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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定する方法であって、
　（ａ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号を得る工程であって、前記信号のうち第一の信号の少なくとも一つ
は前記特定の深さの第一の深さから得られ、前記信号のうち第二の信号の少なくとも一つ
は前記特定の深さの第二の深さから得られ、前記第一の深さは前記第二の深さよりも浅い
、工程と、
　（ｂ）前記信号、及び前記少なくとも一つの生物学的構造体の推定散乱特性に関する情
報を決定する工程と、
　（ｃ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、前記特定の深さより前記少な
くとも一つの生物学的構造体の表面に近い前記第一及び第二の深さから提供される信号に
関する前記情報の少なくとも一部を、工程（ｂ）で決定された情報から除外することによ
って、前記信号に関する前記情報に基づいて少なくとも一つの算出減衰特性を決定する工
程と、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　（ｄ）手順（ｂ）及び（ｃ）を、前記推定散乱特性及び前記算出減衰特性が収束するま
で繰り返し、前記推定散乱特性を手順（ｃ）の前記算出減衰特性と交換して、前記少なく
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とも一つの生物学的構造体の前記少なくとも一つの特性を得る、工程、
　を更に含む、方法。
【請求項３】
　前記信号が光干渉断層解析信号である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの算出減衰特性が、前記少なくとも一つの生物学的構造体の散乱媒
質の局所的な光学的特性を含んでおり、前記局所的な光学的特性を、前記特定の深さの範
囲からの情報を使用して決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第一及び第二の深さにおいて得られる情報を使用して、前記局所的な光学的特性を
決定する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの生物学的構造体へと届く放射強度の推定値を得るために、前記第
二の深さから得られる情報を合計することを更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記情報が、前記少なくとも一つの生物学的構造体からの局所的な後方散乱エネルギー
である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記局所的な後方散乱エネルギーを、光干渉断層解析手順で測定する、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記局所的な光学的特性が減衰係数を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの算出減衰特性が、前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内
の様々な深さにおいて推定された情報から反復的に決定された、少なくとも一つの光学的
特性、又は少なくとも一つの物理的特性を含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つの算出減衰特性を、手動セグメント化若しくは自動セグメント化の
少なくとも一つのために使用する、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定するためのシステム
であって、
　（ａ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号であって、前記信号のうち第一の信号の少なくとも一つは前記特定
の深さの第一の深さから得られ、前記信号のうち第二の信号の少なくとも一つは前記特定
の深さの第二の深さから得られ、前記第一の深さは前記第二の深さよりも浅い、信号を得
て；
　（ｂ）前記信号、及び前記少なくとも一つの生物学的構造体の推定散乱特性に関する情
報を決定し；並びに
　（ｃ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、前記特定の深さより前記少な
くとも一つの生物学的構造体の表面に近い前記第一及び第二の深さから提供された信号に
関する前記情報の少なくとも一部を、工程（ｂ）で決定された情報から除外することによ
って、前記信号に関する前記情報に基づいて少なくとも一つの算出減衰特性を決定する
よう構成された、少なくとも一つのコンピューティング装置を含む、システム。
【請求項１３】
　前記少なくとも一つのコンピューティング装置が、
　（ｄ）手順（ｂ）及び（ｃ）を前記推定散乱特性及び前記算出減衰特性が収束するまで
繰り返し、前記推定散乱特性を手順（ｃ）の前記算出減衰特性と交換して、前記少なくと
も一つの生物学的構造体の前記少なくとも一つの特性を得るように、
　更に構成されている、請求項１２に記載のシステム。
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【請求項１４】
　前記信号が光干渉断層解析信号である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つの算出減衰特性が、前記少なくとも一つの生物学的構造体の散乱媒
質の局所的な光学的特性を含んでおり、前記少なくとも一つのコンピューティング装置が
、前記特定の深さの範囲からの情報を用いて、前記局所的な光学的特性を決定するよう更
に構成されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのコンピューティング装置が、前記第一及び第二の深さにおいて得
られる情報を用いて、前記局所的な光学的特性を決定するよう構成されている、請求項１
５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも一つのコンピューティング装置が、前記少なくとも一つの生物学的構造
体へと届く放射強度の推定値を得るために、前記第二の深さから得られる情報を合計する
よう更に構成されている、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記情報が、前記少なくとも一つの生物学的構造体からの局所的な後方散乱エネルギー
である、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記局所的な後方散乱エネルギーが、光干渉断層解析手順によって測定される、請求項
１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記局所的な光学的特性が減衰係数を含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記少なくとも一つの算出減衰特性が、少なくとも一つの光学的特性、又は少なくとも
一つの物理的特性を含んでおり、前記少なくとも一つのコンピューティング装置が、前記
少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、様々な深さにおいて推定された情報から、
前記少なくとも一つの算出減衰特性を反復的に決定するよう、更に構成されている、請求
項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも一つのコンピューティング装置が、前記少なくとも一つの算出減衰特性
を、診断のため、又は手動セグメント化若しくは自動セグメント化の少なくとも一つのた
めに使用するよう、更に構成されている、請求項１７に記載のシステム。
【請求項２３】
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定するためのソフトウ
ェアを含む、非一時的コンピュータアクセス可能媒体であって、コンピューティング装置
が前記ソフトウェアを実施する際に、前記コンピューティング装置が、
　（ａ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号の受け取りであって、前記信号のうち第一の信号の少なくとも一つ
は前記特定の深さの第一の深さから得られ、前記信号のうち第二の信号の少なくとも一つ
は前記特定の深さの第二の深さから得られ、前記第一の深さは前記第二の深さよりも浅い
、受け取りと；
　（ｂ）前記信号、及び前記少なくとも一つの生物学的構造体の推定散乱特性に基づく、
情報の決定と；
　（ｃ）前記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、前記特定の深さより前記少な
くとも一つの生物学的構造体の表面に近い前記第一及び第二の深さから提供された信号に
関する前記情報の少なくとも一部を、工程（ｂ）で決定された情報から除外することによ
る、前記信号に関する前記情報に基づく少なくとも一つの算出減衰特性の決定と、
　を含む手順を行うよう構成されている、コンピュータアクセス可能媒体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年４月２９日に出願された米国特許出願第６１／４８０，８６９号
、及び２０１２年１月１２日に出願された米国特許出願第６１／５８５，９１６号からの
優先権を主張し、これらの開示の全体は引用により本出願に含まれる。
【０００２】
　本開示は、サンプルについての物理的及び／又は光学的な情報の決定、並びに特に、深
さの範囲にわたって測定したデータを分析することによって、散乱媒質の深さ分解した物
理的又は光学的特性を決定するための、システム、方法、及びコンピュータ可読媒体の例
示的な実施形態に関する。
【背景技術】
【０００３】
　緑内障は、世界的に、二番目に主要な失明の原因である。緑内障の臨床診断は、主に視
野損失の特徴的パターン、進行する網膜神経繊維層（ＲＮＦＬ）の菲薄化、及び視神経乳
頭（ＯＮＨ）の変化に基づいている。歴史的に、緑内障の検出の焦点は、ＲＮＦＬの厚み
に当てられている。異なる画像診断、例えば、共焦レーザー検眼鏡検査、スキャンレーザ
ー偏光分析、及び光干渉断層解析（ＯＣＴ）を使用するいくつかの装置は、これらの厚み
の測定値を提供する。しかしながら、生のＯＣＴデータは、組織の散乱特性の局所的な測
