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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中心血管から延び、動脈と静脈でタイプが異なる測定されるべき血管部分を含むリング
形の測定ゾーンが、乳頭の周囲に一定の距離で配置されており、上記血管部分のそれぞれ
について血管径が決定され、前記血管部分の決定された血管径からパラメータが計算され
る、デジタル画像に基づいた網膜血管の分析方法において、
　前記血管部分に沿って一連の隣接血管セグメントが選択され、どの血管セグメントにつ
いても血管セグメント直径および所属の画像座標が決定され、前記血管セグメントが、動
脈または静脈で区別される血管の種類、および血管部分に関連付けられること、並びに、
　どの血管セグメントについても、少なくとも前記血管セグメントの座標、前記血管セグ
メント直径、関連付けられる血管の種類、関連付けられる血管部分、および、評価される
画像との関係を含むデータセットが記憶され、アーカイブされ、
　基準画像に対して時間をずらして記録される比較画像での患者に関する比較測定で、前
記基準画像中の血管セグメントと同一の、前記比較画像中の血管セグメントの直径を決定
すること、どの血管セグメントに対する血管の種類および血管部分の関連付けも、前記基
準画像のデータセットから前記比較画像のデータセットにそのまま採用され、および、前
記比較画像中の血管セグメントに関するデータセットが少なくとも前記基準画像との関係
で補われ、
　前記比較画像の全部および前記基準画像で血管セグメント直径を決定することができる
同一の血管セグメントだけが、複数の比較画像の比較測定でパラメータを決定するのに使
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用され、および
　前記血管径およびパラメータのために、前記基準画像と前記比較画像との絶対的および
相対的な差が生成されることを特徴とする、方法。
【請求項２】
　前記基準画像中の血管セグメントと同一の前記比較画像中の血管セグメントを決定する
ため、前記比較画像中の血管セグメントの座標が、予め決定された変位ベクトルを用いて
前記基準画像中の血管セグメントの座標から計算され、それによって前記基準画像中の血
管セグメントと同一の前記比較画像中の血管セグメントの直径の測定が自動的に行われ得
ること、および
　前記比較画像の血管セグメントのデータセットが少なくとも前記血管セグメントの変位
ベクトルだけ拡張されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　パラメータを決定するのに使用される平均直径が、血管セグメント直径の推移から、各
血管部分に対する算術平均として形成されることを特徴とする、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項４】
　第１および第２のパラメータとして、中心細動脈相当物と中心細静脈相当物が、前記細
動脈血管部分と前記細静脈血管部分の平均直径から、決定され、それから第３のパラメー
タとして、細動脈対細静脈の比が導かれることを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記中心細動脈相当物と前記中心細静脈相当物が、前記平均血管部分直径のｎ乗全部の
合計のｎ乗根として形成され、その際、前記中心細動脈相当物に２．５～３．０の間のｎ
の値が使用され、前記中心細静脈相当物に２．０～２．５の間のｎの値が使用されること
を特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　どの血管部分についても、最大直径および最小直径、並びに前記平均血管セグメント直
径のばらつきが、第４のパラメータベクトルとして決定されることを特徴とする、請求項
１または２に記載の方法。
【請求項７】
　前記平均血管セグメント半径の４乗の逆数が、血管セグメントの血管抵抗を説明するた
めの第５のパラメータとして形成されることを特徴とする、請求項１または２に記載の方
法。
【請求項８】
　前記血管の長さと血管半径の商が、局所的な圧力低下を説明するための第６のパラメー
タとして形成されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記リング形の測定ゾーンの内側境界の最も近くにある前記血管部分の平均血管径から
、および、前記リング形の測定ゾーンの外側境界の最も近くにある前記血管部分の平均血
