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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　万能形眼科検査装置であって、この装置が、中央制御ユニットと接続され、検査対象に
向かって指向されている照明光路内の少なくとも１つの１次光源と、検査対象の少なくと
も部分領域を記録及び／又は測定するための少なくとも１つの画像撮影・評価ユニットと
、光路切替のための電子的に切替可能な要素とを有する、前記装置において、
　少なくとも１つの１次光源のために設けられている照明光路内に、中央制御ユニットと
接続状態にある制御可能な共通の光学式光マニピュレータであって、１次光の強度経過及
び／又は時間経過をプログラム技術的に修正し且つ１次の照明の設定並びに画像撮影と評
価の設定に対して時間的に定義された関係をもって修正するための光学式光マニピュレー
タが配設されていること、及び、１次光から修正により生成された２次光が検査対象の照
明及び選択的な刺激作用のために設けられていることを特徴とする装置。
【請求項２】
　光学式光マニピュレータが、可制御で変えられる透過度に基づく電気光学構成要素であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の眼科検査装置。
【請求項３】
　光学式光マニピュレータが、照明光路内に挿入可能で且つ照明光路から取出可能である
支持体に固定されていることを特徴とする、請求項１に記載の眼科検査装置。
【請求項４】
　１次光源として、連続放射する照明装置が設けられていることを特徴とする、請求項１
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～３のいずれか一項に記載の眼科検査装置。
【請求項５】
　連続放射する照明装置が、少なくとも可視及び赤外スペクトル領域を含んでいることを
特徴とする、請求項４に記載の眼科検査装置。
【請求項６】
　光学式光マニピュレータが、可視スペクトル領域における可制御で変えられる透過度に
基づき且つ赤外スペクトル領域では透明性を有する電気光学構成要素であること、可視及
び赤外スペクトル領域のために別個の撮影通路が設けられていること、及び、それらの撮
影通路間の切り替えのために設けられている切替要素が切り替えの制御のために中央制御
ユニットと接続されていることを特徴とする、請求項５に記載の眼科検査装置。
【請求項７】
　光学式光マニピュレータが、可制御で変えられる反射度に基づく電気光学構成要素であ
ることを特徴とする、請求項１、３、４、５のいずれか一項に記載の眼科検査装置。
【請求項８】
　第２の１次光源がフラッシュ照明装置として形成されていることを特徴とする、請求項
１～７のいずれか一項に記載の眼科検査装置。
【請求項９】
　１次光源としてフラッシュ照明装置が設けられていることを特徴とする、請求項１～３
のいずれか一項に記載の眼科検査装置。
【請求項１０】
　眼科検査方法であって、この方法では検査対象が画像を撮影するために少なくとも１つ
の光源の光を用いて照明光路を介して照明され且つ選択的に刺激され、更にこの方法では
、検査対象の画像撮影と、画像撮影により取得された画像の評価とにより検査結果が導き
出される、前記方法において、
　少なくとも１つの光源の光が、その強度経過及び／又は時間経過に関し、少なくとも１
つの光源の設定、画像撮影の設定、及び評価の設定に対して時間的に定義された関連をも
ち、検査課題に適応性をもって適合させるために照明光路内でプログラム技術的に修正さ
れ、照明のため及び選択的な刺激作用のための修正された光として使用されることを特徴
とする方法。
【請求項１１】
　適応性をもった適合のために、検査結果から導出されている又はセンサ信号として形成
されている信号からコンピュータ制御のためのフィードバックが作り出され、それにより
、強度経過及び／又は時間経過の制御と、少なくとも１つの光源の制御と、画像撮影及び
評価の制御とが結果指向で最適化されることを特徴とする、請求項１０に記載の眼科検査
方法。
【請求項１２】
　連続放射する光源の光が、その強度に関して先ずは弱められ、所望の時点で画像撮影と
同期してより高い強度へと高制御されることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の
眼科検査方法。
【請求項１３】
　連続放射する光源がその出力に関して増加され、他方では光の強度が検査対象のための
一定の照明強度を維持するために低下されること、及び、光の強度が、品質的に高度の画
