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光コヒーレンストモグラフィ

OCT の能力を増強する補完技術
ジェフ・ヘクト
最近の 20 年間に光コヒーレンストモグラフィ（ OCT ）は放射線障害のない医
療用の非侵襲イメージング技術としての重要性を確立した。新しい光源や手
法、さらには OCT を他の物質や別方式のセンシングに拡張する努力が、表
面侵入深さや走査速度の限界を緩和している。
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OCT は組織内の屈折率差の検出ば

MEMS スキャナやその他の可動ミラー
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にも使われる。
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図 2 米バイオプテ
ィゲン社
（Bioptigen）
が開発した重量 3 ポ
ン ド の 携 帯 式 OCT
スキャナがカナダの
小児病院（ Hospital
for Sick Children ）
において早産幼児の
網膜を走査し、小児
網膜芽細胞腫（眼の
癌）の断層画像を再
生している。

胸部の癌はより手ごわい課題だ。最
近の研究から偏光有感 OCTは癌性の胸
部組織を同定できることが分かった（ 2 ）。
しかしながら、胸部組織は大きいため、
現在の OCTイメージングは1〜 3mm の
深さ限界が制約要因になる。
皮膚病は当然の市場として期待され
るかも知れないが、皮膚を通した撮像は
難しい。また、表面の病変の除去は通
常の生検でも容易であり、より確実な結
果が得られる。皮膚科医の意見として、
独ルール大学（ Ruhr University）
のチ
ロ・ガンビクラー氏
（ Thilo Gambichler）
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