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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サンプル内のグルコースの光学活性を測定するときに、複屈折を測定し複屈折の影響を
無効にするために使用される非侵襲複屈折に基づく感知旋光計システムであって、
　（ｉ）サンプルにおけるリアルタイムの複屈折の寄与を感知するように構成され、フィ
ードバック信号用の第１経路を複合電気光学システムに供給するように構成される光複屈
折解析器と、
　（ｉｉ）前記信号を前記光複屈折解析器から受け取るように構成され、前記サンプルか
ら得られた信号において見出された前記複屈折寄与を無効にするように構成される前記複
合電気光学システムと
　（ｉｉｉ）サンプルの複屈折寄与が無効にされた後、濃度の決定のためにサンプルの光
学活性を測定するための、前記第１経路から分離した別個の第２経路を提供するように形
成された旋光測定システムと
を備える、システム。
【請求項２】
　前記サンプルが、患者の眼またはその他の関連する組織である、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記サンプルが、患者の眼の眼房水である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
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　前記サンプルが、患者の薄い皮膚領域の組織である、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記サンプルが、患者の耳、鼻、または指もしくは足指の間の薄い皮膚である、請求項
１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記光複屈折解析器が、
　前記サンプルに存在する複屈折を測定する手段を含み、
前記複合電気光学システムが、
　複屈折の影響を無効にした後、光学活性サンプルに起因する旋光偏光ベクトルを旋光測
定システムを介して決定することができるように、複屈折補償として適用される必要があ
るリターダンスの値を計算する手段を含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　回転偏光ベクトルが、旋光偏光ベクトルであり、前記サンプルが、光学活性成分を含む
、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記複屈折の寄与の無効により、光学活性の旋光測定の主要誤差成分が著しく低下する
、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記グルコースサンプルに起因する旋光偏光ベクトルが、少なくとも１つのファラデー
変調器（８０）と、少なくとも１つのファラデー補償器（８２）と、少なくとも１つの直
線偏光のための解析器（８４）と、少なくとも１つの検出器（８６）と、少なくとも１つ
の増幅器（７０）と、少なくとも１つのコントローラ（７０、７１，９２、８２）とを備
える旋光測定システムにより測定される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記複屈折解析器が、少なくとも１つのビーム分割器（６２）と、円偏光解析器（６４
）と、少なくとも１つの検出器（６６）とを備え、前記複合電気光学システムが、少なく
とも１つのコントローラ（７０、７１、６０）を介して前記複屈折補償器（６０）に適用
される必要があるリターダンス（７０、７１）の値を計算する少なくとも１つの手段を備
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の非侵襲複屈折に基づく感知旋光計システムにおいて、
　前記光複屈折解析器が、
　少なくとも１つのビーム分割器と少なくとも１つの円偏光解析器とを備え、
　前記複合電気光学システムが、
　複屈折に起因する影響を無効にするリターダンスを与える少なくとも１つの複屈折補償
器と、
　前記複屈折補償器に適用される必要があるリターダンスの値を計算する少なくとも１つ
の手段とを備え、
　複屈折の無効の後、旋光測定システムが光学活性に関連するサンプルに起因する旋光偏
光を測定する、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記旋光測定システムが、少なくとも１つのビーム分割器（６２）と、少なくとも１つ
のファラデー変調器（８０）と、少なくとも１つのファラデー補償器（８２）と、少なく
とも１つの直線偏光のための解析器（８４）と、少なくとも１つの検出器（８６）と、少
なくとも１つの増幅器（７０）と、少なくとも１つのコントローラ（７０、７１、９２、
８２）とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記複屈折補償器（６０）に適用される必要があるリターダンスの値を計算する少なく
とも１つの手段が、少なくとも１つのビーム分割器（６２）と、少なくとも１つの円偏光
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解析器（６４）と、少なくとも１つの検出器（６６）と、少なくとも１つのコントローラ
（７０、７１、６０）とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　リターダンス（δ）の値が、式
【数１】

から計算され、ここで、「Ｖ」はストークスパラメータ、「γ」は方位角である、請求項
１３に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記リターダンスが計算され、前記コントローラの補償部に入力として送られ、補償ア
ルゴリズムは、差分方程式として表現され、前記複屈折補償器に適用される前記リターダ
ンスは、前記計算されたリターダンスであり、完了時には、円偏光成分は存在せず、直線
偏光だけが存在し、どのような複屈折も補償される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記リターダンスが計算され、前記コントローラの補償部に入力として送られ、補償ア
ルゴリズムは、差分方程式
　　ｙ（ｎ）＝ｘ（ｎ）＋ｙ（ｎ－１）
によって表現され、ここで、「ｙ」は前記複屈折補償器に適用される前記リターダンス、
「ｘ」は前記計算されたリターダンスであり、完了時には、円偏光成分は存在せず、直線
偏光だけが存在し、どのような複屈折も補償される、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記サンプルが、動物の眼に存在するグルコースを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　請求項１記載の非侵襲複屈折に基づく感知旋光計システムが、
　１）光源（５２）と、
　２）前記光源（５２）からの光ビームを偏光し、最大透過が得られるような向きを前記
ビームに取らせる偏光器（５４）であって、前記偏光器（５４）は、初期リターダの速軸
に合わされ、与えられたサンプルでのどのような複屈折の影響も無効にする偏光器（５４
）と、
　３）少なくとも１つのサンプル（５６）と、
　４）直線偏光から楕円偏光への偏光状態の変化に基づいて、前記偏光されたレーザビー
ムに位相リターダンス（δ）を引き起こすサンプルの複屈折の影響を無効にする電気光学
リターダと、
　５）前記複屈折に起因する影響を無効にするリターダンスを与える複屈折補償器（６０
）と、
　６）前記楕円偏光を２つのビームに分割する無偏光レーザラインビーム分割器（６２）
と、
　７）第１の前記分割ビームを受け取る円偏光解析器（６４）であって、円偏光ストーク
スパラメータ「Ｖ」を特徴付けることが可能な、４５°直線偏光器が後に続いた４分の１
波長板を備える円偏光解析器（６４）と、
　８）前記第１の誘導ビームを受け取るシリコン光ダイオード検出器（６６）と、
　９）前記検出器（６６）からの出力を入力として受け取るフィードバックコントローラ
７０であって、それによって、前記リターダンスが計算され、前記コントローラの補償部
に入力として送られ、補償アルゴリズムは、差分方程式
　　ｙ（ｎ）＝ｘ（ｎ）＋ｙ（ｎ－１）
によって表現され、ここで、「ｙ」は前記複屈折補償器に適用される前記リターダンス、
「ｘ」は前記計算されたリターダンスであり、完了時には、円偏光成分は存在せず、直線
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偏光だけが存在し、どのような複屈折も補償されるフィードバックコントローラ（７０）
とを備え、
　グルコース検出経路を提供する旋光システムが、
　９－２）無偏光レーザラインビーム分割器（６２）に存在する第２のビームと、
　１０）第２の前記分割ビームを受け取り、前記レーザの直線偏光ベクトルを変調するフ
ァラデー変調器（８０）と、
　１１）前記サンプルに起因する偏光ベクトルのどのような回転も無効にすることによっ
てフィードバック補償を提供するファラデー補償器（８２）と、
　１２）初期偏光器（５４）の透過軸と直交する向きに向けられた透過軸を有する解析器
（８４）であって、前記変調された偏光ベクトルをマリュスの法則に従って強度変調に変
換する解析器（８４）と、
　１３）前記導かれた第２のビームを受け取り、前記検出された光強度に比例する電圧を
含む出力を提供するシリコン光ダイオード検出器（８６）と、
　１４）前記検出器（８６）の前記出力を増幅する広帯域増幅器と、
　１５）前記増幅器から増幅出力を受け取るロックイン増幅器およびコントローラであっ
て、前記ロックイン増幅器が、低周波数および高周波数の電磁ノイズを排除しながら、変
調周波数に存在する信号成分を測定するロックイン増幅器およびコントローラと、
　１６）電源（９２）であって、前記コントローラの出力が、前記電源（９２）を介して
前記ファラデー補償器（８２）に与えられ、完了時には、前記コントローラの出力電圧が
、前記サンプルの濃度に比例する電源（９２）とを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記サンプルが、光学活性物質である、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記サンプルが、グルコースまたはその他の光学活性分子を含む、請求項１８に記載の
システム。
【請求項２１】
　リターダンス（δ）の値が、式
【数２】