管径から、中心細動脈相当物、中心細静脈相当物、および細動脈対細静脈の比についてそ
れぞれ内側の値と外側の値が形成されることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１０】
　第７のパラメータ、第８のパラメータおよび第９のパラメータが、
－血管部分の平均直径の２乗全部の合計の平方根として、
－血管部分の平均直径の３乗全部の合計の３乗根として、および
－血管部分の平均直径の４乗全部の合計の４乗根として、
形成されること、および、
－動脈および静脈の中心相当物が、上記第７、第８および第９のパラメータから決定され
、これら中心相当物から細動脈対細静脈の比が形成されること、
を特徴とする、請求項４に記載の方法。
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【請求項１１】
　どの血管部分についても限局性狭窄のパラメータが決定され、閾値がパーセンテージと
して与えられる場合、その絶対値は以下のようになることを特徴とする、請求項１０に記
載の方法：
－第１のパラメータ限局性狭窄Ｎ１＝Ｎ１の閾値パーセンテージ×前記血管部分の平均直
径／１００％、
－第２のパラメータ限局性狭窄Ｎ２＝Ｎ２の閾値パーセンテージ×第７のパラメータ／１
００％、
－第３のパラメータ限局性狭窄Ｎ３＝Ｎ３の閾値パーセンテージ×第８のパラメータ／１
００％、および
－第４のパラメータ限局性狭窄Ｎ４＝Ｎ４の閾値パーセンテージ×第９のパラメータ／１
００％。
【請求項１２】
　前記比較画像と前記基準画像の空間分解されたパラメータ間の差が計算されること、お
よび、前記基準画像から異なる画像が生成され、前記異なる画像中で、それぞれ前記比較
測定から決定された前記直径差または空間分解されたパラメータまたは空間分解されたパ
ラメータの差が正しい座標でカラーコード化されて入力されることを特徴とする、請求項
１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記血管径および／または前記パラメータ、または前記比較画像と前記基準画像のその
差が画像記録の時間の関数としてグラフで表される、推移グラフィックスが生成されるこ
とを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　決定されたパラメータおよびパラメータ差が、データ出力のために要約されてログ記録
されることを特徴とする、請求項１，３～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記血管セグメント直径がコード化されて再生されるか、または前記血管部分が特徴付
けられるように、前記血管セグメントの位置が前記評価される画像中にマーク付けされる
ことを特徴とする、請求項３～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　画像を記録するための散瞳または無散瞳眼底カメラ；データ入力媒体およびデータ出力
媒体を備え、相関する画像データと患者データを取得、記憶、およびアーカイブするシス
テムを有する制御および評価コンピュータ；中心血管から延び、測定されるべき血管部分
を含む画像中の乳頭を取り囲むリング形の測定ゾーンを決定するための手段；前記血管径
を決定するための測定デバイス；および、前記測定された血管径からパラメータを決定す
るための計算手段を含む、デジタル画像に基づいた網膜血管の分析装置において、
　血管セグメント化デバイス（７－１）が、前記血管セグメント、および、動脈と静脈で
区別されるその血管種類を検出し、前記画像中の前記血管セグメントの座標を取得し、前
記検出された血管部分および画像座標に沿って一連の隣接血管セグメントを選択し、各血
管セグメントに対する前記血管径を決定するための測定デバイス（７－２）によって決定
された前記血管セグメント直径を有する前記血管セグメントのデータセットが、前記属す
る画像座標、前記関連付けられる血管部分、前記関連付けられる血管の種類、および前記
評価される画像との関係と共に記憶され、アーカイブされる血管セグメント記憶装置（７
－３）が提供され、
　基準画像に対して時間をずらして記録される比較画像での患者に関する比較測定のため
、
　前記基準画像中の血管セグメントの画像座標から前記比較画像中の同一の血管セグメン
トの画像座標を計算する座標変換手段（９）を含む、同一の血管セグメントを取り出すた
めのデバイス（１０）、および、
　基準画像と少なくとも１つの比較画像との間の測定値特有の差およびパラメータ特有の



