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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検者眼における第１の部位に測定光を照射し、光コヒーレンストモグラフィーによっ
て被検者眼の第１の３次元断層像を取得する第１断層撮影手段と、
　被検者眼における第２の部位であって前記第１の部位とは深さ方向に異なる第２の部位
に測定光を照射し、光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第２の３次元断層
像を取得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の３次元断層像と前記第２断層撮影手段
によって取得された第２の３次元断層像に基づいて前記第１の３次元断層像よりも広範囲
の３次元断層画像を画像処理により構築する画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって構築された前記３次元断層画像をモニタに出力する表示制御
手段と、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【請求項２】
　前記画像処理手段は、前記第１の３次元断層像と前記第２の３次元断層像との間の相対
的な位置ずれを補正することを特徴とする請求項１記載の眼科観察システム。
【請求項３】
　光コヒーレンストモグラフィーとは原理が異なる方式により被検者眼の断層像を取得可
能な第２原理断層撮影手段を備え、前記画像処理手段は、前記第２原理断層撮影手段によ
って取得された断層像を前記３次元断層画像に合成することを特徴とする請求項１～２の
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いずれかに記載の眼科観察システム。
【請求項４】
　取得された断層画像を画像処理により解析する画像解析手段を有し、前記表示制御手段
は、前記画像解析手段により異常が検出された場合、異常が発見された部位について前記
３次元断層画像上の対応部位を注目部位として出力することを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載の眼科観察システム。
【請求項５】
　被検者眼の組織間の距離を測定する眼距離測定手段を備え、前記画像処理手段は、眼距
離測定手段によって測定された距離に基づいて前記３次元断層画像を構築することを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の眼科観察システム。
【請求項６】
　深さ方向の撮像範囲が眼全体に設定され、光コヒーレンストモグラフィーによって角膜
から眼底を含む眼全体の断層像を取得可能である第３断層撮影手段を備え、
　前記画像処理手段は、前記第３断層撮影手段によって取得された前記断層像に対し、前
記第１断層撮影手段によって取得された前記第１の３次元断層像と、前記第２断層撮影手
段によって取得された前記第２の３次元断層像をそれぞれ対応付けることを特徴とする１
～５のいずれかの眼科観察システム。
【請求項７】
　出射波長を時間的に変化させる波長可変光源と、前記波長可変光源から出射された光を
被検者眼に導く導光光学系と、を有し、前記波長可変光源による眼からの反射光と参照光
による干渉光のスペクトルを計測して断層像を得るスウィプトソース光コヒーレンスグラ
フィーを有し、
　前記広深度撮影手段は、深さ方向の撮像範囲に角膜から眼底を含む眼全体が含まれるよ
うに、前記波長可変光源から出射する光の波長幅及び波長幅のサンプリングポイント数の
少なくともいずれかを設定し、
　前記第１～第３断層撮影手段は、深さ方向の撮像範囲が各部位に対応するように、前記
波長可変光源から出射する光の波長幅及び波長幅のサンプリングポイント数の少なくとも
いずれかを設定することを特徴とする請求項６記載の眼科観察システム。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記３次元断層画像と共に、被検者眼の手術を補助するための情
報を表示することを特徴とする請求項１～７のいずれかの眼科観察システム。
【請求項９】
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼角膜を含む前眼部断層像を取得する断
層撮影手段と、
　角膜表面形状分布を測定するための測定指標を被検者眼の角膜表面に投影し、角膜上に
投影された前記測定指標を正面方向から撮像素子により撮像し、撮像素子により測定指標
の撮像結果に基づいて角膜表面の３次元形状を測定する角膜トポグラフィー測定手段と、
　前記断層撮影手段によって取得された前眼部断層像の角膜に対応する部分に、前記角膜
トポグラフィー測定手段の測定結果によるグラフィックマップを合成する画像処理手段と
、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【請求項１０】
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第１の断層像を取得する第１断層撮
影手段と、
　超音波により被検者眼の第２の断層像を取得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
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【請求項１１】
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第１の断層像を取得する第１断層撮
影手段と、
　光コヒーレンストモグラフィーとは異なる撮影原理により被検者眼の第２の断層像を取
得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【請求項１２】
　角膜から眼底を含む眼全体の断層像である第１の断層像を光コヒーレンストモグラフィ
ーによって取得する第１断層撮影手段と、
　前記第１の断層像より狭く、前眼部、中間投光部、眼底のいずれかの部位を含む断層像
である第２の断層像を光コヒーレンストモグラフィーによって取得する第２断層撮影手段
と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【請求項１３】
　出射波長を時間的に変化させる波長可変光源と、前記波長可変光源から出射された光を