から計算され、ここで、「Ｖ」はストークスパラメータ「Ｖ」、「γ」は方位角である、
請求項１８に記載のシステム。
【請求項２２】
　サンプル内のグルコースレベルを測定するときに複屈折を測定し、複屈折の影響を無効
にするために使用される非侵襲複屈折感知方法であって、
　サンプルにおけるリアルタイムの角膜複屈折の寄与を感知するように複屈折解析システ
ムを構成するステップと、
　フィードバック信号を複合電気光学システムに供給するように前記複屈折解析システム
を構成するステップと、
　前記信号を前記複屈折解析システムから受け取るように複合電気光学システムを構成す
るステップと、
　前記サンプルにおいて見出された前記複屈折寄与を無効にするように前記電気光学シス
テムを構成するステップと、
　サンプルの複屈折寄与を無効にした後で、グルコース濃度の決定のためにサンプルの光
学活性を測定するため、旋光測定システムを構成するステップと
を含む方法。
【請求項２３】
　前記複屈折解析システムが、光複屈折解析器であり、前記サンプルが、患者の眼であり
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、前記複屈折の寄与が、角膜複屈折の寄与であり、前記非侵襲複屈折感知方法が、角膜複
屈折の寄与を測定するように前記光複屈折解析器を構成するステップと、前記サンプルに
起因する旋光の偏光ベクトルを決定するように前記電気光学システムを構成するステップ
とを含む、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記複屈折の寄与を無効にするように補償し、その結果、前記光学活性の旋光測定の主
要誤差成分を著しく低下させるステップを含む、請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００４年１月１３日出願の米国仮特許出願第６０／５３６２８８号の恩典
を主張する。
　本発明は、複屈折補償感知旋光計システムに関する。一態様では、この旋光計システム
は、患者の眼のグルコースレベルを測定するときに、角膜複屈折を測定および補償するた
めに使用される。
【背景技術】
【０００２】
　真性糖尿病は、一般的かつ深刻な慢性病で、全世界で約１億７７００万人、米国内で１
７００万人の人々を苦しめており、死亡原因の第４位になっている。真性糖尿病は、冠動
脈疾患、高血圧、網膜疾患、神経疾患、腎障害などの長期合併症を引き起こす。研究が示
すところによれば、血糖値の自己監視が、これらの長期合併症の発症を抑えまたは遅らせ
る。光学旋光グルコースセンサは、非侵襲グルコース濃度測定の手段を提供し、それによ
って、現在の侵襲法に伴う苦痛および面倒を軽減する。
【０００３】
　分析物濃度の検出における旋光計の使用が、ここ数年来見られるようになった。Ｐｏｈ
ｊｏｌａは、眼房水のグルコース濃度が血液のグルコース濃度と相関していることを示し
た。１９８２年、Ｍａｒｃｈ他は、眼房水を介して血糖値を間接的に推定するための旋光
計の使用を初めて提案した。彼らは、生理学的レベルでのグルコースに起因するミリ度旋
光を感知可能な測定を行うには、非常に高感度かつ安定した旋光計が必要とされることを
見出した。過去１０年間、そのような旋光計の開発において、多くの研究が行われた。Ｃ
ｏｔｅ他は、真位相（ｔｒｕｅ　ｐｈａｓｅ）技法を利用することによるミリ度感度の可
能性について報告した。この研究は後に、Ｃａｍｅｒｏｎ他によって引き継がれ、彼らは
、サブミリ度の感度を備えるデジタル閉ループフィードバック技法を使用するファラデー
ベースの旋光計（Ｆａｒａｄａｙ　ｂａｓｅｄ　ｐｏｌａｒｉｍｅｔｅｒ）について報告
した。そのとき以来、グルコース濃度を測定するための様々な異なる旋光計が、複数のグ
ループによって例示された。Ｃｈｏｕ他は、１０ｍｇ／ｄｌ以下のグルコースレベルを検
出する能力を備える光ヘテロダイン手法を利用する旋光計について報告したが、その開ル
ープシステムは、レーザ強度およびノイズの揺らぎが原因で安定性を欠いていた。つい最
近、Ａｎｓａｒｉ他は、グルコース濃度を測定するための眼の水晶体（ｅｙｅ　ｌｅｎｓ
）のブルースタ反射を使用する理論モデルを提案した。
【０００４】
　眼房水は、グルコースを含むが、全体的な旋光に寄与し得るその他の光学活性成分も有
する。その他の光学活性成分の存在下でグルコース濃度を推定するため、Ｋｉｎｇ他は、
マルチスペクトルのポッケルスセル（Ｐｏｃｋｅｌｓ　ｃｅｌｌ）ベースのシステムの使
用を示した。この研究は、Ｃａｍｅｒｏｎ他によって引き継がれ、彼らは、その他の光学
活性成分の存在に起因する旋光を克服する可能性をやはり示したマルチスペクトルのファ
ラデーベースのシステムを使用した。眼房水のグルコース濃度は、血液のグルコース濃度
に相関しているが、血液から眼房水へのグルコース拡散に費やされる移送時間遅延が存在
する。そのような測定が、血糖濃度の信頼できる予測値として糖尿病患者に有益であり得
るとするならば、時間遅延は、１０分以内とするべきである。２００１年、Ｃａｍｅｒｏ
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ｎ他は、うさぎをモデルに移送時間遅延を測定し、この遅延が閾値の１０分を下回ること
を示した。つい最近、Ｂａｂａ他は、通常の生理学的な範囲では温度およびｐＨの影響は
無視し得ることを示した。
【０００５】
　眼房水の血糖値を間接的に測定する実行可能な旋光計システムの開発を現在妨げている
主要な問題は、モーションアーチファクト（ｍｏｔｉｏｎ　ａｒｔｉｆａｃｔ）に関連す
る角膜の複屈折である。角膜の複屈折は、角膜が感知光ビームに対して動くにつれて空間
的に変化するので、この動き誘起の時間変化複屈折は、検出されたグルコース信号をマス
クしがちである。
【０００６】
　今までのところ、モーションアーチファクトに起因する時間変化角膜複屈折が、現在の
グルコース感知旋光計によっては対処されない眼における生体内旋光グルコース測定を制
限する主要な要因である。米国特許第５３０３７０９号は、網膜眼疾患の診断を容易にす
るシステムを開示した。角膜複屈折の影響を最小限に抑えるため、このシステムは、可変
リターダに結合された網膜からの後方散乱ビームを利用して、神経線維網膜層測定に対す
る角膜複屈折の寄与を低減した。米国特許第５３０３７０９号における補償の実施は、走
査レーザ網膜旋光計に組み込まれた偏光感知共焦点システムを含んでいた。米国特許第６
７０４１０６号は、網膜神経線維層測定に関するリターダンス誤差を打ち消す方法および
システムを開示した。これを達成するため、機械的に回転される半波遅延器の完全な１回
転にわたって収集された４つのリターダンス測定が平均されて、システム複屈折の影響を
最小限に抑え、残存偏光バイアスのない平均リターダンス測定を残す。米国特許第６３５
６０３６号では、患者の眼の前方部分（すなわち、角膜および水晶体）での複屈折を決定
するシステムおよび方法が開示された。この方法は、米国特許第５３０３７０９号で開示
されたのと同様の後方散乱（すなわち、反射）光ビームを使用することを含むが、共焦点
結像による患者の水晶体反射強度がもはや基準として使用されない点、および網膜前方の
眼のすべての部分の複屈折が直接偏光ビームを使用して決定される点が異なる。言い換え
ると、米国特許第６３５６０３６号は、共焦点結像システムを必要とせず、走査レーザ旋
光計は、眼の前方部分の複屈折を測定するために、その同じ経路を使用することができる
ようになった。本明細書で開示される本発明に関して、後方散乱ではない伝播偏光レーザ
ビームは、前眼房を直接通過し、水晶体または網膜と相互作用を行わない。加えて、角膜
複屈折の影響をリアルタイムに補償するため、補償器が自律コントローラシステムに結合