像撮影にとって必要な光源の出力が達成された際、フラッシュを生成するように増加され
ることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の眼科検査方法。
【請求項１４】
　強度経過及び／又は時間経過の修正を用い、連続画像の制御及び／又は画像内容の品質
変化の制御が行われることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の眼科検査方法。
【請求項１５】
　連続放射する光源による照明を用いた画像撮影の際、選択された時点で、フラッシュを
生成する光強度の作動制御が行われることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の眼
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科検査方法。
【請求項１６】
　連続光を用いた画像撮影が赤外線にて行われ、他方でフラッシュ生成が可視スペクトル
領域で実施されることを特徴とする、請求項１５に記載の眼科検査方法。
【請求項１７】
　連続照明を用いた画像撮影と、フラッシュ生成された照明を用いた画像撮影とが同じ画
像撮影通路で行われることを特徴とする、請求項１６に記載の眼科検査方法。
【請求項１８】
　連続照明を用いた画像撮影と、フラッシュ生成された照明を用いた画像撮影とが別個の
画像撮影通路で行われることを特徴とする、請求項１６に記載の眼科検査方法。
【請求項１９】
　連続放射する光源の光から光遮断によりフリッカー光が生成され、明段階が測定の実施
のために用いられることを特徴とする、請求項１０又は１１に記載の眼科検査方法。
【請求項２０】
　光源として用いられるフラッシュ照明装置のフラッシュから、時間経過の修正により、
少なくとも１つのフラッシュ部分の時間的な切り取りが行われることを特徴とする、請求
項１０又は１１に記載の眼科検査方法。
【請求項２１】
　画像撮影のために切り取られたフラッシュ部分のフラッシュ時点の同期により、時間解
像された画像内容を有する画像が作成されることを特徴とする、請求項２０に記載の眼科
検査方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、万能形眼科検査装置に関し、この装置は、中央制御ユニットと接続され、検
査対象に向かって指向されている照明光路内の少なくとも１つの１次光源と、検査対象の
少なくとも部分領域を記録及び／又は測定するための少なくとも１つの画像撮影・評価ユ
ニットと、光路切替のための電子的に切替可能（スイッチング可能）な要素とを有する。
【０００２】
　更に本発明は眼科検査方法に関し、この方法では、検査対象が画像を撮影するために少
なくとも１つの光源の光を用いて照明光路を介して照明され且つ選択的に刺激され、更に
この方法では、検査対象の画像撮影と、画像撮影により取得された画像の評価とにより検
査結果が導き出される。
【０００３】
　本発明は診断システムに使用可能であり、この診断システムでは、眼底の画像作成、測
定、刺激作用、並びに機能イメージングが、人間及び動物の目の検査の構成要素となって
いる。
【０００４】
　このようなシステムは、特に、検眼鏡と、散瞳性網膜カメラ及び無散瞳性網膜カメラと
、血管解析のためのシステムであって、インジケータ技術、血液速度（ＬＤＶ、ＬＤＦ）
、及び、直接的な又は間接的なオフサルモスコピー（検眼）に基づいて構成されている眼
底の分光データを用い、微小循環、物質代謝、血液循環時間の様々な異なる値を測定する
ためのシステムとを含んでいる。
【背景技術】
【０００５】
　周知の画像作成システムは照明システムとして閃光（フラッシュ光）装置又は連続光源
を使用している。
【０００６】
　フラッシュ稼動を用いた画像記録は確かに高品質画像を生み出すが、１秒あたりの個々
の画像に対する画像記録の時間的な連続性は技術的に且つ患者にために光負荷側において
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制限されている。更にフラッシュ光路を有する装置はコスト高であり、構成サイズと重量
の増加を導いてしまう。
【０００７】
　それに対して連続照明は例えばビデオモードにおいて連続的な画像連続撮影を可能にす
るが、光負荷限界と連続照明自体とに起因し、それらの画像の形状解像度は少なく且つ画
像品質は粗悪である。
【０００８】
　使用されているランプの高制御(Hochsteuern)は確かに是認可能な光負荷をもって画像
品質を改善する。ところが、ランプの遅れに基づくものであり患者にとって知覚可能な光