(4) JP 4990143 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

差を決定し、前記測定された血管セグメント直径間とパラメータ間の差を生成し、空間分
解された差をカラーコード化し、それらを基準画像中に正しい座標で異なる推移画像に構
築する差生成系（７－６）を更に含むことを特徴とする、装置。
【請求項１７】
　基準画像と比較画像を選択するため、画像選択デバイス（８）が設けられることを特徴
とする、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　血管分析ログ、および、前記血管セグメントの直径または空間分解されたパラメータが
明瞭な評価のために、異なる画像中で表される臨床状態画像を生成するため、血管分析文
書化ユニット（７－５）が設けられることを特徴とする、請求項１６または１７に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル画像に基づいた網膜血管の分析方法に関し、中心血管から延び、動
脈と静脈でタイプが異なる測定されるべき血管部分を含むリング形の測定ゾーンが乳頭の
周囲に配置され、これらの血管部分のそれぞれについて血管径が決定され、血管部分の決
定された血管径からパラメータが計算される。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、更に、画像を記録するための散瞳または無散瞳眼底カメラ；データ入力媒体
およびデータ出力媒体が設けられており、相関する画像データと患者データを取得、記憶
、およびアーカイブするシステムを有する制御および評価コンピュータ；中心血管から延
び、測定される血管部分を含む画像中の乳頭を取り囲むリング形の測定ゾーンを決定する
ための手段；血管径を決定するための測定デバイス；および、測定された血管径からパラ
メータを決定するための計算手段を含む、デジタル画像に基づいた網膜血管の分析装置に
関する。
【０００３】
　眼底のデジタル画像を使用する定量的血管分析で、血管のリスクを評価することが可能
であり、これは、例えば、ハバード（Hubbard）らによる細動脈対細静脈の比（非特許文
献１）でＡ／Ｖ（ＰＳＨ）比として決定することができる。例えば、ある調査（ＡＲＩＣ
スタディ）では、女性でＡ／Ｖ比と心臓血管のリスクの間に血圧や他のリスク要因に依ら
ない関係を、および、女性と男性で脳卒中と糖尿病について決定することができた。
【０００４】
　乳頭の周囲のリング形の測定ゾーン内に配置される動脈および静脈の限界値を上回る値
の血管径から、予め決定された式でパラメータとしてＡ／Ｖ（ＰＳＨ）比を計算するため
、デジタル眼底画像を評価した。このために、ハバード（Hubbard）の式（非特許文献２
）に基づいて測定された動脈全部と測定された静脈全部の血管径から、中心細動脈相当物
（central arteriolar equivalent）ＣＡＥ（ＰＳＨ）および中心細静脈相当物（central
 venular equivalent）ＣＶＥ（ＰＳＨ）が計算される。Ａ／Ｖ（ＰＳＨ）比は商：ＣＡ
Ｅ（ＰＳＨ）／ＣＶＥ（ＰＳＨ）として決定される。
【０００５】
　ウォン（Wong）ら（非特許文献３）は、測定ゾーン内の動脈および静脈として識別され
る血管から大きい血管部分の小部分を選択すること、および、Ａ／Ｖ（ＰＳＨ）比の計算
に用いるため１つの血管小部分につき５つの測定から血管全体を特徴付ける平均血管径を
決定することを提案している。
【０００６】
　パラメータを決定する際に方法に関連する標準偏差が多数の分類限界を超え、測定の不
確かさが大きいため、且つ個々の間のばらつきが大きいため、個々の追跡調査および健常
な試験群に対する個々のＡ／Ｖ（ＰＳＨ）比の比較では、健常なものと脳卒中のリスクが



(5) JP 4990143 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

高いものの区別が少ししかできず、その結果、個々の診断にあまり適していない。更に、
ウォン（Wong）らによって記載されている既知の方法における追跡調査および健常なもの
の測定との比較の評価には、時間がかかる。更に、方法を手動および半手動で実施するこ
とによる主観的な系統誤差および偶然誤差の発生が高い。
【０００７】
【非特許文献１】Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ（眼科学）、１０６巻、１９９９年１２月
、２２６９～２２８０頁