定値を提供し、従って、更なるＲＮＦＬの測定が行われることがある。
【０００４】
　米国特許出願公開第２０１０／０２０８２０１号明細書は、強度データをセグメント化
し、及び単一の代表的な強度をセグメント化した部分に割り当てて、割り当てた強度の二
次元の画像を表示することを記載している。緑内障の診断に関して、緑内障においては、
ＲＮＦＬの反射率が、特に初期の段階で、（Ｖａｎ　ｄｅｒ　Ｓｃｈｏｏｔ　Ｊ他、ＩＯ
ＶＳ　２０１０；５１：ＡＲＶＯ　Ｅ―Ａｂｓｔｒａｃｔ２１２；Ｖｅｒｍｅｅｒ　ＫＡ
他、ＩＯＶＳ　２０１１；５２：ＡＲＶＯ　Ｅ―Ａｂｓｔｒａｃｔ３６６６に記載されて
いるように）減少することが示されている。セグメント化手順は、米国特許第７,７８２,
４６４号明細書に先に記載されており、解剖学上の層の間の境界を識別している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、そのような記載されているシステム、方法、及び手順はいずれも、デー
タを規格化して、機器のエラー、眼の不透明部等を考慮する方法を記載していない。
【０００６】
　いくつかの技術、例えば共焦顕微鏡検査、及び／又は光干渉断層解析（ＯＣＴ）が、散
乱媒質の深さ分解した画像化のために使用されている。これらの技術において、入射光は
、媒質を通過し、媒質（例えば解剖学的サンプル）と相互作用し、一つ以上の検出器によ
って集められる。相互作用は単一の深さでのみ起こるものではないため、光及び媒質の相
互作用は、複雑である可能性がある。その代わりに、入射束は一般に、通過する層の多く
及び／又は全てと相互作用し、いくつかの深さにおいて散乱して、散乱光は、検出器に到
達するまで、媒質と再び相互作用する。
【０００７】
　例えば、ＯＣＴ技術では、サンプルを可干渉光源によって精査し、深さ分解した後方散
乱信号の強度を記録する。例示的なＯＣＴ技術は、固定した又は可動なリファレンスミラ
ーを用いて、分光計又は掃引源システムを用いてなど、多くの方法で実施することができ
る。しかしながら、そのような場合、ＯＣＴ信号は一般に、検出器に達した後方散乱光の
エネルギーに依存する。ラインに沿った多くのこれらの測定値を組み合わせて、図１に示
すような画像を生成している。
【０００８】
　例示的なＯＣＴ画像において、一定の深さから測定した強度は、白は強い信号を示すこ
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とができ、黒は弱い信号を又は信号がないことを示すことができるコード化したグレース
ケールとすることができる。ＯＣＴ光は一般に、組織の上からの入射である。残念ながら
、これらの画像は、組織の物理的又は光学的特性を反映しないようである。その代わりに
、それらは、同じ組織が異なる位置で異なって見えうる（すなわち、図１の矢印２０によ
って示す位置におけるＲＰＥの異なる信号強度によって示される、異なる信号強度を有す
る）ことを意味する可能性がある、周囲組織がどのように構築されているかによって決ま
る複雑な相互作用の結果を示すのみである。この理由は、例示的なＯＣＴ信号は、結果と
して後方散乱信号となる、いくつかの深さにおける媒質の光学特性のみには依存しないか
らである。その代わりに、例示的なＯＣＴ信号は、最初に通過する媒質によって影響を受
ける、その位置における入射光の強さにもまた依存する。更に、得られた後方散乱光は、
検出器に達する前に、媒質のいくつかの部分を再び通過しなければならず、従って更に減
衰する。これは、ＯＣＴ画像において頻繁に観察されるアーチファクトにつながる可能性
がある。一つの例としては、血管のシェーディングである。血管は、入射光の強度の大き
な減少を引き起こすので、より深い位置における散乱強度は大部分が減少し、及び検出器
に戻る道のりで更に減衰する。これは、下にある組織の組織構造を明確に模していない、
外見上の隙間につながることがある（図１の矢印１０を参照）。他のアーチファクトとし
ては、脈絡膜及び強膜の非常に暗い外観であり、両者は、他の高散乱層、特に網膜神経繊
維層（ＲＮＦＬ）及び網膜色素上皮（ＲＰＥ）における入射光の減衰による、散乱させる
組織型である。更に他のアーチファクトとしては、入射光の強度を減衰させる浮遊物又は
媒質不透明部（例えば角膜、水晶体、又は硝子体の中）の場合の、画像における減少した
強度である。
【０００９】
　更に、測定値はこの複雑な相互作用の結果であるので、単一の深さの測定値に対応する
信号強度は、その深さにおける媒質の物理的又は光学的特性を直接表していない。その代
わりに、しばしば画像で視覚化される、測定物の形態上の特徴のみ評価される。しかしな
がら、これらの形態上の特徴もまた信号強度に依存し、従ってＯＣＴ画像において必ずし
も明確に定まらない。
【００１０】
　本開示の例示的な実施形態によれば、媒質の物理的及び／又は光学的特性を、測定から
決定することができる。この決定のために、より深い位置の他の情報を、再構成処理に含
むことができる。そのような再構成の例としては、ＯＣＴデータからの減衰係数の決定で
ある。この場合、より近く、かつより深い位置からのＯＣＴデータを用いて、反復的に、
局所的な散乱強度、及び局所的な減衰係数を決定する。
【００１１】
　眼科学において、長年、ＯＣＴ法を用いて網膜を画像化してきた。典型的に、測定は、
網膜の単一の横断面の位置における、深さ分解した後方散乱データを含む、Ａ―ラインと
して定義される。光学走査を使用することで、多くのＡ―ラインは、横断経路、例えば直
線、又は円に沿って記録している。ここ数年において、ＯＣＴは網膜を横断するラスタス
キャンを行うことによって体積測定３次元（３Ｄ）走査の取得を促進する、増加したスキ
ャン速度のために、人気を得ている。
【００１２】
　ＯＣＴ走査の全てのデータが、手近な臨床作業のために有用であるというわけではない
。例えば、緑内障において、ＲＮＦＬが最も関心のある組織層である可能性がある。セグ
メント化手順を使用して、ＯＣＴデータ上のＮＦＬをセグメント化することができる。従
来の試験との対応性のため、及び解釈が簡単なため、セグメント化ＯＣＴ走査は、データ
セットにおけるそれぞれのＡ―ラインについての、一つのＲＮＦＬの厚みの測定へと単純
化される可能性がある。二次元（２Ｄ）のデータセット、例えば乳頭のまわりの円形の走
査の場合、これは結果として、その位置における厚みに対する円の角度のプロットとする
ことができる。そのようなプロットは、ＴＳＮＩＴ―プロットと呼ぶことがある。３Ｄデ
ータセット、例えば乳頭周囲領域のラスタスキャンの場合、結果は、走査した全ての位置
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におけるＲＮＦＬの厚みを視覚的に示す、厚みのマップであることができる。
【００１３】
　セグメント化ＯＣＴデータを、これらの（例えば単一の組織、若しくは複数の組織の）
厚み、又は（ある組織型の一つの境界から、同じ又は異なる組織型の他の境界への）距離
へと単純化する場合、ＯＣＴデータそのものは使用されない。従って、生成したデータは
、下部にある組織型に関する情報を提供しない可能性がある。緑内障の場合、ＲＮＦＬは
、悪化し、組織が失われ、従ってＲＮＦＬの厚みが減少することが知られている。しかし
ながら、悪化しているＲＮＦＬの後方散乱特性は、健康なＲＮＦＬの後方散乱特性とは異
なることがある。単に絶対測定値を処理することは、信頼できない結果を生ずる。例えば
、媒質不透明部は、測定された組織自体に起因しない、より低い測定された後方散乱につ
ながることがある。従って、これらの測定値は、均一な散乱特性を有する無影響の構造体
、例えば網膜色素上皮（ＲＰＥ）の後方散乱に対する、測定された後方散乱の比率を算出
することによって、規格化しなければならない。
【００１４】
　従って、本明細書において上記に記載した欠陥の少なくともいくつかを解決する必要性
がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　そのような欠陥の少なくともいくつかは、深さの範囲にわたって測定したデータを分析
することによって、散乱媒質の深さ分解した物理的又は光学的特性を決定するためのシス
テム、方法、及びコンピュータ可読媒体を提供する本開示の例示的な実施形態を用いて、
解決することができる。
【００１６】
　本開示の特定の例示的な実施形態によれば、単一の層（及び／又は層の組合せ）の測定
値は、機器のエラー、眼の不透明部、及び他のアーチファクトが効果的にキャンセルされ
うるように、他の層（及び／又は層の組合せ）の測定値と比較して、算出することができ
る。これらの規格化した値は、更なる処理、例えば緑内障の評価をするための、例えば診
断スコアを作成するため、又はマップとして値を視覚化するために、使用することができ
る。
【００１７】
　散乱媒質の深さ分解した画像化において、入射光は、信号が検出器に達する前に、複雑
に組織と相互作用する。例えば、光は光源と特定の深さとの間の媒質と相互作用し、その
深さにおいて散乱して、後方散乱光は、検出器への道のりで、媒質と再び相互作用する。
従って、得られる深さ分解した信号は、それらの深さにおける媒質の物理的又は光学的特
性を直接表していないようである。本開示の一つの例示的な実施形態によれば、そのよう
な深さ分解した信号に基づく物理的又は光学的特性を決定するための、システム、方法、
及びコンピュータアクセス可能媒体を提供する。例えば、ほとんどすべての光は媒質と相
互作用することができ、従って一定の深さにおける入射光のエネルギーは、全てのより深
い位置からの散乱光の積分値に関連するようである。検出した信号に基づいて、媒質の特
性を、反復的な方法で推定することができる。例示的なシステム、方法、及びコンピュー
タアクセス可能媒体は、例えば、網膜の光干渉断層解析データと共に用いることができ、
深さ分解した減衰係数の算出を容易にすることができる。例えば、ある深さの範囲におけ
る、光と媒質との複雑な相互作用から生じるデータを、ある深さの範囲における、組織の
分離された物理的又は光学的特性を表すデータへと変換することができる。
【００１８】
　従って、例示的なシステム、方法、及びコンピュータアクセス可能媒体は、画像化処理
を分析することができ、それによって、入射光と組織との間の相互作用の処理をモデル化
し、その結果、ＯＣＴ測定につながる。続いて、逆問題を解いて、例えば、ＯＣＴデータ
から局所的な減衰係数を生ずることができる。得られる画像は、原型のＯＣＴデータセッ
トにおけるアーチファクトの少し又は多くを有しないことができる、局所的な媒質の物理