被検者眼に導く導光光学系と、を有し、前記波長可変光源による眼からの反射光と参照光
による干渉光のスペクトルを計測して断層像を得るスウィプトソース光コヒーレンスグラ
フィーを有し、
　深さ方向の撮像範囲に角膜から眼底を含む眼全体が含まれるように、前記波長可変光源
から出射する光の波長幅及び波長幅のサンプリングポイント数の少なくともいずれかを設
定し、角膜から眼底を含む眼全体の断層像を得る第１断層撮影手段と、
　前記広深度撮影手段よりも撮像範囲が狭く、かつ、前眼部、中間投光部、眼底のいずれ
かの部位が含まれるように、前記波長可変光源から出射する光の波長幅及び波長幅のサン
プリングポイント数の少なくともいずれかを設定し、前眼部、中間投光部、眼底のいずれ
かの断層像を得る第２断層撮影手段と、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検者眼画像を観察する眼科観察装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、被検者眼の観察・診断を行う場合、前眼部断面像は前眼部撮影用の光干渉計（Ｏ
ＣＴ：optical coherence tomography）により撮影され、眼底断層像は眼底撮影用のＯＣ
Ｔによって撮影されていた（特許文献１参照）。また、眼底正面像については、眼底カメ
ラや走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ：Scanning Laser Opthalmoscope）によって撮影されて
いた。また、前眼部断面像は、眼科用超音波診断装置、シャインプルークタイプの前眼部
撮影装置によって撮影されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２９４６７号公報



(4) JP 5762712 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の構成の場合、それぞれの撮影結果を単独で画像化したり、解析・
表示しているのみであり、眼全体の状態が分かりづらかった。
【０００５】
　本発明は、上記問題点を鑑み、被検者眼をマクロ的に観察可能な眼科観察システムを提
供することを技術課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下のような構成を備えることを特徴とする。
【０００７】
　（１）
　被検者眼における第１の部位に測定光を照射し、光コヒーレンストモグラフィーによっ
て被検者眼の第１の３次元断層像を取得する第１断層撮影手段と、
　被検者眼における第２の部位であって前記第１の部位とは深さ方向に異なる第２の部位
に測定光を照射し、光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第２の３次元断層
像を取得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の３次元断層像と前記第２断層撮影手段
によって取得された第２の３次元断層像に基づいて前記第１の３次元断層像よりも広範囲
の３次元断層画像を画像処理により構築する画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって構築された前記３次元断層画像をモニタに出力する表示制御
手段と、
　を備えることを特徴とする。
　（２）
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼角膜を含む前眼部断層像を取得する断
層撮影手段と、
　角膜表面形状分布を測定するための測定指標を被検者眼の角膜表面に投影し、角膜上に
投影された前記測定指標を正面方向から撮像素子により撮像し、撮像素子により測定指標
の撮像結果に基づいて角膜表面の３次元形状を測定する角膜トポグラフィー測定手段と、
　前記断層撮影手段によって取得された前眼部断層像の角膜に対応する部分に、前記角膜
トポグラフィー測定手段の測定結果によるグラフィックマップを合成する画像処理手段と
、
　を備えることを特徴とする。
　（３）
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第１の断層像を取得する第１断層撮
影手段と、
　超音波により被検者眼の第２の断層像を取得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする。
　（４）
　光コヒーレンストモグラフィーによって被検者眼の第１の断層像を取得する第１断層撮
影手段と、
　光コヒーレンストモグラフィーとは異なる撮影原理により被検者眼の第２の断層像を取
得する第２断層撮影手段と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
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　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする。
　（５）
　角膜から眼底を含む眼全体の断層像である第１の断層像を光コヒーレンストモグラフィ
ーによって取得する第１断層撮影手段と、
　前記第１の断層像より狭く、前眼部、中間投光部、眼底のいずれかの部位を含む断層像
である第２の断層像を光コヒーレンストモグラフィーによって取得する第２断層撮影手段
と、
　前記第１断層撮影手段によって取得された第１の断層像と前記第２断層撮影手段によっ
て取得された第２の断層像を合成し、合成断層画像を得る画像処理手段と、
　前記画像処理手段によって取得された合成断層画像をモニタに出力する表示制御手段と
、
　を備えることを特徴とする。
　（６）
　出射波長を時間的に変化させる波長可変光源と、前記波長可変光源から出射された光を
被検者眼に導く導光光学系と、を有し、前記波長可変光源による眼からの反射光と参照光
による干渉光のスペクトルを計測して断層像を得るスウィプトソース光コヒーレンスグラ
フィーを有し、
　深さ方向の撮像範囲に角膜から眼底を含む眼全体が含まれるように、前記波長可変光源
から出射する光の波長幅及び波長幅のサンプリングポイント数の少なくともいずれかを設
定し、角膜から眼底を含む眼全体の断層像を得る第１断層撮影手段と、
　前記広深度撮影手段よりも撮像範囲が狭く、かつ、前眼部、中間投光部、眼底のいずれ
かの部位が含まれるように、前記波長可変光源から出射する光の波長幅及び波長幅のサン