の増加及び減少は、対応的な期待の態度、まぶたのまばたき、目を細めること、目の動き
などを導き、そのために画像品質が再び多大に損なわれる。
【０００９】
　また、刺激された（誘発された）測定結果を局所的に基底（眼底）画像に割り当てて表
示することが知られている。所謂機能イメージングにより、網膜血管の応答反応の時間的
な経過に基づき、いかに自己調整が血管直径の変化を介して妨害（誘発作用）の調整を試
みるかが観察され得る。
【００１０】
　機能イメージングは刺激作用の他に高品質の画像作成と測定を必要とし、この際、画像
作成と刺激作用と測定との間の自由な時間的な対応と迅速な交換ができるだけ保証される
べきである。患者に対する光負荷を軽減するためには例えば光を用いた刺激作用時に赤外
線照明との組み合わせが有意義である。
【００１１】
　特許文献１による周知の装置は網膜反射率の機能的な変化の利用に基づくものであり、
この装置では、検知可能な機能応答信号を誘導するために、連続照明に追加し、刺激作用
を及ぼす照明器の光が光路内に挿入される。両方の別個の光路の光は交互に切り替えられ
得る又は重ね合わされ得る。
【００１２】
　この装置において刺激作用は、網膜の所定の層を構造及び光分散特性に関して変化させ
るために利用される。
【００１３】
　生物学的応答が網膜構造の拡散反射(Remission)において見られるので、２つの異なる
機能状態のために拡散反射変化が差画像生成によって比較及び記録されることにより、光
線特性の変化の検査に順応されている装置が得られる。
【００１４】
　確かにこのことは、任意の光源の光が互いに重ね合わされ得る又は交互に切り替えられ
得るという長所を提供する。
【００１５】
　しかしながら、刺激作用のために他の装置が必要とされ、その光が追加的な光路内で分
配鏡を介して網膜上にもたらされなくてはならないということは短所である。
【００１６】
　網膜反射率の機能的な変化の利用に代わり、機能診断検査にとって眼底における構造が
精確に測定されるべき場合には、特許文献２によるシステムが提供され、このシステムは
、光学的に到達可能な又は他の方式で結像可能な血管にとって適していて、このシステム
により、本質的なものであり臨床的に重要な機能診断特性値が最小限の患者負荷で高い再
現性をもって検出され且つ表示され得る。誘発作用のためには明滅光（フリッカー光）が
別個の光路内に提供され得て、このフリッカー光は連続測定光に重ね合わされる。別個の
光路として、修正されたフラッシュ光路が用いられるので、機能イメージングにとってフ
ラッシュ光を用いた高品質画像記録が欠如するという短所がある。
【００１７】
【特許文献１】ヨーロッパ特許第1100370号明細書
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【特許文献２】ドイツ特許出願公開第19648935号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明の課題は、画像作成と測定にとって並びに機能イメージングにとって必要な装置
技術的な前提であって、光学的な刺激作用のため、更には連続照明時及びフラッシュ光稼
動時における時間的且つ場所的に高解像の画像記録のための前提、並びに、極めて広範囲
で自由に選べる持続期間を有する赤外及び可視スペクトル領域内の測定のための前提を、
低コストな機器内で簡単な方式により互いに結合することである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　前記の課題は、本発明に従い、冒頭に掲げた形式の検査装置において次のことにより解
決される。即ち、少なくとも１つの１次光源のために設けられている照明光路内に、中央
制御ユニットと接続状態にある制御可能な共通の光学式光マニピュレータであって、１次
光の強度経過及び／又は時間経過をプログラム技術的に修正し且つ１次の照明の設定並び
に画像撮影と評価の設定に対して時間的に定義された関係をもって修正するための光学式
光マニピュレータが配設されていること、及び、１次光から修正により生成された２次光
が検査対象の照明及び選択的な刺激作用のために設けられていることである。
【００２０】
　更に前記の課題は、本発明に従い、冒頭に掲げた形式の検査方法において、次のことに
より解決される。即ち、少なくとも１つの光源の光が、その強度経過及び／又は時間経過
に関し、少なくとも１つの光源の設定、画像撮影の設定、及び評価の設定に対して時間的
に定義された関連をもち、検査課題に適応性をもって適合させるために照明光路内でプロ
グラム技術的に修正され、照明のため及び選択的な刺激作用のための修正された光として
