の被検者のそれぞれについて、前記正規個人認証情報と前記設定情
報とを関連付けて記憶し、前記認証処理部は、前記第２の入力部により入力された個人認
証情報に一致する正規個人認証情報が前記記憶部に記憶されているか判定し、入力された
個人認証情報に一致する正規個人認証情報が記憶されていると判定された場合、前記制御
部は、当該正規個人認証情報に関連付けられた設定情報に基づいて前記光学系および前記
処理部の制御を実行することを特徴とする。
　また、請求項１２に記載の発明は、請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、前記光学系は、測定光で被検眼をスキャンするためのスキャナを含み
、前記設定情報は、測定光によるスキャンパターンについての設定内容を含み、前記制御
部は、前記スキャンパターンについての設定内容に基づいて前記スキャナを制御すること
を特徴とする。
　また、請求項１３に記載の発明は、請求項１～請求項１２のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、前記光学系は、被検眼に対する測定光の合焦位置を変更するための合
焦位置変更部を含み、前記設定情報は、測定光の合焦位置についての設定内容を含み、前
記制御部は、前記合焦位置についての設定内容に基づいて前記合焦位置変更部を制御する
ことを特徴とする。
　また、請求項１４に記載の発明は、請求項１３に記載の眼科撮影装置であって、前記合
焦位置変更部は、前記光学系の合焦レンズと、前記合焦レンズを移動する第１の駆動部と
を含み、前記設定情報は、前記合焦レンズの位置を示す情報を含み、前記制御部は、前記
設定情報に示された位置に前記合焦レンズを配置させるように前記第１の駆動部を制御す
ることを特徴とする。
　また、請求項１５に記載の発明は、請求項１４に記載の眼科撮影装置であって、前記合
焦レンズは対物レンズであることを特徴とする。
　また、請求項１６に記載の発明は、請求項１３に記載の眼科撮影装置であって、前記合
焦位置変更部は、視度補正レンズと、前記視度補正レンズを前記光学系に対して挿脱する
第２の駆動部とを含み、前記設定情報は、前記視度補正レンズが使用されるか否かを示す
情報を含み、前記制御部は、前記視度補正レンズが使用されることが前記設定情報に示さ
れている場合、前記視度補正レンズを前記光学系に挿入させるように前記第２の駆動部を
制御することを特徴とする。
　また、請求項１７に記載の発明は、請求項１～請求項１６のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、前記光学系は、測定光と参照光との干渉強度が最大となる最大干渉深
度を変更するための最大干渉深度変更部を含み、前記設定情報は、前記最大干渉深度につ
いての設定内容を含み、前記制御部は、前記最大干渉深度についての設定内容に基づいて
前記最大干渉深度変更部を制御することを特徴とする。
　また、請求項１８に記載の発明は、請求項１７に記載の眼科撮影装置であって、前記光
学系は、前記光源からの光を測定光と参照光とに分割するビームスプリッタと、測定光を
被検眼に導き、測定光の被検眼からの戻り光を前記ビームスプリッタに導く測定アームと
、参照光を前記ビームスプリッタに向けて反射するミラーを含む参照アームとを含み、前
記ビームスプリッタを介して得られた測定光の戻り光と参照光との干渉光を検出し、前記
最大干渉深度変更部は、前記ミラーと、前記参照アームの光軸の方向に沿って前記ミラー
を移動する第３の駆動部とを含み、前記設定情報は、前記ミラーの位置を示す情報を含み
、前記制御部は、前記設定情報に示された位置に前記ミラーを配置させるように前記第３
の駆動部を制御することを特徴とする。
　また、請求項１９に記載の発明は、請求項１～請求項１８のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、前記処理部は、前記光学系による干渉光の検出結果に基づいて眼底の
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層厚情報を生成する層厚情報生成部を含み、前記設定情報は、前記処理部が実行する処理
の内容を含み、前記処理部が実行する処理の内容として層厚情報を生成する処理が含まれ
ている場合、前記制御部は、前記検査データとして、前記層厚情報生成部に層厚情報を生
成させることを特徴とする。
　また、請求項２０に記載の発明は、請求項１～請求項１９のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、前記制御部は、前記処理部により検査データが生成される度に、当該
検査データを日時情報と関連付けて前記記憶部に記憶させることを特徴とする。
　また、請求項２１に記載の発明は、請求項１～請求項２０のいずれか一項に記載の眼科
撮影装置であって、装置の所定部位の動作状態を監視する監視処理部を有し、前記出力部
は、通信回線を介して第３のコンピュータと通信することが可能な第２の通信部を含み、
前記制御部は、前記監視処理部により動作状態の異常が検出されたときに、異常発生を示
す情報を前記第３のコンピュータに送信するように前記第２の通信部を制御することを特
徴とする。
　また、請求項２２に記載の発明は、請求項２１に記載の眼科撮影装置であって、視覚情
報および／または聴覚情報を出力する情報出力部を有し、前記制御部は、前記監視処理部
により動作状態の異常が検出されたときに、異常発生を示す報知情報を出力するように前
記情報出力部を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　この発明によれば、装置に関する知識や経験を有しない者であっても容易に検査を行う
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】実施形態に係る眼科撮影装置の構成の一例を表す概略図である。
【図２】実施形態に係る眼科撮影装置の構成の一例を表す概略図である。
【図３Ａ】実施形態に係る眼科撮影装置の動作例を表すフローチャートである。
【図３Ｂ】実施形態に係る眼科撮影装置の動作例を表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　この発明に係る眼科撮影装置の実施形態の一例について、図面を参照しながら詳細に説
明する。この発明に係る眼科撮影装置は、ＯＣＴを用いて眼底の断面像を形成する。この
明細書では、ＯＣＴによって取得される画像をＯＣＴ画像と総称することがある。また、
ＯＣＴ画像を形成するための計測動作をＯＣＴ計測と呼ぶことがある。なお、この明細書
に記載された文献の記載内容を、以下の実施形態の内容として適宜援用することが可能で
ある。
【００２０】
　以下の実施形態ではスペクトラルドメインタイプのＯＣＴを適用した場合について詳し
く説明するが、他のタイプのＯＣＴを用いる眼科撮影装置に対して、この発明に係る構成
を適用することも可能である。また、実施形態に係る装置は、ＯＣＴ以外の撮影機能を有
していてもよい。この付加的な撮影機能の例として、前眼部および／または眼底の正面画
像を取得する機能がある（たとえば特許文献５を参照）。
【００２１】
［構成］
　実施形態に係る眼科撮影装置の構成について説明する。図１に示す眼科撮影装置１は、
光学ユニット１０と、コンピュータ１００と、ユーザインターフェイス（ＵＩ）２００と
を有する。
【００２２】
　光学ユニット１０、コンピュータ１００およびユーザインターフェイス２００は一体的
に（つまり単一の筐体内に）設けられていてよい。或いは、これらは２つ以上の筐体内に
分散配置されていてもよい。その場合、眼科撮影装置の一部が他の装置に設けられていて
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よい。たとえば、コンピュータ１００の一部または全部を、パーソナルコンピュータや携
帯端末（タブレット型コンピュータ、携帯電話、スマートフォン等）に設けることができ
る。また、ユーザインターフェイス２００の一部または全部を、パーソナルコンピュータ
、携帯端末、テレビ受像機、スマートテレビなどに設けることができる。
【００２３】
〔光学ユニット１０〕
　光学ユニット１０は、ＯＣＴ計測を行うための光学系と、所定の光学素子を駆動する機
構とを含む。光学系は、光源１１からの光を測定光と参照光とに分割し、測定光の被検眼
Ｅからの戻り光と参照光とを干渉させ、その干渉光を検出する。この光学系は、従来のス
ペクトラルドメインタイプのＯＣＴ装置と同様の構成を有する。すなわち、この光学系は
、低コヒーレンス光（広帯域光）を参照光と測定光に分割し、被検眼Ｅを経由した測定光
と参照光路を経由した参照光とを干渉させて干渉光を生成し、この干渉光のスペクトル成
分を検出するように構成される。スペクトル成分の検出結果（検出信号）はコンピュータ
１００に送られる。
【００２４】
　スウェプトソースタイプのＯＣＴが適用される場合、低コヒーレンス光源の代わりに波
長掃引光源が設けられるとともに、干渉光をスペクトル分解する光学部材が設けられない
。一般に、光学ユニット１０の構成については、ＯＣＴのタイプに応じた公知の技術を任
意に適用することができる。
【００２５】
　光源１１は広帯域の低コヒーレンス光を出力する。この低コヒーレンス光は、たとえば
、近赤外領域の波長帯（約８００ｎｍ～９００ｎｍ程度）を含み、数十マイクロメートル
程度の時間的コヒーレンス長を有する。なお、人眼では視認できない波長帯、たとえば１
０４０～１０６０ｎｍ程度の中心波長を有する近赤外光を低コヒーレンス光として用いて
もよい。
【００２６】
　光源１１は、スーパールミネセントダイオード（Ｓｕｐｅｒ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ
　Ｄｉｏｄｅ：ＳＬＤ）や、ＬＥＤや、ＳＯＡ（Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）等の光出力デバイスを含んで構成される。
【００２７】
　光源１１から出力された低コヒーレンス光は、コリメートレンズ１２により平行光束と
されてビームスプリッタ１３に導かれる。ビームスプリッタ１３は、たとえば、所定割合
の光を反射し、残りを透過させるハーフミラーである。ビームスプリッタ１３は、この平
行光束を測定光と参照光とに分割する。
【００２８】
　測定光とは被検眼Ｅに照射される光である（信号光などとも呼ばれる）。測定光の光路
（測定光路）を形成する光学素子群は測定アームと呼ばれる（サンプルアームなどとも呼
ばれる）。参照光とは、測定光の戻り光に含まれる情報を干渉信号として抽出するための
基準となる光である。参照光の光路（参照光路）を形成する光学素子群は参照アームと呼
ばれる。
【００２９】
　参照光路の一端はビームスプリッタ１３であり、他端は参照ミラー１４である。ビーム
スプリッタ１３を透過した成分からなる参照光は、参照ミラー１４により反射されてビー
ムスプリッタ１３に戻ってくる。
【００３０】
　参照ミラー１４は、図２に示す参照ミラー駆動部１４Ａにより、参照光の進行方向に沿
って移動される。それにより、参照光路の長さが変更される。参照ミラー駆動部１４Ａは
、測定光路の長さと参照光路の長さとを相対的に変更するように機能し、それにより測定
光と参照光との干渉強度が最大となる深度が変更される。参照ミラー１４と参照ミラー駆
動部１４Ａは最大干渉深度変更部の一例である。また、参照ミラー駆動部１４Ａは第３の
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駆動部の一例である。
【００３１】
　この実施形態では参照光路の長さを変更する構成が適用されているが、この構成の代わ
りに、或いはこの構成に加えて、測定光路の長さを変更する構成を設けることができる。
測定光路の長さの変更は、たとえば、入射する測定光を当該入射方向と反対方向に反射す
るコーナーキューブと、このコーナーキューブを当該入射方向および当該反射方向に移動
させるための機構とにより実現される。
【００３２】
　ビームスプリッタ１３に反射された成分からなる測定光は、測定光路に対して傾斜配置
された固定ミラー１５により偏向されてスキャナ１６に導かれる。スキャナ１６は、たと
えば２軸光スキャナである。つまり、スキャナ１６は、測定光を２次元的に偏向可能な構
成を有する。スキャナ１６は、たとえば、互いに直交する方向に偏向可能な２つのミラー
を含むミラースキャナである。このミラースキャナは、たとえばＭＥＭＳ（Ｍｉｃｒｏ　
Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）として構成される。他の例と
して、１つのミラースキャナとロータリープリズムとを用いてスキャナ１６を構成するこ
とも可能である。
【００３３】
　スキャナ１６から出力される測定光は、２次元的に偏向されたコリメート光である。こ
の測定光は、リレーレンズ１７により集束光とされ、眼底Ｅｆと共役な面（眼底共役面）
Ｐｃにおいて空中結像される。さらに、測定光は、合焦レンズとしての機能を有する対物
レンズ１９により再び集束光とされて被検眼Ｅに入射する。なお、眼底共役面Ｐｃに配置
された光学素子（ダイクロイックミラー１８）については後述する。また、後述の視度補