プリングポイント数の少なくともいずれかを設定し、前眼部、中間投光部、眼底のいずれ
かの断層像を得る第２断層撮影手段と、
　を備えることを特徴とする眼科観察システム。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、被検者眼をマクロ的に観察できる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図１は本実施形態に係る眼科観察システ
ムの光学系及び制御系を示す図である。なお、本実施形態においては、被検者眼（眼Ｅ）
の軸方向をＺ方向（光軸Ｌ１方向）、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明す
る。
【００１０】
　＜システム構成＞
　眼科観察システム１０は、眼底断層撮影デバイス１２、前眼部断層撮影デバイス１４、
及び眼軸長測定デバイス１６を備え、これらは、プロセッサ（演算制御部）１８に接続さ
れている。プロセッサ１８は、メモリ２０、モニタ２２、データベース（例えば、正常眼
ＤＢ）２４、操作部２６に接続されている。操作部２６には、種々のインターフェース（
例えば、マウス、タッチパネルなど）が用いられる。
【００１１】
　眼底断層撮影デバイス１２は、眼底Ｅｆの３次元断層像を取得し、前眼部断層撮影デバ
イス１４は、前眼部Ｅａの３次元断層像を取得する。そして、取得された画像データは転
送され、メモリ２０に記憶される。デバイス１２とデバイス１４は、同一の筐体内に配置
された構成であってもよいし、別装置として配置された構成であってもよい。もちろん眼
底と前眼部が同時に撮影可能なデバイスであってもよい。
【００１２】
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　好ましくは、眼科用光干渉断層計（ＯＣＴ光学系２００（図２参照））が用いられる。
なお、追加的には、眼底と前眼部の間に位置される中間透光部位（例えば、水晶体後面～
硝子体～網膜）の３次元断層像を取得する中間部断層撮影デバイスが、デバイス１２又は
デバイス１４の同一筐体内、又は別装置として配置される。
【００１３】
　眼距離測定デバイス１６は、光又は超音波を眼Ｅに照射し、その反射信号を得て軸方向
に関する眼Ｅの組織間の長さ（例えば、眼軸長、水晶体前面から網膜面までの距離、など
）を測定する。デバイス１６は、例えば、眼底断層撮影デバイス１２、前眼部断層撮影デ
バイス１４、と同一の筐体内に配置される。また、デバイス１６は、別装置として配置さ
れ、測定結果が用いられるようにしてもよい。
【００１４】
　また、プロセッサ１８には、光コヒーレンストモグラフィーとは異なる方式により眼Ｅ
の断層像を取得する他のデバイス２８が接続されるかもしれない。例えば、超音波診断装
置は、虹彩裏側の断層画像の撮影に適している（ＯＣＴでは、虹彩の裏に測定光が回らな
いため、撮影が通常困難）。また、カラー眼底像を得る眼底カメラ、眼底をスキャンする
ＳＬＯは、眼底正面像の撮影に適している。また、角膜トポグラフィー測定装置は、ＯＣ
Ｔより短時間での３次元角膜形状分布の測定に適している。
【００１５】
　＜眼球グラフィックの取得、表示＞
　プロセッサ１８は、デバイス１２、１４、１６によって取得された画像データ及び測定
データに基づいて眼底、前眼部を含む眼全体の３次元位置情報（中間部が含まれても良い
）を算出し、眼全体の立体形状を表す３次元グラフィック３００（以下、眼球画像と省略
する）を画像処理により構築する（図３参照）。これにより、眼底断層像及び前眼部断層
像が３次元的に合成される。この場合、コンピュータグラフィックス（ＣＧ）の技術が利
用される。３次元グラフィックを構築する場合、眼Ｅ全体の画像データ（例えば、眼球の
周辺部）及び光学データを全て得る必要はなく、既知の眼構造に基づいて作成された仮想
グラフィックによって補間されてもよい。
【００１６】
　プロセッサ１８は、モニタ２２の表示を制御し、眼全体の立体像としての眼球画像３０
を出力する。眼球画像３００を表示する場合、プロセッサ１８は、ある断面で切断された
眼球画像３００であって、ある断面における前眼部組織と眼底組織の断層像が現れた眼球
画像３００を表示することが好ましい。これにより、前眼部及び眼底の内部組織の状態が
視認される。図３の眼球画像３００には、眼底部のグラフィック画像３０２、前眼部画の
グラフィック画像３０４、中間部のグラフィック画像３０６が３次元的に表示されている
。
【００１７】
　そして、プロセッサ１８は、検者によって操作される操作部２６からの操作信号に基づ
いて眼球画像３００の表示位置、表示方向、表示倍率を変更する。これにより、眼球画像
３００は、任意に回転され、又は見る方向（網膜、正面方向、斜め方向など）が任意に調
整される。
【００１８】
　プロセッサ１８は、眼全体の３次元位置情報に基づいて眼全体のある横断方向における
断層像３２０を表示するようにしてもよい（図４参照）。眼球画像３００と断層像３２０
は、同時に表示されてもよい。また、眼球画像３００上における断層像３２０に対応する
断層位置において、断層位置を示すグラフィック表示３１０を眼球画像３００に重ねて合
成表示してもよい（例えば、）。そして、プロセッサ１８は、操作部２６からの操作信号
に基づいて３次元位置情報から取得する断層像３０２の横断方向を変更する。
【００１９】
　また、眼球画像３００の任意の領域が操作部２６により指定されると、任意の部位が切
り取られたり、透過率が変更される。また、特定の部位（例えば、眼底断層像）を観察し
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たい場合、例えば、部位毎の適切な表示モードにて特定部位の画像が表示される（図５の
眼底立体像３３０、眼底切断像３３１参照）。
【００２０】
　例えば、モニタ２２上において、眼球画像３００における特定の部位が指定されると、
指定された部位に対応する断層像（２Ｄ画像／３Ｄ画像）がモニタ２２上に表示される。
また、断層像の表示と共に、その部位における計測結果（計測マップなど）、解析結果が
表示される。例えば、眼球画像３００における眼底部が指定されると、眼球画像３００と
共に眼底断層像がモニタ２２上に表示される。このとき、眼底断層像と共に、網膜のある
層における厚みマップ、正常眼と測定眼との厚みに関する差分マップ、病変の進行を示す
パラメータなどが表示される。
【００２１】
　特定部位に対応する画像がモニタ２２上に表示されているとき、眼球画像３００におけ