使用されることである。
【００２１】
　本発明の有利な構成は従属請求項に記載されている。
【００２２】
　照明光路内に配設されている唯一の要素を使って照明に影響を及ぼすことにより多機能
性が達成され、これは、照明光路内に案内されている光がその光特性に関して機能適合さ
れて変更されることによるものであり、それにより刺激作用を及ぼす別個の照明器と、追
加的な光路上へのその挿入とが排除され得る。
【００２３】
　本発明により、測定可能な構造体の画像的な表示を、誘導された機能応答信号から適応
性をもって生成し、それにより使用幅が多大に改善された検査装置を構成することが達成
される。適応性をもった適合とは次のこととも言える。即ち、検査結果から導出されてい
る又はセンサ信号として形成されている信号からコンピュータ制御のためのフィードバッ
クが作り出され、それにより、光マニピュレータ或いは強度経過及び／又は時間経過の制
御と、１次の照明の制御と、画像撮影及び評価の制御とが結果指向で即ち結果に適応して
最適化されるということである。網膜微小循環内の変化を光誘導式で刺激することにより
、画像に基づき、血管拡大箇所や、例えば酸素飽和度や血液速度のような微小循環の他の
値の変化が検査装置を用いて直接的に又は間接的に確定され得る。
【００２４】
　光変調器（光マニピュレータ）の任意にプログラミング可能な駆動により、１次源の光
が照明のため或いは刺激作用のために用いられるかどうかが決定され、この際、刺激作用
中でも画像作成と測定が行われ得る。
【００２５】
　周知の使用の最善化の他に本発明は適応制御により中でも眼底のためのイメージングシ
ステム及び測定システムの全く新たな使用を可能にする。
【００２６】
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　連続照明を用いたフラッシュ稼動
　光マニピュレータが例えば高速の電気光学スイッチとして実施されると、網膜カメラの
明るい連続観察光は任意に弱められ、所望の時点で画像撮影と同期してより高い任意の強
度へとフラッシュ状に高制御され得る。その際、直接的な駆動時にランプの遅れに起因し
て今まで発生していた遅延はもはや問題にはならない。それにより連続照明装置がフラッ
シュ状の照明のためにも多大に改善された画像品質をもって利用され得て、それと同時に
設定過程及び測定過程のための基底（眼底）の光負荷が多大に減少される。
【００２７】
　出力損失を減少するために連続照明装置のランプは、設定過程中、減少された出力で稼
動され得る。作動の時点において実際の画像撮影前では、変更可能な透過度に基づく電気
光学スイッチが、その透過度に関し、ランプの出力が増加されるような程度で減少され得
て、基底（眼底）では更に一定の照明強度がある。品質的に高度の撮影にとって必要な光
強度が達成された後、初めて、電気光学スイッチは、所望の露出時間の間、画像撮影と同
期して透明状態に置き換えられる。それに引き続き、逆の順番で、減少されたランプ出力
を伴う設定稼動が再び確立され得る。
【００２８】
　適応蛍光血管造影
　完全な画像レートではなく例えば５画像だけを有する連続画像記録撮影又は測定が必要
な場合、制御可能な光学式光マニピュレータの対応的な同期により所望の画像中にだけ照
明光路が解放され得る。眼底は光で負荷されるが遥かに少なく、又は、同じである光負荷
により、選択された個々の画像内には記録撮影のために遥かに多い光が使用可能とされて
いる。興味深い使用はビデオ血管造影のために提供されていて、このビデオ血管造影では
照明された画像の時間的な順番と強度とが医学的な問題提起に対して適応され得る。本発
明に従うこの実現化は、検査者が、この検査者の問題提起にとって完全に自由なものであ
り今までは不可能であった、異なる特性を有する連続画像を作り出すことができるという
ことを意味する。この場合、実際の露出時間は照明時間により予め与えられるので、極め
て短い時間間隔で目の高い照射強度をもった画像が生成され、任意の照明強度と画像撮影
時間を有する任意の時間順番が作成され得る。切替可能な様々な光路内の１台又は複数台
の画像撮影カメラの制御が同時に制御に含まれると、画像における時間解像度、側光的な
解像度、及び形状的な解像度を検査過程に任意に適合させることができ、全システムに今
までは知られていない機能的な適応性を設けることができる。同時に本発明に従う検査装
置の高適応性は目の個々の特殊性に対する適合のために利用され、それにより診断上の品
質と画像品質が最適化され、例えば目の動きのような誤り源が最小化される。そのための
例は、高解像の個別画像と、目のための休憩時間を伴う連続記録撮影との間の変換であり