正レンズ２７が測定光路に配置されている場合、測定光は、対物レンズ１９を経由した後
、視度補正レンズ２７により屈折されて被検眼Ｅに入射する。
【００３４】
　対物レンズ１９と鏡筒部１９Ａは、図２に示す鏡筒駆動部１９Ｂにより、測定光路に沿
って移動される。対物レンズ１９と鏡筒部１９Ａは、被検眼Ｅの屈折力に応じて光軸方向
に移動される。それにより、眼底共役面Ｐｃが眼底Ｅｆと共役な位置に配置される。その
結果、測定光は、スポット光として眼底Ｅｆに投射される。対物レンズ１９と鏡筒駆動部
１９Ｂは、被検眼Ｅに対する測定光の合焦位置を変更するための合焦位置変更部の一例で
ある。また、鏡筒駆動部１９Ｂは、対物レンズ１９（合焦レンズ）を移動する第１の駆動
部の一例である。なお、対物レンズ１９とは別に合焦レンズを設ける構成を適用すること
も可能である。
【００３５】
　視度補正レンズ２７は、合焦レンズと同様に被検眼Ｅに対する測定光の合焦位置を変更
するものであるが、たとえば強度近視眼のように極端な屈折力を有する被検眼に対処する
ために測定光路に配置される光学素子である。視度補正レンズ２７は、図２に示すレンズ
駆動部２７Ａにより測定光路に対して挿入／退避される。視度補正レンズ２７とレンズ駆
動部２７Ａは、被検眼Ｅに対する測定光の合焦位置を変更するための合焦位置変更部の一
例である。また、レンズ駆動部２７Ａは、視度補正レンズ２７を移動する第２の駆動部の
一例である。
【００３６】
　なお、合焦位置変更部は、度数が異なる複数の視度補正レンズと、これら視度補正レン
ズのうち任意のものを選択的に測定光路に配置させる第２の駆動部とを有する構成であっ
てもよい。また、たとえばアルバレッツレンズのように屈折力が可変に構成された光学素
子を視度補正レンズとして用いることも可能である。このような視度補正用の光学素子は
、たとえば、対物レンズ１９と被検眼Ｅとの間の位置に配置される。
【００３７】
　眼底Ｅｆに照射された測定光は、眼底Ｅｆの様々な深さ位置において散乱（反射を含む
）される。眼底Ｅｆによる測定光の後方散乱光（戻り光）は、往路と同じ経路を逆向きに



(12) JP 6141140 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

進行してビームスプリッタ１３に導かれる。
【００３８】
　ビームスプリッタ１３は、測定光の戻り光と、参照光路を経由した参照光とを干渉させ
る。このとき、参照光路の長さとほぼ等しい距離を経由した戻り光の成分、つまり参照光
路の長さに対して可干渉距離以内の範囲からの後方散乱光のみが、参照光と実質的に干渉
する。ビームスプリッタ１３を介して生成された干渉光は、分光器２０に導かれる。分光
器２０に入射した干渉光は、回折格子２１により分光（スペクトル分解）され、レンズ２
２を介してＣＣＤイメージセンサ２３の受光面に照射される。なお、図１に示す回折格子
２１は透過型であるが、たとえば反射型の回折格子など、他の形態の分光素子を用いるこ
とも可能である。
【００３９】
　ＣＣＤイメージセンサ２３は、たとえばラインセンサまたはエリアセンサであり、分光
された干渉光の各スペクトル成分を検出して電荷に変換する。ＣＣＤイメージセンサ２３
は、この電荷を蓄積して検出信号を生成し、これをコンピュータ１００に送る。
【００４０】
　前述したように、測定光路の眼底共役面Ｐｃに相当する位置には、ダイクロイックミラ
ー１８が傾斜配置されている。ダイクロイックミラー１８は、近赤外帯域の測定光を透過
させ、可視帯域の光を反射するように構成されている。
【００４１】
　ダイクロイックミラー１８を介して測定光路から分岐した光路には、フラットパネルデ
ィスプレイ（ＦＰＤ）２５と、レンズ２６とが設けられている。フラットパネルディスプ
レイ２５は、制御部１１０による制御を受けて情報を表示する。フラットパネルディスプ
レイ２５に表示される情報として、被検眼Ｅに対して提示される各種の視標がある。この
ような視標の例として、自覚式視力検査用の視標（ランドルト環など）や、被検眼Ｅを固
視させるための固視標などがある。
【００４２】
　フラットパネルディスプレイ２５は、レンズ２６を介して眼底共役面Ｐｃと共役な位置
（よって、眼底Ｅｆと共役な位置）に配置されている。フラットパネルディスプレイ２５
としては、たとえば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）または有機ＥＬディスプレイ（ＯＥＬＤ
）が用いられる。
【００４３】
　フラットパネルディスプレイ２５から出力された可視光は、レンズ２６を介してダイク
ロイックミラー１８に反射される。さらに、この可視光は、対物レンズ１９を介して被検
眼Ｅに入射し、眼底Ｅｆに到達する。それにより、この可視光に基づく像（たとえば視標
像）が眼底Ｅｆに投影される。
【００４４】
　なお、ダイクロイックミラー１８の代わりに、ハーフミラー等の光学素子を設けてもよ
い。また、測定光路に対して挿入／退避できるように構成された反射ミラーを設けること
も可能である。ダイクロイックミラー１８やハーフミラーが設けられる場合、ＯＣＴ計測
と視標の投影を同時に行うことができる。一方、反射ミラーが設けられる場合には、ＯＣ
Ｔ計測と視標の投影とが異なるタイミングで実行される。
【００４５】
　この実施形態ではマイケルソン型の干渉計を採用しているが、たとえばマッハツェンダ
ー型など任意のタイプの干渉計を適宜に採用することが可能である。また、ＣＣＤイメー
ジセンサに代えて、他の形態の受光素子、たとえばＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒ
ｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセンサなどを用い
ることが可能である。
【００４６】
　この実施形態では、ビームスプリッタ１３に反射された光が測定光として用いられ、こ
れを透過した光が参照光として用いられている。一方、これとは逆に、ビームスプリッタ
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１３に反射された光を参照光として使用し、これを透過した光を測定光として使用する構
成を適用することも可能である。その場合、測定アームと参照アームの配置が図１とは逆
になる。
【００４７】
　測定光および／または参照光の特性を変換する部材を設けることができる。たとえば、
光減衰器（アッテネータ）や偏波調整器（偏波コントローラ）を、参照光路に設けること
が可能である。光減衰器は、コンピュータ１００の制御を受けて、参照光の光量を調整す
る。光減衰器は、たとえば、減光フィルタと、これを参照光路に対して挿入／退避させる
ための機構とを含む。偏波調整器は、コンピュータ１００の制御を受けて、参照光の偏光
状態を調整する。偏波調整器は、たとえば、参照光路に配置された偏光板と、これを回転
させるための機構とを含む。これらは、測定光の戻り光と参照光との干渉強度を調整する
ために使用される。
【００４８】
　被検眼Ｅを撮影してその正面画像を取得するための正面画像取得光学系を設けることが
可能である。この正面画像は、前眼部または眼底Ｅｆの画像である。正面画像取得光学系
は、測定光路から分岐した光路を形成するものであり、たとえば従来の眼底カメラと同様
の照明光学系と撮影光学系とを含む。照明光学系は、（近）赤外光または可視光からなる
照明光を被検眼Ｅに照射する。撮影光学系は、被検眼Ｅからの照明光の戻り光（反射光）
を検出する。撮影光学系は、測定光路と共通の合焦レンズ、および／または、測定光路と
は独立した合焦レンズを有する。また、撮影光学系は、測定光路と共通の合焦レンズ（対
物レンズ１９、視度補正レンズ２７など）、および／または、測定光路から独立した合焦
レンズを有する。正面画像取得光学系の他の例として、従来のＳＬＯと同様の光学系があ
る。
【００４９】
　正面画像取得光学系が設けられる場合、従来の眼底カメラと同様のアライメント光学系
を設けることができる。アライメント光学系は、測定光路から分岐した光路を形成するも
のであり、被検眼Ｅに対する装置光学系の位置合わせ（アライメント）を行うための視標
（アライメント視標）を生成する。アライメントは、測定光路（対物レンズ１９の光軸）
に対して直交する面に沿う方向（ｘｙ方向と呼ばれる）における位置合わせである。図示
は省略するが、アライメント光学系は、アライメント光源（ＬＥＤ等）から出力された光
束から２孔絞りによって２つのアライメント光束を生成する。２つのアライメント光束は
、測定光路に対して傾斜配置されたビームスプリッタを介して測定光路に導かれ、被検眼
Ｅの角膜に投影される。アライメント光束の角膜反射光は、正面画像取得光学系のイメー
ジセンサによって検出される。
【００５０】
　アライメント光学系が設けられる場合、オートアライメントを実行することができる。
具体的には、コンピュータ１００のデータ処理部１３０は、正面画像取得光学系のイメー
ジセンサから入力される信号を解析して２つのアライメント視標像の位置を特定する。さ
らに、制御部１１０は、特定された２つのアライメント視標像の位置に基づいて、イメー
ジセンサの受光面の所定位置（たとえば中心位置）に２つの角膜反射光が重なって投影さ
れるように、光学ユニット１０をｘｙ方向に移動させる。なお、光学ユニット１０は、ユ
ニット駆動部１０Ａによって移動される。
【００５１】
　また、正面画像取得光学系が設けられる場合、従来の眼底カメラと同様のフォーカス光
学系を設けることができる。フォーカス光学系は、測定光路から分岐した光路を形成する
ものであり、眼底Ｅｆに対するフォーカシング（ピント合わせ）を行うための視標（スプ
リット視標）を生成する。図示は省略するが、フォーカス光学系は、フォーカシング光源
（ＬＥＤ等）から出力された光束からスプリット視標板によって２つのフォーカシング光
束を生成する。２つのフォーカシング光束は、測定光路に対して傾斜配置された反射部材
を介して測定光路に導かれ、眼底Ｅｆに投影される。フォーカシング光束の眼底反射光は
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、正面画像取得光学系のイメージセンサによって検出される。
【００５２】
　フォーカス光学系が設けられる場合、オートフォーカスを実行することができる。具体
的には、コンピュータ１００のデータ処理部１３０は、正面画像取得光学系のイメージセ
ンサから入力される信号を解析して２つのスプリット視標像の位置を特定する。さらに、
制御部１１０は、特定された２つのスプリット視標像の位置に基づいて、イメージセンサ
の受光面に対して２つの眼底反射光が一直線上に投影されるように、フォーカス光学系の
移動制御および合焦レンズの制御（たとえば対物レンズ１９の移動制御）を行う。
【００５３】
　正面画像取得光学系が設けられる場合、オートトラッキングを行うことができる。オー
トトラッキングとは、被検眼Ｅの動きに合わせて光学ユニット１０を移動させるものであ
る。オートトラッキングを行う場合、事前にアライメントとフォーカシングが実行される
。オートトラッキングは、たとえば次のようにして実行される。まず、正面画像取得光学
系によって被検眼Ｅを動画撮影する。データ処理部１３０は、この動画撮影により得られ
るフレームを逐次に解析することで、被検眼Ｅの動き（位置の変化）を監視する。制御部
１１０は、逐次に取得される被検眼Ｅの位置に合わせて光学ユニット１０を移動させるよ
うにユニット駆動部１０Ａを制御する。それにより、被検眼Ｅの動きに対して光学ユニッ
ト１０をリアルタイムで追従させることができ、アライメントとピントが合った好適な位
置関係を維持することが可能となる。
【００５４】
〔制御系・データ処理系〕
　実施形態に係る眼科撮影装置１の制御系およびデータ処理系について説明する。制御系
およびデータ処理系の構成例を図２に示す。
【００５５】
　制御系およびデータ処理系は、コンピュータ１００を中心に構成される。コンピュータ
１００は、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブ、通信インタ
ーフェイスなどを含んで構成される。ハードディスクドライブ等の記憶装置には、眼科撮
影装置１に各種処理を実行させるためのコンピュータプログラムが記憶されている。コン
ピュータ１００は、特定の処理を実行する専用の回路基板を有していてよい。たとえばＯ
ＣＴ画像を形成するための処理を実行する回路基板が設けられていてよい。
【００５６】
（ユーザインターフェイス２００）
　コンピュータ１００にはユーザインターフェイス２００が接続されている。ユーザイン
ターフェイス２００には、表示部２１０と操作部２２０とが含まれる。表示部２１０は、
フラットパネルディスプレイ等の表示デバイスを含む。操作部２２０は、眼科撮影装置１
の筐体や外部に設けられたボタン、キー、ジョイスティック、操作パネル等の操作デバイ
スを含む。コンピュータ１００がパーソナルコンピュータを含む場合、操作部２２０は、
このパーソナルコンピュータの操作デバイス（マウス、キーボード、トラックパッド、ボ
タン等）を含んでいてよい。
【００５７】
　表示部２１０と操作部２２０は、それぞれ個別のデバイスとして構成される必要はない
。たとえばタッチパネルのように、表示機能と操作機能とが一体化されたデバイスを用い