される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、角膜複屈折の影響を克服し、それによって、生体内旋光
グルコース測定を可能にする新しい方法を含む、改良された非侵襲グルコース感知旋光計
を提供することである。加えて、本明細書で説明されるそのような実施は、複屈折が問題
となる媒体またはサンプル内のどのような光学活性分子の検出も可能にする。さらに、複
屈折補償のための手法は、本明細書で説明されるファラデー手法以外のほとんどのタイプ
の光学旋光計で実施されることができる。
【０００８】
　従来技術は、人体組織のグルコースレベルの正確な測定を一貫して提供し得る実用的で
使用可能などのような旋光計システムも提供することができない。従来技術の問題を克服
して、人体のグルコースレベルの測定用に非侵襲システムを提供する、実用的で信頼性の
高いシステムに対する、強いが満たされていない必要が存在する。
【０００９】
　いくつかの従来技術システムは非侵襲ではなく、分析物感知用に使用されるある旋光計
ベースのシステムは、複屈折補償を行わない。それらのシステムは、複屈折補償器を利用
せず、リアルタイムの角膜複屈折を感知しない。複屈折の影響を感知し、補償する能力は
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、光経路（すなわち、位置）に関わらず、分析物の測定を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、複屈折の影響を補償するシステムおよび方法に関し、光複屈折解析器を利用
して、リアルタイムの角膜複屈折の寄与を感知し、その後、与えられたサンプル内で見出
された寄与を無効にする複合電気光学システムにフィードバック信号を供給する。複屈折
の寄与は消滅し、その結果、旋光測定の主要誤差成分を著しく低下させる。
【００１１】
　一態様では、本発明は、サンプル内の物質の旋光を測定する手段と、サンプルに起因す
る偏光ベクトルのどのような回転も除去するために複屈折補償器に適用される必要がある
リターダンスの値を計算する手段とを備える、複屈折感知旋光計システムに関する。
【００１２】
　ある実施形態では、旋光測定手段は、少なくとも１つのファラデー変調器と、少なくと
も１つのファラデー補償器と、少なくとも１つの解析器と、少なくとも１つの検出器と、
少なくとも１つの増幅器と、少なくとも１つのコントローラとを備える。また、ある実施
形態では、複屈折補償器に適用される必要があるリターダンスの値を計算する少なくとも
１つの手段は、少なくとも１つの円偏光解析器と、少なくとも１つの検出器と、少なくと
も１つのコントローラとを備える。リターダンスが計算され、入力としてコントローラの
補償部に送られるが、補償アルゴリズムは、差分方程式ｙ（ｎ）＝ｘ（ｎ）＋ｙ（ｎ－１
）によって表現されることができ、ここで、「ｙ」は複屈折補償器に適用されるリターダ
ンス、「ｘ」は計算されたリターダンスであり、完了時には、円偏光成分は存在せず、直
線偏光だけが存在し、どのような複屈折も補償される。
【００１３】
　別の態様では、本発明は、角膜複屈折を克服する方法に関し、複屈折補償を測定するた
めに円偏光ストークスパラメータ「Ｖ」を使用するステップと、ファラデーベースのグル
コース感知旋光計を使用してグルコース濃度を測定するステップとを含む。
【００１４】
　さらに別の態様では、本発明は、動物の眼房水内の光学活性物質の濃度を感知する非侵
襲生体内方法に関する。この方法は、前方角膜複屈折の影響を最小限に抑えるために偏光
器を初期リターダの速軸に合わせるステップであって、偏光レーザビームが、グルコース
サンプル、およびリターダンス（δ）を有する後部角膜表面を通過するステップと、レー
ザビームを分割するステップであって、グルコース旋光を決定する前に後方複屈折を補償
するために、サンプルおよびリターダからの出力光が、ビーム分割器によって２つの経路
に分割されて、一方のビームが４つのストークスパラメータ（Ｉ、Ｑ、Ｕ、Ｖ）の少なく
とも１つを特徴付けることが可能な解析器を通過させられるステップと、変調器で第２の
分割ビームを受け取り、レーザの直線偏光ベクトルを変調するステップとを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の一態様では、光学旋光計が、非侵襲グルコースセンサの開発に利用される。光
学旋光計は、濃度に比例する、直線偏光を旋光させるグルコースの光学活性に依存する。
前眼房内に含まれる眼房水のグルコース濃度は、血糖濃度の間接測定を可能にする。眼房
水のグルコース濃度は、血液のグルコース濃度と相関している。生理学的レベルでのグル
コースに起因するミリ度旋光を感知可能な測定を行うため、非常に高感度かつ安定した旋
光計が必要とされる。
【００１６】
　感知部位として眼房水を使用することに伴う１つの問題は、眼房水が、全体的な旋光に
寄与し得るその他の光学活性成分を有することである。眼房水に含まれ得るその他の光学
活性成分は、乳酸、アルブミンなどを含む。与えられた物質について、これらのサンプル
の波長、ＯＲＤ特性、および分子組成が計算される必要がある。これらの関係が、本明細
書の以下のページで説明される。感知媒体として眼房水を使用することに伴う１つの問題
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は、血液から眼房水へのグルコース拡散に費やされる移送時間遅延である。そのような測
定が、血糖濃度の信頼できる予測値として糖尿病患者に有益であり得るとするならば、時
間遅延は、１０分以内とするべきである。感知部位として眼を用いる生体内旋光グルコー
ス検出を現在妨げているさらに別の問題は、モーションアーチファクトに関連する角膜の
複屈折である。角膜は複屈折材質であり、複屈折は角膜位置の関数として変化する。モー
ションアーチファクトに関連するこの角膜複屈折は、入力ビームの偏光状態を変化させ、
その結果、グルコースサイン（ｇｌｕｃｏｓｅ　ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）をマスクする。
【００１７】
　本発明は、角膜の複屈折の変動を克服するシステムおよび方法に関する。加えて、本明
細書で説明される本発明のシステムは、角膜複屈折、ならびに角膜光学軸の速軸および遅
軸の方位角を補償する。
【００１８】
比旋光度
　光のビームは、光の伝播方向に直交して振動する電磁波から構成される。通常、光は無
偏光状態にある。無偏光は、無数の平面内で生じる電磁振動を有する。直線偏光器として
知られる装置は、光を単一の平面内でのみ伝送し、その他の平面内に存在する光を除去ま
たは遮断する。偏光器を出た光は、平面偏光として知られる。
【００１９】
　キラル有機分子は、構造的対称面を含まない分子である。キラル有機分子は、光がサン
プルの中を伝播するとき、光の偏光面を回転させる。これらの分子は、一括して光学活性
として知られている。分子の確定（ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ’　ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ）
に応じて、偏光面は、時計回りまたは反時計回りに回転されることができる。光を左また
は反時計回りに回転させる能力を有する分子は、左旋性（Ｌ－）と呼ばれ、光を右または
時計回りに回転させる分子は、右旋性（Ｄ＋）と呼ばれる。グルコースは、右旋性の光学
活性分子である。水に溶解させたグルコースの比旋光度は、＋５２．６°／（ｄｍ　ｇ／
ｍｌ）である。
【００２０】
　旋光を分子の比旋光度に関係付ける式は、式（１）によって与えられる。
【００２１】
【数１】