(7) JP 6240064 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

的及び／又は光学的特性を表すことができる。例示的な画像は、複雑な相互作用の結果よ
りもむしろ組織の特性を示すので、組織の信号強度は、組織層の周囲の構造体からほとん
ど独立している。従って、得られる例示的な画像は、より画像処理に適することができ、
結果として、例えば、組織層のセグメント化になるようである。更に、これらの物理的又
は光学的組織特性は、疾患及び／又は疾患の進行の、診断及び監視に有用であることがで
きる。
【００１９】
　本開示の特定の例示的な実施形態によれば、少なくとも一つの生物学的構造体の少なく
とも一つの特性を決定するための、システム、方法、及びコンピュータアクセス可能媒体
を提供することができる。例えば、そのような例示的なシステム、方法、及びコンピュー
タアクセス可能媒体を用いて、生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号を得ることができる。信号のうち第一の信号の少なくとも一つは、
特定の深さの第一の深さから得ることができ、信号のうち第二の信号の少なくとも一つは
、特定の深さの第二の深さから得ることができる。第一及び第二の深さは、互いに異なる
ことができる。更に、信号、及び生物学的構造体の推定特性に基づいて、情報を決定する
ことができる。更に、情報に基づいて、生物学的構造体の範囲内の、所定の深さより近い
特定の深さから提供された信号に関する情報の少なくとも一部を除くことによって、少な
くとも一つの算出特性であって、減衰特性である算出特性を算出することができる。
【００２０】
　本開示の一つの例示的な実施形態によれば、情報を決定する際に、推定特性を、算出特
性の決定における算出特性と置き換えて、生物学的構造体の特性を得ることができるよう
に、情報及び算出特性の決定を、少なくとも一回繰り返すことができる。信号は、光干渉
断層解析信号、又は超音波信号であることができる。算出特性は、生物学的構造体の散乱
媒質の局所的な光学特性を含むことができ、局所的な光学特性は、ある特定の深さの範囲
からの情報を使用して決定することができる。例えば、局所的な光学特性は、より浅い深
さから得られる情報、及びより深い第二の深さから得られる情報を使用して、決定するこ
とができる。第二の深さから得られる情報を合計して、生物学的構造体に届く放射強度の
推定値を得ることができる。
【００２１】
　例えば、局所的な光学特性は、減衰係数を含むことができる。算出特性は、構造体の範
囲内の様々な深さにおいて評価される情報から反復的に決定される、少なくとも一つの光
学的特性、又は少なくとも一つの物理的特性を含むことができる。算出特性は、診断のた
め、又は手動セグメント化若しくは自動セグメント化の少なくとも一つのために、使用す
ることができる。更に、算出特性は算出した減衰を含むことができ、推定特性は推定した
減衰であることができる。
【００２２】
　本開示の他の例示的な実施形態によれば、情報は、少なくとも一つの構造体からの局所
的な後方散乱エネルギーに基づくことができる。局所的な後方散乱エネルギーは、光干渉
断層解析方法によって測定することができる。
【００２３】
　本開示の他の例示的な実施形態において、ＯＣＴデータから組織特異的な後方散乱特性
を得て、組織特異的な後方散乱特性を規格化して、これらの特性を分析する、及び／又は
これらの特性を記録する、及び／又はこれらの特性を画像で表示するための、方法、シス
テム、及びコンピュータアクセス可能媒体を提供することができる。一つの例示的な実施
形態において、ＯＣＴデータを得たあと、関心のある組織（又は一群の組織）を手動で、
又は例示的なセグメント化手順によってセグメント化することができる。例示的なセグメ
ント化手順は、例えば、組織型及び／又は解剖学上の層の境界を、提供及び／又は生ずる
ことができる。その後、深さ分解した後方散乱データの選択的な組合せ（例えば、平均す
ること）によって、記録したそれぞれのＡ―ラインを、結果として、選択した組織の後方
散乱特性を説明することができる測定値にすることができる。データの組合せは、選択し



(8) JP 6240064 B2 2017.11.29

10

20

30

40

50

た深さにわたるデータを平均することによって行うことができ、及び／又は特定の例示的
な統計学的方法を使用して、データの他の統計学的特徴、例えば分散を決定することによ
って得ることができる。
【００２４】
　一つの例示的な実施形態において、例示的な測定系に誘発される変動に、又は特定の目
の光学的特性、例えば水晶体若しくは硝子体の不透明部に関する変動に対して、データを
堅牢にするために、このデータを規格化することもできる。例えば、関心のある組織型の
平均と、参照用構造体、例えば組織型又は解剖学上の層のような、例えば網膜色素上皮（
ＲＰＥ）との比率を算出することによって、データを規格化することができる。これは、
エラー、例えば機器のエラー、眼の不透明部、及び／又は他のアーチファクトを効果的に
キャンセルすることができる。規格化したデータは、結果が疾患に関連するように、数値
的に提示することができる。例えば、緑内障の診断において、規格化したＲＮＦＬの後方
散乱信号の平均を算出することができ、並びに健康な目及び緑内障の目についての公知の
平均の分布と比較することができる。規格化した後方散乱信号は、セクター、例えば、視
神経乳頭若しくは黄斑の周辺のセクター、又は視神経乳頭若しくは黄斑におけるセクター
に関して分析することができ、それぞれのセクターは、例えばそれぞれのスコアを受け取
ることができる。更に、得られる規格化したデータは、同様の方法で、（例えば、ライン
走査についてのプロットによる、及び／又はラスタスキャンについての画像における）厚
みのデータとして、視覚化することができる。例えば、組織の後方散乱特性の正常範囲を
決定することによって、病理学的組織を、その異常な後方散乱特性によって、自動的に識
別することができる。
【００２５】
　例示的な実施形態は、ＯＣＴデータが不均一である様々な領域、例えば皮膚組織、血管
などに、多数の用途を有する。
【００２６】
　本開示の他の例示的な実施形態によれば、例示的な光干渉断層解析（ＯＣＴ）装置を用
いて目を走査することによって得られる、目の内部の反射サイトの分布に対応する３Ｄ強
度データセットから、部分的な画像を作るための、システム、方法、及びコンピュータア
クセス可能媒体を提供することができる。そのような例示的な実施形態を使用して、強度
データをセグメント化して、間隔を置いて離れた参照用表面の第一の対を識別することが
できる。表面のこの第一の対の間に延在するＺ軸に沿った強度データを処理して、複数の
Ｘ及びＹの位置のそれぞれに、第一の代表的な強度値を割り当てることができる。更に、
強度データをセグメント化して、間隔を置いて離れた参照用表面の第二の対を識別するこ
とができる。次に、表面のこの第二の対の間に延在するＺ軸に沿った強度データを処理し
て、複数のＸ及びＹの位置のそれぞれに、第二の代表的な強度値を割り当てることができ
る。第一及び第二の代表的な値は、複数のＸ及びＹの位置のそれぞれにおいて、単一の規
格化した代表値に変形することができる。
【００２７】
　例えば、規格化した代表的な値に基づいて、目の位置に、及び／又は表面の対によって
定義される空間の全体に、数値的なスコアを割り当てることができる。規格化した代表的
な値は、画像として表示することができる。表面の対の間に延在するＺ軸に沿って強度デ
ータを処理して、全てのＸ及びＹの位置について、例えばそれぞれの対について、単一の
代表的な強度値を割り当てることもできる。データのセグメント化は、コンピュータプロ
グラムによって提供される手順に基づいて自動で、及び／又は手動で、行うことができる
。セグメント化したデータは、例えば、同じ強度データセットの範囲内の、あるデータポ
イントと他のデータポイントとの強度データに基づいて、特徴を全てのデータポイントと
関連させること、及びこれらの特徴に基づいて、機械学習分類器を適用することにより、
参照用表面を識別することによって、生ずることができる。参照用表面の一つとしては、
解剖学上の層、及び／又は網膜層に対応することができる。更に、例示的な二次元（２Ｄ
）画像を用いて、３次元（３Ｄ）ＯＣＴの断面画像を記録することができる。サポートベ
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クターマシンである機械学習分類器を使用することができる。機械学習分類器のアウトプ
ットを更に処理して、参照用表面を作ることができる。
【００２８】
　本開示のこれら及び他の目的、特徴、及び利点は、本開示と共に提供される添付の図面
、及び請求項と連携して考慮し、本開示の例示的な実施形態についての以下の詳細な記載
を読むことにより、明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　本開示の更なる目的、特徴、及び利点は、本開示の実施形態を示す添付の図面と連携し
て考慮される以下の詳細な記載から明らかとなる。
【００３０】
【図１】図１は、健康な目の例示的なＯＣＴ走査である。
【００３１】
【図２】図２は、本開示の例示的な実施形態に従いＯＣＴ画像を処理することによって生
じた、例示的な減衰係数の画像である。
【００３２】
【図３】図３は、本開示の例示的な実施形態による方法のフロー図である。
【００３３】
【図４】図４は、本開示の例示的な実施形態による分析手順のフロー図である。
【００３４】
【図５Ａ】図５Ａは、本開示によるシステム、方法、及び／又はコンピュータアクセス可
能媒体の、例示的な実施形態を用いて得られた、通常の目の例示的なＳＤ―ＯＣＴ画像で
ある。
【００３５】
【図５Ｂ】図５Ｂは、本開示によるシステム、方法、及び／又はコンピュータアクセス可
能媒体の、例示的な実施形態を用いて得られた、重度の緑内障の目の例示的なＳＤ―ＯＣ
Ｔ画像である。
【００３６】
【図６Ａ】図６Ａは、本開示によるシステム、方法、及び／又はコンピュータアクセス可
能媒体の、例示的な実施形態を用いて得られた、サンプルのＲＮＦＬ及びＧＣＩＰＬの反
射率のグラフである。
【００３７】
【図６Ｂ】図６Ｂは、本開示によるシステム、方法、及び／又はコンピュータアクセス可
能媒体の、例示的な実施形態を用いて得られた、サンプルのＲＮＦＬとＧＣＩＰＬとの間
の比率のグラフである。
【００３８】
【図７】図７は、通常の目、及び緑内障の目についての、視神経乳頭の周りのバンド上の
、ＲＮＦＬの規格化した反射率の平均のグラフである。
【００３９】
【図８】図８は、通常の目、及び緑内障の目についての、異なる四半部における、ＲＮＦ
Ｌの規格化した反射率の平均のグラフである。
【００４０】
【図９】図９は、本開示によるシステム、方法、及び／又はコンピュータアクセス可能媒
体の、例示的な実施形態を用いて得られた、通常の目、及び緑内障の目の、ＲＮＦＬの規
格化した反射率マップの、一連の例示的な画像である。
【００４１】
【図１０】図１０は、本明細書に記載の例示的な手順、及び方法を行うことができ、及び
／又は実施することができる、本開示の例示的な実施形態によるシステムの略図である。
【００４２】
　図面の全体にわたって、同一の参照番号及び文字は、あるとしても別途記述しない限り
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る。さらに、ここで図面を参照しながら主題の開示を詳細に記載するが、それは説明的な
実施形態と関連してそのように行うものである。開示した主題の真の範囲及び精神、並び
に本明細書と共に提供する添付の特許請求の範囲を逸脱しない範囲で、記載する例示的な
実施形態に変更、及び変形をすることができることを意図する。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　《例示的な手順》
　提示する方法は、光と媒質との相互作用、及び検出器で得られた信号をモデル化し、反
復的に逆問題を解いて、媒質の物理的又は光学的特性を局所的に算出する。
【００４４】
　〈例示的なモデル〉
　（入射光の例示的な減衰）
　局所的に均一な層を通る入射光の例示的な伝播の間、入射光の出力は、下式に従って減
衰する。
【数１】