る特定部位に対応する部分に強調表示（例えば、色が変わる、マークが付されるなど）が
なされることにより、眼球画像３００とある部位の断層像との対応付けがなされる。
【００２２】
　例えば、ある特定部位の３次元断層像が表示される場合、眼球画像３００における対応
部分が強調表示される。また、ある横断方向に関する２次元断層像が表示される場合、眼
球画像３００における対応部分において横断位置を示す表示がなされる。また、特定の部
位の画像と共に、眼球画像３００が小さく表示され、眼球画像３００の特定の部位がハイ
ライト表示されてもよい。
【００２３】
　＜他のデバイスを用いた画像追加＞
　この場合、プロセッサ１８は、デバイス２８によって取得される画像データ又は測定デ
ータに基づいてＯＣＴ以外の情報を取り込み、眼球画像３００又は断層像３０２中に合成
して表示するようにしてもよい。また、デバイス１２、１４、１６によって取得された画
像データのいずれかとデバイス２８によって取得されるデータが合成されるようにしても
よい。
【００２４】
　例えば、眼球画像３００における虹彩の裏側領域において、超音波診断装置による超音
波エコー画像が合成表示されることにより、虹彩裏側の画像情報（水晶体周辺部の形状、
など）が追加される（例えば、図３、図４の画像Ｃ参照）。なお、超音波エコー画像とＯ
ＣＴ画像が重複する領域については、高画質の画像（通常，ＯＣＴ画像）が優先される。
なお、光を用いて前眼部像を得る場合、光が通過できる領域（瞳孔内）の画像を得るには
適しているが、虹彩裏の画像を得ることは困難である。したがって、上記超音波画像が合
成されることにより、眼球画像３００の有用性が高まる。また、角膜トポグラフィーの測
定結果によるグラフィックマップを眼球画像３００の角膜に対応する部分に合成するよう
にしてもよい。
【００２５】
　＜画像解析、及び解析結果の眼球グラフィックへの反映＞
　プロセッサ１８は、前眼部、中間部、眼底部の画像情報の組み合わせにより、眼全体の
詳細な形状、状態、疾患、異常を画像処理によって解析し、解析結果をモニタ２２に表示
する。例えば、プロセッサ１８は、取得された撮影画像を解析し、解析結果を３次元グラ
フィックと同時に表示する（図３のマーク３６０参照）。例えば、プロセッサ１８は、解
析処理によって疾患、異常が検出された場合、その異常部位について、眼球画像３００上
の対応部位を注目部位として表示する（例えば、マーク追加、ハイライト表示、色分け、
点滅表示など）。プロセッサ１８は、各デバイスによって取得された各画像データを個別
に解析してもよいし、各データを統合した後の統合画像データを解析するようにしてもよ
い。
【００２６】
　各部位の解析結果としては、例えば、角膜形状、角膜厚、前房深度、水晶体形状、網膜
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厚、眼軸長、正常眼データベースとの比較結果など（数値表示、カラーマップ表示であっ
てもよい）が考えられる。
【００２７】
　眼底断層像を解析する場合、プロセッサ１８は、例えば、取得された３次元断層像にお
ける網膜各層を画像処理により検出し、所定の判定条件（判定基準）を基に各層の検出結
果を解析し、撮影部位が正常か否かを判定する。判定手法としては、各層の層厚判定、形
状判定、所定部位のサイズ判定等が考えられ、正常眼における各層の間隔、所定部位の形
状、所定部位のサイズ、等が記憶されたデータベースが画像判定条件のベースとして利用
できる。例えば、眼Ｅの神経線維層の厚みが正常眼のデータに収まるか否かが判定される
。
【００２８】
　前眼部断層像を解析する場合、プロセッサ１８は、例えば、取得された３次元断層像に
おける前眼部組織の位置情報／輝度情報を算出する。そして、プロセッサ１８は、その位
置情報に基づいて、角膜表面／裏面曲率分布、角膜厚分布、水晶体前面／後面曲率分布、
水晶体厚分布、前房深度分布、隅角の傾斜角度などを測定する。例えば、眼Ｅの隅角の傾
斜角度が所定の許容範囲を超えているか否かが判定される。また、水晶体部分の画像の輝
度分布に基づいて水晶体の混濁具合が算出され、白内障の進行度合が解析される。
【００２９】
　中間部断層像を解析する場合、プロセッサ１８は、例えば、取得された３次元断層像に
おける中間部組織の輝度情報を算出する。そして、硝子体部分の画像の輝度分布に基づい
て硝子体の透光具合が算出され、硝子体剥離、硝子体への出血の状態などが解析される。
【００３０】
　＜統合解析＞
　さらに、プロセッサ１８は、各断層像の解析結果を統合した解析を行う。例えば、プロ
セッサ１８は、前眼部像での隅角の傾斜角度と、眼底像での網膜のある層の厚み（例えば
、神経線維層）とに基づいて緑内障の進行度合を判定するようにしてもよい。ここで、隅
角の傾斜角度が許容範囲内であり、網膜の層厚が許容範囲を超えている場合、低眼圧緑内
障の疑いがあると判定され、判定結果がモニタ２２上に表示される。
【００３１】
　さらに、プロセッサ１８は、取得された眼全体の３次元位置情報に基づいて眼球組織の
測定を行うようにしてもよい。例えば、プロセッサ１８は、３次元位置情報における角膜
頂点位置と、眼底の黄斑位置とを画像処理により抽出し、角膜頂点から黄斑までの距離を
算出することにより眼軸長を測定する。このようにすれば、眼球の傾きに関わらず、眼Ｅ
の正確な眼軸長値が得られる。なお、より正確な値を得るためには、前眼部画像と眼底像
が同時に取得されることが好ましい。
【００３２】
　また、プロセッサ１８は、デバイス２８によって得られた画像情報／測定情報に基づい
て、眼Ｅを解析し、その解析結果をモニタ２２に表示する。例えば、超音波診断装置の解
析において虹彩の裏側に病変、浮腫、混濁などが発見された場合、プロセッサ１８は、眼
球画像３００における虹彩の裏側に対応する部分を注目部位として表示する。また、角膜
トポグラフィーの解析において円錐角膜が発見された場合、プロセッサ１８は、眼球画像
３００の角膜に対応する部分を注目部位として表示する。
【００３３】
　また、プロセッサ１８は、デバイス１２、１４によって得られた画像情報と、デバイス
２８によって得られた画像情報とに基づいて眼Ｅを解析し、解析結果を表示する。例えば
、前眼部ＯＣＴによって得られた水晶体の中央部分の画像と、超音波診断装置によって得
られた水晶体の周辺部分の画像と、に基づいて水晶体全体の混濁度合を判定し、白内障の
進行度合を判定結果として表示するようにしてもよい（例えば、グラフィック表示、パラ
メータ表示）。
【００３４】