【００２２】
　ここで、
【００２３】

【数２】

【００２４】
は光学活性化合物の比旋光度、αは度を単位とする観測された旋光、Ｌはｄｍを単位とす
る経路長、Ｃは溶液１ｍｌ当たりの質量のグラム数を単位とするサンプル濃度である。
　与えられたキラル物質について、比旋光度の波長依存性が、構成分子の旋光分散（ＯＲ
Ｄ）特性を与える。あらゆる光学活性分子が、その分子組成に基づいて、知られた独自の
ＯＲＤ曲線を有する。
【００２５】
【数３】
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【００２６】
　波長と比旋光度の間の関係は、ドルーデの式によって与えられる。式（２）は、ドルー
デの式の近似であり、対象分子の吸収域外でのみ有効である。キラル分子の比旋光度が２
つの異なる波長で知られているならば、式（２）は、ｋ０およびλ０について解くことが
でき、比旋光度は、領域内の任意の波長について計算されることができる。体のその他の
組織も、感知部位として使用されることができる。耳、鼻、ならびに指および足指の間の
薄い皮膚の組織が、感知されることができる。これらは骨のない組織である。使用される
場合、これらの感知部位について、波長および分子組成が計算されなければならない。
【００２７】
旋光分析
　光学活性サンプルによる旋光を測定するのに使用される光学計器が旋光計である。旋光
計の主要構成要素は、図１に示されるように、光源１０と、偏光器１２と、サンプルセル
容器１４と、解析器として知られる第２の偏光器１６と、検出器１８とである。
【００２８】
　ビームがサンプルを通過するとき、サンプルの濃度および容器の経路長に従って、偏光
面が回転する。サンプルに起因する旋光の量は、解析器を使用して決定されることができ
る。解析器が初期偏光器に直交して配置される場合、理論的には、サンプルが存在するな
らば、光は伝送されない。次に、光学活性サンプルがシステムに導入された場合、伝送さ
れる光の強度は、サンプルに起因する偏光の回転量に比例する。したがって、検出された
光強度は、経路長が一定であると仮定した場合、サンプルの濃度に関係する。
【００２９】
旋光分析および感知部位としての眼
　生体内旋光グルコース検出の場合、適切な感知部位が必要とされる。皮膚など体のいく
つかの組織は、本質的にきわめて良く散乱を起こす。この散乱の影響は、光の偏光を著し
く妨げる傾向にあり、生理的グルコースレベルによる僅かな旋光を測定することを困難に
する。眼は、角膜が体への低散乱の窓を提供する点で他に類を見ない。眼房水へのグルコ
ースの拡散または分泌は、時間遅延を伴いながらも血糖レベルと相関している。これらの
理由が、眼を好ましい感知部位にしている。
【００３０】
　眼は実質的には散乱を起こさず、血液と相関したグルコース濃度を有するが、感知部位
としての独自の難点を有する。主要な難点は、モーションアーチファクトに関連する空間
的に変化する角膜の複屈折である。
【００３１】
角膜複屈折
　物質の光学的性質がその向きに関わらずすべての方向で同じであるならば、その物質は
、等方性であると言われる。多くの結晶構造およびいくつかの有機物質では、光学的性質
はすべての方向で同じでなく、それらは２以上の屈折率を有し、これらの材質は、異方性
として知られている。
【００３２】
　複屈折は、（遅軸に沿った）通常屈折率ηｏと（速軸に沿った）異常屈折率ηｅの、直
交する向きの２つの異なる光の屈折率が存在する異方性物質の性質である。ｘ軸に沿って
偏光された光は、異なる屈折率を経験し、したがって、ｙ軸に沿って偏光された光が進行
するのとは異なる速度で進行する。ｘおよびｙ偏光成分の間の伝播速度の差は、位相差を
引き起こす。成分の大きさおよび相対位相リターダンス（δ）に応じて、直線から楕円ま
で変化する異なる状態が、図２に示されている。
【００３３】
　角膜は、複屈折異方性物質である。角膜複屈折は、薄膜の層から構成される間質に起因
し、さらに薄膜は、互いに平行に並んだコラーゲン線維から構成される。次に続く薄膜の
各層は、前の層に対して異なる向きに配置される。これらの層は各々、独自の固有の複屈
折を含み、薄膜の配列の角度が、全体的な複屈折を決定する。多くの研究において、リタ
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ョンアーチファクトに関連する角膜の複屈折は、生体内旋光グルコース測定を現在妨げて
いる主要な問題である。
【００３４】
デジタル閉ループ制御グルコース感知旋光計
　生体内グルコース検出に使用されるシステムのブロック図が、図３ａに示されている（
従来技術）。６７０ｎｍの波長（赤色）で１ｍＷのパワーを放射するダイオードレーザ２
０が、光源として使用される。レーザビームは、光学システム内に存在する初期偏光器２
２によって偏光される。偏光ベクトルの変調が、８０４Ｈｚの周波数および±１°の変調
深さで、正弦関数生成器２６によって駆動されるファラデー変調器２４によって施される
。いくつかの実施形態では、電力増幅器２８が、関数生成器２６とファラデー変調器２４
の間で使用されることができる。この変調信号は、１ｃｍの経路長をもつ光学級ガラスか
ら構成されるサンプルセル容器３０の中を伝播する。次にファラデー補償器３２が、シス
テム内でフィードバック補償を提供するために使用される。この補償器３２の目的は、グ
ルコースに起因するどのような旋光も無効化または除去することである。ファラデー補償
器３２の後に、解析器として機能する別の偏光器３４が存在する。解析器３４は、変調さ
れた偏光ベクトルをマリュスの法則に従って強度変調に変換する。この強度は、シリコン
光ダイオード検出器３６によって検出され、検出された光強度に比例する電圧を出力する
広帯域増幅器（図示せず）によって増幅される。増幅出力および変調信号は、データ収集
（ＤＡＱ）ボードを介して、ロックイン増幅器およびコントローラプログラムに入力とし
て送られる。いくつかの実施形態では、コントローラプログラムは、ＰＣ４１に接続され
、ＰＣは、電源４２に動作可能に接続される。ロックイン増幅器は、変調周波数に存在す
る信号成分を測定し、この信号に基づいて、コントローラは、光学活性サンプルに起因す
るどのような旋光も補償するために取られる一連の動作を決定する。コントローラの出力
は、ＧＰＩＢ制御のＤＣ電源４２を介してファラデー補償器３２に与えられる。この出力
は、ファラデー補償器３２を駆動して、システムを無効化するために使用される。
【００３５】
　システムによって検出される光の強度は、式（３）によって与えられる。
【００３６】
【数４】