　ここで、Ｌ（ｘ）は、深さｘにおける光の出力であり、μは層の減衰係数である。これ
を、境界条件Ｌ（０）＝Ｌ０を用いて解き、入射光の出力を定義すると、結果として減衰
光についての下式となる。

【数２】

　ここで、減衰係数が一定のとき、Ｌ（ｘ）＝Ｌ０ｅ－μｘに減少する。式２の位置ｘに
おける光Ｌ（ｘ）の出力の例示的な算出は、位置ｘまでの減衰係数を知ることができ、及
び入射光Ｌ０の出力を知ることができる。
【００４５】
　（例示的な局所的入射光出力、及び積分）
　入射光の出力を定める他の方法としては、減衰出力Ａ（ｘ）を分析することである。
【数３】

　この式を積分すること、及び全ての出力は最終的には媒質中に減衰することができると
いう事実を使用することで、結果として、
【数４】

　となる。入射光の（残存する）出力は、
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【数５】

　によって定義することができる。
【００４６】
　式２とは対照的に、この例示的なＬ（ｘ）の式は、Ｌ０が既知であることを必要としな
い。既知でなければならないことは、ｘ以上の深い位置における減衰係数、並びにｘ以上
の深い位置における強度Ｌ（ｘ）である。
【００４７】
　（例示的な減衰及び後方散乱に関して）
　例示的な減衰は、散乱及び吸収の両方から生じる可能性がある。減衰光の、一定の画分
αが後方散乱した場合、深さｘにおける後方散乱光のエネルギー密度は、

【数６】

　で与えられる。
【００４８】
　（例示的なＯＣＴ信号）
　そのような例示的な後方散乱は、例示的なＯＣＴシステム、及び／又は手順によって実
際に測定した信号でなくてもよい。その代わりに、信号は、検出器に達する前に、組織表
面に戻る途中で、組織によって再び減衰される可能性があり、ここで、Ｓ（ｘ）は、深さ
ｘにおいて散乱して組織表面に到達する光の強度を記述する。
【数７】

　Ｉ（ｘ）は、検出器による検出の後、例示的な測定されたデジタル信号を提供する、転
換率βを掛けた、光の強度である。

【数８】

【００４９】
　〈例示的なμの決定〉
　μ（ｘ）を算出するために、式５を用いて、
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【数９】

　と書く。式６を置換し、分子及び分母の両者に、βを含ませることにより、
【数１０】

　を得る。
【００５０】
　組織内への光の浸透は、例えば画像の深さＤに限られるため、μ（ｘ）の算出は、
【数１１】

　によって近似される。
【００５１】
　（例示的な反復的な手順）
　例示的な分析は、ＯＣＴ画像データＩ（ｘ）からμ（ｘ）を直接算出する方法を提供し
なくてもよいが、本開示の例示的な実施形態によれば、画像データから、及びμ（ｘ）か
ら後方散乱信号を算出／決定することができ、及び後方散乱信号からそのようなμ（ｘ）
を決定することができる。μ（ｘ）及びβＢ（ｘ）の両方が未知の場合、減衰係数は直接
算出されそうにない。その代わりに、例示的な数値的手順を実施して、両方の値を推定す
ることができる。
【００５２】
　そのような評価を行う一つの例示的な手順としては、例えば、反復的な手順によるＯＣ
Ｔ画像データＩ（ｘ）からのμ（ｘ）の算出が挙げられ、その例示的な実施形態を図３の
フロー図に示す。図３に説明したこの例示的な手順において、減衰係数μ（ｘ）は、小さ
い値に初期設定することができる。これらの初期値、及び画像データＩ（ｘ）に基づいて
、式８によってβＢ（ｘ）を算出することができる。次に、算出したβＢ（ｘ）に基づい
て、式１１によってμ（ｘ）を算出することができる。この例示的な手順を、μ（ｘ）が
収束するまで繰り返す。図３に関して、この例示的な手順は、以下のように更に記載する
ことができる。
　１．μ（０）（ｘ）を小さい値に初期設定し（ブロック３１０）、ｋを０に設定する（
ブロック３２０）。
　２．ｋ←ｋ＋１（ブロック３３０）。
　３．μ（ｋ－１）（ｘ）及びＩ（ｘ）から、βＢ（ｋ）（ｘ）を算出する（式８）（ブ
ロック３４０）。
　４．βＢ（ｋ）（ｘ）から、μ（ｋ）（ｘ）を算出する（式１１）（ブロック３５０）
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　５．収束が起こったか否か決定し（ブロック３６０）、収束していなければ、収束に達
するまで、手順２～５（ブロック３３０～３６０）を繰り返す。
　６．μ（ｘ）←μ（ｋ）（ｘ）を決定する（ブロック３７０）。
【００５３】
　例示的な局所的な減衰μ（ｘ）は、μ（ｋ）（ｘ）によって得ることができる。例示的
な収束は、様々な例示的な方法で定めることができる。例えば、一定数の繰り返しを用い
ることができる。代替として、更新ステップのサイズを分析することができ、それがいく
らかの絶対値又は相対値未満である場合に、収束とみなすことができる。
【００５４】
　〈例示的な離散化〉
　本明細書において示す例示的な数学的な式は、連続的な場合において使用できることが
ある。特定の現実の測定は離散的であることがあり、従って例示的な離散的な一連の式を
導くべきである。それぞれ異なる仮定に基づく、様々な例示的な離散化を使用することが
できる。そのような例示的な離散化の一つは、以下のように記載される。
【００５５】
　例えば、サンプルの点に中心を置き、Δｘの一定の間隔を用いて、一定の測定間隔を仮
定することができる。Ｉ（ｘ）の離散的な変形Ｉ［ｉ］は、
【数１２】

　と定義することができる。
【００５６】
　同様に、μ（ｘ）の離散的な変形を定義することができる。例えば、画素サイズにわた
ってμ（ｘ）を一定とみなすことによって、式８の積分を、その離散的な変形によって置
き換えて、結果として、

【数１３】

　となり、βＢ［ｉ］について解いて、
【数１４】

　を得ることができる。
【００５７】
　同様に、離散的な減衰係数μ［ｉ］の例示的な算出は、
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【数１５】

　によって得ることができる。
【００５８】
　〈更に例示的な記載〉
　本開示の更に例示的な実施形態によれば、システム、方法、及びコンピュータアクセス
可能媒体は、更なる効果を含む更なる変形をすることができる。例えば、特定の例示的な
ＯＣＴ手順、及びシステムにおいて、限られた可干渉距離は、結果として、いわゆるゼロ
―遅延ライン（静的ミラーの位置によって決定することができる）から増加する距離にお
ける深さについての、減少した信号になることがある。この信号の減少は、指数関数及び
／又は他の崩壊関数によってモデル化することができ、並びに例示的な手順及び／又はシ
ステムに含まれることができる。限られた焦点の深さは、同様の方法でモデル化すること
ができ、ここで、正確な焦点のパラメーターを考慮に入れて、焦点内の軸方向の位置にわ
たる光の収集効率を修正する。本開示による例示的なシステム、方法、及びコンピュータ
アクセス可能媒体の、他の例示的な変形としては、ノイズの処理を挙げることができる。
例えば、ショットノイズの算出、又はシステムノイズを記載する参照用測定に基づく可能
性がある小さな値を、ＯＣＴデータから減算して、ほとんど信号を散乱させずに、領域に
おけるノイズの蓄積を減らすことができる。複数の散乱光を使用することは、結果として
バックグラウンド信号になることがある。この寄与は、本開示の例示的な実施形態による
減算によって、モデル化することができ、及び説明することができる。隣接するピクセル
のデータを結合して、局所的に散乱する信号のより良好な推定を得ることができる。当業
者に知られている様々な規格化の方法は、βＢ（ｘ）、及びμ（ｘ）の両方の評価に用い
ることができ、それによって組織の構造についての事前知識を取り入れることができる。
【００５９】
　μ(ｘ）の例示的な初期設定は、いくつかの方法で行うことができる。一つの例示的な
手順によれば、初期設定は、全てのｘについて小さい値を用いてμ（ｘ）を初期設定する
ことによって行うことができる。この例示的な小さい値は、画像の深さＤにわたる全体の
減衰が大きく、例えば９９．９％となるように、選択することができる。μ（ｘ）が一定
のとき、式２はＬ（ｘ）＝Ｌ０ｅ－μｘに減少することができる。ｘ＝Ｄにおいて、この
式を評価して、式を再編成すると、
【数１６】