ることも可能である。その場合、操作部２２０は、このタッチパネルとコンピュータプロ
グラムとを含んで構成される。操作部２２０に対する操作内容は、電気信号として制御部
１１０に入力される。また、表示部２１０に表示されたグラフィカルユーザインターフェ
イス（ＧＵＩ）と、操作部２２０とを用いて、操作や情報入力を行うようにしてもよい。
【００５８】
（制御部１１０）
　制御部１１０は、コンピュータ１００に設けられている。制御部１１０は、マイクロプ
ロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスクドライブ等を含んで構成される。制御部１１
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０には、主制御部１１１と記憶部１１２が設けられている。
【００５９】
（主制御部１１１）
　主制御部１１１は、眼科撮影装置１の各部の制御を行う。たとえば、主制御部１１１に
よる制御の対象には、ユニット駆動部１０Ａ、光源１１、参照ミラー駆動部１４Ａ、スキ
ャナ１６、鏡筒駆動部１９Ｂ、ＣＣＤ（イメージセンサ）２３、フラットパネルディスプ
レイ２５、表示部２１０、データ処理部１３０、および通信部１４０が含まれる。
【００６０】
　ユニット駆動部１０Ａは、測定光路（対物レンズ１９の光軸）に沿う方向（ｚ方向）と
、ｚ方向に対して直交する面に沿う方向（ｘｙ方向）とに、光学ユニット１０を移動する
ための機構を有する。参照ミラー駆動部１４Ａは、参照光路に沿って参照ミラー１４を移
動する。鏡筒駆動部１９Ｂは、測定光路に沿って対物レンズ１９および鏡筒部１９Ａを移
動する。レンズ駆動部２７Ａは、視度補正レンズ２７を測定光路に対して挿脱する。或い
は、レンズ駆動部２７Ａは、複数の視度補正レンズを選択的に測定光路に配置させる（全
ての視度補正レンズを測定光路から退避させることもできる）。
【００６１】
（記憶部１１２）
　記憶部１１２は、各種のデータを記憶する。また、記憶部１１２には、眼科撮影装置１
を動作させるための各種プログラムやデータが記憶されている。記憶部１１２に記憶され
るデータは、眼科撮影装置１により取得されるデータと、あらかじめ記憶されるデータと
を含む。
【００６２】
　眼科撮影装置１により取得されるデータとしては、ＯＣＴ画像の画像データ、検査デー
タ、正面画像の画像データなどがある。検査データとは、光学ユニット１０による干渉光
の検出結果を処理することにより生成される、被検眼の状態を示すデータである（詳細は
後述する）。記憶部１１２にあらかじめ記憶されるデータとしては、設定情報や正規個人
認証情報などがある。
【００６３】
（設定情報）
　設定情報は、光学ユニット１０およびデータ処理部１３０に関する所定の項目の設定の
内容が記録された情報である。設定情報はたとえば次の事項のうち少なくとも１つに関す
る設定内容を含む：（１）固視位置；（２）スキャンパターン；（３）合焦位置；（４）
視度補正；（５）最大干渉深度；（６）解析処理。
【００６４】
　（１）「固視位置」は、被検眼Ｅを固視させる方向、つまりＯＣＴ計測が実行される被
検眼Ｅの部位を示す。固視位置としては、黄斑およびその周囲のＯＣＴ計測を行うための
固視位置、視神経乳頭およびその周囲のＯＣＴ計測を行うための固視位置、黄斑および視
神経乳頭並びにこれらの周囲のＯＣＴ計測を行うための固視位置などがある。また、被検
眼Ｅの任意の部位に対応する固視位置を設定することも可能である。固視位置は、たとえ
ば、フラットパネルディスプレイ２５による固視標の表示位置（画素の位置）を示す情報
を含む。
【００６５】
　（２）「スキャンパターン」は、被検眼Ｅに対する測定光の投射位置をどのようなパタ
ーンに沿って移動させるかを示す。スキャンパターンとしては、１以上のラインスキャン
（水平スキャン、垂直スキャン）、１以上のクロススキャン、ラジアルスキャン、サーク
ルスキャンなどがある。また、３次元画像（３次元データセット）を取得する場合には、
複数のラインスキャンの間隔が十分に狭く設定された３次元スキャンが適用される。
【００６６】
　（３）「合焦位置」は、ＯＣＴ計測において適用されるフォーカス条件を示す。合焦位
置は、たとえば、対物レンズ１９の位置を示す情報を含む。
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【００６７】
　（４）「視度補正」は、視度補正において適用される条件を示す。具体的には、被検眼
Ｅの屈折力（視力値）を示す値、視度補正レンズの適用／非適用、視度補正レンズにより
印加する屈折力を示す値などがある。
【００６８】
　（５）「最大干渉深度」は、ＯＣＴ計測において適用される、測定光と参照光との干渉
強度が最大となる深度を示す。最大干渉深度は、たとえば、参照ミラー１４の位置を示す
情報を含む。
【００６９】
　（６）「解析処理」は、光学ユニット１０により取得されるデータに基づき実行される
処理の内容、つまり取得される検査データの種別を示す。解析処理の例として、眼底層厚
解析、ドルーゼン解析、乳頭形状解析などがある。眼底層厚解析は、眼底の所定の層組織
（網膜、網膜のサブ組織、脈絡膜、強膜等）の厚さを求めるための解析処理である。ドル
ーゼン解析は、加齢黄斑変性症の診断材料として用いられるドルーゼン（老廃物の塊）の
分布を求めるための解析処理である。乳頭形状解析は、眼底の断面像や３次元画像を解析
して、網膜の孔部（切れ目、欠損部位）を検出して視神経乳頭の形状を求める解析処理で
ある。また、乳頭形状解析では、視神経乳頭の傾き（形状の非対称性）を求めることもで
きる。なお、これら解析処理の詳細については後述する。
【００７０】
　被検者の左眼と右眼の双方のＯＣＴ計測を行う場合であって、特に左右で異なる設定が
適用される場合には、左眼に関する設定情報（左眼用設定情報）と、右眼に関する設定情
報（右眼用設定情報）とを別々に設けることが可能である。
【００７１】
　また、眼科撮影装置１を２以上の被検者が共用する場合であって、特に被検者ごとに異
なる設定が適用される場合には、被検者ごとに個別の設定情報を設けることが可能である
。
【００７２】
　設定情報の作成方法について説明する。眼科撮影装置１は、被検者に貸し出され、被検
者の自宅等で使用される。設定情報の作成は、貸し出しの前に行われる。
【００７３】
　設定情報の作成方法の第１の例として、眼科撮影装置１のユーザインターフェイス２０
０を用いることができる。たとえば、表示部２１０に表示された所定の設定画面に対し、
光学ユニット１０およびデータ処理部１３０に関する所定の項目の設定内容を、操作部２
２０を用いて入力する。主制御部１１１は、入力された設定内容を含む設定情報を作成し
、記憶部１１２に記憶させる。この場合、ユーザインターフェイス２００がインターフェ
イス部として機能する。
【００７４】
　設定情報の作成方法の第２の例として、眼科撮影装置１に接続されたコンピュータ（外
部コンピュータ１０００）を用いることができる。外部コンピュータ１０００はたとえば
医師が使用するパーソナルコンピュータである。外部コンピュータ１０００には、設定情
報を作成するための機能（コンピュータプログラム）が搭載されている。外部コンピュー
タ１０００のディスプレイには所定の設定画面が表示される。医師等は、この設定画面に
対し、光学ユニット１０およびデータ処理部１３０に関する所定の項目の設定内容を、操
作デバイス（キーボード、マウス等）を用いて入力する。外部コンピュータ１０００は、
入力された設定内容を、通信回線２０００（直接接続用のケーブルでもよい）を介して眼
科撮影装置１に送信する。眼科撮影装置１は、外部コンピュータ１０００から送信された
設定内容を通信部１４０によって受信する。主制御部１１１は、受信された設定内容を含
む設定情報を作成し、記憶部１１２に記憶させる。この場合、通信部１４０がインターフ
ェイス部として機能する。なお、上記の例では、設定内容の入力および送信を外部コンピ
ュータ１０００が実行しているが、外部コンピュータ１０００が設定情報の作成まで行な
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うよう構成することも可能である。
【００７５】
　設定情報の作成においては、被検眼Ｅの検査結果や検査条件、疾患名（その診断材料と
なるデータの種別など）などが参照される。たとえば、固視位置の設定は、過去のＯＣＴ
計測において適用された固視位置や、疾患名を参照して行われる。スキャンパターンの設
定は、過去のＯＣＴ計測において適用されたスキャンパターンや、疾患名を参照して行わ
れる。合焦位置の設定は、過去のＯＣＴ計測において適用された合焦位置を参照して行わ
れる。視度補正の設定は、過去のＯＣＴ計測において視度補正レンズが適用されたか否か
を参照して、或いは過去の検査で取得された被検眼Ｅの視力値や屈折力を参照して行われ
る。最大干渉深度の設定は、過去のＯＣＴ計測において適用された最大干渉深度を参照し
て行われる。解析処理の設定は、過去の検査で適用された解析処理の種別や、疾患名を参
照して行われる。
【００７６】
　検査結果、検査条件および／または疾患名と、設定内容との関係の具体例を説明する。
黄斑の検査においては次のような設定内容を採用することができる：（１）固視位置とし
ては、スキャン範囲に黄斑が含まれるような固視位置、たとえば測定光路の光軸の延長上
に黄斑が位置するような固視位置が採用される；（２）スキャンパターンとしては、３次
元スキャン、ラジアルスキャンおよび／またはラインスキャンが採用される；（３）合焦
位置としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された合焦位置、または被検眼
Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる合焦位置が採用される；（４
）視度補正としては、過去に実施されたＯＣＴ計測における視度補正レンズの適用の有無
、または被検眼Ｅの屈折力の測定値から得られる視度補正値などが採用される；（５）最
大干渉深度としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された最大干渉深度、ま
たは被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる最大干渉深度が採
用される。このとき、最大干渉深度として設定される眼底Ｅｆの部位（眼底の表面、注目
する深部組織など）を参照することが可能である；（６）解析処理としては、眼底層厚解
析（および標準的な層厚値との比較解析）が用いられる。なお、この眼底層厚解析では、
たとえば網膜の厚さが求められる（網膜厚解析）。
【００７７】
　視神経乳頭の検査においては次のような設定内容を採用することができる：（１）固視
位置としては、スキャン範囲に視神経乳頭が含まれるような固視位置、たとえば、測定光
路の光軸の延長上に視神経乳頭が位置するような固視位置が採用される；（２）スキャン
パターンとしては、３次元スキャンおよび／またはサークルスキャンが採用される；（３
）合焦位置としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された合焦位置、または
被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる合焦位置が採用される
；（４）視度補正としては、過去に実施されたＯＣＴ計測における視度補正レンズの適用
の有無、または被検眼Ｅの屈折力の測定値から得られる視度補正値などが採用される；（
５）最大干渉深度としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された最大干渉深
度、または被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる最大干渉深
度が採用される。このとき、最大干渉深度として設定される眼底Ｅｆの部位（眼底の表面
、注目する深部組織（たとえば網膜神経線維層）など）を参照することが可能である；（
６）解析処理としては、眼底層厚解析（および標準的な層厚値との比較解析）および／ま
たは乳頭形状解析が用いられる。なお、この眼底層厚解析では、たとえば網膜神経線維層
の厚さが求められる（ＲＮＦＬ厚解析）。
【００７８】
　緑内障の検査においては次のような設定内容を採用することができる：（１）固視位置
としては、スキャン範囲に黄斑が含まれるような固視位置（たとえば測定光路の光軸の延
長上に黄斑が位置するような固視位置）、および／または、スキャン範囲に視神経乳頭が
含まれるような固視位置（たとえば測定光路の光軸の延長上に視神経乳頭が位置するよう
な固視位置）が採用される；（２）スキャンパターンとしては、３次元スキャンが採用さ
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れる；（３）合焦位置としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された合焦位
置、または被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる合焦位置が