【非特許文献２】Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ（眼科学）、１０６巻、１９９９年１２月
、２２７２頁
【非特許文献３】Ｏｐｈｔｈａｌｍｏｌｏｇｙ（眼科学）、１１１巻、２００４年６月、
１１８３～１１９０頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、個々の血管のリスク、特に脳卒中のリスクを、より高い信頼
性で、且つ、主観的な系統誤差および偶然誤差をより少なくして決定し得るように、健常
な血管状態と危険な血管状態を区別する能力を向上させると同時に、手動労力を低減し、
時間を節約することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１の特徴部分の記載により、冒頭に記載されているような網膜血管
分析方法で達成される。有利な展開は、従属請求項に記載されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　血管部分に沿って一連の隣接血管セグメントが選択され、血管セグメント直径、血管部
分に対する割り当て、動脈または静脈で区別される血管の種類、および、対応付けられる
画像座標がどの血管セグメントについても決定され、後の比較測定のためにそれらにアク
セスできるように、評価される画像に関するデータセットに血管セグメントごとに一緒に
記憶およびアーカイブされる。時間をずらして記録された同じ目の比較画像を比較測定す
ることによって、選択された基準画像と同一の血管セグメントについて比較画像中で血管
径が自動的に決定され、ここで、血管の種類および血管部分に対する血管セグメントの関
連付け（相関）は、基準画像からそのまま採用される。比較画像中の血管セグメントに関
するデータセットは、基準画像との照合、および、基準画像と比較画像の間の血管セグメ
ントの変位ベクトルで補われる。基準画像中の血管セグメントに関するデータセットと、
基準画像と照合される比較画像中の血管セグメントに関するデータセットにより、正確に
比較可能な血管セグメント直径のデータベースに時間推移が提供される。本発明によれば
、有益なパラメータは、これに基づいて形成され、グラフまたはフローチャート（推移画
像）で明確に表現され、それによって、健常な血管と病気の血管を区別する能力、および
、微小血管のリスクの診断の有益性がかなり向上する。
【００１１】
　ウォン（Wong）らとは対照的に、好ましくは測定ゾーン内の検出可能な血管セグメント
の全部について測定が行われる本発明による方法は、定義可能なプロトコルに従ってこれ
らの血管部分のパラメータを生成することにより、血管部分の直径曲線から導かれる有利
な情報を提供することができる。１つの血管を代表するものとして１つの値だけを考慮す
るのではなく、ここでは位置に依る応測定が血管で行われるため、機能的なおよび病理的
な血管の変化（狭窄および拡張など）を検出することができ、それによって検査方法の有
効性が実質的に増大する。また、測定の不確かさは血管の長さに反比例するため、本方法
の適用は有利である。
【００１２】
　同じ患者の目で少なくとも１つの検査が既に実施されているとき、本発明は、有利には
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比較測定の可能性を提供し、本方法を実施するのに使用される装置でこの検査の測定値お
よび画像にアクセスすることができる、即ち、それらはメモリに記憶される。
【００１３】
　従って、基準画像に対して時間をずらして記録された比較画像で患者に関する比較測定
を実施するとき、基準画像中の血管セグメントと同一の比較画像中の血管セグメントの直
径が決定され、どの血管セグメントに対する血管の種類および血管部分の相関も、基準画
像のデータセットから比較画像のデータセットにそのまま採用され、比較画像の血管セグ
メントに関するデータセットは、少なくとも基準画像との関係で拡張される。
【００１４】
　有利な方法では、基準画像中の血管セグメントと同一の比較画像中の血管セグメントの
直径の測定を自動的に行うことができるように、比較画像中の血管セグメントの座標は、
予め決定された変位ベクトルにより基準画像中の血管セグメントの座標から計算される。
そうすることにより、比較画像の血管セグメントのデータセットは、少なくとも血管セグ
メントの変位ベクトルだけ拡張される。
【００１５】
　基準画像で一回だけ決定された比較画像中の測定位置の全部の画像座標は空間補正され