　となる。比率
【数１７】

　を０．００１に設定して、９９．９％の減衰に合致させ、結果としてμについての初期
値となる。
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【００６０】
　他の場合において、例えば、大きなデータセットの平均値から得られるような、μ（ｘ
）の期待値についての事前知識を利用できてもよい。そのような更なる推定を使用してμ
（ｘ）を初期設定することは、例示的な手順のより速い収束につながる可能性がある。
【００６１】
　《更なる例》
　本開示の例示的な実施形態によるシステム、方法、及びコンピュータアクセス可能媒体
は、更に一般的に適用可能であるが、健康な人の眼の例示的な網膜ＯＣＴ画像１０を示す
、図１における例示的な図に注目が集まる。図１に示すように、血管は、下に横たわる組
織（矢印１０）の激しいシェーディングを生ずることがあり、均一であると推定される組
織の層は、様々な明るさを示している（ＲＰＥ、矢印２０）。
【００６２】
　本開示の一つの例示的な実施形態によれば、本開示の例示的な実施形態によるシステム
、方法、及びコンピュータアクセス可能媒体を用いた、図１からの例示的なデータの処理
は、結果として、図２に示すような減衰係数の画像にすることができる。
【００６３】
　例えば、図２に示す例示的な減衰係数の画像は、本開示の特定の例示的な実施形態に従
ってＯＣＴ画像を処理することによって、生ずることができる。血管はおそらく結果とし
てほとんどシェーディングにならず、ＲＰＥは均一に明るい層として示され、脈絡膜及び
強膜は実際に高減衰する組織として示され、（グレースケールバーを用いた図２に示すよ
うに、）ピクセルの明るさは物理的な意味を有する。血管によるシャドウイングは大部分
を除去することができ、ＲＰＥはより均一の外観を有する。図２は、脈絡膜及び強膜の散
乱特性を更に説明する。ノイズが多い外観は、網膜層を通過した後に残存する少量の入射
光に起因する可能性がある。
【００６４】
　《更なる例示的な手順》
　本開示の更に他の例示的な実施形態によれば、図４のフロー図において説明したように
、更なる手順を提供することができる。例えば、図４に示すように、ブロック４０５にお
いて、データを得ることができ、ブロック４１０の取得データから網膜サンプルのＯＣＴ
データ（例えば画像ＯＣＴデータ）を決定／得ることができ、そのようなＯＣＴデータの
少なくともいくつかは、ブロック４２０において、網膜層に関してセグメント化すること
ができる。ブロック４１０からの実際のＯＣＴデータ、及びブロック４２０からのセグメ
ント化データ（ブロック４３０を経て次に進められる）は、ブロック４４０において組み
合わせて、例示的な特性、例えば平均強度、又は層からの分散を生ずることができる。特
性の決定からの、規格化していない層データは、ブロック４５０において第二の層データ
について標準化して、ブロック４６０における規格化したデータを生ずることができる。
規格化したデータは、ブロック４７０における数値的な結果、例えば特定の網膜領域につ
いての値へと処理することができ、及び／又は規格化したデータは、ブロック４８０にお
ける数値的な結果の画像的な表示、例えば画像へと処理することができる。そのような例
示的な手順に関する更なる詳細を以下に提供する。
【００６５】
　〈例示的な取得〉
　例えば、本開示の一つの例示的な実施形態において、（ブロック４０５における）デー
タの取得は、例示的なＯＣＴシステム、例えばスペクトラリス（Spectralis）ＯＣＴ（ハ
イデルベルクエンジニアリング（Heidelberg Engineering）、ハイデルベルク（Heidelbe
rg）、ドイツを参照）、又は例示的な光周波数領域干渉法（ＯＦＤＩ）システムによって
行うことができる。そのような例示的なシステムからの、スペクトル分解した干渉データ
は、画像データへと処理することができる（ブロック４１０）。複数の走査又はＡ―ライ
ンは、改善されたＳＮＲのために平均することができる。異なる光学、波長、サンプリン
グ密度、又は解像度を有するものを含む、任意の他の例示的なＯＣＴシステムを、本開示
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の例示的な実施形態と共に使用することができることを理解すべきである。
【００６６】
　〈例示的なセグメント化〉
　例示的なセグメント化手順（ブロック４２０を参照）の目的は、ＯＣＴ画像における類
似の組織型の可干渉領域を定めることであることができる。例えば、従って、ＯＣＴデー
タをセグメント化する一つの例示的な方法は、本明細書に記載されており、他の方法を用
いることもできることを理解すべきである。そのような例示的な方法は、ＯＣＴデータポ
イント（又はピクセル）ごとに特徴ベクトルを定め、機械学習アルゴリズムによる自動的
な分類を行い、任意の例示的な規格化手順を使用して、滑らかな結果を生ずることに基づ
いている。方法は、異なる組織型の間の界面に焦点を当てており、従って、セグメント化
の結果は、関心のある界面「より上」又は「より下」である。界面を組み合わせることに
よって、組織をセグメント化することができる。
【００６７】
　（例示的な特徴ベクトル）
　ピクセルの測定した後方散乱は、その分類についての不十分なデータを提供する。例え
ば、類似の後方散乱特性を有する異なる組織があり、従って、その特性のみに基づいて分
離できないことがある。しかしながら、周囲組織の後方散乱に基づく特徴と組み合わせて
、固有の標識化を行うことができる。従って、それぞれのピクセルは、ピクセルの領域を
囲むデータによって増大することができ、結果としてそれぞれのピクセルについての特徴
ベクトルになる。例示的な方法は、一度に一つのＡ―ラインにおいて見ることができるが
、隣接するＡ―ラインもまた確実に考慮に入れることができる。
【００６８】
　ピクセルの分類は、一般に、これらのピクセルの一つ以上の特徴に基づいて行うことが
できる。ＯＣＴデータにおいて、最も基本的な特徴の一つは、例示的なＯＣＴ測定によっ
て生じる値である可能性がある。しかしながら、例えば、後方散乱値が任意の組織につい
て特有でないことがあるとしても、データはそれだけに基づいてセグメント化しなくても
よい。例えば、ＲＮＦＬ及びＲＰＥは、一般に、網膜内の強く後方散乱する層である。
【００６９】
　例示的な特徴としては、以下のように定めることができる。第一に、本明細書に記載す
るように、ピクセルの値自体のみを取り入れることは、不十分であることがある。その代
わりに、そのピクセルより上又はより下のピクセルからのデータを、同様に取り入れるこ
とができる。第二に、例示的な界面は、しばしばＯＣＴ信号の増加又は減少によって描く
ことができ、結果としてＢ―走査における強度エッジになる。それぞれのＡ―ラインに基
づいて特徴を定めることができる。これは、例えば走査プロトコル（例えば、Ｂ―走査当
たりのＡ―ライン数、又は空間当たりのＢ―走査数）にかかわりなく、同じ特徴の使用（
及び従って分類器）を促進することができる。従って、例えば、一次元のハール的（Haar
-like）特徴を利用することができる。本開示の一つの例示的な実施形態によれば、異な
るスケールの、平均及び勾配の両者を取り入れることができる。例えば、ガウシアンの平
均及び差にわたってハール的特徴を選択することができ、その理由は、それらは例えばル
ックアップテーブルを使用して素早く実施できるからである。
【００７０】
　例えば、本開示の一つの例示的な実施形態の手順によれば、Ａ―ラインに沿った強度は
、ｆｘ，ｙ（ｚ）によって表され、ここでｘ及びｙはＡ―ラインの横座標であり、ｚは軸
方向の深さ又は距離である。以下、横座標を省略し、ｆ（ｚ）と書くことができる。ここ
で、第一の特徴ｇ０は、単にｆ自体であることができる。
【数１８】
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　次に、スケールｄにおける平均ｇｄは、ｆを中心に２ｄピクセルを単に平均することに
よって定義される。
【数１９】

　同様に、勾配ｈ０を
【数２０】

　によって算出することができる。及び、スケールｄにおける勾配ｈｄを、
【数２１】

　によって定義することができる。
【００７１】
　これらの例示的な特徴に基づいて、発明者らは、それぞれのピクセルについてスケール
ｄまでの完全な特徴ベクトル
【数２２】

　を、
【数２３】

　と定義する。スケールの最適な数は、異なる界面について調整することができる。それ
に加えて、更に高度な特徴、例えば視神経乳頭までの距離、他の（例えば、既にセグメン
ト化した）層までの距離、他の目標までの距離、他の位置に中心を置いた平均及び勾配、
並びに強度分布の他の統計学上の記載を用いることができる。
【００７２】
　（例示的な分類）
　例示的な分類器は、それぞれの入力又は特徴ベクトル
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【数２４】

　についての標識を生ずることができる。例示的な分類器の特定のタイプは、サポートベ
クターマシン（ＳＶＭ）であることができる。この例示的なサポートベクターマシンは、
訓練の間に、分類の境界と、その境界に最も近いサンプルとの間の最大差を生ずることを
目的とすることができる。新規な、分類されてない特徴ベクトル

【数２５】

　が与えられたとき、例示的なサポートベクターマシンは、
【数２６】

　を評価することができ、及び、
【数２７】

　のサインを使用して、標識を生ずることができる。例えば、〈・，・〉は内積を意味し
、

【数２８】

　は通常の（線形）分類の境界を意味し、ｂはいくつかのオフセットである。訓練段階に
おいて、

【数２９】

　は訓練サンプル
【数３０】

　の加重和として定義される。方法によって、例示的なサポートベクターマシンを最適化
することができ、質量の多くはゼロになることがあり、及び効果的に、比較的少数のサン
プルのみ、サポートベクトルを用いて
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【数３１】

　を定義することができる。従って、式（２１）は、
【数３２】

　と書き直すことができる。ここで、
【数３３】

　は、訓練サンプルの質量を意味し、
【数３４】

　及びｙｉはその対応する標識（±１）を意味する。
【００７３】
　式（２２）の分類器は、その結果が特徴ベクトル

【数３５】

　及びサポートベクトルの内積の線形の組合せであるとすれば、線形分類器であることが
できる。しかしながら、内積をカーネルＫ（・，・）と置き換えることによって、非線形
の例示的なサポートベクターマシンを、以下のように構成することができる。

【数３６】

【００７４】
　暗に、カーネルは、入力特徴を、場合によっては非常に高次元の空間にマップすること
ができる。この特徴空間において線形分類を行う。様々なカーネル、例えば多項式のカー
ネル、又は半径方向の基底関数を用いることができる。後者の場合、カーネルは入力特徴
を無限の次元空間にマップすることができ、高次の非線形の分類境界を与える。多項式の
カーネルを用いて、特徴空間の次元をよりよく制御することができる。
【００７５】
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　一般に、式（２３）によって与えられる例示的なカーネル―サポートベクターマシンは
、おそらく式（２１）又は式（２２）のような明確な線形関数として書き直されないこと
がある。式（２３）の潜在的な形態の短所は、全ての記憶したサポートベクトルを使用す
ること、及び新しいサンプルごとに、サポートベクトルごとカーネルを算出することが必
要であることとすることができる。
【００７６】
　しかしながら、いくつかの例示的な場合において、カーネルを明確に記述することがで
きる。これは、例えば、多項式のカーネル
【数３７】