採用される；（４）視度補正としては、過去に実施されたＯＣＴ計測における視度補正レ
ンズの適用の有無、または被検眼Ｅの屈折力の測定値から得られる視度補正値などが採用
される；（５）最大干渉深度としては、過去に実施されたＯＣＴ計測において適用された
最大干渉深度、または被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から演算によって得られる
最大干渉深度が採用される。このとき、最大干渉深度として設定される眼底Ｅｆの部位（
眼底の表面、注目する深部組織（たとえば網膜神経線維層）など）を参照することが可能
である；（６）解析処理としては、網膜厚解析（および標準的な層厚値との比較解析）、
ＲＮＦＬ厚解析（および標準的な層厚値との比較解析）、および／または乳頭形状解析が
用いられる。
【００７９】
　加齢黄斑変性症の検査においては次のような設定内容を採用することができる：（１）
固視位置としては、スキャン範囲に黄斑が含まれるような固視位置、たとえば測定光路の
光軸の延長上に黄斑が位置するような固視位置が採用される；（２）スキャンパターンと
しては、３次元スキャンが採用される；（３）合焦位置としては、過去に実施されたＯＣ
Ｔ計測において適用された合焦位置、または被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折力等）から
演算によって得られる合焦位置が採用される；（４）視度補正としては、過去に実施され
たＯＣＴ計測における視度補正レンズの適用の有無、または被検眼Ｅの屈折力の測定値か
ら得られる視度補正値などが採用される；（５）最大干渉深度としては、過去に実施され
たＯＣＴ計測において適用された最大干渉深度、または被検眼Ｅの測定値（眼軸長、屈折
力等）から演算によって得られる最大干渉深度が採用される。このとき、最大干渉深度と
して設定される眼底Ｅｆの部位（眼底の表面、注目する深部組織など）を参照することが
可能である；（６）解析処理としては、網膜厚解析（および標準的な層厚値との比較解析
）、および／またはドルーゼン解析が用いられる。
【００８０】
　設定情報の一部または全部を自動で作成することも可能である。その場合、主制御部１
１１または外部コンピュータ１０００は、被検眼Ｅの検査結果や検査条件、疾患名に関す
る情報を当該被検者の電子カルテから取得する。そして、取得された情報を含む設定情報
が作成される。
【００８１】
（正規個人認証情報）
　正規個人認証情報は、眼科撮影装置１を用いて検査を行うことが許可された者（正規の
被検者）の個人認証情報である。個人認証情報とは、眼科撮影装置１を用いて検査を行お
うとしている者の個人認証を行うために使用される情報である。
【００８２】
　個人認証情報としては、文字列情報や画像情報が用いられる。文字列情報としては、医
療機関にて付与された患者ＩＤ、被検者の氏名等の個人情報、被検者が任意に指定した文
字列情報、ランダムに指定された文字列情報などがある。画像情報としては、生体認証情
報（指紋パターン、虹彩パターン、静脈パターン、顔型パターンなど）、１次元コード、
２次元コードなどがある。また、個人認証情報として音声パターンや筆跡パターンを用い
ることも可能である。
【００８３】
　正規個人認証情報は、眼科撮影装置１が被検者に貸し出される前に、眼科撮影装置１に
入力される。正規個人認証情報が文字列情報である場合の入力方法としては、ユーザイン
ターフェイス２００または外部コンピュータ１０００を用いた手入力、カードリーダ等の
読取装置を用いた読み取り入力、電子カルテ等からの読み込みなどがある。また、正規個
人認証情報が画像情報である場合の入力方法としては、カードリーダ等の読取装置を用い
た読み取り入力、紙葉類に記載された情報のスキャン入力、電子カルテ等からの読み込み
、生体認証情報入力装置（指紋読取装置、虹彩読取装置、静脈読取装置、顔型解析装置な



(19) JP 6141140 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

ど）からの入力などがある。また、音声パターンが用いられる場合には、音声入力装置か
ら正規個人認証情報が入力される。また、筆跡パターンが用いられる場合には、紙葉類に
記載された情報を読み取ったスキャナから正規個人認証情報が入力される。
【００８４】
　眼科撮影装置１を用いた検査を行おうとする者は、所定の方法で個人認証情報を入力す
る。入力方法は、使用される個人認証情報の種別に対応する。つまり、眼科撮影装置１の
使用に際して行われる個人認証情報の入力は、上記した正規個人認証情報の入力と同様の
方法にて行われる。個人認証情報を入力するための構成要素は第２の入力部に相当する。
【００８５】
　第２の入力部の具体例として次のものがある：個人認証情報を手入力するためのユーザ
インターフェイス２００；外部コンピュータ１０００にて入力された個人認証情報を受信
する通信部１４０；カード等の記録媒体に記録された個人認証情報を読み取る、カードリ
ーダ等の読取装置；電子カルテ等に記録されている個人認証情報を受信する通信部１４０
；紙葉類に記載された個人認証情報をスキャンするスキャナ；生体認証情報からなる個人
認証情報を読み取る生体認証情報入力装置（指紋読取装置、虹彩読取装置、静脈読取装置
、顔型解析装置など）；聴覚情報からなる個人認証情報を入力するための音声入力装置。
【００８６】
　眼科撮影装置１を２人以上の被検者が共用する場合、各被検者についての正規個人認証
情報が記憶部１１２にあらかじめ記憶される。
【００８７】
（画像形成部１２０）
　画像形成部１２０は、ＣＣＤイメージセンサ２３からの検出信号に基づいて、被検眼Ｅ
の２次元断面像の画像データを形成する。この処理には、従来のスペクトラルドメインタ
イプのＯＣＴと同様に、ノイズ除去（ノイズ低減）、フィルタ処理、分散補償、ＦＦＴ（
Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）などの処理が含まれている。他のタイ
プのＯＣＴが適用される場合、画像形成部１２０は、そのタイプに応じた公知の処理を実
行する。
【００８８】
　画像形成部１２０は、たとえば、専用の回路基板および／またはマイクロプロセッサを
含んで構成される。なお、この明細書では、「画像データ」と、それに基づく「画像」と
を同一視することがある。
【００８９】
（データ処理部１３０）
　データ処理部１３０は、各種のデータ処理を実行する。たとえば、データ処理部１３０
は、画像形成部１２０により形成された画像に対して画像処理を施す。その一例として、
データ処理部１３０は、断面位置が異なる複数の２次元断面像に基づいて、被検眼Ｅの３
次元画像の画像データを形成することができる。３次元画像の画像データとは、３次元座
標系により画素の位置が定義された画像データを意味する。３次元画像の画像データとし
ては、３次元的に配列されたボクセルからなる画像データがある。この画像データは、ボ
リュームデータ或いはボクセルデータなどと呼ばれる。ボリュームデータに基づく画像を
表示させる場合、データ処理部１３０は、このボリュームデータに対してレンダリング処
理（ボリュームレンダリングやＭＩＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔｉｏｎ：最大値投影）など）を施して、特定の視線方向から見たときの擬似的な３
次元画像の画像データを形成する。また、データ処理部１３０は、３次元画像の任意の断
面を画像化することができる（ＭＰＲ（Ｍｕｌｔｉ－Ｐｌａｎａｒ　Ｒｅｃｏｎｓｔｒｕ
ｃｔｉｏｎ）：断面変換）。
【００９０】
　また、３次元画像の画像データとして、複数の断面像のスタックデータを形成すること
も可能である。スタックデータは、複数の走査線に沿って得られた複数の断面像を、走査
線の位置関係に基づいて３次元的に配列させることで得られる画像データである。すなわ
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ち、スタックデータは、元々個別の２次元座標系により定義されていた複数の断面像を、
１つの３次元座標系により表現する（つまり１つの３次元空間に埋め込む）ことにより得
られる画像データである。データ処理部１３０は、スタックデータに基づくＭＰＲ処理を
行うことが可能である。
【００９１】
　データ処理部１３０は、たとえば、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディ
スクドライブ、所定のデータ処理専用の回路基板などを含んで構成される。ハードディス
クドライブ等の記憶装置には、後述のデータ処理をマイクロプロセッサに実行させるコン
ピュータプログラムがあらかじめ格納されている。
【００９２】
　データ処理部１３０は、検査データ生成部１３１と、静止判定部１３２と、左右判定部
１３３と、認証処理部１３４と、監視処理部１３５とを有する。
【００９３】
（検査データ生成部１３１）
　検査データ生成部１３１は、光学ユニット１０による干渉光の検出結果を処理すること
により、被検眼Ｅの状態を示す検査データを生成する。検査データ生成部１３１は処理部
の一例である。検査データ生成部１３１が処理する「干渉光の検出結果」は、たとえば次
のいずれかである：（１）ＣＣＤイメージセンサ２３から出力される信号；（２）画像形
成部１２０により形成された画像データ；（３）画像形成部１２０が実行する処理の中間
段階で得られるデータ（つまり、画像データ形成処理の途中で得られるデータ）；（４）
ＣＣＤイメージセンサ２３から出力される信号を画像形成部１２０以外の構成要素によっ
て処理して得られるデータ。
【００９４】
　検査データ生成部１３１が実行する処理の例を説明する。第１の例として、検査データ
生成部１３１は、光学ユニット１０による干渉光の検出結果に基づいて眼底Ｅｆの層厚情
報を生成することができる。この場合、検査データ生成部１３１は、層厚情報生成部とし
て機能し、前述の眼底層厚解析（網膜厚解析、ＲＮＦＬ厚解析など）を実行する。さらに
、検査データ生成部１３１は、眼底層厚解析により取得された層厚情報と標準的な層厚値
との比較解析を行うことが可能である。
【００９５】
　眼底層厚解析は、干渉光の検出結果に基づいて、眼底Ｅｆの所定の層組織の厚さ（分布
）を求める処理である。その一例として網膜厚解析について説明する。他の層組織の厚さ
を求める場合も同様の処理が実行される。
【００９６】
　網膜厚解析では、たとえば眼底Ｅｆの断面像や３次元画像を解析することにより、当該
スキャン範囲の一部または全部における網膜の厚さ分布を求める。なお、網膜厚には様々
な定義がある。たとえば、内境界膜から内顆粒層（視細胞の内接・外接）までの厚さを網
膜厚とする場合、内境界膜から網膜色素上皮層までの厚さを網膜厚とする場合などがある
。網膜厚解析で求める網膜厚はこのような定義のうちのいずれかである。
【００９７】
　網膜厚解析は、たとえば次のようにして実行される。まず、眼底ＥｆのＯＣＴ画像を解
析して、所定の境界部位（たとえば内境界膜と網膜色素上皮層）に相当する画像領域を特
定する。そして、特定された境界部位の間の画素数をカウントして網膜厚（深度方向の距
離）を求める。なお、ＯＣＴ画像を解析して眼底の層の厚さを求める処理は、たとえば本
出願人による特開２００７－３２５８３１号公報、特開２００８－２０６６８４号公報、
特開２００９－６１２０３号公報、特開２００９－６６０１５号公報などに説明されてい
る。
【００９８】
　網膜厚の比較解析は、網膜厚解析により求められた網膜厚と、あらかじめ記憶された標
準データ（Ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　ｄａｔａ）とを比較する解析処理である。Ｎｏｒｍａｔ
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ｉｖｅ　ｄａｔａは、健常眼の網膜厚の標準値（標準厚）である。Ｎｏｒｍａｔｉｖｅ　
ｄａｔａは、健常眼の網膜厚を多数計測し、その計測結果の統計値（平均値、標準偏差な
ど）を求めることにより作成される。比較解析は、被検眼Ｅの網膜厚が健常眼のそれの範
囲に含まれるか否か判定するものである。なお、比較解析は、疾患のある眼における網膜
厚の範囲を求め、網膜厚解析により得られた網膜厚が当該範囲に含まれるか否か判定する
処理であってよい。
【００９９】
　検査データ生成部１３１はドルーゼン解析を実行できるように構成されていてよい。ド
ルーゼン解析は、たとえばＯＣＴ画像を解析することにより、そのスキャン範囲の一部ま
たは全部におけるドルーゼンの分布状態を求める解析処理である。この分布状態には、眼
底Ｅｆにおけるドルーゼンの位置やサイズ（面積、体積、径）などが含まれる。
【０１００】
　ドルーゼン解析は、たとえば、ＯＣＴ画像を解析してブルッフ膜に相当する画像領域と
網膜色素上皮に相当する画像領域とを特定し、これら画像領域の間の画素値に基づいて小
さな略円形の隆起形状に相当する画像領域をドルーゼン（の候補）として特定することに
より実行できる。このような形状に基づく画像領域の特定処理は、たとえば、当該形状の
テンプレートとの画像マッチングによって行うことが可能である。さらに、検査データ生
成部１３１は、このようにして特定されたドルーゼンに相当する画像領域に基づいて、ド