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　上記のようにＯＣＴによる解析結果とＯＣＴ以外の装置による解析結果とに基づいて統
合的な解析が行われることにより、より詳細な解析が可能となる。この場合、例えば、眼
底カメラ画像、超音波画像、屈折マップデータなどが利用される。また、Ｘ線画像、ＭＲ
Ｉ、テラヘルツ波レーダ、ミリ波レーダによる解析結果とＯＣＴの解析結果に基づいて統
合解析が行われるようにしてもよい。
【００３５】
　また、プロセッサ１８は、眼Ｅの手術を補助するための情報を表示するようにしてもよ
い。例えば、プロセッサ１８は、眼Ｅの光学情報（角膜曲率、眼屈折力、眼軸長、収差情
報、等）と眼内レンズの光学情報を取得し、これらに基づいて眼内レンズ手術を想定した
シミュレーションを行う。この場合、屈折データなど眼内レンズ計算に必要な情報が、他
の装置（例えば、角膜トポグラフィー、眼屈折力測定装置）によって取得され、統合的に
解析される（もちろん一体型の装置であってもよい）。
【００３６】
　そして、プロセッサ１８は、眼球画像３００の前眼部部分において眼内レンズを模した
レンズグラフィック３３０を合成表示すると共に、レンズの配置位置に応じた予想術後結
果３３５（残余屈折度数、残余収差、見え方シミュレーションなど）を表示する（図６参
照）。そして、操作部２６の操作を元に眼球画像３００上でレンズグラフィック３３０の
位置が変更されると、その眼内レンズによる予想術後結果３３５が随時変更される。これ
により、眼内レンズのシミュレーションが可能となる。
【００３７】
　この他、前眼部、眼底、中間部、眼全体の断層像を得る場合、超音波診断装置、スリッ
ト光を用いた前眼部断面像撮影装置（例えば、スリット投影系とシャインプルーフカメラ
）、Ｘ線撮影装置、核磁気共鳴画像法による撮影装置（ＭＲＩ：magnetic resonance ima
ging）、テラヘルツ波レーダ又はミリ波レーダを用いた撮影装置、などが用いられるよう
にしてもよい。なお、これらは、ＯＣＴとの複合装置であってもよい。もちろんデバイス
１２とデバイス１４において、異なる撮影原理のデバイスが用いられてもよい。
【００３８】
　＜ＯＣＴ光学系を用いた眼球画像の取得＞
　図２はＯＣＴ光学系２００を備える眼科撮影装置の一例を示す図である。以下の説明に
おいては、眼Ｅの奥行き方向をＺ方向、水平方向をＸ方向、鉛直方向をＹ方向として説明
する。
【００３９】
　本光学系は、眼Ｅの断層像を得るＯＣＴ光学系（干渉光学系）２００と、眼底Ｅｆの正
面像を得る正面撮像光学系３００と、前眼部Ｅａの正面像を得る前眼部撮像光学系４００
とを備える。これらの光学系は、ある筐体に内蔵され、周知のアライメント用移動機構（
手動又は電動）により、眼Ｅに対して三次元的に移動される。
【００４０】
　ダイクロイックミラー５００は、ＯＣＴ光学系２００の光源２０２から発せられる測定
光を反射し、正面撮像光学系３００の光源から発せられる光を透過する特性を有する。ダ
イクロイックミラー５０２は、図示なき前眼部照明によって照明された前眼部反射光を反
射し、撮像光学系４００に入射させる。導光光学系（例えば、対物レンズ）５０４は、光
を眼Ｅに導光すると共に、眼Ｅからの光を各光学系に導光する。
【００４１】
　ＯＣＴ光学系２００は、光源２０２から出射された光束をカップラー２０４によって測
定光束と参照光束に分割し、測定光束を眼Ｅの所定部位（前眼部Ｅａ又は眼底Ｅｆ）に導
き，参照光束を参照光学系２０８に導いた後、眼Ｅの所定部位で反射した測定光束と参照
光束との合成により得られる干渉光を検出器（受光素子）２１０に受光させる。
【００４２】
　本光学系は、ＳＳ－ＯＣＴ（スウィプト・ソース・ＯＣＴ）であり、光源２０２につい
て、出射波長が時間的に変化される波長走査型光源（波長可変光源）が用いられる。光源
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２０２は、例えば、光源、ファイバーリング共振器、及び波長選択フィルタによって構成
される。そして、波長選択フィルタとして、例えば、回折格子とポリゴンミラーの組み合
わせ、ファブリー・ペローエタロンを用いたものが挙げられる。また、検出器２１０にお
いて、例えば、単一の受光素子が設けられる。平衡検出、偏光検出のために複数の受光素
子が用いられるようにしてもよい。
【００４３】
　光源２０２の出射波長について、眼底断層像の撮影には、λ＝８００～１１００ｎｍの
間に中心波長に持つ光を発生する光源が用いられることが好ましい。また、前眼部断層像
の撮影（特に、隅角撮影）には、λ＝１２００～１６００ｎｍの間に中心波長を持つ光を
発生する光源が用いられることが好ましい。また、一つの光源にて、眼底と前眼部を両方
撮影するのではあれば、λ＝８００～１１００ｎｍの間に中心波長に持つ光を発生する光
源が用いられることが好ましい。眼底ＯＣＴと前眼部ＯＣＴの複合装置の場合、光源２０
２には、眼底用の第１の光源と前眼部用の第２の光源とが設けられ、撮影部位に応じて使
用光源が切り換えられるようにしてもよい。
【００４４】
　また、光源２０２から出射する光の波長幅（波長帯域）および波長幅のサンプリングポ
イント数の少なくともいずれかの変更によって、深さ方向における撮像範囲と解像度が変
更される。例えば、撮像範囲を広くするには、波長幅の大きい光源（広帯域光源）を用い
、波長幅のサンプリング時間を短くしサンプリングポイント数を増やすことが方法として
挙げられる。
【００４５】
　そこで、例えば、角膜から眼底を含む眼全体の断層像を得る（広深度撮影）には、深さ
方向の撮像範囲が眼全体に設定され、角膜から眼底までが撮像範囲に含まれるように比較
的波長幅の広い波長可変光源（例えば、１００ｎｍ程度の変化量）が用いられる。
【００４６】
　一方、各部位（前眼部、中間部、眼底部）の断層像を高解像度にて得る（高解像度撮影
）には、深さ方向の撮像範囲が各部位（前眼部、中間部、眼底部）に合わせて設定され、
各部位における解像度の高い断層像が得られるように比較的波長幅が狭い波長可変光源（
例えば、５０ｎｍ）が用いられる。この場合、例えば、広深度撮影での撮像範囲より狭く
、かつ、ある撮像部位の少なくとも一部に含まれるような撮像範囲が設定される。
【００４７】
　広深度撮影と高解像度撮影の両方が可能な装置の場合、光源２０２には、広深度用の第
１の光源と高解像度用の第２の光源とが設けられ、撮像目的に合わせて使用光源が切り換