、基準画像で一回決定されて維持された血管の種類に対する相関のように、比較画像での
測定に自動的に提供されるため、評価される画像シーケンスに関わらず、正確に同一の位
置および同一の相関（象限、動脈相関、静脈相関）を有する測定値だけが、個々の管路の
変化の決定および表示に含まれるように、比較画像中での測定は、常に、画像コンテンツ
が選択された基準画像中のものと同一である位置で行われる。
【００１６】
　また、比較画像の全部および基準画像で血管セグメント直径が決定され得る同一の血管
セグメントだけを、複数の比較画像の比較測定のパラメータを決定するのに使用すること
、並びに、血管径およびパラメータについて基準画像と比較画像の絶対的および相対的な
差が生じることは、とりわけ重要である。
【００１７】
　従って、全体としては、画像または測定位置座標が空間補正されるか否かに関わらず、
測定位置の客観的空間補正および自動プリセット、並びに、画像シーケンス、所与のパラ
メータまたはパラメータベクトルの任意の決定された基準画像に対する時間と位置に関し
て無条件に完全である評価可能なデータセットの客観的選択が可能になる。
【００１８】
　基準画像からの血管セグメント直径と、比較画像からのものとの差を生成することによ
って、または、血管セグメント直径から計算されるパラメータ間の差からも、微小血管の
状態の非常に敏感な変化を決定することができる。
【００１９】
　どの血管部分についても、パラメータの決定に使用される平均直径が、血管セグメント
直径の推移から算術平均として形成されるため、特に有利にパラメータを決定することが
できる。
【００２０】
　細動脈血管部分と細静脈血管部分の平均直径から、第１および第２のパラメータとして
中心細動脈相当物と中心細静脈相当物を決定することができ、それから第３のパラメータ
として細動脈対細静脈の比を導くことができ、これらは、ハバード（Hubbard）に基づい
て計算されるが、従来技術よりずっと再現性が高く、より正確なパラメータを本発明に基
づいて提供する。
【００２１】
　しかし、中心細動脈相当物と中心細静脈相当物は、好ましくは、平均血管部分直径のｎ
乗全部の合計のｎ乗根として形成され、ここで、中心細動脈相当物には２．５～３．０の
間、好ましくは２．７のｎの値が使用され、中心細静脈相当物には２．０～２．５の間、
好ましくは２．１のｎの値が使用される。



(7) JP 4990143 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

【００２２】
　また、どの血管部分でも、最大直径および最小直径、並びに平均血管セグメント直径の
ばらつきを第４のパラメータベクトルとして決定することができる。
【００２３】
　更に、平均血管セグメント半径の４乗の逆数を、血管セグメントの血管の抵抗を説明す
るための第５のパラメータとして形成することができ、血管の長さと血管の半径の商を、
局所的な圧力低下を説明するための第６のパラメータとして形成することができる。
【００２４】
　血管セグメントでは、血管の長さは、予め設定することができる血管セグメントの長さ
であるが、血管セグメントの長さが変わり得る場合、それは計算によって更新されなけれ
ばならない。この場合、血管の半径は、血管セグメント直径の半分である。血管部分全体
の場合、血管部分の血管の長さを計算しなければならず、血管の半径は血管部分の平均血
管径の半分である。
【００２５】
　リング形の測定ゾーンの内側境界の最も近くにある血管部分の平均血管径から、および
、リング形の測定ゾーンの外側境界の最も近くにある血管部分の平均血管径から、中心細
動脈相当物、中心細静脈相当物、および細動脈対細静脈の比について、それぞれ内側の値
と外側の値を形成することによって、別のパラメータを決定することができる。
【００２６】
　血管部分の追加のパラメータとして、第７、第８および第９のパラメータを、
－血管部分の平均直径の２乗全部の合計の平方根として、
－血管部分の平均直径の３乗全部の合計の３乗根として、および
－血管部分の平均直径の４乗全部の合計の４乗根として、
形成することができ、ここで、
－動脈および静脈の中心相当物は、第７、第８および第９のパラメータから決定され、細
動脈対細静脈の比はこれらの中心相当物から形成される。
【００２７】
　これらの追加のパラメータから、どの血管部分についても、４つの分類で限局性狭窄を
検出するための閾値として有利に使用できるパラメータを導くことができ、平均血管部分
直径の１乗、２乗、３乗または４乗は、対応付けられる閾値Ｎ１またはＮ２、Ｎ３または
Ｎ４より小さい。
【００２８】