、この連続記録撮影は、空段階（エンプティ・フェーズ）における自動蛍光を表示するた
め、高い時間解像度を有する早い時期の及び遅い時期の動脈流入段階における自動蛍光を
表示するため、それは例えば血液速度を表示するための短い２重連続画像、毛細血管血液
速度を表示するためのより長い２重連続画像としてであり、また、側光的に且つ時間的に
高解像の個別画像を有する完全段階（フル・フェーズ）における自動蛍光を表示するため
のものであり、更には、流出段階のため、及び、少ない時間解像度及び場所解像度だけを
必要とする色素流出を表示する後段階からの画像を側光的に高感度で撮影するためのより
長い休憩時間を伴う連続記録撮影がある。
【００２９】
　静的血管解析と動的血管解析の組み合わせ、或いは、機能イメージングのための測定と
並行する画像記録としての並行に高解像される画像撮影
　他の本質的な長所は、連続光を用いた測定が少ない光負荷で実施され得るということに
あり、例えば特許文献２に従って構成されている装置を用いた動的血管解析のためであり
、他方で、プログラミング可能な任意の時点で静的血管解析のための高品質画像が測定過
程内の照明光のフラッシュ状の作動制御(Aufsteuern)により撮影され得る。
【００３０】
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　この際、フラッシュ撮影される画像は、測定をも行う同じカメラ、又は、他の光路内で
他のカメラを用いて撮影され得る。最初のケースでは、カメラの感度はフラッシュによる
画像撮影前に間接的にその感度に関して適合されなくてはならず、それに対し、２番目の
ケースでは他の光路を介した第２記録撮影通路が制御可能な光学式光マニピュレータに同
期して開放される必要がある。
【００３１】
　更にフラッシュは、連続照明から制御可能な光学式光マニピュレータを用い、又はフラ
ッシュ照明装置だけを用い、又は制御可能な光学式光マニピュレータにより修正されてい
るフラッシュ照明装置のフラッシュを用いて生成され得る。
【００３２】
　フリッカー
　測定のために連続光を利用する場合、画像撮影に同期し、制御可能な光学式光マニピュ
レータを光遮断のために利用し、フリッカー光を生成することができる。この際、フリッ
カー光中の測定は各々の明るい画像において継続され得る。従って例えば血管の機能診断
のために重要な、様々な周波数を有するフリッカー刺激作用が実現可能である。
【００３３】
　連続ビデオ記録撮影の動的領域の増加
　他の長所は、乳頭(Papille)や黄斑(Makula)のような本質的に異なる拡散反射を伴う対
象の準・連続的な画像記録撮影である。例えば画像から画像へと跳躍的に照明強度が変わ
ると、画像内で正確にくまなく照らされて測定目的又は判断目的のために乳頭又は黄斑が
交互に得られる。
【００３４】
　画像信号のコントロール（変調）が決定されて光学式光マニピュレータの制御にフィー
ドバックされると、動的領域を増加させるために極めて有効な他の効果が得られる。この
場合、例えば異なる蛍光段階における蛍光血管造影中に明るさを次のように制御すること
ができる。即ち、画像信号の強化と関連して最適な画像コントロールが最小限の光負荷で
達成されるようにである。完全段階（フル・フェーズ）における極めて暗い空撮影と極め
て明るい画像との間の時間的な高い動的領域は、画像の局部的な過剰放射を導き、この過
剰放射は本発明により回避され得る。
【００３５】
　フラッシュ短縮
　他の有利な作用は、制御可能な光学式光マニピュレータを用いてフラッシュ部分を時間
的に切り取ることによるフラッシュ照明装置のフラッシュの修正により達成され得て、そ
れにより光マニピュレータの切替速度（スイッチング速度）に依存してフラッシュ時間が
短縮され得る。より短いフラッシュ時間がフラッシュ中の目の動きを減少させるので、よ
り鮮明な画像が結果として得られる。
【００３６】
　対応して短いフラッシュ時間では、更に、赤い血液細胞柱状部の運動が解像され得ると
いう効果がある。
【００３７】
　速度マッピングのための２重フラッシュ
　制御可能な光学式光マニピュレータを用いたフラッシュ修正は、２つのフラッシュ部分
が１つのフラッシュから切り取られるようにも実施され得る。画像撮影のためのフラッシ
ュ時点の同期により、両方の部分フラッシュ中に画像撮影が行われることが保証されると
、結果として得られる画像は、解像された血液細胞流を含み、これらの血液細胞流から移
動ベクトルと速度場が計算され得る。驚くことに本発明は簡単な手段で速度マッピングを
保証する。
【００３８】
　ＩＲ・Ｎｏｎｍｙｄ
　本発明の他の驚くべき作用は光学式光変調器の使用により得られ、この光学式光変調器