【００３７】
　ここで、ωｍは変調周波数、θｍはファラデー変調器の変調深さである。φはグルコー
スとファラデー補償器に起因する旋光の差である。検出信号は、ｄｃ項と、周波数倍加項
と、制御システムへの入力として使用される変調周波数ωｍでの対象信号とから成る。
【００３８】
設計される角膜複屈折補償システム用のストークス／ミュラーモデル
　グルコース感知旋光計システムの角膜複屈折補償モジュールの一般化されたブロック図
が、図３ｂに示されている。
　複屈折補償光学システム内に存在する主要構成要素は、レーザと、偏光器と、リターダ
（前方複屈折）と、サンプルと、リターダ（後方複屈折）と、複屈折補償器である。スト
ークスベクトルおよびミュラー行列理論の使用が、複屈折を計算するシステムをモデル化
する方法を提供する。この光学システム用のストークス／ミュラーモデルは、以下の行列
システム（式３．１）によって与えられる。
【００３９】
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【数５】

【００４０】
　ここで、この行列システムは、光の伝播方向とは逆の順序で提示されている。「γ」は
方位角、「δ」はリターダンスで、共に後方角膜リターダに起因し、「γ１」は方位角、
「δ１」はリターダンスで、共に複屈折補償器に起因し、φｇはグルコースに起因する旋
光である。このモデルは、初期リターダの光学軸は初期偏向状態に合わされているので、
初期リターダを考慮しない。最初、複屈折補償器は、リターダンスを補償せず、したがっ
て、γ１およびδ１は０であり、補償器のミュラー行列は単位行列となる。楕円偏光はス
トークスパラメータ「Ｖ」だけによって表されるので、式を簡略化することで、
【００４１】

【数６】

【００４２】
となる。式［３．２］の項を並び替え、生理学的グルコースレベルではφｇは無視し得る
と仮定すると、リターダンスδは、
【００４３】

【数７】

【００４４】
によって与えられる。
　上記の式において、ストークスパラメータ「Ｖ」は、本明細書で説明されるように、円
偏光解析器を使用して検出される。
【００４５】
グルコース感知旋光計システム用のストークス／ミュラーモデル
　グルコース感知旋光計システムの一般化されたブロック図が、図４ａに示されている。
設計される旋光計の光学システムに存在する主要構成要素は、レーザと、偏光器と、サン
プルと、複屈折補償器と、ファラデー変調器と、ファラデー補償器と、解析器と、検出器
である。ストークスベクトルおよびミュラー行列理論の使用が、光学システム全体にわた
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って偏光ビームをモデル化する方法を提供する。グルコース感知の場合、複屈折補償器が
、サンプルに起因するどのようなリターダンスも打ち消す。したがって、複屈折補償器と
サンプルの寄与が打ち消しあうという最終的結果が得られ、したがって、これら２つのミ
ュラー行列を結合した結果は、単位ミュラー行列となる。簡略化のため、複屈折補償器お
よびサンプルリターダンスを光学システムから除去すると、システムの行列表現は、
【００４６】
【数８】

【００４７】
によって与えられる。ここで、φｆは補償ファラデーローテータに起因する偏光の旋光、
φｇは光学活性サンプルに起因する旋光、θｍは変調深さ、ωｍは変調周波数、ｔは時間
である。この行列システムは、掛け合わせると、以下の式に簡略化されることができる。
【００４８】

