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巻　頭　言

快適な矯正の提供はサイエンスパズル
梶田　雅義
（梶田眼科）

昨年 11 月 18 日と今年 5月 5日のテレビ朝日「本当は怖い家庭の医学」にゲスト出演させていただいた。昨年のテー

マは近視の過矯正，今年のテーマは眼位異常が原因で発症する自律神経失調症様の症状だ。類似の症状をもつ多くの

視聴者から電話で問い合わせがあり，多くの方が全国から私の施設を訪れている。何箇所もの眼科を受診され，何本

もの眼鏡を所持されている方が多く，内科や心療内科，脳神経外科，神経精神科などを転々と受診され，繰り返し

MRI（磁気共鳴画像）や CT（コンピュータ断層）などの高額な保険診療費を支払われている方も少なくない。わずか

1枚の眼鏡処方せんで，数十年続いた体調不良が一瞬にして消退する症例も出ており，「どうしてこの程度のことが今

までわからなかったのか」と不平を訴えられることも少なくない。「この程度」といわれると少し悔しいが，事実である。

何とも返答のしようがない。

快適なビジョンは調節機能と両眼視機能に配慮された屈折矯正から生まれる。屈折矯正が完璧であっても調節負荷

が大きければ，不快である。また，調節負担を軽減しても輻湊開散に負荷が高じれば，これまた不快である。快適な

ビジョンと判断するのは，他覚所見ではなく，個体差の大きい生体の脳である。私達は眼でものを見ているのではなく，

脳で感じ取っているのである。

眼精疲労に悩む多くの方々に会うたびに，「患者さん不在の医療」の現状を憂える。眼を診るだけの診療，視力値を

向上させるだけの矯正が提供されており，眼が左右に並んで二つあることやその眼の持ち主の状態には配慮がない。

左右眼の視力がそれぞれ良好であれば，快適なビジョンが提供されていると考えるのはあまりにも早計である。

屈折異常の診療に際しては眼だけを診ないこと，患者自身と正面から向き合うことが大切である。矯正には自覚的

屈折値と調節，それに両眼視のバランスを考慮する。自覚的屈折値は両眼同時雲霧法で容易に測定できる。調節機能

は調節微動（ニデック社製 AA-1，AA-2，ライト製作所社製 Speedy-K）で容易に観察できる。両眼視機能は眼位検査

装置や融像検査で簡単に検出できる。これら三つの情報を自覚症状と全身状態に照らし合わせたとき，その症例に提

供したい快適なビジョンの方向性がみえてくる。眼精疲労を主とする眼科の診療はまさに眼光学と生理学をベースに

したサイエンスのパズル解きである。「視覚の科学」のなかに，大きなヒントがあるかもしれない。
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総　　説

弱視研究の新たな波
佐 藤 美 保

浜松医科大学医学部眼科学講座

New Wave of Research in Amblyopia
Miho Sato

Department of Ophthalmology, Hamamatsu University School of Medicine

弱視は最も頻度の高い小児の片眼または両眼の視力障害である。我々臨床家が弱視診療を通じて経験して
きたことが基礎研究によって確認され，逆に基礎研究によって明らかになったことが臨床に生かされて，視
覚発達の機序が解明されてきている。とくにこの数年間，弱視に関する基礎研究の成果は目覚ましく，古典
的な弱視に関する考え方を覆すような報告も出ている。弱視に関する臨床的，基礎的知識をあらためてまと
めてみたい。 （視覚の科学　30: 27－ 34，2009）
キーワード：弱視，視覚感受性期間，薬物治療，外側膝状体

Amblyopia is one of the leading causes of unilateral or bilateral visual impairment in children.  
The experiences of clinicians have been confirmed by basic researchers, changes, and evidence 
found by basic researchers has been used by clinicians.  The mechanism of visual development is 
being investigated intensively.  In particular, the basic science of amblyopia has been remarkable 
development in the last decade.  The classic knowledge of amblyopia may be reconsidered in some 
aspects.  In this article, I summarize the clinical and basic studies of amblyopia.

 (Jpn J Vis Sci  30: 27-34, 2009)
Key Words : Amblyopia,  Sensitve period,  Pharmachological treatment,  Lateral geniculate

1.  は じ め に

弱視とは，乳幼児期に一眼あるいは両眼への正常な
視覚刺激が与えられなかったことによって起きる視覚
障害で，人口の 2～3％に発症するとされている。視
覚の発達が障害され弱視を発症する時期，逆に訓練に
よって弱視が改善し視覚の改善が期待できる時期を
sensitive period（視覚感受性期間），あるいは critical 

period（臨界期）という。視覚を司る神経回路が外界
からの刺激によって再編成され，視力が変化し得るこ
とを「神経可塑性がある」と表現する。弱視は屈折異
常弱視，不同視弱視，斜視弱視，形態覚刺激遮断弱
視に分けられ（表 1），いずれも，なんらかの理由で
良好な視環境で視覚感受性期間を過ごすことのできな