えられるようにしてもよい。この場合、受光信号の１回のサンプリング時間が変更される
ようにしても良いし、波長幅とサンプリング時間の少なくともいずれかが撮影目的に合わ
せて変更されるようにしてもよい。
【００４８】
　測定光の光路には、Ｘ－Ｙ方向に測定光を走査させるために測定光束の進行方向を変え
る（偏向させる）光スキャナ（光走査部）２０６が配置されている。光スキャナ２０６と
しては、光の反射方向を変化させる反射ミラー（ガルバノミラー、ポリゴンミラー、レゾ
ナントスキャナ）、光の進行方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）、マイクロミラー
デバイス、等が用いられる。
【００４９】
　導光光学系５０４について、眼底断層像の撮影には、測定光束が眼底上で集光されるよ
うに光学系が設定される。一方、前眼部断層像の撮影には、測定光束が前眼部上で集光さ
れるように光学系が設定される。なお、眼底と前眼部の間で焦点位置を変更する手法とし
ては、検査窓へのレンズアタッチメントの取り付け、光路中におけるレンズの挿脱などが
挙げられる。また、前眼部と眼底とを同時に撮影しようとする場合には、眼底に測定光束
が集光されるように光学系が設定されるのが好ましい。
【００５０】
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　参照光学系２０８は、図２のような反射型の参照光学系であってもよいし、もちろん透
過型の参照光学系であってもよい。また、参照光路若しくは測定光路には、測定光の光路
長と参照光の光路長との光路差を変更させる光路差調整部２０９が設けられる。例えば、
参照光学系２０８に設けられる反射ミラーがモータにより光軸方向に移動される。また、
測定光路に配置されたファイバーが光スキャナ２０６に対して光軸方向に移動される。こ
れにより、撮影部位に対する光路長調整が可能となる。
【００５１】
　光路差調整部２０６について、眼底断層像の撮影には、眼底に照射された測定光の光路
長と、参照光の光路長とが一致されるように光路差が調整される。前眼部断層像の撮影に
は、前眼部に照射された測定光の光路長と、参照光の光路長とが一致されるように光路差
が調整される。眼球全体を同時に撮影する場合、眼球全体の断層像が得られるように光路
差が調整される。
【００５２】
　制御部７０は、光スキャナ２０６の駆動を制御すると共に、検出器２１０から出力され
る受光信号に基づいて画像処理により断層像を形成させる。取得された断層像は、モニタ
７５に静止画又は動画として出力される他（図７の正面画像Ｇｆ、断層画像Ｇｔ参照）、
メモリ７４に記憶される。
【００５３】
　光源２０２から出射された光は、カップラー２０４、光スキャナ２０６、ダイクロイッ
クミラー５００、ダイクロイックミラー５０２、導光光学系５０４を介して眼Ｅに投光さ
れる。そして、前述のように生成される参照光と測定光による眼底反射光は、カップラー
２０４にて合成され干渉光とされた後、検出器２１０によって検出される。
【００５４】
　光源２０２から出射される光の波長が時間的に変化されると、検出器２１０によって受
光される干渉光の波長光が変化される。そして、検出器２１０によって検出された干渉光
のスペクトルデータが制御部７０へと入力され、フーリエ変換を用いて周波数が解析され
ることで、眼Ｅの深さ方向における情報（Ａスキャン信号）が計測可能となる。そして、
光源２０２の出射波長の変化がある周期で繰り返されると、逐次Ａスキャン信号が得られ
る。
【００５５】
　制御部７０は、光スキャナ２０６により測定光を眼Ｅ上で所定の横断方向に走査するこ
とにより断層画像を取得できる。さらに、制御部７０は、測定光をＸＹ方向に２次元的に
走査することにより、眼Ｅの３次元画像を取得できる。なお、取得された断層像は、モニ
タ２２上において動画像又は静止画像として表示される。
【００５６】
　正面撮像光学系３００には、例えば、走査型レーザ検眼装置（ＳＬＯ）、眼底カメラが
用いられる。ＳＬＯは、光源から発せられた光を眼底上で光スキャナによって走査させ、
眼底と略共役な位置に配置された共焦点開口を介して眼底反射光を受光素子によって受光
する。また、眼底カメラは、眼底全体を同時に照明し、その反射像を二次元撮像素子によ
って撮像する。なお、撮像光源には、可視光源、赤外光源の少なくともいずれかに用いら
れる。これにより、眼底正面像が取得され、動画像は眼底観察に用いられると共に、静止
画像は、断層像と共に記憶される。
【００５７】
　撮像光学系４００は、赤外光源５０６による前眼部反射像を導光光学系５０６を介して
撮像する撮像素子（例えば、二次元撮像素子）を持つ。撮像素子の出力は、制御部７０に
送信され、モニタ２２には撮像素子によって撮像された前眼部像Ｅａが表示される（図８
参照）。また、前眼部の静止画像は、断層像と共にメモリ７４に記憶される。
【００５８】
　上記のような構成を備える眼科撮影装置において、その動作について説明する。以下の
説明においては、前眼部撮影、眼底撮影、広深度撮影が可能な複合装置を例にとって説明
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する。ここで、本装置には、撮影モードとして、前眼部３次元断層像を得る前眼部撮影モ
ード、眼底３次元断層像を得る眼底撮影モード、前眼部～眼底までを撮影する広深度撮影
モード、が設けられ、操作部２６によりモードが適宜設定される。
【００５９】
　＜眼底撮影モード＞
　まず、眼底撮影モードについて説明する。光学系は眼底撮影対応に設定される。検者は
、図示なき固視灯を注視するように被験者に指示した後、眼底に対するアライメントを行
う。この場合、制御部７０は、検出器２１０から出力される受光信号に基づいて調整部２
０９の駆動を制御し、眼底断層画像が取得されるように測定光と参照光との光路差を調整
する。
【００６０】
　その後、所定のトリガ信号が出力されると、制御部７０は、光スキャナ２０６の駆動を
制御して、眼底Ｅｆ上のある矩形領域において測定光をラスタースキャンさせ各ＸＹ位置
にて深さプロファイルを得る。これにより、高解像度にて眼底Ｅｆの３次元ＯＣＴデータ
が取得され、メモリ７４に記憶される。
【００６１】
　＜前眼部撮影モード＞
　次に、前眼部撮影モードについて説明する。光学系は前眼部撮影対応に設定される。検
者は、前眼部に対するアライメントを行う。そして、所定のトリガ信号が出力されると、
制御部７０は、光スキャナ２０６の駆動を制御して、前眼部Ｅａ上のある矩形領域におい