【数９】

【００４９】
　置換φ＝φｇ－φｆを適用し、さらに式（４）を強度について簡略化した結果が、式５
によって与えられる。
【００５０】
【数１０】

【００５１】
　強度の式（５）がさらに簡略化され、ｘ≪１の場合、ｓｉｎ（ｘ）≒ｘであると仮定す
るならば、上記の式（５）は、
【００５２】



(13) JP 5006049 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

【数１１】

【００５３】
と変形されることができる。
　上記の式（６）に恒等式
【００５４】

【数１２】

【００５５】
を適用することで、
【００５６】

【数１３】

【００５７】
となる。
　上記の式（７）は、任意の時間（ａｎｙ　ｉｎｓｔａｎｃｅ　ｏｆ　ｔｉｍｅ）にシス
テムによって検出される光の強度を表現している。理解され得るように、検出信号は、Ｄ
Ｃ項と、周波数倍加項と、制御システムへの入力として使用される変調周波数ωｍでの対
象信号とから成る。
【００５８】
角膜複屈折補償グルコース感知旋光計
　図４ｂは、単一の複屈折補償器を使用する角膜複屈折補償旋光計の概略図である。角膜
複屈折補償グルコース感知旋光計５０のブロック図が、図４ｂに示されている。赤色ダイ
オードレーザモジュール５２などの光源が、光源として使用される。レーザ５２は最初、
偏光器５４によって偏光され、最大透過が得られるような向きを取らされる。偏光器５４
は、初期リターダの速軸に合わされ、それによって、角膜の前方側に起因する複屈折の影
響を最小限に抑える。その後、偏光されたレーザビームは、サンプル５６の中を通過する
。角膜複屈折は、偏光されたレーザビームに位相リターダンス（δ）を引き起こし、その
結果、偏光状態を直線偏光から楕円偏光に変化させ、グルコースのサインをマスクする。
複屈折を補償するため、別の電気光学リターダである複屈折補償器６０が、サンプル複屈
折に起因するどのような影響も打ち消すリターダンスを与える。
【００５９】
　複屈折補償器で与えられる必要があるリターダンスの値は、円偏光ストークスパラメー
タ「Ｖ」を決定することによって計算される。このストークスパラメータを計算するため
、楕円偏光が、無偏光レーザラインビーム分割器６２によって２つのルートに分割される
。一方のルートは、円偏光ストークスパラメータ「Ｖ」を特徴付けることが可能な、４５
°直線偏光器が後に続いた４分の１波長板である円偏光解析器６４を通過する。その後、
このビームは、検出器６６へと導かれる。検出器出力は、データ収集ボード（ＤＡＱ）７
０を使用してデジタル化される。いくつかの実施形態では、これが、ＰＣ７１を使用して
実施されるフィードバックコントローラプログラムへの入力となる。このコントローラは
、複屈折補償リターダンスに比例する電圧を出力する。補償アルゴリズムは、差分方程式
によって表されることができる。
【００６０】
　　ｙ（ｎ）＝ｘ（ｎ）＋ｙ（ｎ－１）　　　（８）
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　ここで、「ｙ」は複屈折補償器に適用されるリターダンス、「ｘ」は計算されたリター
ダンスである。完了時には、円偏光成分は存在せず、直線偏光だけが存在し、したがって
、角膜の後方側に起因する複屈折は補償される。
【００６１】
　他方のルートでは、グルコース旋光を測定するために、直線偏光レーザビームが使用さ
れる。その後、ファラデー変調器８０が、レーザの直線偏光ベクトルを変調するために使
用される。ファラデー変調器８０は、１０５８Ｈｚの正弦波源によって駆動される。ファ
ラデー補償器８２は、システム内でフィードバック補償を提供する。補償器８２の目的は
、グルコースサンプルに起因する偏光ベクトルのどのような回転も無効化または除去する
ことである。ファラデー補償器８２の後には、解析器として知られる別の偏光器８４が存
在し、その透過軸は、初期偏光器５４の透過軸と直交する向きに向けられる。解析器８４
は、変調された偏光ベクトルをマリュスの法則に従って強度変調に変換する。その後、ビ
ームは、検出された光強度に比例する電圧が出力である光検出器８６へと導かれる。その
後、検出器８６の出力は、広帯域増幅器（図示せず）によって増幅される。
【００６２】
　増幅出力および変調信号は、データ収集ボード７０を介して、ロックイン増幅器および
コントローラプログラムに入力として送られる。いくつかの実施形態では、コントローラ
プログラムは、ＰＣ７１に動作可能に接続される。ロックイン増幅器は、低周波数および
高周波数の電磁ノイズを排除しながら、変調周波数に存在する信号成分を測定する。検出
器に作用する強度は、式（８）によって与えられ、以下で詳しく説明されるストークスベ
クトルおよびミュラー行列理論を使用してモデル化される。
【００６３】
【数１４】