　にあてはまり、ここでｄは多項度である。より高度の多項式カーネルについて、得られ
る例示的なマッピングは、結果として高次元の特徴空間になることがあるが、より低度の
カーネル（２、及び場合によっては３の程度）については明確な算出を行うことができる
。これは、マッピングφ（・）の内積としてカーネルを記述することによって行うことが
でき、すなわち、
【数３８】

　である。
【００７７】
　例えば、程度１の多項式のカーネルについて、対応する例示的なマッピングは、

【数３９】

　であることができ、ここでｘｉはｎ個の要素を含むベクトル
【数４０】

　のｉ番目の要素である。同様の方法で、多項式のカーネルについて明確なマッピングを
見つけることができる。そのような例示的な、明確なマッピングφ（・）が存在する場合
、式３は、

【数４１】

　と書き直すことができ、式（２１）と同様の結果を得ることができる。その結果、
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【数４２】

　を事前に計算することができ、新しいデータ
【数４３】

　について、マッピング
【数４４】

　、及びその
【数４５】

　との内積のみを算出することができる。
【００７８】
　本開示の一つの例示的な実施形態による例示的な用途において、ベクトル

【数４６】

　をｎ―次元空間から
【数４７】

　―次元空間へと変形する、対応するマッピング
【数４８】

　を用いて、程度が２の多項式のカーネルを選択することができる。
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　を事前に計算することによって、記憶している全サポートベクトルは、もはや必要でな
くてもよい。更に、例示的な算出は、得られた例示的なサポートベクターマシンの線形操
作によって、非常に高速であることができる。
【００７９】
　それぞれのピクセルについて、例示的な特徴ベクトルは、標識へと変換すべきである。
この作業のために、多くの例示的な機械学習分類器を使用することができる。本開示によ
る方法の一つの例示的な実施形態において、低度の多項式のカーネルについては、例示的
なサポートベクターマシンを用いることができる。この例示的なカーネルは非線形の分類
挙動を促進することができ、比較的低次元の空間においてもなお作動することができる。
この分類器の例示的な結果としては、現在のピクセルが、関心のある界面より上に又はよ
り下に分類されるか否かを示す標識であることができる。例示的な分類器は、通常の健康
な目の一連の手動セグメント化ＯＣＴ走査に由来する例のデータ上で、訓練することがで
きる。
【００８０】
　（例示的な規格化）
　ピクセルの分類の例示的な処理は、分類標識を有するピクセルの体積につながる可能性
がある。これらの例示的な標識は、例示的な分類手順によれば、ピクセルが、関心のある
界面より上又はより下にある可能性があることを意味することができる。例示的な分類結
果は、いくつかのエラーを含むことがあり、場合によっては結果として誤って割り当てら
れた標識となることがある。更に、誤分類されたＡ―ラインに画像アーチファクトが導か
れることがあり、位置決めのエラーは界面における不連続性につながることがある。界面
としての標識においてあらゆる変化を使用することは、場合によっては層の非現実的な形
態につながる可能性がある。その代わりに、本開示の特定の例示的な実施形態によれば、
いくつかの制約を適用することによって、検出した界面を規則化することができる。界面
の曲率を制約することによって、平滑性を制御することができる。
【００８１】
　こうする一つの例示的な方法としては、界面を記載する非パラメーター的方法を提供す
ることができる、例示的なレベル集合法を用いることによる方法とすることができる。パ
ラメーター的方法、例えば界面の明確なパラメーター表示を提供するスネークとは対照的
に、例示的なレベル集合法は暗に界面を埋めることができ、特定の計算上の利点（例えば
、界面の伝播、及びトポロジーに関するもの）がある可能性がある。例示的なレベル集合
関数φは、（体積測定ＯＣＴデータについての三次元の）入力データと同じ空間において
定義することができ、及び入力座標

【数５０】

　をスカラーにマップすることができる。界面は、レベル集合がゼロである曲線Ｃ、すな
わち
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【数５１】

　として、定義することができる。例示的なレベル集合は、一般的なレベル集合の式

【数５２】

　に従って発展させることができる。φｔはレベル集合の更新ステップであり、Ｆはレベ
ル集合を駆動するいくつかの力であり、及び∇φはレベル集合の勾配である。（

【数５３】

　によるレベル集合関数から直接に算出することができる曲率κに基づいて、）平滑性の
制約を加えること、及び標識領域

【数５４】

　によってＦを定めることは、結果として、

【数５５】

　となり、ここで、α及びβの比率は、両方の用語の相対的な寄与を定める。標識領域Ｌ
は、上記の節で説明した分類手順によって生じる。
【００８２】
　〈例示的な選択的な組み合わせ〉
　それぞれの例示的なＯＣＴ後方散乱測定について、例示的なセグメント化手順（ブロッ
ク４２０）は、ピクセルが、関心のある組織型に属するか否かを意味する標識（例えば、
ブロック４３０のセグメント化データ）を生ずることができる。それぞれのＡ―ラインに
ついて、選択した組織型に対応するそれらの測定値は保持される。Ａ―ラインの例示的な
結果データを分析して（例えば、図４のブロック４４０）、例えば、そのデータのいくつ
かの特性を記載する単一の値、例えばその平均又は分散を生ずる（例えば、図４のブロッ
ク４５０）。それぞれのＡ―ラインについて、そのような例示的な処理を繰り返すことに
よって、Ａ―ラインを得た位置にマップされることがある一連の値を生ずることができる
。そのような例示的な値は、（例えばライン走査についての）プロットとして、又は（例
えばラスタスキャンについての）画像として、表示される。
【００８３】
　Ａ―ライン上の選択ポイントのそれぞれの組についての単一値をとることは、例示的な
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直接的方法の一つであることができるが、同様に複数の値を、例えば平均及び分散、又は
パーセンタイル値を導くことができることを理解すべきである。更に、隣接したＡ―ライ
ンの選択ポイントを組み合わせて、より大きいサンプルを得ることができ、従って、例え
ばより信頼性の高い統計値の推定を得ることができる。
【００８４】
　〈例示的な規格化〉
　組織に到達する入射光の例示的な出力は、様々なパラメーター、例えば光源出力、媒質
不透明部、他の組織層との相互作用等に依存する可能性がある。これらの例示的なパラメ
ーターは、事前に既知でなくてもよく、経時的に変化することができ、いくつかのパラメ
ーターはそれぞれの患者によって、又はそれぞれの場所によってさえ異なることがある。
組織との相互作用の後、後方散乱光の強度は、同様のパラメーターによって再び影響を受
ける可能性がある。
【００８５】
　従って、データを定量的に分析することができる前に、測定したデータの例示的な規格
化（例えば、図４のブロック４６０）を行うことは、好ましいことであり得る。この規格
化を行う一つの例示的な方法としては、例えば、参照用信号に対して相対的に信号を算出
することによる方法であることができる。この例示的な参照用信号は、影響を受けていな
い網膜層の後方散乱によって提供することができる。緑内障が生じた場合、ＲＰＥをその
ような参照用層として使用することができる。例えば、あらゆるＯＣＴのＡ―ラインにお
いて、測定したＲＮＦＬ信号を、ＲＰＥ信号の平均で割って、規格化したＲＮＦＬ信号を
生ずることができる。参照用層の更なる特性を用いて、より良好な参照用信号を生ずるこ
とができる。例えば、信号強度が、小さな横方向の置換について著しく変化しないと仮定
する場合、ＲＰＥ信号は、複数のＡ―ラインにわたって平均することができる。
【００８６】
　〈例示的な数値的なアウトプット〉
　Ａ―ライン当たりに組み合わせた後方散乱データを更に分析して（例えば、図４のブロ
ック４７０）、選択した組織に関する更なる情報を提供することができる。例えば、緑内
障においては、ＲＮＦＬがより薄くなるだけでなく、通常、減少した後方散乱を示す。健
康な目からのデータに基づいて、ＲＮＦＬの後方散乱特性のための規範的なデータを導く
ことができる。新しいデータを分析するとき、後方散乱特性を規範的なデータと比較して
、観察したＲＮＦＬ後方散乱が正常範囲内であるか、又は範囲外であるかを容易に評価す
ることができる。厚みのデータから従来的に導くことができるような、規範的なデータに
おける一つの利点としては、厚みはしばしば特定の位置に依存するが、走査全体にわたっ
て組織型が均一な後方散乱特性を有することがあるということである。これは、観察した
値の正常範囲を減らし、従って感度の高い診断システム及び手順につながることがある。
【００８７】
　（第一の例示的なレビュー）
　傍乳頭網膜領域の例示的な画像を、スペクトラリスＯＣＴシステムで走査した１０の通
常の目、及び３０の緑内障の目（例えば、軽度の、中度の、及び重度の緑内障の、それぞ
れ１０の目）の４つの固定した場所で分析した。ＲＮＦＬ及びＧＣＩＰＬの反射率を、網
膜色素上皮に対して測定した。通常の目と緑内障の目との間の反射率の違いを調査した。
ＲＮＦＬの反射率は、通常の目より、緑内障の目において著しく低い（例えば、軽度にお
いてｐ＝０．０１８、中度においてｐ＝０．００１、及び高度な緑内障の目においてｐ＜
０．００１）ことが決定された。通常の目と緑内障の目との間のＧＣＩＰＬの反射率にお
ける著しい違いはなかった。ＲＮＦＬとＧＣＩＰＬとの間の比率は、通常の目より、緑内
障の目において著しく低かった（軽度の、中度の、及び重度の緑内障の目についてｐ＜０
．００１）。
【００８８】
　（画像の取得及び処理）
　参加者らを、一度、スペクトラリスＯＣＴシステムで走査した。両方の目の傍乳頭網膜
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領域は、２０度×２０度の体積走査によって走査した。この走査は、それぞれ約５１２の
Ａ―スキャンからなる約１９３のＢ―走査を含んだ。それぞれのＢ―走査は、（例えば、
ＡＲＴ値５のスペクトラリスＯＣＴシステム上の、内蔵視標追跡システムを使用した）同
じ場所における平均５つのＢ―走査であった。各Ｂ―走査と次のＢ―操作との間の横方向
の距離は、約３０μｍであった。体積走査は、私有の全体的な品質スコアが１５ｄＢ未満
である場合、又は内蔵された最大取得時間３００秒のために体積走査が不完全であった場
合、除外した。
【００８９】
　反射率を決定するために、０と１との間の線形スケール上で測定した強度を表す生デー
タを利用した。例示的な装置は、これらの強度を、下式
【数５６】