かったことが原因と考えられている。すなわち弱視は
眼球に異常があるのではなく，大脳皮質視覚野の二次
的な異常である，というのが一般的な弱視の概念であ
る。
弱視の治療には屈折矯正，健眼遮閉，あるいはペナ
リゼーション法（点眼あるいは眼鏡によるデフォーカ
ス）が行われ，治療方法はほぼ確立されている。治療
に対する反応は，年齢が低いうちに行うほど良好で，
成長してから開始するのでは治療にほとんど反応しな
い。そこで，早期に弱視を発見して治療を開始するこ
との重要性が叫ばれているのである。しかし，ここで
もしなんらかの方法を使って視覚感受性期間を延長す
ることができれば，弱視治療可能な年齢を引き上げる
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ことにつながり，これまで弱視治療をあきらめていた
患者にも治療の可能性が出てくることになる。
ところが，最近の研究では，弱視の機能的な異常が
視覚中枢だけでなく，これまで機能は正常と思われて
いた網膜1）や外側膝状体も弱視に関与していること
が示されたり2），また，視覚感受性に影響を与える物
質が明らかにされてきたり3）して，新しい考え方が
必要になってきた。これらを受けて 2009 年日本眼科
学会総会において，「弱視研究の新たな波」というシ
ンポジウムが企画された。

2.  弱 視 の 臨 床

弱視の概念が臨床家に理解されてから 40 年以上が
経ち，予防や診断，治療方法については大きな進歩が
みられた。しかし，現実に行われている治療の細かい
点は個々の臨床家によって異なっていた。たとえば健
眼遮閉は最も一般的な治療方法であるが，遮閉の時間
や期間については臨床経験や，それぞれの医師がト
レーニングを受けた施設の方針に基づいて決定されて
いた4）。驚くべきことに evidence-based medicine（以
下  EBM）に基づいた治療成果に関する結果が示され
るようになったのは，ここ 10 年程度である。健眼遮
閉が治療にとって必須であるように思われていたが，
多施設共同研究によって，実は屈折矯正だけで視力が
改善する症例が多いこと5），健眼遮閉とアトロピンに
よるペナリゼーションを比較すると，最終的な視力
結果に差がないこと6－9），健眼遮閉は 2時間でも効果
があること10），弱視の成人では健眼が失明すると弱視
眼の視力が改善する可能性があること11），などが明

らかになった。最もインパクトのある研究成果の一つ
に，これまで視力の改善が期待できると思われていた
より高い年齢でも視力が改善することがわかったこと
である12）。これらの臨床研究の結果により，多くの
医師達は視覚感受性期間に関する従来の考えを見直す
こととなった。
上記の研究は主に不同視弱視を対象に行われたもの
であるが，形態覚刺激遮断弱視の代表的なものに，先
天（発達）白内障がある。片眼の先天白内障は，両眼
の先天白内障に比較して視力予後が不良であることが
広く知られている13－15 ）。そのことは，形態覚刺激遮
断弱視のなかに両眼性白内障のように両眼の異常な視
覚体験によるものと，健眼からの抑制的な働きかけの
ために視覚の発達が著しく不良になるものがあること
を示している。したがって両眼性に比べて片眼性白内
障の方が，より緊急に手術が必要で，より強力な遮閉
治療が必要とされている。更に最近では，乳幼児に対
する眼内レンズ挿入がしばしば行われるようになり，
安全かつ良好な視力予後を獲得するための手術時期を
考える際にも，視覚感受性期間について考慮する必要
がある。

3.  視覚の発達に関する研究の歴史

 1 ）視覚中枢の生理学的研究
生後早期に片眼を遮閉して育てると，正常な視力発
達が妨げられることが 1960 年代に HubelとWiesel

による動物実験によって報告された。彼らは仔ネコの
大脳の第一次視覚野の 1個の脳細胞からの電気反応
を記録するという手法を用いることによって16），第
一次視覚野に両眼からの刺激を受けて反応する細胞
（両眼視細胞）と，片眼のみの刺激を受けて反応する
細胞があることを示した17）。そして片眼を縫いつけ
たまま育てられたネコでは，開眼させてから脳細胞
の反応を記録した場合，閉じられていた眼からの刺
激を受ける細胞が反応しないということを示した18）。
また，人工的に斜視を作成し，両眼視ができない状態
で育てたサルやネコは両眼視機能が不良となるが，そ
れらの第一次視覚野では両眼視細胞は反応せず，それ
ぞれの眼からの刺激には反応する細胞のみに活動性が
あることを示した19）。彼らの行った実験手法は，そ
の後多くの視覚研究で取り入れられ，視覚の可塑性の
有無を知るための基本的な方法となっている。この動
物実験の結果は，当時小児の原因不明の視力障害と
されていた一連の疾患と同じ現象を示しており，いく

表 1　弱視の分類

1． 屈折異常弱視（ametropic amblyopia）
両眼の高度の屈折異常のために起きる。遠視，または乱視
が原因のことが多い。

2．不同視弱視（anisometropic amblyopia）
屈折異常の左右差が大きいために起きる片眼の弱視。通常，
遠視あるいは乱視の程度の強い方の眼に起きる。