【００６４】
　式９において、θｍは変調深さ、ωｍは変調周波数、ｔは時間、φ＝φｇ－φｆであり
、φｇおよびφｆはそれぞれ、グルコースサンプルおよびファラデー補償器に起因する偏
光の旋光である。式（９）から理解され得るように、変調周波数での正弦項の相対振幅は
、補償がなされない（φｆ＝０）と仮定するならば、グルコースサンプルに起因する旋光
に比例する。これはコントローラへの入力として使用され、コントローラは、偏光の正味
の旋光を０にする。コントローラの出力は、ＧＰＩＢ制御ＤＣ電源９２を介して、ファラ
デー補償器に与えられる。完了時、コントローラの出力電圧は、サンプルのグルコース濃
度に比例する。
【００６５】
　図４ｃは、角膜複屈折補償器のより堅牢な実施の概略図である。図４ｃでは、図４ｂに
示されるように単一の複屈折補償器を使用する代わりに、サンプルの前方および後方複屈
折効果を補償するために、２つの補償器が実装される。補償手法に関わらず、好ましい補
償リターダは、液晶リターダであるが、機械的リターダまたは光弾性変調器（ＰＥＭ）な
どその他のものも、利用されることができる。偏光レーザビームの経路は変化することが
できる。眼の部分（ｓｅｇｍｅｎｔ）に平行であることが好ましいが、網膜または水晶体
に対して直交するまたはある角度をなす経路も、利用されることができる。
【００６６】
リアルタイムグルコースコントローラプログラム
　グルコースコントローラプログラムのフローチャートが、図８に示されている。非常に
小さなＡＣ信号を検出するために、ロックイン増幅器が使用され、何倍も大きなノイズに
よって信号が不明瞭にされた場合でさえも、正確な測定が行われることができる。ロック
イン増幅器は、位相敏感検波として知られる技法を使用して、特定の基準周波数および位
相での信号の成分を選び出す。基準周波数以外の周波数でのノイズ信号は排除され、測定
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に影響しない。
【００６７】
　コントローラプログラムへの入力信号は、検出された偏光の回転に比例する信号である
。フィードバックコントローラは、グルコース旋光に比例する電圧（すなわち、ロックイ
ン電圧）をファラデー補償器に与え、グルコースに起因する偏光の旋光を無効化するよう
試みる。コントローラプログラムは、ロックイン出力が０に十分近くなるまで継続し、こ
れは所望の信号成分が変調周波数で存在しないことを意味する。完了時、グルコースに起
因するすべての正味の光偏光の旋光は除去され、したがって、ファラデー補償器に与えら
れるコントローラの出力電圧は、サンプルのグルコース濃度に比例する。
【００６８】
実施例－実験的旋光グルコース検出
　ファラデーベースのグルコース感知システムが、高血糖濃度範囲の０～６００ｍｇ／ｄ
ｌおよび低血糖濃度範囲の０～１００ｍｇ／ｄｌの２つの組に対するゼロ複屈折寄与に関
して評価された。グルコース予測用の較正モデルを計算するため、最小２乗線形回帰が使
用された。較正モデルの検証は、独立のデータセットを使用して実行された。較正および
検証についての実際対予測グルコース濃度が、図５ａ～図５ｄおよび図６ａ～図６ｄにそ
れぞれプロットされている。各データセットは、すべての相関係数がｒ＝０．９８８０を
超える高い線形性を有している。平均較正標準誤差（ＳＥＣ）および平均予測標準誤差（
ＳＥＰ）は、それぞれ５．４０４７ｍｇ／ｄｌおよび５．４３８８ｍｇ／ｄｌである。
【００６９】
　複屈折補償システムが、０～５００ｍｇ／ｄｌまで５０刻みで変化する異なるグルコー
ス濃度に関して、光学システム内に複屈折サンプルをもたずにシミュレートされた。予測
されるように、グルコース濃度対振幅グラフは、図７（ａ）の線形プロットになる。ここ
では、（例えば、角膜複屈折をシミュレートする）サンプルとして可変リターダが存在す
るシステムが評価されたが、複屈折の補償は行われていない。この場合、与えられたグル
コース濃度は、５００ｍｇ／ｄｌに固定され、リターダンスは、０～２πまで０．０１刻
みで変化させられた。図７（ｂ）から理解され得るように、検出された信号は、グルコー
スサインをマスクする複屈折によって変化する。角膜複屈折のない理想的な場合では、グ
ルコース濃度が一定ならば、曲線は一定であるべきである。
【００７０】
　角膜に起因するリターダンスが式（３．３）から計算され、複屈折補償器を使用して補
償される場合、振幅はリターダンスによってもはや変化せず、グルコース濃度が一定なら
ば、図７（ｃ）に示されるように一定となる。したがって、サンプル複屈折は、光偏光の
旋光の測定にもはや影響しない。
【００７１】
実施例－シミュレートされた非侵襲角膜複屈折補償グルコース感知旋光計
　角膜複屈折補償およびグルコース感知のために利用される技法をより良く理解するため
、図４ｂに示されたような設計されたシステムが、すべての側面でシミュレートされた。
加えて、検出された信号に関する周波数解析が、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用して
実行された。シミュレーションプログラムは、ユーザがグルコース濃度および角膜複屈折
の量を恣意的に変更することを可能にした。さらに、シミュレーションは、グルコースコ
ントローラおよび複屈折コントローラを別々に動作可能／動作不能にする選択肢を有する
。シミュレーションは最初、異なるグルコース濃度およびリターダンスについて実行され
た。複屈折補償を行わなかったものと、複屈折補償を行った後のものとの２組の実験が、
０～６００ｍｇ／ｄｌのグルコース濃度範囲で５０ｍｇ／ｄｌずつ濃度を高めて実行され
た。リターダンス値は、異なるグルコース濃度についてランダムに選択された。補償を行
わなかった場合および補償を行った場合のデータについての較正グラフが、図９ａおよび
図９ｂに示されている。予想されるように、補償を行わなかった場合のデータは、相関係
数がｒ＝－０．１５３６という低い線形性を有している。補償を行わなかった場合および
補償を行った場合のデータのＳＥＣは、それぞれ１２５２ｍｇ／ｄｌおよび０ｍｇ／ｄｌ
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である。補償後のＳＥＣにおける１０００分の１の低下（１０００　ｆｏｌｄ　ｄｅｃｒ
ｅａｓｅ）は、提示された角膜複屈折補償方法の効力を示している。
【００７２】
実施例－角膜複屈折によるグルコース偏光旋光のマスキング
　図１０ａ～図１０ｃのＦＴＴプロットは、角膜複屈折がいかにグルコースサインをマス
クするかを示している。図１０ａおよび図１０ｂから、グルコース濃度の変化が、検出信
号（すなわち、１０５８Ｈｚにおける信号成分）の大きさを変化させることが理解される
。図１０ａは、０ｍｇ／ｄｌのグルコース濃度に対応し、図１０ｂは、２００ｍｇ／ｄｌ
のグルコース濃度に対応する。しかし、変調周波数の２倍（すなわち、２１１６Ｈｚ）に
おける大きさは、一定に維持され、式９と矛盾しないことに留意されたい。グルコース濃
度は２００ｍｇ／ｄｌに維持されるが、５度の角膜リターダンスを引き起こす図１０ｃに
示されるように、複屈折が引き起こされた場合、変調周波数（すなわち、１０５８Ｈｚ）
における大きさは、図１０ｂと比べて変化し、したがって、本質的にグルコースサインを
マスクすることが理解される。
【００７３】
実施例－設計された角膜複屈折補償システムの実験結果
　本明細書で説明される設計された角膜複屈折補償グルコース感知システムおよび方法を
使用して、複屈折補償を行わなかったものと複屈折補償を行った後のもの毎に３組の実験
が、０～５０００ｍｇ／ｄｌまで５００ｍｇ／ｄｌ刻みのグルコース濃度で実行された。
３λ／４とλの間のサンプルの複屈折値は、僅かずつ増加するように選択された。
【００７４】
　得られた補償を行わなかった場合および補償を行った場合のデータが、以下の表１に示
されている。
【００７５】
【表１】



(17) JP 5006049 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

【００７６】
　実験の最初の３つの組は、補償を行わずに実行され、角膜複屈折の影響を示している。
補償を行わなかった場合のデータセットの較正および検証グラフが、図１１ａ～図１１ｃ
および図１２ａ～図１２ｃにそれぞれ示されている。補償を行わなかった場合のデータに
ついての較正モデルの検証は、独立データセットとして他のデータセットを使用して実行
された。最小２乗較正モデルを使用することによって、計算された勾配は－４１４８であ
り、切片は５６１７である。以下の表２から理解され得るように、補償を行わなかった場
合のデータは、平均相関係数がｒ＝０．７０７４の非常に低い線形性を有する。平均ＳＥ
Ｃおよび平均ＳＥＰは、それぞれ１６５６ｍｇ／ｄｌおよび１６４７ｍｇ／ｄｌである。
【００７７】
　本明細書で説明される方法を使用して、実験の第２の３つの組は、複屈折補償を行って
実行された。補償を行わなかった場合のデータについての較正モデルの検証は、独立デー
タセットとして他のデータセットを使用して実行された。補償を行った場合のデータセッ
トの較正および検証グラフが、図１３ａ～図１３ｃおよび図１４ａ～図１４ｃにそれぞれ
示されている。設計されたシステムについて最小２乗較正モデルを使用した場合、計算さ
れた勾配は－３７３１であり、切片は１２７９６である。表２から理解され得るように、
各データセットは、すべての相関係数が０．９８９４を超える非常に高い線形性を有する
。補償を行った場合のデータの平均ＳＥＣおよび平均ＳＥＰは、それぞれ２２８ｍｇ／ｄ
ｌおよび２３０ｍｇ／ｄｌである。
【００７８】
【表２】