て測定光をラスタースキャンさせ各ＸＹ位置にて深さプロファイルを得る。これにより、
高解像度にて前眼部Ｅａの３次元ＯＣＴデータが取得され、メモリ７４に記憶される。
【００６２】
　＜広深度撮影モード＞
　次に、広深度撮影モードについて説明する。光学系は広深度撮影対応に設定される。検
者は、眼Ｅに対するアライメントを行う。そして、所定のトリガ信号が出力されると、制
御部７０は、光スキャナ２０６の駆動を制御して、眼Ｅ全体のある矩形領域において測定
光をそれぞれラスタースキャンさせ各ＸＹ位置にて深さプロファイルを得る。これにより
、眼Ｅ全体の３次元ＯＣＴデータが取得され、メモリ７４に記憶される。
【００６３】
　＜詳細撮影モード＞
　なお、上記各撮影モードにおいて、必要に応じて各部位におけるより詳細なＯＣＴ撮影
が行われる。制御部７０は、設定された走査位置／パターンに基づいて断層画像を取得し
てメモリ７２に記憶する。このとき、制御部７０は、同一の走査位置に関して複数枚の断
層画像を得ておき、これらの画像から加算平均画像を得ることにより、さらなる高画質の
断層像が得られ、微細な解析が可能である。また、走査パターンとしては、ラインスキャ
ン、クロススキャン、サークルスキャン、ラジアルスキャン、などが挙げられる。例えば
、角膜に対するクロススキャン／ラジアルスキャン、隅角へのスキャン、眼底に対するク
ロススキャン／ラジアルスキャン／マルチスキャン、乳頭に対するサークルスキャン、な
どが考えられる。
【００６４】
　また、制御部７０は、上記各撮影モードにおいて、撮像光学系３００によって撮像され
た眼底正面像、撮像光学系４００によって撮像された前眼部像は、３次元ＯＣＴデータの
取得と略同時に取得され、メモリ７４に記憶される。
【００６５】
　＜各断層像データの統合処理＞
　上記のようにして各断層像の画像データが取得されると、制御部７０は、広深度撮影に
て得られた眼球データ６００に対し、前眼部データ６１０と眼底データ６２０をそれぞれ
対応付ける（図９参照）。さらに、詳細撮影モードにて得られた断層データが、各部位の
断層データ（前眼部データ、眼底データ）を介して、又は直接的に眼球データに対応付け
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られる。
【００６６】
　例えば、制御部７０は、眼球データにおける前眼部の画像情報６０２と前眼部データの
画像情報６１０との３次元的な相関性を求め、相関性が高い状態でマッチングが行われる
。この場合、３次元的な前眼部形状（例えば、角膜形状、虹彩形状、水晶体形状）、前眼
部における特徴的な模様（例えば、虹彩模様など）などがマッチングの基準として利用さ
れる。
【００６７】
　また、同様に、制御部７０は、眼球データにおける眼底の画像情報６０４と眼底データ
の画像情報６２０との３次元的な相関性を求め、相関性が高い状態でマッチングが行われ
る。この場合、３次元的な眼底形状（例えば、眼底表面形状、網膜各層の形状）、眼底部
における特徴的な模様（例えば、眼底血管の走行パターンなど）などがマッチングの基準
として利用される。
【００６８】
　これにより、眼球データは、前眼部データ（又は眼底データ）との間で座標位置が関連
付けられる。よって、前眼部データ又は眼底データ上のある位置が指定されると、眼球デ
ータ上における対応位置が特定される。
【００６９】
　また、上記のように広深度撮影にて得られた眼球データをベースとして前眼部データと
眼底データがそれぞれ関連付けされることにより、別タイミングにて取得された高解像度
の前眼部像と高解像度の眼底像の間の位置関係が決定される。このようにすれば、前眼部
撮影時と眼底撮影時において装置と眼Ｅとの相対位置にずれが生じても、良好な眼球デー
タが得られる。これは、眼Ｅ全体のマクロ表示、マクロ解析において有用である。
【００７０】
　＜角膜トポグラフィーを利用した眼球画像の位置ずれ補正＞
　３次元断層像は、画像取得時における眼Ｅの移動によって隣接する断層画像間でＸＹＺ
方向に関して位置ずれが生じる可能性がある。そこで、角膜表面の３次元的トポグラフィ
ーを短時間で測定可能な角膜トポグラフィー測定装置で得られた測定結果を利用して、３
次元断層像の画像ずれを画像処理により補正するようにしてもよい。
【００７１】
　角膜トポグラフィー測定装置は、例えば、眼Ｅの角膜表面形状分布を測定するための測
定指標（例えば、多重リング指標、格子パターン指標等）を有し測定指標を角膜Ｅｃ表面
に向けて投影する投影光学系と、角膜Ｅｃ上に投影された測定指標を正面方向から撮像素
子により撮像する撮像光学系（例えば、前眼部正面撮像光学系）とを有し、撮像素子によ
る測定指標の撮像結果に基づいて角膜表面の３次元形状を測定する（例えば、特開平１１
－２７６４３７号公報参照）。
【００７２】
　制御部７０は、例えば、角膜トポグラフィー測定装置によって得られた角膜表面の３次
元形状（図１０（ａ）参照）に対して眼球３次元断層像の角膜表面の３次元形状（図１０
（ｂ）参照）が一致するように３次元トポデータと３次元断層データとのマッチングを行
う（図１０参照）。
【００７３】
　制御部７０は、トポデータに対して眼球データを画像処理により移動、回転させ、トポ
データにおける角膜表面の３次元形状と、眼球データにおける角膜表面の３次元形状との
間で３次元的な相関性が高くなるように、マッチング処理を行う。
【００７４】
　そして、制御部７０は、トポデータにおける角膜頂点と眼球データにおける角膜頂点と
の位置関係を合わせる。次に、制御部７０は、トポデータの３次元形状に沿うように、眼
球３次元データを形成する各横断方向の眼球断層像（Ｂスキャン画像、前眼部と眼底を含
む）をＺ方向にそれぞれ画像処理により移動させる。
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【００７５】
　このようにすれば、眼球データを形成する各断層像間の位置ずれが補正され、正確な眼
球の３次元データが得られる。なお、上記位置ずれ補正は、トポデータと３次元前眼部デ
ータとの間においても適用可能である。
【００７６】
　＜位置ずれ補正後の眼球データを用いた各部位の断層データの位置ずれ補正＞
　位置ずれ補正が行われた眼球３次元データは、前眼部３次元データ又は眼底３次元デー
タの少なくともいずれかの位置ずれ補正に用いられる。制御部７０は、例えば、位置ずれ
補正後の眼球断層像の３次元形状に対して眼底断層像の３次元形状が一致するように眼球
データと眼底データとのマッチングを行う。以下に、眼底の位置ずれ補正を例にとって説