　を適用した後に、グレースケール画像で表示することができた。ここで、Ｘは生データ
の値を表し、Ｙ＝０は反射率を表し、及びＹ＝１は最大反射率を表す２８。
【００９０】
　反射率の例示的な分析は、固定した場所において、視神経乳頭（ＯＮＨ）周辺の４つの
四半部全てに行った。ＯＮＨの中心を手動で選択し、参照用として網膜色素上皮の境界を
とった。このＯＮＨの中心から、１．３ｍｍ上側に、下側に、耳側に、及び鼻側に、関心
領域を選択した。失敗したＢ―走査を修正するために、３つのＢ―走査の中から選択距離
に最も近い最良のものを、分析のために選択した。一つのＢ―走査当たり、幅２０ピクセ
ルの分析のための領域を選択した。選択した２０ピクセルの面積が、血管を少しでも含む
場合、血管によって生じるいかなる散乱をも回避するために、幅２０ピクセルの窓を、血
管のない領域の方へＢ―走査に沿って移した。
【００９１】
　それぞれの網膜層の反射率を別々に得るために、層を手動でセグメント化し、マニュア
ルセグメント化手段、ＩＴＫＳＮＡＰによってカラーコーディングした。カラーコーディ
ングは、訓練された医師によって手動で行った。ＲＮＦＬ、ＧＣＩＰＬ（神経節細胞層（
ＧＣＬ）＋内網上層（ＩＰＬ））の反射率、及びＲＮＦＬとＧＣＩＰＬとの間の比率を、
分析のために用いた。反射率が類似するため、ＩＰＬを伴うＧＣＬの反射率を決定した。
光学的特性の違いを修正するために、ＲＮＦＬ及びＧＣＩＰＬの反射率を、両者とも網膜
色素上皮（ＲＰＥ）との比率として表した。
【００９２】
　（第一の例示的なレビューの例示的な結果）
　通常の目（５１０）、及び緑内障の目（５２０）の、例示的なスペクトル領域（ＳＤ）
ＯＣＴ画像を、それぞれ図５Ａ、及び５Ｂに示す。図５Ａ、及び５Ｂにおいて、緑内障の
目のＲＮＦＬのグレースケールを通常の目と比較することができ、緑内障の目の減少した
反射率を表している。反射率における例示的な結果を、図６Ａ、及び６Ｂのグラフに示す
。具体的には、図６Ａは、通常の目、軽度の、中度の、及び重度の緑内障の目についての
、ＲＮＦＬ（網膜神経繊維層）及びＧＣＩＰＬ（神経節細胞層＋内網状層）の反射率を示
すグラフを説明しており、平均（太いライン）として、場所、すなわち視神経乳頭に対し
て耳側、上側、鼻側、及び下側ごと別々に示す。図６Ｂは、同じものについての、ＲＮＦ
ＬとＧＣＩＰＬとの間の比率を示すグラフを示す。図６Ａに提供する例示的な反射率を、
ＲＰＥ（網膜色素上皮）の反射率に対する比率として表す。
【００９３】
　図６Ａ、及び６Ｂに示すように、ＲＮＦＬの規格化した平均反射率は、通常の目より、
緑内障の目において低かった。緑内障がより重症になるにつれ、規格化した平均反射率は
減少し、通常と軽度の緑内障との間で約１．５３から０．８５への変化を示し、中度につ
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いて更に０．６５に、及び重度の緑内障について０．５３に落ちた。ＧＣＩＰＬにおいて
、緑内障の目と通常の目と間に、反射率における統計的に有意な違いは見られなかった。
ＲＮＦＬとＧＣＩＰＬとの間の比率は、通常の目より、緑内障の目において著しく低かっ
た。これらの違いは、図５Ａ及び５Ｂの例示的な画像において説明される。
【００９４】
　患者のＲＮＦＬ及びＧＣＩＰＬの例示的な反射率を、ＯＮＨ周辺の４つの所定の場所、
すなわち耳側、上側、鼻側、及び下側において測定した。ＲＮＦＬの反射率、そしてＲＮ
ＦＬとＧＣＩＰＬとの間の比率は、図６Ａ及び６Ｂのグラフに提供するように、他の場所
より、鼻側においてより低かった。
【００９５】
　（第二の例示的なレビュー）
　本開示の例示的な実施形態による例示的な方法は、領域にわたって規格化したＲＮＦＬ
の反射率を平均することによって、データから数値的なアウトプットを生ずることができ
る。この例示的な場合において、視神経乳頭の周りのバンドを使用した。１０の通常の目
、及び８つの緑内障の目について、この平均を算出し、結果を図７のグラフに示す。群間
の大きな違いに注目されたい。両方の群についての分布の重複は、かなり小さくなること
ができ、診断ツールとして使用することができることを示している。血管を有する領域を
除外し、単純な平均より高度な測定を使用することは、例示的な結果を更に改善すること
ができる。更に、分析は、データの一部のみにすることもできる。図８のグラフにおいて
、上側、鼻側、下側、及び耳側の四半部について、例示的な平均の分布を示す。
【００９６】
　〈例示的な画像的なアウトプット〉
　対応するＡ―ラインの横断的な位置に一致することができる例示的な表示方法を選択す
ることによって、それぞれ選択的に組み合わせたＡ―ラインについての例示的な値を、よ
り良好な解釈のために表示することができる（例えば、図４のブロック４８０）。直線に
沿った走査については、従来のプロットを用いることができる。乳頭を中心においた円形
の走査については、例示的なＴＳＮＩＴプロットを用いることができる。この種の例示的
なプロットにおいて、（乳頭に対する）角度を、ｘ軸に沿ってプロットすることができ、
対応する値をｙ軸に沿って示すことができる。ｘ軸は、耳側に始まり、上側、鼻側、及び
下側の領域を通って進み、並びに耳側で終わるように選択することができる。ラスタスキ
ャンについては、それぞれのｘ及びｙ位置がラスタ点の位置に対応し、並びに値がグレー
スケールで、又は擬似カラーマップで示される、例示的な画像を生じることができる。一
つのＡ―ライン当たりに複数の値が導かれる場合、そのような例示的な値を表示すること
ができる。
【００９７】
　図９に、本開示によるシステム、方法、及びコンピュータアクセス可能媒体の、例示的
な実施形態を使用した、通常の目及び緑内障の目の両方の、規格化したＲＮＦＬ反射率マ
ップの例の画像を示す。緑内障の目の例は、局在欠陥の可視性を説明する。例えば、通常
の規格化したＲＮＦＬ反射率マップの例を、画像の上列に提供し、緑内障の目を、画像の
下列に提供する。ＲＮＦＬ反射率は、ＲＰＥで規格化した。緑内障の目において、ＯＮＨ
からそれぞれの像の左側まで、外へ伸びる減少した反射率の可視領域（例えばより暗い領
域）がある。
【００９８】
　《例示的なシステム》
　図１０は、本開示によるシステムの例示的な実施形態の例示的な略図を示す。例えば、
本明細書に記載された本開示による例示的な手順は、処理装置及び／又はコンピューティ
ング装置１０２によって行うことができる。そのような処理／コンピューティング装置１
０２は、例えば全体的に若しくは部分的に、限定されないが、例えば一つ以上のマイクロ
プロセッサを含むことができるコンピュータ／プロセッサ１０４、並びにコンピュータア
クセス可能媒体（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク、又は他の記憶装置）に記憶
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された使用命令であることができ、又はこれを含むことができる。
【００９９】
　図４に示すように、例えば、コンピュータアクセス可能媒体１０６（例えば、上記に記
載したように、記憶装置、例えばハードディスク、フロッピーディスク、メモリースティ
ック、ＣＤ―ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等、又はこれらの集合）を、（例えば処理装置１０
２と通信して）提供することができる。コンピュータアクセス可能媒体１０６は、その中
に実行可能命令１０８を含むことができる。これに加えて又はこれに代えて、記憶装置１
１０を、例えば、本明細書において上記に記載したように、処理装置を構成して、特定の
例示的な手順、処理、及び方法を実施するよう処理装置１０２に命令を提供することがで
きるコンピュータアクセス可能媒体１０６とは別に、提供することができる。
【０１００】
　更に、例示的な処理装置１０２は、例えば有線ネットワーク、無線ネットワーク、イン
ターネット、イントラネット、データ収集調査機、少なくとも一つのセンサ等を含むこと
ができるインプット／アウトプット装置１１４と共に、又はこれを含んで、提供すること
ができる。インプット／アウトプット装置は、ＯＣＴシステム１５０からの情報／データ
を受け取って、処理装置１０２に情報を提供することができる。ＯＣＴシステム１５０か
ら受け取るそのような情報を使用して、例示的な処理装置１０２は、命令を実施して、深
さの範囲にわたって測定したデータを分析することによって、散乱媒質の深さ分解した物
理的又は光学的特性を決定するよう構成することができる。図４に示すように、例示的な
処理装置１０２は、本開示の特定の例示的な実施形態によれば、例えば情報を処理装置か
らアウトプットすることに加えて、情報を処理装置にインプットするために構成されたタ
ッチスクリーンであることができる例示的な表示装置１１２と通信することができる。更
に、例示的な表示１１２及び／又は記憶装置１１０を用いて、ユーザアクセス可能なフォ
ーマット及び／又はユーザ可読なフォーマットで、データを表示及び／又は記憶すること
ができる。
【０１０１】
　以上は、単に本開示の原則を説明するものである。記載した実施形態に対する様々な変
形及び変更は、本明細書の教示から見て、当業者にとって明らかである。実際、本開示の
例示的な実施形態による装置、システム、及び方法は、任意のＯＣＴシステム、ＯＦＤＩ
システム、ＳＤ―ＯＣＴシステム、又は他の画像化システムと共に、並びに例えば、２０
０５年５月２６日に国際公開第２００５／０４７８１３号として公開された、２００４年
９月８日に出願の国際特許出願第ＰＣＴ／ＵＳ２００４／０２９１４８号、２００６年５
月４日に米国特許出願公開第２００６／００９３２７６号として公開された、２００５年
１１月２日に出願の米国特許出願第１１／２６６，７７９号、及び２００５年１月２７日
に米国特許出願公開第２００５／００１８２０１号として公開された、２００４年７月９
日に出願の米国特許出願第１０／５０１，２７６号、並びに２００２年５月９日に公開さ
れた米国特許出願公開第２００２／０１２２２４６号に記載されているものと共に使用す
ることができ、及び／又は実施することができ、これらの開示は、引用によりその全体が
本明細書中に含まれる。従って、当業者であれば、本明細書において明確に示されず、又
は記載されていないが、本開示の原則を具体化し、従って本開示の精神及び範囲内である