ルーゼンの位置、個数、サイズなどを求める。また、取得されたドルーゼンの分布にもと
づいて、加齢黄斑変性症の状態の評価情報を生成することができる。
【０１０１】
　なお、前述の正面画像取得光学系が設けられている場合であって、眼底Ｅｆの撮影が可
能である場合には、眼底Ｆの撮影画像に基づいてドルーゼン解析を行うことができる。こ
のドルーゼン解析は、たとえば、撮影画像の各画素の画素値が所定範囲に含まれるか判定
し、所定範囲に含まれる画素を特定することにより実行される。撮影画像がカラー画像で
ある場合、ドルーゼンは特徴的な色（黄白色）で描写されるので、この特徴的な色に相当
する画素値の範囲が上記所定範囲としてあらかじめ設定される。また、撮影画像がモノク
ロ画像である場合、ドルーゼンは特徴的な明るさ（輝度）で描写されるので、この特徴的
な輝度に相当する画素値の範囲が上記所定範囲としてあらかじめ設定される。また、ドル
ーゼンの標準的な形状（小さな略円形の隆起形状）に基づくテンプレートマッチングなど
を行うことによって、ドルーゼンに相当する画像領域を特定することも可能である。
【０１０２】
　乳頭形状解析は、眼底Ｅｆの断面像や３次元画像を解析して網膜の孔部（切れ目、欠損
部位）を検出し、視神経乳頭の形状を求める解析処理を含んでいてよい。乳頭形状解析は
、たとえば、断面像等を解析して視神経乳頭及びその近傍の網膜表面に相当する画像領域
を特定し、特定された画像領域を解析してその大域的形状や局所的形状（凹凸）を表すパ
ラメータ（乳頭形状パラメータ）を求める。乳頭形状パラメータの例として、視神経乳頭
のカップ径、ディスク径、リム径、乳頭深さなどがある。
【０１０３】
　また、乳頭形状解析は、視神経乳頭の傾き（形状の非対称性）を求める解析処理を含ん
でいてよい。この解析処理は、たとえば次のようにして実行される。まず、検査データ生
成部１３１は、視神経乳頭を含む領域をスキャンして得られた３次元画像を解析して乳頭
中心を特定する。次に、検査データ生成部１３１は、乳頭中心を中心とする円形領域を設
定し、この円形領域を放射状に分割して複数の部分領域を得る。続いて、検査データ生成
部１３１は、円形領域の断面像を解析することで、各ピクセル位置における所定層（たと
えば網膜色素上皮層）の高さ位置を求める。さらに、検査データ生成部１３１は、各部分
領域における所定層の高さ位置の平均値を算出する。次に、検査データ生成部１３１は、
乳頭中心に関して対向位置に相当する一対の部分領域について得られた一対の平均値を比
較することにより、この対向方向における眼底Ｅｆの傾斜を求める。そして、検査データ
生成部１３１は、複数の対向方向について得られた傾斜に基づいて、上記円形領域におけ
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る眼底Ｅｆの傾斜の分布を示す傾斜分布情報を生成する。なお、生成された傾斜分布情報
（およびその標準的な分布を示す情報）に基づいて、疾患の状態の評価情報を生成するこ
とができる。
【０１０４】
　以上に説明した検査データはＯＣＴ計測の結果に基づくものであるが、検査データは他
の検査の結果を含んでいてもよい。その一例として、フラットパネルディスプレイ２５が
自覚式視力検査用の視標（ランドルト環など）を表示可能である場合、検査データ生成部
１３１は、自覚式視力検査の結果を含む検査データを生成することが可能である。
【０１０５】
　自覚式視力検査は、被検眼Ｅに提示された視標に対して被検者が応答することによって
行われる。検査データ生成部１３１は、所定のコンピュータプログラムにしたがい、被検
者の応答の正否を判定する処理と、その判定結果に応じて次に提示される視標を決定する
処理とを繰り返し行う。主制御部１１１は、検査データ生成部１３１により決定された視
標をフラットパネルディスプレイ２５に表示させる。このような処理を繰り返し行うこと
により、検査データ生成部１３１は被検眼Ｅの視力値を決定し、この視力値を含む検査デ
ータを生成する。
【０１０６】
（静止判定部１３２）
　静止判定部１３２は、光学ユニット１０により取得されるデータに基づいて被検眼Ｅが
実質的に静止しているか否か判定する（静止判定処理）。「実質的に静止している」には
、被検眼Ｅが静止している場合だけでなく、ＯＣＴ計測に影響を与えない程度の動きを被
検眼Ｅが行なっている場合も含まれる。この動きの許容範囲は、あらかじめ任意に設定さ
れる。
【０１０７】
　静止判定処理の例を説明する。第１の例として、測定光の戻り光の強度に基づく静止判
定処理がある。測定光の戻り光の強度は、アライメントが合っている状態において最大と
なる（角膜からの正反射が最大となるため）。戻り光の強度の検出は、たとえば、戻り光
の一部をフォトディテクタ等で検出することによって得られる。静止判定部１３２は、戻
り光の強度の時間変化に基づいて、被検眼Ｅが実質的に静止しているか判定することがで
きる。また、戻り光の強度は干渉光の強度に影響するので、ＣＣＤイメージセンサ２３か
らの信号の強度の時間変化に基づいて静止判定を行うことも可能である。
【０１０８】
　第２の例として、前述の正面画像取得光学系が設けられている場合には、次のような静
止判定処理を実行することが可能である。まず、正面画像取得光学系を用いて被検眼Ｅを
動画撮影する。それにより、所定の時間間隔で被検眼Ｅの正面画像（フレーム）が得られ
る。静止判定部１３２は、逐次に入力される正面画像を解析し、被検眼Ｅの特徴部位を検
出する。この特徴部位は、前眼部像においてはたとえば瞳孔（またはその中心）であり、
眼底像においてはたとえば視神経乳頭（またはその中心）、黄斑（またはその中心）、血
管、疾患部である。さらに、静止判定部１３２は、時系列で入力される正面画像における
特徴部位の位置の変化を監視することにより、被検眼Ｅが実質的に静止しているか判定す
ることができる。
【０１０９】
（左右判定部１３３）
　左右判定部１３３は、被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるか判定する（左右判定処理）
。左眼判定処理は、眼科撮影装置１を用いて左右両眼の検査を行う場合に実行される。左
右いずれか一方の眼の検査のみ行う場合、たとえば、検査対象の眼が左眼であるか右眼で
あるかを示す情報が記憶部１１２にあらかじめ記憶される。
【０１１０】
　なお、一方の眼のみが検査対象である場合であっても、誤って他方の眼の検査を行なっ
てしまう事態を防止するために、左右判定処理を行なってもよい。つまり、たとえば左眼
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が検査対象として設定されている場合において、左右判定処理を行った結果、被検眼Ｅが
右眼であると判定されたときに、所定の報知情報を出力するように構成することができる
。この報知情報は、たとえば、表示部２１０若しくはフラットパネルディスプレイ２５に
よる表示情報、または図示しない音声出力部による聴覚情報である。また、測定光が可視
成分を含んでいる場合においては、測定光を点滅させるなどして報知を行うことが可能で
ある。
【０１１１】
　左右判定処理の例を説明する。第１の例として、ユニット駆動部１０Ａに対する制御状
態に基づく左右判定処理がある。本例は、左眼を検査するときと、右眼を検査するときと
で、光学ユニット１０の位置が異なる構成が適用される場合に用いられる。前述のように
、光学ユニット１０は、主制御部１１１がユニット駆動部１０Ａを制御することによって
移動される。主制御部１１１は、ユニット駆動部１０Ａを制御する度に、その制御内容を
左右判定部１３３に送信する。左右判定部１３３は、主制御部１１１から入力される制御
内容に基づいて、光学ユニット１０が左眼を検査するための位置に配置されているか、ま
たは右眼を検査するための位置に配置されているか判定する。なお、左眼を検査するため
の位置の範囲、および、右眼を検査するための位置の範囲は、それぞれあらかじめ設定さ
れている。
【０１１２】
　第２の例として、前述の正面画像取得光学系が設けられている場合には、正面画像を解
析することによって左右判定処理を行うことが可能である。正面画像が前眼部像である場
合、たとえば瞼の形状に基づいて目頭側および目尻側を特定でき、それにより被検眼Ｅが
左眼か右眼かを判定することが可能である。また、正面画像が眼底像である場合、視神経
乳頭の位置、黄斑の位置、視神経乳頭と黄斑との位置関係、血管の走行状態などによって
、被検眼Ｅが左眼か右眼かを判定することができる。
【０１１３】
　上記のように、左右判定部１３３は、被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるかを自動で判
定する機能を有する。この判定結果は制御部１１０に入力される。左右判定部１３３は、
被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるかを示す情報を制御部１１０に入力する第１の入力部
として機能する。一方、このような自動判定機能を設けないことも可能である。たとえば
、被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるかを、被検者（または補助者）が操作部２２０を介
して入力する。この場合、操作部２２０が第１の入力部に相当する。
【０１１４】
（認証処理部１３４）
　前述したように、制御部１１０は、第２の入力部から個人認証情報の入力を受ける。制
御部１１０は、入力された個人認証情報を、記憶部１１２に記憶されている正規個人認証
情報とともに認証処理部１３４に送る。認証処理部１３４は、この個人認証情報と正規個
人認証情報とが一致するか判定する。認証処理部１３４は、その判定結果を制御部１１０
に送る。
【０１１５】
　なお、眼科撮影装置１を２以上の被検者が共用する場合、つまり２人以上の正規の被検
者が存在する場合、前述したように、各被検者の正規個人認証情報が記憶部１１２に記憶
されている。制御部１１０は、個人認証情報の入力を受けたときに、記憶部１１２に記憶
されている全ての正規個人認証情報を、入力された個人認証情報とともに認証処理部１３
４に送る。認証処理部１３４は、入力された個人認証情報が、これら正規個人認証情報の
いずれかに一致するか判定する。換言すると、認証処理部１３４は、入力された個人認証
情報に一致する正規個人認証情報を探索する。
【０１１６】
（監視処理部１３５）
　監視処理部１３５は、眼科撮影装置１の所定部位の動作状態を監視する。たとえば、監
視処理部１３５は、眼科撮影装置１の所定部位の誤動作、破損、故障などを検出する。或
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いは、監視処理部１３５は、眼科撮影装置１の所定部位について、誤動作、破損、故障の
おそれがあることを検出する。その具体例として、監視処理部１３５は、累積動作時間を
計測し、その計測結果が所定の閾値を超えたことを検出する。
【０１１７】
　監視対象となる眼科撮影装置１の部位は、任意のハードウェアおよび／または任意のソ
フトウェアを含んでいてよい。ハードウェアとしては、マイクロプロセッサ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ハードディスクドライブ、通信インターフェイス、光源、光学素子、受光素子、ア
クチュエータ、機構、ケーブルなどがある。ソフトウェアとしては、装置制御用のコンピ
ュータプログラム、データ処理用のコンピュータプログラムなどがある。
【０１１８】
　所定部位の動作状態の監視方法の例を説明する。監視処理部１３５は、監視対象のハー
ドウェアに関する物理量を検出し、その検出値が許容範囲に属するか判定することによっ
て、当該ハードウェアに異常が発生しているか判定する。このような処理の例として次の
ものがある：熱を検出し、所定の温度以上であるか判定する；機構が発する音を検出し、
その周波数等によって異常音であるか否か判定する；エンコーダ等によりハードウェアの
変位を検出し、機構の異常動作やガタツキが発生しているか否か判定する。
【０１１９】
　監視方法の他の例として、所定のデータをマイクロプロセッサに入力し、処理されたデ
ータが正常であるか否かによって、マイクロプロセッサが正常に動作しているか否か、或
いはコンピュータプログラムが正常であるか否かを判定することができる。
【０１２０】
（通信部１４０）
　通信部１４０は、外部装置との間でデータ通信を行う。データ通信の方式は任意である
。たとえば、通信部１４０は、インターネットに準拠した通信インターフェイス、ＬＡＮ
に準拠した通信インターフェイス、近距離通信に準拠した通信インターフェイスなどを含
む。また、データ通信は有線通信でも無線通信でもよい。
【０１２１】
　通信部１４０は、通信回線２０００を介して、あらかじめ規定された外部コンピュータ
１０００との間でデータ通信を行う。なお、外部コンピュータ１０００は、１つ以上の任
意の個数設けられる。外部コンピュータ１０００としては、医療機関に設置されたサーバ
、医師が使用する端末、眼科撮影装置１のメーカ（または、販売会社、メンテナンス事業
者、若しくはレンタル事業者など）のサーバ、メーカ等の担当者が使用する端末などがあ
る。
【０１２２】