【００７９】
　補償を行わなかった場合のデータと異なり補償を行った場合のデータは、較正および検
証の両方について、相関係数がｒ＝０．９８９０を超える非常に高い線形性を有する。ま
た、補償後のＳＥＣおよびＳＥＰには、７分の１の低下が見られる。これらのデータおよ
び結果は、説明された複屈折補償技法と、旋光グルコース測定における方法などを使用す
る利点とを示している。
【００８０】
　その他の実施形態－添付文書で説明される装置は、角膜複屈折補償に適用される理論的
手法が実現され得る一形態を示しているに過ぎない。本発明のその他の実施形態は、以下
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のその他の手法を含むが、それらに限定されず、そのような手法は、本発明の企図される
範囲内にあることを理解されたい。
【００８１】
　１）偏光を制御および処理するためのその他の光学的機構および手法（例えば、液晶可
変リターダを使用する代わりに、偏光を制御するその他の同様の方法は、固定リターダや
光弾性変調器などの光学素子の機械的動作、ポッケルス効果などによることができる）。
　２）角膜複屈折補償器の制御アルゴリズムは、比例積分微分（ＰＩＤ）コントローラの
使用またはその他の同様の方法によるなど、様々な形態で実施されることができる。
【００８２】
　３）複屈折補償器は、（１）で説明されたその他の方法によって拡張されて、複屈折補
償を達成するために、増強されたより堅牢な制御を提供することができる（例えば、説明
された単一軸から３軸複屈折補償への拡張）。
　４）複屈折解析器は、偏光の状態をより十分に特徴付けるために拡張されて、複屈折補
償器のその他の実施（例えば、３軸可変複屈折補償器）にフィードバックを提供すること
ができる。
【００８３】
　本発明の好ましいおよび代替の実施形態の上記の説明は、説明的であることを意図して
おり、添付の特許請求の範囲の範囲および内容を限定することは意図していない。
　本明細書で開示され、特許請求されるすべての構成および方法は、本開示に鑑みて、過
度の実験なしに作成され、実行されることができる。本発明の構成および方法は、上記の
説明的な実施形態に関して説明されたが、本発明の真の概念、主旨、および範囲から逸脱
することなく、本明細書で説明された構成および／または方法に、変形、変更、修正、お
よび改変が施され得ることは、当業者には明らかであろう。より具体的には、化学的およ
び生理学的に関係するある作用物が、同じまたは類似の結果を達成しながら、本明細書で
説明された作用物の代わりをすることができる。当業者に明らかなそのような代用および
修正はすべて、添付の特許請求の範囲によって確定される本発明の主旨、範囲、および概
念内にあると見なされる。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】簡単な旋光計の従来技術による概略図である。
【図２】リターダンス変化に伴う直線偏光から楕円偏光状態までを示した図である。
【図３】図３ａは、デジタル閉ループ制御グルコース感知旋光計の概略図である。　図３
ｂは、角膜複屈折補償器モジュールのブロック図である。
【図４】図４ａは、グルコース感知旋光計システムのブロック図である。　図４ｂは、単
一の複屈折補償器を使用する角膜複屈折補償旋光計の概略図である。　図４ｃは、前方お
よび後方複屈折補償を共に可能にする拡張複屈折補償器の概略図である。
【図５】図５ａは、高血糖グルコース添加水での実験についての実際対予測グルコース濃
度を示したグラフである。　図５ｂは、高血糖グルコース添加水での実験についての実際
対予測グルコース濃度を示したグラフである。　図５ｃは、高血糖グルコース添加水での
実験についての実際対予測グルコース濃度を示したグラフである。　図５ｄは、高血糖グ
ルコース添加水での実験についての実際対予測グルコース濃度を示したグラフである。
【図６】図６ａは、低血糖グルコース添加水での実験についての実際対予測グルコース濃
度を示したグラフである。　図６ｂは、低血糖グルコース添加水での実験についての実際
対予測グルコース濃度を示したグラフである。　図６ｃは、低血糖グルコース添加水での
実験についての実際対予測グルコース濃度を示したグラフである。　図６ｄは、低血糖グ
ルコース添加水での実験についての実際対予測グルコース濃度を示したグラフである。
【図７】図７ａは、角膜複屈折のない場合のグルコース濃度に対する検出された振幅を示
したグラフである。　図７ｂは、グルコース濃度を一定とし補償を行わなかった場合の角
膜複屈折に対する検出された振幅を示したグラフである。　図７ｃは、グルコース濃度を
一定とし補償を行った場合の角膜複屈折に対する検出された振幅を示したグラフである。
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【図８】グルコース測定コントローラのフローチャートである。
【図９】図９ａは、補償を行わなかった場合の高血糖グルコースデータのシミュレーショ
ン結果を示したグラフである。　図９ｂは、補償を行った場合の高血糖グルコースデータ
のシミュレーション結果を示したグラフである。
【図１０】図１０ａは、グルコース溶液がない場合のグルコース旋光および複屈折の影響
を示すＦＦＴグラフである。　図１０ｂは、グルコース濃度が２００ｍｇ／ｄｌの場合の
グルコース旋光および複屈折の影響を示すＦＦＴグラフである。　図１０ｃは、グルコー
ス濃度が２００ｍｇ／ｄｌ、リターダンスが５度の場合のグルコース旋光および複屈折の
影響を示すＦＦＴグラフである。
【図１１】図１１ａは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ａ）についての較正
グラフである。　図１１ｂは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ｂ）について
の較正グラフである。　図１１ｃは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ｃ）に
ついての較正グラフである。
【図１２】図１２ａは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ａ）についての検証
グラフである。　図１２ｂは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ｂ）について
の検証グラフである。　図１２ｃは、補償を行わないグルコース添加水での実験（ｃ）に
ついての検証グラフである。
【図１３】図１３ａは、補償を行うグルコース添加水での実験（ａ）についての較正グラ
フである。　図１３ｂは、補償を行うグルコース添加水での実験（ｂ）についての較正グ
ラフである。　図１３ｃは、補償を行うグルコース添加水での実験（ｃ）についての較正
グラフである。
【図１４】図１４ａは、補償を行うグルコース添加水での実験（ａ）についての検証グラ
フである。　図１４ｂは、補償を行うグルコース添加水での実験（ｂ）についての検証グ
ラフである。　図１４ｃは、補償を行うグルコース添加水での実験（ｃ）についての検証
グラフである。
【図１】

【図２】

【図３】
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【図１４】
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