ことができる多数のシステム、装置、及び手順を想到することが可能であると認められる
。更に、上記に引用した全ての刊行物及び引用は、引用によりその全体が本明細書中に含
まれることができる。本明細書に記載されている例示的な手順は、ハードディスク、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、リムーバブルディスク、ＣＤ―ＲＯＭ、メモリースティック等を含む任意の
コンピュータアクセス可能媒体に記憶することができ、並びにハードウェアプロセッサ、
マイクロプロセッサ、ミニ、マクロ、メインフレーム等の複数及び／又はこれらの組み合
わせであることができ、及び／又はこれらを含むことができる、処理装置及び／又はコン
ピューティング装置によって実施することができることを理解すべきである。更に、明細
書、図面、及び請求項を含む本開示において使用する特定の用語は、限定されないが、例
えばデータ及び情報を含む特定の例において、同義的に使用することができる。互いに同
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義であることができるこれらの用語及び／又は他の用語は、本明細書において同義的に使
用することができ、そのような用語を同義的に使用しないことを意図することができる例
がありえることを理解すべきである。更に、上記の引用によって従来技術の知識が本明細
書に明確に取り入れられない程度まで、従来技術は、明確に本明細書中にその全体が含ま
れることができる。上記に引用した全ての刊行物は、本明細書中にその全体が含まれるこ
とができる。以下、本発明の実施形態の例を列記する。
［１］
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定する方法であって、
　（ａ）上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号を得る工程であって、上記信号のうち第一の信号の少なくとも一つ
は上記特定の深さの第一の深さから得られ、上記信号のうち第二の信号の少なくとも一つ
は上記特定の深さの第二の深さから得られ、上記第一の深さと上記第二の深さとが互いに
異なる、工程と、
　（ｂ）上記信号、及び上記少なくとも一つの生物学的構造体の推定特性に基づいて、情
報を決定する工程と、
　（ｃ）上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、所定の深さより近い上記特定
の深さから提供される信号に関する上記情報の少なくとも一部を除外することによって、
上記情報に基づいて少なくとも一つの算出特性を決定する工程であって、上記算出特性が
減衰特性である工程と、
　を含む、方法。
［２］
　項目１に記載の方法であって、
　（ｄ）手順（ｂ）において、上記少なくとも一つの生物学的構造体の上記少なくとも一
つの特性を得るために、上記推定特性を手順（ｃ）の上記算出特性と交換して、手順（ｂ
）及び（ｃ）を少なくとも一回繰り返す工程、
　を更に含む、方法。
［３］
　上記信号が光干渉断層解析信号、又は超音波信号である、項目１に記載の方法。
［４］
　上記少なくとも一つの算出特性が、上記少なくとも一つの生物学的構造体の散乱媒質の
局所的な光学的特性を含んでおり、上記局所的な光学的特性を、上記特定の深さの範囲か
らの情報を使用して決定する、項目１に記載の方法。
［５］
　より浅い深さから得られる情報と、より深い第二の深さにおいて得られる情報とを使用
して、上記局所的な光学的特性を決定する、項目４に記載の方法。
［６］
　上記少なくとも一つの構造体へと届く放射強度の推定値を得るために、上記第二の深さ
から得られる情報を合計することを更に含む、項目５に記載の方法。
［７］
　上記情報が、上記少なくとも一つの構造体からの局所的な後方散乱エネルギーである、
項目１に記載の方法。
［８］
　上記局所的な後方散乱エネルギーを、光干渉断層解析手順で測定する、項目７に記載の
方法。
［９］
　上記局所的な光学的特性が減衰係数を含む、項目４に記載の方法。
［１０］
　上記少なくとも一つの算出特性が、上記少なくとも一つの構造体の範囲内の様々な深さ
において推定された情報から反復的に決定された、少なくとも一つの光学的特性、又は少
なくとも一つの物理的特性を含む、項目４に記載の方法。
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［１１］
　上記少なくとも一つの算出特性を、診断のため、又は手動セグメント化若しくは自動セ
グメント化の少なくとも一つのために使用する、項目４に記載の方法。
［１２］
　上記少なくとも一つの算出特性が、算出した減衰を含む、項目１に記載の方法。
［１３］
　上記推定特性が推定した減衰である、項目１に記載の方法。
［１４］
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定するためのシステム
であって、
　上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受け取ら
れる複数の信号を得るよう構成された、少なくとも一つの第一の装置であって、上記信号
のうち第一の信号の少なくとも一つは上記特定の深さの第一の深さから得られ、上記信号
のうち第二の信号の少なくとも一つは上記特定の深さの第二の深さから得られ、上記第一
の深さと上記第二の深さとが互いに異なる、第一の装置と；
　上記信号、及び上記少なくとも一つの生物学的構造体の推定特性に基づく情報、並びに
　上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、所定の深さより近い上記特定の深さ
から提供された信号に関する上記情報の少なくとも一部を除外することによる上記情報に
基づく、少なくとも一つの算出特性であって、減衰特性である少なくとも一つの算出特性
　を決定するよう構成された、少なくとも一つの第二のコンピューティング装置と；
　を含む、システム。
［１５］
　上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、
　（ｄ）手順（ｂ）において、上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、
上記少なくとも一つの生物学的構造体の上記少なくとも一つの特性を得るために、上記推
定特性を手順（ｃ）の上記算出特性と交換して、手順（ｂ）及び（ｃ）を少なくとも一回
繰り返すように、
　更に構成されている、項目１４に記載のシステム。
［１６］
　上記信号が光干渉断層解析信号、又は超音波信号である、項目１４に記載のシステム。
［１７］
　上記少なくとも一つの算出特性が、上記少なくとも一つの生物学的構造体の散乱媒質の
局所的な光学的特性を含んでおり、上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置
が、上記特定の深さの範囲からの情報を用いて、上記局所的な光学的特性を決定するよう
更に構成されている、項目１４に記載のシステム。
［１８］
　上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、より浅い深さから得られる情
報、及びより深い第二の深さにおいて得られる情報を用いて、上記局所的な光学的特性を
決定するよう構成されている、項目１７に記載のシステム。
［１９］
　上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、上記少なくとも一つの構造体
へと届く放射強度の推定値を得るために、上記第二の深さから得られる情報を合計するよ
う更に構成されている、項目１８に記載のシステム。
［２０］
　上記情報が、上記少なくとも一つの構造体からの局所的な後方散乱エネルギーである、
項目１４に記載のシステム。
［２１］
　上記局所的な後方散乱エネルギーが、光干渉断層解析手順によって測定される、項目２
０に記載のシステム。
［２２］
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　上記局所的な光学的特性が減衰係数を含む、項目１７に記載のシステム。
［２３］
　上記少なくとも一つの算出特性が、少なくとも一つの光学的特性、又は少なくとも一つ
の物理的特性を含んでおり、上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、上
記少なくとも一つの構造体の範囲内の、様々な深さにおいて推定された情報から、上記少
なくとも一つの算出特性を反復的に決定するよう、更に構成されている、項目１７に記載
のシステム。
［２４］
　上記少なくとも一つの第二のコンピューティング装置が、上記少なくとも一つの算出特
性を、診断のため、又は手動セグメント化若しくは自動セグメント化の少なくとも一つの
ために使用するよう、更に構成されている、項目１７に記載のシステム。
［２５］
　上記少なくとも一つの算出特性が算出した減衰を含む、項目１４に記載したシステム。
［２６］
　上記推定特性が推定した減衰である、項目１４に記載したシステム。
［２７］
　少なくとも一つの生物学的構造体の、少なくとも一つの特性を決定するためのソフトウ
ェアを含む、非一時的コンピュータアクセス可能媒体であって、コンピューティング装置
が上記ソフトウェアを実施する際に、上記コンピューティング装置が、
　（ａ）上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、複数の特定の深さにおいて受
け取られる複数の信号の受け取りであって、上記信号のうち第一の信号の少なくとも一つ
は上記特定の深さの第一の深さから得られ、上記信号のうち第二の信号の少なくとも一つ
は上記特定の深さの第二の深さから得られ、上記第一の深さと上記第二の深さとが互いに
異なる、受け取りと；
　（ｂ）上記信号、及び上記少なくとも一つの生物学的構造体の推定特性に基づく、情報
の決定と；
　（ｃ）上記少なくとも一つの生物学的構造体の範囲内の、所定の深さより近い上記特定
の深さから提供された信号に関する上記情報の少なくとも一部を除外することによる、上
記情報に基づく少なくとも一つの算出特性の決定であって、上記算出特性が減衰特性であ
る、決定と、
　を含む手順を行うよう構成されている、コンピュータアクセス可能媒体。
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