　通信部１４０による送受信されるデータは暗号化されていてもよい。その場合、制御部
１１０（またはデータ処理部１３０）は、送信データを暗号化する暗号化処理部と、受信
データを復号する復号化処理部とを有する。
【０１２３】
［動作］
　実施形態に係る眼科撮影装置１の動作について説明する。
【０１２４】
　眼科撮影装置１の動作例を図３Ａおよび図３Ｂに示す。この動作例において、眼科撮影
装置１は、医療機関等において設定が施された後、被検者の自宅等に設置されて使用され
る。眼科撮影装置１の操作は被検者（またはその補助者）によって行われる。図３Ａは、
眼科撮影装置１が被検者の自宅等に設置されるまでの流れを示している。図３Ｂは、眼科
撮影装置１の設置から返却まで流れ、特に被検者の自宅等における眼科撮影装置１の使用
形態を示している。
【０１２５】
（Ｓ１：設定用アプリケーションを起動する）
　まず、医療機関等において眼科撮影装置１の動作に関する設定が行われる。そのために



(25) JP 6141140 B2 2017.6.7

10

20

30

40

50

、設定用のアプリケーションプログラムが起動される。このアプリケーションプログラム
は、眼科撮影装置１または外部コンピュータ１０００にインストールされている。前述の
ように、設定作業は眼科撮影装置１または外部コンピュータ１０００を用いて行われる。
アプリケーションプログラムは、設定作業のために用いられる装置にインストールされて
いる。
【０１２６】
（Ｓ２：所定項目の設定内容を入力する）
　医師等は、たとえば前述の要領で、光学ユニット１０およびデータ処理部１３０に関す
る所定の項目の設定内容を入力する。
【０１２７】
（Ｓ３：設定情報を作成する）
　主制御部１１１は、たとえば前述の要領で、ステップＳ２において入力された設定内容
を含む設定情報を作成する。
【０１２８】
（Ｓ４：設定情報を記憶する）
　主制御部１１１は、たとえば前述の要領で、ステップＳ３で作成された設定情報を記憶
部１１２に記憶させる。設定情報には、たとえば、固視位置の設定内容、スキャンパター
ンの設定内容、合焦位置の設定内容、視度補正の設定内容、解析処理の設定内容などが含
まれる。
【０１２９】
（Ｓ５：被検者の自宅等に装置が設置される）
　ステップＳ４における設定情報の記憶が完了した後、眼科撮影装置１は被検者の自宅等
に搬送される。そして、眼科撮影装置１は、被検者の自宅等に設置される。このとき、眼
科撮影装置１を安定的に設置するための取付具などを用いることができる。次のステップ
から図３Ｂを参照する。
【０１３０】
（Ｓ１１：検査開始）
　検査開始の指示を行う。この指示は、たとえば、電源オン操作、検査開始ボタンの押下
、個人認証情報の入力などである。
【０１３１】
　個人認証情報の入力が行われる場合、たとえば前述の要領で個人認証情報の入力が行わ
れる。認証処理部１３４は、入力された個人認証情報と、記憶部１１２にあらかじめ記憶
された正規個人認証情報とが一致するか判定する。認証処理部１３４は、その判定結果を
制御部１１０に送る。入力された個人認証情報と正規個人認証情報とが一致している場合
、検査に移行する。一方、入力された個人認証情報と正規個人認証情報とが一致していな
い場合、主制御部１１１は、個人認証情報の再入力を促すメッセージを、表示によりまた
は音声により出力する。主制御部１１１は、不一致との判定が所定回数（たとえば３回）
に達するまでメッセージの出力を繰り返す。不一致との判定が所定回数を超えた場合、主
制御部１１１は、眼科撮影装置１による検査を禁止する。さらに、主制御部１１１は、通
信部１４０を制御し、検査が禁止されたこと（認証エラーが生じたこと）を示す情報を外
部コンピュータ１０００に送信する。医師やメーカの担当者は、外部コンピュータ１００
０を介して認証エラーが生じたことを認識し、検査の禁止を解除するための所定の作業を
行う（電話にて確認するなど）。また、検査の禁止を解除するための処理を外部コンピュ
ータ１０００が行うように構成してもよい。たとえば、外部コンピュータ１０００は、被
検者等が所有する携帯端末やコンピュータに個人確認用の情報を送信する。この情報に基
づきパスワード入力が行われる。外部コンピュータ１０００は、入力されたパスワードの
正否に基づいて、入力した者が正規の被検者であるか否か判定する。入力した者が正規の
被検者であると判定された場合、外部コンピュータ１０００は、検査の禁止を解除するた
めの情報を眼科撮影装置１に送る。主制御部１１１は、外部コンピュータ１０００から受
信した情報に基づいて、検査の禁止を解除する。
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【０１３２】
（Ｓ１２：第１回目の検査か？）
　ステップＳ１１にて検査開始の指示が受け付けられると、主制御部１１１は、今回の検
査が、被検者の自宅等に眼科撮影装置１が設置されてから第１回目の検査であるか判定す
る。この処理は、たとえば、検査が行われる度にその履歴（ログ）を記憶部１１２に保存
する構成を適用し、かつ、自宅等への設置前に検査履歴（検査ログ）をリセットしておく
ことにより実現できる。今回の検査が第２回目以降の検査であると判定された場合（Ｓ１
２：ＮＯ）、ステップＳ１３をスキップしてステップＳ１４へ移行する。一方、今回の検
査が第１回目の検査であると判定された場合（Ｓ１２：ＹＥＳ）、ステップＳ１３に移行
する。
【０１３３】
（Ｓ１３：設定情報に基づき各部を設定する）
　ステップＳ１２において今回の検査が第１回目の検査であると判定された場合（Ｓ１２
：ＹＥＳ）、主制御部１１１は、ステップＳ４で記憶部１１２に記憶された設定情報に基
づいて、光学ユニット１０およびデータ処理部１３０に含まれる該当部分の設定を行う。
この処理は、たとえば次の動作のうちのいずれかを含む：固視位置の設定内容に基づく、
フラットパネルディスプレイ２５における固視標（自覚式検査用の視標でもよい）の表示
位置の設定；スキャンパターンの設定内容に基づく、スキャナ１６の制御内容の設定；合
焦位置の設定内容に基づく、対物レンズ１９の移動制御；視度補正の設定内容に基づく、
視度補正レンズ２７の移動制御；最大干渉深度の設定内容に基づく、参照ミラー１４の移
動制御；解析処理の設定内容に基づく、検査データ生成部１３１の動作内容（つまり、使
用されるコンピュータプログラム）の選択。
【０１３４】
　なお、図３Ｂに示す処理の流れから分かるように、ステップＳ２３において設定情報が
変更または破棄されるまでの間に行われる各回の検査において、ステップＳ１３で行われ
た設定がそのまま適用される。
【０１３５】
　また、ステップＳ４に示す設定情報の記憶処理よりも後の任意のタイミングにおいて、
設定情報に基づく各部の設定処理を行うことが可能である。たとえば、被検者の自宅等に
眼科撮影装置１を搬送する前に当該設定処理を行うことも可能である。しかし、この動作
例では、搬送時に設定にズレが生じることを考慮し、搬送後に設定処理を行なっている。
なお、搬送時にズレが生じるおそれがあるのは特に光学素子の配置であるから、それ以外
の設定（固視位置の設定、スキャンパターンの設定、解析処理の設定）を搬送前に行うよ
うにしてもよい。
【０１３６】
　また、ステップＳ１３の設定に加えて、オートアライメント、オートフォーカス（
合焦位置の微調整）、オートトラッキング、最大干渉深度の微調整、光量調整、偏光調整
などを行なってもよい。オートアライメント、オートフォーカス、およびオートトラッキ
ングは、前述の要領で実施される。最大干渉深度の微調整は、たとえば、ラインスキャン
を繰り返し実行し、それにより得られる断面像の動画像から眼底Ｅｆの所定部位（眼底表
面、網膜神経線維層など）の位置を特定し、この所定部位がフレームの所定位置に配置さ
れるように参照ミラー１４の位置を調整することにより行われる。また、光量調整は光減
衰器を制御する事により行われ、偏光調整は偏波調整器を制御することにより行われる。
【０１３７】
（Ｓ１４：自覚式視力検査を開始する）
　この動作例では、被検眼Ｅの検査としてＯＣＴ計測と自覚式視力検査が行われる。より
具体的には、自覚式視力検査の途中の段階でＯＣＴ計測を実行する。主制御部１１１は、
まず、自覚式視力検査を開始する。すなわち、あらかじめ決定された検眼プログラムに基
づいて最初の視標が提示される。
【０１３８】
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　このとき、主制御部１１１は、設定情報に含まれる固視位置の設定内容に基づくフラッ
トパネルディスプレイ２５の表示位置に、自覚式視力検査用の視標を表示させることがで
きる。たとえば、円環の一部が欠損した形状のランドルト環が視標として用いられる場合
、固視位置の設定内容に対応する位置に当該欠損部位が配置されるようにランドルト環を
表示させることができる。より一般に、視標のうち被検者が特に注目する部分が固視位置
の設定内容に対応する位置に配置されるように、フラットパネルディスプレイ２５に視標
を表示させることができる。それにより、ＯＣＴ計測を行うための固視標としての機能を
自覚式視力検査用の視標に付与することができる。
【０１３９】
（Ｓ１５：被検眼が静止した？）
　自覚式視力検査の開始を受けて、主制御部１１１は、被検眼Ｅの静止判定処理を開始さ
せる。この静止判定処理は、たとえば前述の要領で、静止判定部１３２などによって実行
される。静止判定処理は、少なくとも、被検眼Ｅが実質的に静止していると判定されるま
で実行される（Ｓ１５：ＮＯ）。被検眼Ｅが実質的に静止していると判定されたら（Ｓ１
５：ＹＥＳ）、ステップＳ１６に移行する。
【０１４０】
　自覚式視力検査の開始から所定時間経過しても被検眼Ｅが静止したと判定されない場合
、或いは、自覚式視力検査が所定の段階まで進んでも被検眼Ｅが静止したと判定されない
場合などにおいて、警告を行うことができる。この警告は、たとえば、主制御部１１１が
、上記のような警告タイミングの到来を検知し、表示部２１０または音声出力部を制御す
ることによって行われる。
【０１４１】
　この動作例では自覚式視力検査の途中の段階でＯＣＴ計測を行なっているが、これら検
査を行うタイミングは任意である。たとえば、自覚式視力検査の終了後にＯＣＴ計測を行
うように、または、ＯＣＴ計測を行った後に自覚式視力検査を行うように、制御を行うこ
とが可能である。
【０１４２】
（Ｓ１６：ＯＣＴ計測を行う）
　ステップＳ１５において被検眼Ｅが実質的に静止していると判定されたこと（Ｓ１５：
ＹＥＳ）に対応し、主制御部１１１は、光学ユニット１０に被検眼ＥのＯＣＴ計測を実行
させる。このＯＣＴ計測は、設定情報に含まれる設定内容（たとえば固視位置の設定内容
、スキャンパターンの設定内容、合焦位置の設定内容、視度補正の設定内容）にて実行さ
れる。
【０１４３】
（Ｓ１７：解析処理を行う）
　検査データ生成部１３１は、ＯＣＴ計測により取得されたデータに基づいて解析処理を
実行する。この解析処理は、設定情報に含まれる解析処理の設定内容に基づいて行われる
。具体的には、眼底層厚解析、ドルーゼン解析、乳頭形状解析などが行われる。
【０１４４】
（Ｓ１８：自覚式視力検査を終了する）
　ステップＳ１４で開始された自覚式視力検査において、被検眼Ｅの視力値は、検眼プロ
グラムに応じて逐次に提示される視標に対する被検者の応答に基づいて決定される。視力
値の決定とともに自覚式視力検査は終了となる。よって、自覚式視力検査の終了タイミン
グは、ステップＳ１４より後の任意のタイミングである。
【０１４５】
（Ｓ１９：検査データを生成する）
　検査データ生成部１３１は、解析処理により取得されたデータと、自覚式視力検査によ
り取得されたデータとを含む検査データを生成する。
【０１４６】
（Ｓ２０：検査データを送信する）
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　主制御部１１１は、通信部１４０を制御し、ステップＳ１９で生成された検査データを
外部コンピュータ１０００に向けて送信させる。
【０１４７】
　検査日時、被検者および／または被検眼Ｅの識別情報、眼科撮影装置１の識別情報など
の付帯情報を、検査データとともに送信してもよい。なお、検査日時は、主制御部１１１
（システムソフトウェア）に搭載された日時・時刻機能によって得られる。また、外部コ
ンピュータ１０００などから日時・時刻情報の提供を受けてもよい。各種識別情報は、事
前に記憶部１１２に記憶されている。
【０１４８】
（Ｓ２１：検査終了）
　ステップＳ２０において検査データが送信されたら、今回の検査は終了となる。被検者
は、電源オフなどの操作を行う。
【０１４９】
（Ｓ２２：装置を返却するか？）
　以上のような検査が、眼科撮影装置１の返却まで繰り返し行われる（Ｓ２２：ＮＯ）。
装置の返却は、たとえば、自宅等での検査（経過観察等）の終了、装置の交換、装置のメ
ンテナンス、設定情報の変更などを理由として行われる。装置の返却の決定を受けて（Ｓ
２２：ＹＥＳ）、眼科撮影装置１は医療機関やメーカ等に搬送される。
【０１５０】
（Ｓ２３：設定情報を変更／破棄する）
　医療機関の医師やメーカ等の担当者は、ステップＳ４において眼科撮影装置１に記憶さ
れた設定情報を変更または破棄する。以上で、この動作例の説明は終了となる。
【０１５１】
（他の動作例）