　閾値がパーセンテージとして与えられる場合、限局性狭窄を検出するためのパラメータ
の絶対値は、以下のようになる：
－第１のパラメータ限局性狭窄Ｎ１＝Ｎ１の閾値パーセンテージ×血管部分の平均直径／
１００％、
－第２のパラメータ限局性狭窄Ｎ２＝Ｎ２の閾値パーセンテージ×第７のパラメータ／１
００％、
－第３のパラメータ限局性狭窄Ｎ３＝Ｎ３の閾値パーセンテージ×第８のパラメータ／１
００％、および
－第４のパラメータ限局性狭窄Ｎ４＝Ｎ４の閾値パーセンテージ×第９のパラメータ／１
００％。
【００２９】
　血管セグメントを自動または半自動の測定モジュールで測定することができるように、
本発明による方法は、従来のように血管セグメントに対話式に手動でマーク付けすること
、および、それらを手動で血管部分および血管の種類に相関させることが可能である。こ
れは、非常に時間がかかり、誤差が起こりやすい。しかし、本発明によれば、既に完全に
自動的に比較測定を行うことができる。血管追跡系（vessel trackers）の使用も可能で
ある。この場合、血管追跡系では、血管セグメントの全部を手動でマーク付けし、相関さ
せることは、もはや必要ではなく、開始セグメントだけでよく、血管追跡系は、後で血管
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部分の他の血管セグメントを検出し、それらを追跡し、測定するために血管セグメントを
測定モジュールに送る。次いで、この測定モジュールで血管セグメント直径を決定する。
しかし、血管のセグメント化および他の方法でも、血管セグメントを自動的に検出し、そ
れらを血管部分および血管の種類に相関させることが可能である。
【００３０】
　従って、前述の実施形態の全てにおいて測定時間および評価時間が激減するため、本発
明による方法でずっと効率的にパラメータを決定することができる。パラメータは、主観
的影響の減少により高い客観性を有するため、比較画像でのパラメータ比較は、基準測定
がなくても、既知の技術的解決法よりかなり再現性が高く、正確である。
【００３１】
　これはリスク評価に特に有利であり、リスク評価を、ばらつきの大きい様々なリスク群
のほとんど区別のつかない母集団を比較することによって（依然として可能であるが）行
う必要がもはやなく、しかし、それを個々の検証可能な管路の変化に減ずることができる
。
【００３２】
　本発明の別の実施形態では、比較画像と基準画像の空間分解されたパラメータ間の差が
計算され、基準画像から異なる画像が生成され、その異なる画像中に、比較測定からそれ
ぞれ決定された直径差または空間分解されたパラメータまたは空間分解されたパラメータ
の差が正しい座標でカラーコード化されて入力される。
【００３３】
　血管径、および／または、パラメータ、または比較画像と基準画像とのその差が画像記
録の時間の関数としてグラフで表される、推移グラフィックス（Progress graphics）を
生成することができる。
【００３４】
　また、血管セグメント直径がコード化されて再現されるか、または血管部分が特徴付け
られるように、評価される画像中に血管セグメントの位置がマーク付けされるため、決定
されたパラメータとパラメータの差をデータ出力のために要約して文書化すると有利であ
る。異なる色でコード化を行うとき、狭い血管部位と広い血管部位を明確に、評価に有利
なように示すことができる。
【００３５】
　更に、血管セグメント化デバイスが血管セグメント、および、動脈と静脈で区別される
その血管の種類を検出し、画像中の血管セグメントの座標を取得し、検出される血管部分
および画像座標に沿って一連の隣接血管セグメントを選択し、各血管セグメントの血管径
を決定するための測定デバイスによって決定された血管セグメント直径を有する血管セグ
メントのデータセットが、対応付けられる画像座標、対応付けられる血管部分、対応付け
られる血管の種類、および評価される画像との関係と一緒に記憶され、アーカイブされる
血管セグメント記憶装置が設けられることによって、前述の目的は、網膜血管分析のため
の冒頭に記載したような装置で本発明に従って達成される。
【００３６】
　本発明による手段をデバイス中で統合させても、または、画像記録、評価および表示を
異なる位置で行うことができるように互いに空間的に分離していてもよい。画像または評
価結果の遠隔データ伝送も、例えば、インターネットまたは他の媒体を介して行うことが
できる。
【００３７】
　血管径を決定するための測定デバイス、並びに動脈と静脈で血管部分を検出および区別
するための手段は、血管セグメント直径の決定および血管の種類に対する相関を自動的に