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は可視スペクトル領域だけを接続し、赤外スペクトル領域に対しては透過性を有する。光
変調器の切り替えを、赤外線カメラの選択的な提供と、遮断された赤外線を伴う可視スペ
クトルのためのカメラと同期すると、散瞳網膜カメラが無散瞳カメラとしても使用され得
る。その結果として、血管解析と機能イメージングが無散瞳検査として行われ得るという
長所が得られる。
【００３９】
　簡単な挿入性とそれによる増備性
　光学式光変調器は、多機能要素として、いずれにせよ市販の網膜カメラに設けられてい
るフィルタインサートを介しても照明光と内に挿入され得て、それにより構造上の光学的
な実状に関する低コストで手間のかからないこの修正が増備され得る。
【００４０】
　実現すべき前記の使用に応じ、制御・評価コンピュータに対する電子的に制御可能な手
段の必要な接続と、適合されたプログラミングとが行われなくてはならない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　次に本発明を添付の図面を用いて詳細に説明する。
【実施例１】
【００４２】
　図１は、ブロック図として、赤外線内の測定のためのフラッシュ可能な網膜カメラの形
式である本発明に従う眼科検査装置の実施形態と、フリッカー光を用いた網膜刺激作用と
を示している。この検査装置は照明光路１を有し、照明光路１は、可視及び赤外線領域内
で連続放射し且つハロゲンランプとして形成されている照明装置２と、フラッシュ照明装
置３とのために共通の光路として用いられる。両方の照明装置２及び３の光は別個の光路
４及び５に沿って可傾式ミラー６を介して選択的に照明光路１内に結合可能である。
【００４３】
　照明光路１内には穴あきミラー７が挿入されていて、その中央開口部を通じて結像光路
８が延びていて、その中央開口部を包囲する領域を介して照明光がここでは非図示の光学
結像要素により眼底９へと指向されている。眼底９により反射された光は、結像光路８を
介し、再び非図示の光学結像要素を介して画像撮影に到達し、そのためにこの実施例では
２つの画像撮影装置１０及び１１が設けられていて、それらのカメラ制御装置は、例えば
コンピュータ（計算機）１２のような中央制御ユニットと接続されていて、同様にコンピ
ュータ制御されている可傾式ミラー１３により検査課題に応じて選択的に画像撮影のため
に提供され得る。
【００４４】
　本発明に従い、照明光路１内には、電子駆動モジュール１４と接続されていて制御可能
な光学式光マニピュレータ１５が配設されていて、この際、駆動モジュール１４はコンピ
ュータ１２へのインタフェースを有する。また、光変調器としての光マニピュレータ１５
を様々なフィルタと組み合わせることも可能である。
【００４５】
　光マニピュレータ１５は、全照明装置のために使用可能である共通の要素であり、この
要素は、少なくとも１つの１次光源の光、ここでは連続放射する照明装置２の光及びフラ
ッシュ照明装置３の光を修正することにより２次光を生成する。
【００４６】
　両方の照明装置２及び３の電力供給のために用いられる電源装置１６もコンピュータ１
２と接続されていて、また同様に両方の可傾式ミラー６及び１３もである。
【００４７】
　制御可能な光学式光マニピュレータ１５の作用は、１次照明光束がプログラム技術的に
制御されて幾重にも渡り時間的に及び強度に関して変調され得るということにある。その
ように変調された光は、検査装置の様々な有利な機能を実現するために用いられ、この際
、その変調(Modulation)は、１次照明（ここでは連続照明及びフラッシュ）のパラメータ
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、画像撮影のパラメータ、及び評価のパラメータに関連して制御される。
【００４８】
　当然のことであるが、制御可能な光学式光マニピュレータ１５は異なる構造形式で実施
されて得て、例えばこの実施例のように変更可能な透過度(Transmission)に基づく構成要
素である。また、対応的に適切に適合されている光路と関連して反射特性(Reflexionseig
enschaft)がプログラム技術的に制御されて変更され得るという構成要素も使用すること
ができる。
【００４９】
　検査結果と目の光負荷（光により目にかかる負担）に対して有利な結果として、連続照
明及び個別フラッシュの強度経過及び時間経過が画像の露出時間中だけでなく連続画像間
においても任意に操作され得るということがあり、その際、それにより機能性の範囲が遥