　眼科撮影装置１の他の動作例について、上記動作例との相違点を中心に説明する。
【０１５２】
　被検者は、所定の時間間隔（たとえば毎日、隔日）で検査を行うように医師等から指示
を受ける。この時間間隔またはそれより長い期間（まとめて「所定の期間」と称する）を
示す情報が記憶部１１２にあらかじめ記憶される。主制御部１１１は、自宅等で実際に行
われた検査の間隔をモニタする。この処理は、たとえば前述の検査履歴（検査ログ）を参
照して行われる。検査が所定の期間行われなかった場合、つまり検査データの生成が所定
の期間実行されなかったとき、主制御部１１１は、通信部１４０を制御し、外部コンピュ
ータ１０００に報知情報を送信する。この報知情報は、検査が所定の期間行われなかった
ことを示す情報を含む。
【０１５３】
　左眼と右眼の双方の検査を自宅等で行う場合がある。その場合、設定情報には、左眼用
設定情報と右眼用設定情報とが含まれる。つまり、図３ＡのステップＳ２において両眼に
関する設定内容がそれぞれ入力され、ステップＳ３において両眼の設定内容を含む設定情
報が作成され、ステップＳ４において両眼の設定内容を含む設定情報が記憶部１１２に記
憶される。また、ステップＳ１１において被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるかを示す情
報が、第１の入力部（左右判定部１３３または操作部２２０）から主制御部１１１に入力
される。主制御部１１１は、入力された情報に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定
情報の一方を選択し、選択された設定情報に基づいてステップＳ１３の設定処理を行う。
また、当該設定情報に基づく左眼または右眼の検査の終了（ステップＳ１８）を受けて、
主制御部１１１は、検査対象の眼を切り替える旨のメッセージ（視覚情報または聴覚情報
）を出力させる。また、左右両眼をそれぞれ受け入れる双眼アイピースが設けられている
場合、主制御部１１１は、光学ユニット１０を制御し、視標の提示対象および測定光の照
射対象を切り替えるための動作を実行させる。この切り替え動作は、たとえば、ミラー、
偏光素子、波長選択素子などを駆動して、光束の案内先を左眼用アイピースと右眼用アイ
ピースとの間で切り替えるものである。両眼の検査が終了したら、ステップＳ１９におい
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て両眼の検査結果を含む検査データが生成され、ステップＳ２０においてこの検査データ
が外部コンピュータ１０００に送信され、今回の検査は終了となる（Ｓ２１）。
【０１５４】
　眼科撮影装置１を２人以上の被検者が共用する場合がある。その場合、被検者ごとの設
定情報が記憶部１１２に記憶される。つまり、図３ＡのステップＳ２において各被検者に
関する設定内容がそれぞれ入力され、ステップＳ３において各被検者の設定情報が作成さ
れ、ステップＳ４において各被検者の設定情報が記憶部１１２に記憶される。また、記憶
部１１２には、各被検者の正規個人認証情報が記憶される。ステップＳ１１において個人
認証情報の入力が行われる。主制御部１１１は、入力された個人認証情報と一致する正規
個人認証情報を探索し、その正規個人認証情報に対応する設定情報を特定する。そして、
主制御部１１１は、特定された設定情報に基づいてステップＳ１３の設定処理を行う。
【０１５５】
　眼科撮影装置１により取得された検査データを装置内部に蓄積することができる。具体
的には、ステップＳ１９より後のタイミングで、主制御部１１１は、ステップＳ１９で生
成された検査データを記憶部１１２に記憶させる。このとき、検査データに検査日時を対
応付けて記憶させることができる。また、被検眼Ｅが左眼であるか右眼であるか示す情報
や、被検者の識別情報を、検査データに対応付けて記憶させることもできる。
【０１５６】
　眼科撮影装置１の動作状態の異常が検出されたことを報知することができる。動作状態
の異常の検出は、監視処理部１３５によって行われる。第１の報知方法は、外部コンピュ
ータ１０００を介した報知である。すなわち、監視処理部１３５により動作状態の異常が
検出されたときに、主制御部１１１は、異常発生を示す情報を外部コンピュータ１０００
に送信するように通信部１４０の制御を行う。第２の報知方法は、被検者に対する報知で
ある。すなわち、監視処理部１３５により動作状態の異常が検出されたときに、主制御部
１１１は、異常発生を示す報知情報（視覚情報および／または聴覚情報）を出力するよう
に表示部２１０および／または音声出力部を制御する。表示部２１０や音声出力部は情報
出力部の例である。このような報知処理は、任意のタイミングで実行される。検査を行な
っているときに異常が検出された場合、即時に報知処理を行なってもよいし、検査の終了
後に報知処理を行なってもよい。また、異常の発生部位に応じて報知方法や報知タイミン
グを違えるようにしてもよい。たとえば、光学ユニット１０の異常が検出された場合、主
制御部１１１は、検査中であれば検査を中断し、かつ、外部コンピュータ１０００および
被検者の双方に即時に報知を行う。また、解析処理に関する部分の異常が検出された場合
、主制御部１１１は、解析処理の前段階（ＯＣＴ計測、自覚式視力検査）まで処理を実行
させた後に、取得されたデータとともに報知情報を外部コンピュータ１０００に送信する
。
【０１５７】
［効果］
　眼科撮影装置１は、実施形態に係る眼科撮影装置の一例である。以下、実施形態に係る
眼科撮影装置の効果について説明する。
【０１５８】
　眼科撮影装置は、光学系（たとえば光学ユニット１０）と、処理部（たとえば検査デー
タ生成部１３１）と、出力部（たとえば表示部２１０および／または通信部１４０）と、
インターフェイス部（たとえば通信部１４０および／またはユーザインターフェイス２０
０）と、記憶部（たとえば記憶部１１２）と、制御部（たとえば主制御部１１１）とを有
する。
【０１５９】
　光学系は、光源（たとえば光源１１）からの光を測定光と参照光とに分割し、被検眼を
経由した測定光を参照光と干渉させ、それにより得られた干渉光を検出する。処理部は、
光学系による干渉光の検出結果を処理することにより、被検眼の状態を示す検査データを
生成する。インターフェイス部は、処理部により生成された検査データを出力する。イン
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ターフェイス部は、光学系および処理部に関する所定の項目の設定を行うために用いられ
る。記憶部は、インターフェイス部を介して行われた設定の内容を示す設定情報を記憶す
る。制御部は、設定情報が変更または破棄されるまでの間に実行される複数回の検査のそ
れぞれにおいて、設定情報に示される設定の内容に基づき光学系および処理部を制御する
。
【０１６０】
　このような眼科撮影装置によれば、装置の動作内容を規定する設定情報が一旦設定され
ると、この設定情報が変更または破棄されるまでの間、この設定情報に基づいて検査が実
行される。このような構成は、医療機関に設置されて被検眼がランダムに切り替わること
を想定した従来の眼科撮影装置とは異なっている。また、あらかじめ作成された設定情報
に基づいて各回の検査が実行されるので、面倒な設定操作や調整操作を検査の度に実施す
る必要がない。したがって、実施形態に係る眼科撮影装置によれば装置に関する知識や経
験を有しない者であっても容易に検査を行うことが可能である。
【０１６１】
　実施形態に係る眼科撮影装置は、上記のようなＯＣＴ計測機能だけでなく、自覚式視力
検査機能を有していてよい。その場合、光学系は、制御部による制御を受けて視力検査用
の視標を表示するフラットパネルディスプレイ（たとえばフラットパネルディスプレイ２
５）を含む。光学系は、このフラットパネルディスプレイから出力された光束を被検眼に
導くことにより視標を被検眼に提示する。さらに、実施形態に係る眼科撮影装置は、光学
系により提示された視標に対する被検者の応答を入力するための操作部（たとえば操作部
２２０）を有する。処理部は、操作部を用いて入力された応答の内容に基づき被検眼の視
力値を求め、この視力値を含む検査データを生成する。
【０１６２】
　この検査データは、ＯＣＴ計測に基づく検査結果と、自覚式視力検査の結果の一方また
は双方を含む。つまり、ＯＣＴ計測のみが実施された場合には前者が検査データに含まれ
、自覚式視力検査のみが実施された場合には後者が検査データに含まれ、ＯＣＴ計測およ
び自覚式視力検査が実施された場合には前者および後者が検査データに含まれる。
【０１６３】
　このような構成によれば、ＯＣＴ計測により得られる被検眼の形態的なデータだけでな
く、自覚式視力検査による機能的なデータも取得することが可能である。したがって、被
検眼の状態をより広い角度から検査することができる。加えて、このような検査を自宅等
で行うことが可能である。よって、投薬等の医療行為をより適切なタイミングで行うこと
を可能にする。
【０１６４】
　設定情報は、固視位置についての設定内容を含んでいてよい。その場合、制御部は、こ
の固視位置についての設定内容に基づいて、被検眼を固視させるための固視標をフラット
パネルディスプレイに表示させることができる。それにより、被検眼の目的の部位のＯＣ
Ｔ計測を行うことが可能である。なお、固視標は、自覚式視力検査用の視標でもよいし、
固視専用の視標でもよい。
【０１６５】
　制御部は、フラットパネルディスプレイに視標を表示させる制御を行なっているときに
、光学系に干渉光を検出させる制御を実行することができる。つまり、自覚式視力検査を
行なっている間に、ＯＣＴ計測を実施することができる。それにより、検査時間の短縮を
図ることができる。
【０１６６】
　実施形態に係る眼科撮影装置は、光学的に取得されるデータに基づいて被検眼が実質的
に静止しているか否か判定する静止判定部（たとえば静止判定部１３２）を有していてよ
い。その場合、静止判定部により被検眼が実質的に静止していると判定されたときに、制
御部は、光学系に干渉光を検出させる制御を実行することができる。つまり、被検眼が実
質的に静止しているタイミングでＯＣＴ計測を実施することができる。それにより、眼の
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動きに起因するＯＣＴ計測の失敗を防止することが可能である。
【０１６７】
　光源が赤外光を出力し、かつ、フラットパネルディスプレイが可視光を出力するように
構成することができる。その場合、光学系は、光源からの赤外光に基づく測定光の光路と
、フラットパネルディスプレイから出力された可視光の光路とを合成するダイクロイック
ミラー（たとえばダイクロイックミラー１８）を含み、このダイクロイックミラーを介し
て測定光および可視光を被検眼に導くように構成されていてよい。この構成によれば、Ｏ
ＣＴ計測と視標の提示とを同軸の光学系で行うことができる。
【０１６８】
　出力部は、医療機関に設置された第１のコンピュータ（たとえば外部コンピュータ１０
００）と通信回線（通信回線２０００）を介して通信することが可能な第１の通信部（た
とえば通信部１４０）を含んでいてよい。その場合、制御部は、処理部により生成された
検査データと被検眼の識別情報とを第１のコンピュータに送信するように第１の通信部を
制御することができる。この構成によれば、被検眼を明確に特定しつつ検査データを送信
することが可能である。なお、被検眼の識別情報は、被検眼の識別が可能な形態を有する
情報であればよく、たとえば被検者に付与された識別情報、被検眼に付与された識別情報
、眼科撮影装置に付与された識別情報などであってよい。
【０１６９】
　第１の通信部は、医療機関に設置された第２のコンピュータ（たとえば外部コンピュー
タ１０００）と通信回線（たとえば通信回線２０００）を介して通信することが可能であ
ってよい。その場合、処理部による検査データの生成が所定の期間実行されなかったとき
に、制御部は、第２のコンピュータに報知情報を送信するように第１の通信部を制御する
ことが可能である。この構成によれば、検査が予定通りに行われなかったことを医療機関
側に報知することができる。それにより、検査を予定通りに行うように被検者に指示をす
ることができる。
【０１７０】
　眼科撮影装置を用いて一被検者の両眼の検査が行われる場合において、両眼の設定情報
を選択的に使用することができる。たとえば、実施形態に係る眼科撮影装置は、被検眼が
左眼であるか右眼であるかを示す情報を制御部に入力する第１の入力部（たとえば操作部
２２０または左右判定部１３３）を有する。記憶部には、設定情報として、一被検者の左
眼に関する左眼用設定情報と、右眼に関する右眼用設定情報とが記憶される。制御部は、
第１の入力部により入力された情報に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定情報の一
方を選択し、選択された設定情報に基づいて光学系および処理部の制御を実行することが
できる。この構成によれば、それぞれの眼に応じた好適な設定条件を用いて両眼の検査を
行うことが可能である。
【０１７１】
　検査を受けようとする眼が左右いずれの眼かを自動で判定することができる。たとえば
、第１の入力部は、被検眼が左眼であるか右眼であるか判定し、その判定結果を制御部に