行うことができるように、好ましくは自動運転するデバイスである。
【００３８】
　本発明による装置は、基準画像に対して時間をずらして記録される比較画像で患者に関
する比較測定をするために、基準画像中の血管セグメントの画像座標から比較画像中の同
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一の血管セグメントの画像座標を計算する座標変換手段を含む、同一の血管セグメントを
取り出すためのデバイス；および、基準画像と少なくとも１つの比較画像との測定特有の
差およびパラメータ特有の差を決定し、測定された血管セグメント直径間、およびパラメ
ータ間の差を生成し、空間分解された差をカラーコード化し、それらを基準画像中で正し
い座標で異なる推移画像に構築する差生成系を含むことによって特に有利に、更に開発さ
れ得る。
【００３９】
　基準画像および比較画像を選択するため、画像選択デバイスを使用することができる。
【００４０】
　更に、血管分析ログ（ログ記録／文書化）、および、血管セグメントの直径または空間
分解されたパラメータが評価のために明瞭に表されている、例えば、眼底画像中でカラー
コード化されている臨床状態画像を生成するために、血管分析文書化ユニットを有利に提
供することができる。
【００４１】
　以下で概略的な図面を参照して本発明をより詳細に説明する。図面は、網膜血管の分析
装置をブロック図で示す。
【００４２】
　理解し易くするように装置を図面に示す方法を選択したが、対応する技術的現状を参照
することによって構造的最適化が達成され得る。
【００４３】
　患者の目１を検査するために、眼底写真撮影用のデジタル画像化またはデジタル化シス
テムを有する無散瞳または散瞳眼底カメラ２が提供され、コンピュータ３と連絡する。対
話モードに役立つ入力媒体４（例えば、キーボードおよびマウス）、および対話のため、
および結果を表示および出力するための出力媒体５（例えば、スクリーンおよびプリンタ
）は、眼底カメラ２に接続される。
【００４４】
　好ましい画像化システム６は、画像データと患者データを取得、記憶、およびアーカイ
ブするのに役立ち、ここで、例えば、患者ＩＤ、右／左目、検査の日時、および、特に本
発明に従って決定される他のデータ（例えば、血管セグメントデータセットＧＳｉ）など
の、画像化システム６に記憶された患者データと検査データＰとＵの間に各個々の画像Ｅ
Ｂの画像識別（画像ＩＤ）により照合接続（referenced connection）を行うことができ
る。
【００４５】
　画像化システム６の代わりに、画像に対して確定した関係にある、確定した患者識別、
被検眼識別、および検査日時識別のためのデータを少なくとも記憶する他の手段を提供す
ることもできる。これがデータベースで、または、画像のための追加の記憶位置で直接、
例えば、データが画像への固定接続で記憶されているＤＩＣＯＭ標準に従って行われるか
どうかは重要ではない。
【００４６】
　血管に依り血管セグメントＧＳを自動検出するために自動血管検出デバイス７－１が使
用され、これは、また、血管の種類（動脈または静脈）、および、画像中の画像座標に依
り行われ、同時に血管セグメントを血管部分に相関させる。
【００４７】
　評価技術によって乳頭の周囲にリング形の測定ゾーンが形成され、そこに存在する血管
は血管部分として調査されるため、血管セグメントＧＳは、表示または出力された血管セ
グメント直径で幾何学的に分解される最小の血管の単位を意味し、ここで、血管、特に血
管部分は、血管の管路に沿った複数の血管セグメントＧＳによって形成される。
【００４８】
　血管部分に沿って検出された血管セグメントＧＳｄごとに血管径を自動的に測定する、
血管径を決定するための測定デバイス７－２に、検出された血管セグメントＧＳｄを送る
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。幾つかの場合、どの血管セグメントについても血管セグメント直径を決定できるわけで
はないことを考慮に入れなければならない。
【００４９】
　少なくとも血管セグメントＧＳｄの１つの測定位置で、しかし好ましくは、次の平均化
の間中、複数の測定位置で血管セグメント直径が決定され、これは、測定の確かさが大き
いことの他に、血管の延長の傾斜した姿勢を測定線に対して補正することができるという
利点を有する。
【００５０】
　決定された（平均）血管セグメント直径を表示、出力、および、必要に応じて、記憶す
ることができると同時に、計算後、血管セグメント直径が利用可能であるとき、一時的に