かに拡張される。
【００５０】
　本発明に従う眼科検査装置を用い、例えば赤外線照明下で連続的な血管解析が、フルフ
ィールド・フリッカーの形式の光刺激を用いるという可能性を同時にもちながら実施され
るべき場合には、画像検知のための画像撮影装置１０が赤外線に敏感な電子カメラとして
実施され得て、可視光のための除去フィルタが設けら得る。
【００５１】
　この使用において画像撮影装置１１は、高解像される基底（眼底）画像を撮影するため
に用いられ、赤外線領域内で獲得されるその検査結果に基づき、必要に応じて一覧として
局所的な割り当てが成され得る。
【００５２】
　赤外線照明下の連続血管解析の基礎は、赤外線に敏感な電子カメラを用いた画像検知と
同時に、ハロゲンランプの赤外光を用いた基底（眼底）の照明である。この課題のために
可傾式ミラー６は次のように切り替えられる。即ち、連続光のための光路４が照明光路１
内に引き続き案内されていて、そこから光が光マニピュレータ１５及び穴あきミラー７を
介して検査すべき対象、即ち眼底に到達するようにである。
【００５３】
　変更可能な透過度に基づく光マニピュレータ１５は、例えば透過形ＬＣシャッターを基
礎にした高速の電気光学スイッチとして実施されていて、その光学特性は、赤外光のため
の高透過度と、可視光のためのオンオフ可能な透過度とである。
【００５４】
　前記の検査のために光マニピュレータ１５は静止段階中に照明光の可視部分を遮断し、
光誘発のために通過に切り替えられている。眼底により反射された光は穴あきミラー７内
の開口部を介して結像光路８及び可傾式ミラー１３に沿って画像撮影装置１０に供給され
、画像撮影装置１０はその画像を連続的に中央制御ユニットに送信する。全システムの設
定は非図示の管理モニタを用いて持続的に監視され得る。
【００５５】
　血管解析のためには検査すべき血管部分が、対話式で管理モニタにおいてマークされる
か、又は、自動的に中央制御ユニットの画像処理ソフトウェアにより探知される。血管部
分の測定は連続的な画像流れにおいて行われる。
【００５６】
　刺激段階中に光変調器１５は自由選択可能な信号形式及び周波数で駆動され得て、その
結果、対応的に変調された可視光が眼底９に到達する。赤外光のために専有の感度により
画像撮影ユニット１０の画像検知がその変調により損なわれることはなく、その結果、血
管測定は中央制御ユニットにより静止段階及び刺激段階中に同等に行われ得る。
【００５７】
　赤外線検査中に、高解像された眼底画像が測定箇所の局所表示のため及び測定結果の割
り当てのために撮影されるべき場合には、可傾式ミラー６及び１３を用いてフラッシュ照
明光路５を共通の照明光路１上に切り替える或いは結像光路８を画像撮影装置１１に指向
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調器１５においてフラッシュ照明装置３のフラッシュランプ及び画像撮影装置１１は同期
して作動される。
【００５８】
　選択的に全ての検査は可視光で行われ得る。その際、光マニピュレータ１５は最適な血
管コントラストのために電気光学スイッチと適切な帯域フィルタとの組み合わせとして実
施されている。画像検知は画像撮影ユニット１１を介して行われる。刺激段階中の画像撮
影を可能とするために光変調器１５は同期された方形波信号で駆動される（フルフィール
ド・フリッカー）。その際、フリッカー周波数は使用されているカメラのフレーム率に依
存する。ＣＣＤ・ビデオ・カメラ（ＰＡＬ・スタンダード）にとって、１２.５Ｈｚとい
う同期されたフリッカー周波数における連続的な画像流れは、正確に露出された画像とい
わば露出されていない画像の交互から成る。同期されている刺激信号のより長い或いはよ
り短い周期期間は、各々偶数の複数倍或いはフレームの期間の部分として可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】ブロック図として、赤外線内の測定のためのフラッシュ可能な網膜カメラの形式
である本発明に従う眼科検査装置の実施形態と、フリッカー光を用いた網膜刺激作用とを
示す図である。
【符号の説明】
【００６０】
　１　　照明光路
　２　　照明装置
　３　　フラッシュ照明装置
　４　　光路
　５　　光路
　６　　可傾式ミラー
　７　　穴あきミラー
　８　　結像光路
　９　　眼底
１０　　画像撮影装置
１１　　画像撮影装置
１２　　コンピュータ
１３　　可傾式ミラー
１４　　駆動モジュール
１５　　光マニピュレータ
１６　　電源装置
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