入力する左右判定部（たとえば左右判定部１３３）を含んでいてよい。その場合、制御部
は、左右判定部により入力された判定結果に基づいて左眼用設定情報および右眼用設定情
報の一方を選択し、選択された設定情報に基づいて光学系および処理部の制御を実行する
ことができる。この構成によれば、被検眼が左右いずれの眼であるかの設定を手動で行う
必要がない。
【０１７２】
　被検者を認証する機能を設けることができる。たとえば、記憶部は、眼科撮影装置を用
いて検査を行うことが許可された正規の被検者に関する正規個人認証情報をあらかじめ記
憶している。加えて、実施形態に係る眼科撮影装置は、個人認証情報を制御部に入力する
第２の入力部（たとえば操作部２２０、読取装置、生体認証情報入力装置）と、入力され
た個人認証情報と正規個人認証情報とが一致するか判定する認証処理部（たとえば認証処
理部１３４）とを有する。さらに、制御部は、認証処理部により個人認証情報と正規個人
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認証情報とが一致しないと判定された場合、光学系および処理部の動作を禁止することが
できる。一方、個人認証情報と正規個人認証情報とが一致すると判定された場合には、設
定情報に基づいて光学系および処理部の制御を実行することにより検査が行われる。この
構成によれば、正規の被検者のみが当該装置を用いて行うことができる。
【０１７３】
　複数の被検者が眼科撮影装置を共用することが可能である。たとえば、記憶部には、２
以上の正規の被検者のそれぞれについて、正規個人認証情報と設定情報とが関連付けられ
て記憶されている。認証処理部は、第２の入力部により入力された個人認証情報に一致す
る正規個人認証情報が記憶部に記憶されているか判定する。入力された個人認証情報に一
致する正規個人認証情報が記憶されていると判定された場合、制御部は、この正規個人認
証情報に関連付けられた設定情報に基づいて光学系および処理部の制御を実行する。この
構成によれば、複数の被検者が眼科撮影装置を共用できるとともに、被検者ごとの設定情
報を正確に使い分けて検査を行うことが可能である。
【０１７４】
　光学系の設定情報は、スキャンパターンの設定内容を含んでいてよい。その場合、光学
系は、測定光で被検眼をスキャンするためのスキャナ（たとえばスキャナ１６）を含む。
制御部は、ＯＣＴ計測を実行するときに、設定情報に含まれるスキャンパターンについて
の設定内容に基づいてスキャナを制御することができる。この構成によれば、被検眼につ
いてあらかじめ設定された好適なスキャンパターンを用いてＯＣＴ計測を行うことが可能
である。
【０１７５】
　光学系の設定情報は、ＯＣＴ計測における合焦位置の設定内容を含んでいてよい。その
場合、光学系は、測定光の合焦位置を変更するための合焦位置変更部を含む。制御部は、
設定情報に含まれる合焦位置についての設定内容に基づいて合焦位置変更部を制御する。
この構成によれば、被検眼についてあらかじめ設定された好適な合焦状態でＯＣＴ計測を
行うことが可能である。
【０１７６】
　合焦位置変更部は、光学系に設けられた合焦レンズ（たとえば対物レンズ１９および／
または他の合焦レンズ）と、この合焦レンズを光軸に沿って移動する第１の駆動部（たと
えば鏡筒駆動部１９Ｂ）とを有していてよい。この場合、設定情報は、合焦レンズの位置
を示す情報を含む。制御部は、設定情報に示された位置に合焦レンズを配置させるように
第１の駆動部を制御する。それにより、測定光の合焦位置の調整を自動で行うことができ
る。また、合焦レンズとして対物レンズ１９が用いられる場合、光学系に設けられる光学
素子の個数の減少、ひいては光学系の構成の簡素化を図ることができる。
【０１７７】
　また、合焦位置変更部は、視度補正レンズ（たとえば視度補正レンズ２７）と、この視
度補正レンズを光学系に対して挿脱する第２の駆動部（たとえばレンズ駆動部２７Ａ）と
を有していてよい。この場合、設定情報は、視度補正レンズが使用されるか否かを示す情
報を含む。制御部は、視度補正レンズが使用されることが設定情報に示されている場合、
視度補正レンズを光学系に挿入させるように第２の駆動部を制御する。それにより、被検
眼の屈折率に応じた視度補正を自動で行うことができる。
【０１７８】
　光学系の設定情報は、測定光と参照光との干渉強度が最大となる最大干渉深度について
の設定内容を含んでいてよい。その場合、光学系は、最大干渉深度を変更するための最大
干渉深度変更部（たとえば参照ミラー１４および参照ミラー駆動部１４Ａ）を含む。制御
部は、最大干渉深度についての設定内容に基づいて最大干渉深度変更部を制御する。それ
により、最大干渉深度の調整を自動で行うことができる。
【０１７９】
　光学系の設定情報に最大干渉深度の設定内容が含まれている場合、次のような構成を適
用することが可能である。光学系は、ビームスプリッタ（たとえばビームスプリッタ１３
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）と、測定アームと、参照アームとを含む。ビームスプリッタは、光源からの光を測定光
と参照光とに分割する。測定アームは、測定光を被検眼に導き、測定光の被検眼からの戻
り光をビームスプリッタに導く測定光路に相当する。参照アームは、参照光をビームスプ
リッタに向けて反射するミラー（たとえば参照ミラー１４）を含む参照光路に相当する。
光学系は、ビームスプリッタを介して得られた測定光の戻り光と参照光との干渉光を検出
する。最大干渉深度変更部は、上記ミラー（たとえば参照ミラー１４）と、参照アームの
光軸の方向に沿ってミラーを移動する第３の駆動部（たとえば参照ミラー駆動部１４Ａ）
とを含む。最大干渉深度の設定内容は、ミラーの位置を示す情報を含む。制御部は、設定
情報に示された位置にミラーを配置させるように第３の駆動部を制御する。この構成によ
れば、最大干渉深度の設定内容に応じて参照光路の長さを変更することにより、最大干渉
深度の調整を実現することができる。なお、光ファイバを用いて光（光源からの光、測定
光、参照光、および干渉光のうちの１つ以上の光）を導くように、光学系を構成すること
も可能である。また、測定光路の長さを変更する機構を設けることも可能である。
【０１８０】
　処理部の設定情報は、所望の解析処理を行うための設定内容を含んでいてよい。この場
合、設定情報は、処理部（たとえば検査データ生成部１３１）が実行する処理の内容を含
む。たとえば、処理部は、光学系による干渉光の検出結果に基づいて眼底の層厚情報を生
成する層厚情報生成部（たとえば検査データ生成部１３１）を含んでいてよい。処理部が
実行する処理の内容として層厚情報を生成する処理が含まれている場合、制御部は、検査
データとして、層厚情報生成部に層厚情報を生成させる。それにより、眼底層厚解析が実
行される。なお、ドルーゼン解析や乳頭形状解析などの他の解析処理を行わせる場合につ
いても同様である。このような構成によれば、所望の解析処理を選択的に行うことが可能
である。
【０１８１】
　制御部は、処理部により検査データが生成される度に、その検査データを日時情報と関
連付けて記憶部（たとえば記憶部１１２）に記憶させることができる。それにより、検査
日時と検査データ（検査の履歴）を眼科撮影装置内に蓄積することができる。この構成が
適用される場合、蓄積されたデータをまとめて外部装置（たとえば外部コンピュータ１０
００）に送信することが可能である。
【０１８２】
　実施形態に係る眼科撮影装置の動作状態を遠隔監視することができる。たとえば、実施
形態に係る眼科撮影装置は、その所定部位の動作状態を監視する監視処理部（たとえば監
視処理部１３５）を有する。出力部は、通信回線（たとえば通信回線２０００）を介して
第３のコンピュータ（たとえば外部コンピュータ１０００）と通信することが可能な第２
の通信部（たとえば通信部１４０）を含む。制御部は、監視処理部により動作状態の異常
が検出されたときに、異常発生を示す情報を第３のコンピュータに送信するように第２の
通信部を制御する。この構成によれば、眼科撮影装置に異常が発生したことを外部コンピ
ュータ１０００を介して報知することができる。
【０１８３】
　また、異常の発生を被検者やその補助者に報知することも可能である。たとえば、実施
形態に係る眼科撮影装置は、視覚情報および／または聴覚情報を出力する情報出力部（た
とえば表示部２１０および／または音声出力部）を有する。制御部は、前記監視処理部に
より動作状態の異常が検出されたときに、異常発生を示す報知情報を出力するように情報
出力部を制御する。この構成によれば、眼科撮影装置に異常が発生したことを被検者等に
報知することができるので、検査を中止したり、外部の担当者に連絡したりすることが可
能である。
【０１８４】
　実施形態に係る眼科撮影装置は、次のような構成を有していてもよい。光学系（たとえ
ば光学ユニット１０）は、被検眼を固視させるための固視標を提示するための固視標提示
部を含む。固視標提示部としては、たとえばフラットパネルディスプレイ（フラットパネ
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ルディスプレイ２５）が用いられる。また、設定情報は、固視位置についての設定内容を
含む。制御部（たとえば主制御部１１１）は、固視位置についての設定内容に基づいて、
固視標提示部に固視標を提示させる。この構成によれば、被検眼の目的の部位のＯＣＴ計
測を行うことが可能である。
【０１８５】
　以上に説明した構成は、この発明を好適に実施するための一例に過ぎない。よって、こ
の発明の要旨の範囲内における任意の変形（省略、置換、付加等）を適宜に施すことが可
能である。
【０１８６】
　たとえば、実施形態に係る眼科撮影装置の使用に伴い費用が発生する場合、その費用に
関する情報を外部コンピュータに送信する構成や、眼科撮影装置内に記憶する構成を適用
することが可能である。
【０１８７】
　前者の例として、眼科撮影装置は、検査を行う度に、その検査種別（たとえば、ＯＣＴ
計測および解析処理、並びに自覚式視力検査）を示す情報を、患者識別情報とともに、通
信回線を介して、医療機関等に設置されたコンピュータ（病院情報システム（ＨＩＳ）な
ど）に送る。この処理は、たとえば、主制御部１１１が、送信される情報を作成し、通信
部１４０を制御して当該情報を送信させることにより行われる。医療機関側においては、
眼科撮影装置から受信した情報に基づいて、眼科撮影装置を用いて実施された検査に関す
る保険点数や患者が負担する費用額を算出し、当該患者のレセプト情報を作成する。
【０１８８】
　後者の例として、眼科撮影装置は、検査を行う度に、その検査種別（および検査日時な
ど）を記憶する。この処理は、たとえば、主制御部１１１が、記憶される情報を作成し、
これを記憶部１１２に記憶させることにより行われる。さらに、眼科撮影装置は、所定の
タイミングで、記憶された情報を出力する。この出力タイミングは、たとえば、医療機関
側のコンピュータからの要求時、眼科撮影装置の返却時などである。また、所定の期日ご
と（たとえば毎週月曜日、毎月第１月曜日）に、情報を出力するようにしてもよい。情報
の出力方法としては、通信回線を介して行う方法、可搬記録媒体（たとえば半導体メモリ
）に記録する方法、記録紙媒体等に印刷する方法などがある。医療機関側においては、出
力された情報に基づいて、眼科撮影装置を用いて実施された検査に関する保険点数や患者
が負担する費用額を算出し、当該患者のレセプト情報を作成する。
【０１８９】
　上記の実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを、コンピュータによって読
み取り可能な任意の記録媒体に記憶させることができる。この記録媒体としては、たとえ
ば、半導体メモリ、光ディスク、光磁気ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤ－ＲＡＭ／ＤＶ
Ｄ－ＲＯＭ／ＭＯ等）、磁気記憶媒体（ハードディスク／フロッピー（登録商標）ディス
ク／ＺＩＰ等）などを用いることが可能である。
【０１９０】
　また、インターネットやＬＡＮ等のネットワークを通じてこのプログラムを送受信する
ことも可能である。
【符号の説明】
【０１９１】
１　眼科撮影装置
１０　光学ユニット
１０Ａ　ユニット駆動部
１１　光源
１３　ビームスプリッタ
１４　参照ミラー
１４Ａ　参照ミラー駆動部
１６　スキャナ
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１８　ダイクロイックミラー
１９　対物レンズ
１９Ｂ　鏡筒駆動部
２３　ＣＣＤイメージセンサ
２５　フラットパネルディスプレイ
２７　視度補正レンズ
２７Ａ　レンズ駆動部
１００　コンピュータ
１１０　制御部
１１１　主制御部
１１２　記憶部
１２０　画像形成部
１３０　データ処理部
１３１　検査データ生成部
１３２　静止判定部
１３３　左右判定部
１３４　認証処理部
１３５　監視処理部
１４０　通信部
２００　ユーザインターフェイス
２１０　表示部
２２０　操作部
１０００　外部コンピュータ
２０００　通信回線

【図１】 【図２】
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