記憶されるに過ぎない測定位置の個々の測定値は廃棄され、もはや他の処理に使用されな
い。
【００５１】
　自動血管検出デバイス７－１および血管径を決定するための測定デバイス７－２が別々
のデバイスとして構成されるか若しくは共通のデバイスを形成するかどうか、または、血
管セグメントＧＳの検出、血管の種類の検出、直径の測定、画像座標の決定、および、血
管部分に対する血管セグメントＧＳの相関が個々の段階で行われるか若しくは任意選択的
に組み合わせられるか、若しくは、例えば、測定ゾーンに沿ってセグメントごとに案内さ
れる血管追跡系で１段階だけで行われ、出発点自体も検出するかどうかは重要ではない。
しかし、血管セグメントＧＳがその相関および平均血管セグメント直径と共に固定記憶さ
れ、従って後の評価に利用可能であることは重要である。
【００５２】
　従って、血管セグメント直径に利用可能なそれらの血管セグメントＧＳｄは、この血管
セグメント直径と共に血管セグメントＧＳｉとして血管セグメント記憶装置７－３に送ら
れ、そこで、それらは、評価される個々の画像ＥＢ、血管部分、血管の種類および画像座
標、並びに、基準画像ＲＢに対するそれらの相関と共に記憶され、アーカイブされる。従
って、好ましくは、どの血管セグメントも、血管セグメント直径、評価される画像中の血
管セグメント座標、血管部分との相関、血管の種類（動脈または静脈）との相関、および
、評価される画像との関係を含むそれ自身のデータセットを得る。評価される画像との関
係で、検査データおよび患者データ、並びに、被検眼との関係も生成することができる。
【００５３】
　血管分析のパラメータを決定するための評価ユニット７－４は、血管セグメントＧＳｉ
のデータセットからパラメータＫＧを計算し、一時的に記憶する。この種のパラメータＫ
Ｇは、既知のモデル式で、乳頭を取り囲むリング形の測定ゾーン内に配置される細動脈と
細静脈の血管の決定された直径を組み合わせる中心細動脈相当物ＣＡＥと中心細静脈相当
物ＣＶＥ、２つのパラメータからの比ＣＡＥ（ＰＳＨ）／ＣＶＥ（ＰＳＨ）、細動脈対細
静脈の比（Ａ／Ｖ（ＰＳＨ）比）を包含する。
【００５４】
　血管分析で得られた個々の画像結果の文書化は、血管分析文書化ユニット７－５によっ
て行われる。血管分析ログ、および、評価し易くするために血管セグメント直径または空
間分解されたパラメータが、例えば、カラーコード化されて表示される臨床状態画像が生
成される。
【００５５】
　調査される第１の画像または基準画像ＲＢを、対応付けられる比較画像ＶＢと共に、ま
たは一連の比較画像と共に選択するため、画像選択デバイス８を使用する。比較画像ＶＢ
は、基準画像ＲＢに関して時間をずらして記録される画像であり、それによって患者の目
における変化を決定することができる。
【００５６】
　基準測定を行う場合、画像選択デバイス８は、最初、選択のため、既に評価された患者
の目の全ての関連画像を提供する。次いで、評価されたまたは評価されていない、この患
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者の目の他の全ての画像が、選択のため比較画像として提供される。一連の比較画像全部
を一緒に合わせることもでき、逐次的に基準画像を照合して作成することができる。
【００５７】
　同一の血管セグメントを取り出すための手段（１０）と対応付けられる座標変換手段９
は、変位ベクトルを決定し、それによって、比較画像ＶＢ中の同一の血管セグメントまた
は比較画像ＶＢの特徴の実際の位置を基準画像ＲＢに変換することができる。
【００５８】
　座標変換の好適な手段が従来技術から既知であり、２つの画像間の同一の画像点の変位
ベクトルを計算する。最も単純な場合、同じ変位座標が全ての画像点に適用されるように
、２つの垂直座標の変位を決定するだけの画像相関方法を使用することができる。しかし
、セグメントまたは画像点ごとに変位ベクトルを計算できる方法が、より正確である。
【００５９】
　基準画像ＲＢと少なくとも１つの比較画像ＶＢとの測定特有のおよびパラメータ特有の
差を決定するため、および、推移画像または変化画像若しくはパラメータのチャートを提
供するために差生成系７－６が提供され、そのために、測定された血管セグメント直径間
、およびパラメータ間の差が生成される。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】網膜血管の分析装置のブロック図である。

【図１】
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