明する。
【００７７】
　制御部７０は、眼球データに対して眼底像を画像処理により移動、回転させ、眼球デー
タにおける眼底の３次元形状と、眼底データにおける眼底の３次元形状との間で３次元的
な相関性が高くなるように、マッチング処理を行う。例えば、眼底表面形状、網膜のある
層がマッチングの基準となる。
【００７８】
　制御部７０は、眼球データにおける黄斑中心と眼底データにおける黄斑中心との位置関
係を合わせる。次に、制御部７０は、眼球データの３次元形状に沿うように、眼底３次元
データを形成する各横断方向の断層像（Ｂスキャン画像）をＺ方向にそれぞれ画像処理に
移動させる。このようにすれば、眼底データを形成する各断層像間の位置ずれが補正され
、正確な眼底の３次元データが得られる。
【００７９】
　＜変容例１＞
　また、断層画像（前眼部断層像、眼底断層像）に対応する正面像を利用して画像処理に
より各断層画像間の相対的な位置ずれが補正されるようにしてもよい。
【００８０】
　例えば、前眼部３次元断層像と略同時（もちろん同時でもよい）に取得された前眼部正
面像と、眼底３次元断層像と略同時に取得された前眼部正面像と、の間の位置ずれ方向・
位置ずれ量が画像処理により検出され、その位置ずれに基づいて前眼部断層像と眼底断層
像との位置ずれが補正される。
【００８１】
　また、前眼部３次元断層像を形成するデータを用いて取得される前眼部正面像（例えば
、断層画像の深さ方向への積算画像、ＸＹ各位置でのスペクトルデータの積算値など）と
、眼底３次元断層像と略同時に取得された前眼部正面像と、の間で位置ずれが検出される
ようにしてもよい。
【００８２】
　また、前眼部像と眼底像とのＺ方向の位置関係については眼Ｅの眼軸長値が利用される
。また、眼Ｅに対する装置のＺ方向における相対位置を検出するセンサ（例えば、眼Ｅに
斜めから光を入射し、反対方向から反射光を得てＺ位置を検出する）を設け、断層像の取
得と略同じタイミングにて検出結果を得ておく。このようにすれば、Ｚ方向の位置ずれが
補正される。
【００８３】
　なお、上記手法に限るものではなく、断層画像（前眼部断層像、眼底断層像）に対応す
る眼のある部位の正面像を利用して各断層画像間の位置ずれが補正されればよい。例えば
、断層像に対応する眼底正面像が利用されてもよいし、断層像に対応する眼底正面像及び
前眼部正面像の両方が利用されるものであってもよい。また、中間体正面像が利用されて
もよい。
【００８４】
　＜変容例２＞
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　なお、制御部７０は、測定光と参照光の光路差を所定のステップで変更させることによ
り断層像の撮像領域を深さ方向に関して変更し、眼Ｅの角膜から眼底にかけての３次元断
層像を順次取得するようにしてもよい。順次取得された断層像は合成処理され、眼Ｅの全
体像を示す３次元断層像が取得される。このようにすれば、角膜から網膜までの３次元形
状情報（前房深度、眼軸長を含む）が得られる。また、前眼部と眼底との間に位置する中
間透光体の断層像も得られる。この場合、撮像領域の変更に応じて、導光光学系５０４に
よる測定光の焦点位置が変更されることが好ましい。
【００８５】
　＜変容例３＞
　なお、上記説明においては、眼底３次元断層像と前眼部３次元断層像を得て眼球断層像
を構築する場合を例にとって説明にしたが、これに限るものではない。すなわち、眼Ｅに
おける第１の部位に測定光を照射し、光コヒーレンストモグラフィーによって第１の３次
元断層像を取得する第１断層撮影手段と、眼Ｅにおける第２の部位に測定光を照射し、光
コヒーレンストモグラフィーによって第２の３次元断層像を取得する第２断層撮影手段と
、第１の３次元断層像と第２の３次元断層像に基づいて広範囲の３次元断層画像を画像処
理により構築する画像処理手段と、画像処理手段によって構築された広範囲の３次元断層
画像を出力する出力手段と、を備える構成であればよい。
【００８６】
　例えば、第１の部位が前眼部、第２の部位が中間部であってもよい。また、第１の部位
が眼底中心部位、第２の部位が眼底周辺部位であってもよい。この場合、第１の３次元断
層像と第２の３次元断層像との間の相対的な位置ずれが補正されることが好ましい。
【００８７】
　さらに、上記説明においては、深さ方向の撮像範囲が眼全体に設定され、光コヒーレン
ストモグラフィーによって角膜から眼底を含む眼全体の眼球断層像を取得可能な構成を示
したが、これに限るものはない。深さ方向の撮像範囲が広深度に設定され、光コヒーレン
ストモグラフィーによって広深度の断層像を取得可能な広深度撮影手段を備える構成であ
ればよい。そして、画像処理手段は、広深度撮影手段によって取得された広深度断層像に
対し、第１断層撮影手段によって取得された第１の３次元断層像と、第２断層撮影手段に
よって取得された第２の３次元断層像をそれぞれ対応付ける。この場合、広深度撮影手段
の撮像範囲は、第１の３次元断層像、第２の３次元断層像の撮像範囲より広く設定される
。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】本実施形態に係る眼科観察システムの光学系及び制御系を示す図である。
【図２】本実施形態に係るＯＣＴ光学系を備える眼科撮影装置の一例を示す図である。
【図３】眼球３次元画像の表示例を示す図である。
【図４】眼全体のある横断方向における断層像の表示例を示す図である。
【図５】眼底立体像、眼底切断像の表示例を示す図である。
【図６】眼球画像を用いて眼内レンズ手術のシミュレーションを行う場合の一例を示す図
である。
【図７】正面画像と断層画像の表示例を示す図である。
【図８】前眼部観察像の表示例を示す図である。
【図９】広深度撮影にて得られた眼球データに対し、前眼部データと眼底データをそれぞ
れ対応付ける場合の一例を示す図である。
【図１０】角膜トポグラフィーの測定結果を用いてＯＣＴ断層像の位置ずれを補正する場
合の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８９】
　１２　眼底断層撮影デバイス
　１４　前眼部断層撮影デバイス
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　１６　眼軸長測定デバイス
　１８　プロセッサ
　２２　モニタ
　２８　他のデバイス
　２００　ＯＣＴ光学系
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