3．斜視弱視（strabismic amblyopia）
斜視のために起きる弱視で，非優位眼に起きやすい。内斜
視では遠視性不同視弱視を合併することが多い。

4．形態覚刺激遮断弱視（form deprivation amblyopia）
片眼あるいは両眼の視軸がなんらかの理由で遮られること
によって，十分な視覚刺激を受けずに成長した場合に起き
る。
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つかの追加の実験によって，形態覚刺激遮断弱視の動
物モデルとして認められるようになった。更に，特定
の視覚刺激だけを与えて育てたネコでは，同じ視覚刺
激に対しては反応するが，異なる図形に対しては反応
しない20）ことや，単なる光刺激ではなく，鮮明に形
態覚を刺激することが視覚の発達のために重要であ
るとの観点から，より適切な用語として，更に form 

deprivation amblyopiaの訳で「形態覚刺激遮断弱視」
という言葉が用いられるようになった。
 2 ）外側膝状体の変化
弱視の動物実験では，生理学的な変化だけでなく，
組織学的な研究が外側膝状体を中心に進められた。
外部の対象や事象の光刺激の情報は，まず網膜に投

影され，その情報は神経節細胞を通って視神経を経由
して大脳の視床にある外側膝状体へ伝達される。網膜
神経節細胞は大細胞（M細胞系）と小細胞（P細胞系）
に分かれ，それぞれの情報経路がある程度の独立性を
保って，色・形・奥行き・運動・質感など，異なる視
覚情報を伝達している。後頭葉の V1 をはじめとする
視覚野は六つの層に分かれており，そのなかの第 4層
は更に細かく 4A層・4B層・4Cα層・4Cβ層へと分
かれている。外側膝状体の小細胞層で出力される情報
は 4Cβ層に投射され，大細胞層で出力される情報は
4Cα層へ選択的に投射される。
外側膝状体は，両眼からの神経細胞が視交叉を経て
集まり，最初にシナプスを変える場所であり，両眼か

図 1　 サルの大脳皮質から記録した眼優位性細胞の頻度
異なる原因の弱視サルから記録した。
右上：形態覚刺激遮断弱視では，左眼からの刺激に反応する細胞のみがみられる。
左下： 斜視弱視では，右からの刺激に反応する細胞がわずかに残っているが，両眼の刺激に反

応する細胞はみられない。
右下：右屈折異常弱視では，左眼からの刺激に反応する細胞のみがみられる。
ND：不明（not detected）
（文献 55）より改変）
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らきた神経終末は層構造を形成する。しかし，生後
1週間，片眼を縫合して育てたサルと，人工的に斜視
にしたサルでは，外側膝状体の細胞の大きさに変化
が起こり，きれいな層構造を形成しないことが示さ
れた21, 22 ）。ヒトで確認することはほぼ不可能と思わ
れていたが，不同視弱視23）と斜視弱視24）のそれぞれ
1例ずつの解剖によって，同様な外側膝状体の変化が
起きていることが確認された。このような外側膝状体
の組織学的変化は，生後早期の片眼遮閉によってもた
らされるが，遮閉開始の時期が遅い場合には起こらな
い。一方，遮閉眼を変えて，健眼を遮閉した後に大脳
視覚野の細胞の電気反応を調べると，いったんは反応
が悪くなった細胞からの反応が回復してくるのが確認
できる。そこで外側膝状体の組織学的変化は必ずし
も生理的な異常を伴わないと考えられた25）。しかし，
生後 30 日間を斜視弱視になるようにプリズムを装用
させて育成したサルで 60 日後には外側膝状体が小さ
くなっているのを確認し，更に 5年後には両眼視がな
いにもかかわらず，外側膝状体細胞の大きさが戻って
いたとの報告もあり26），外側膝状体の形態と生理に
ついてはまだ検討の余地がある。
 3 ）視覚感受性期間の研究
サルによる実験結果は，ネコに比べるとはるかに時
間がかかったが，やはり同様な結果を得た。視覚刺激
遮断によって起きる片眼の視力低下の程度は，遮断を
開始した時期と遮断されていた期間によって左右され
ることが示された27, 28 ）（図 1）。視覚感受性期間を探
るためには，サルやネコなどを用いて，片眼遮閉を開
始した時期と遮閉を外した時期を変化させて，Hubel

とWieselが行ったように大脳視覚野の細胞からの反

応をみたり27），行動から視力を推定したり，visual 

evoked potential（以下  VEP）を記録したりする29）

ことによって行われた。
ヒトでは，このような実験は行うことができないた
め，片眼や両眼の先天白内障や新生児黄斑下出血と
いった生後早期の視力障害を起こす疾患と，それらの
治癒時期，得られた視力，VEPなどの関係をみると
いった手法 30－33 ）で研究が進められた。多くの基礎的
な研究や臨床的な研究によって，視覚感受性は出生直
後には低く，その後急速に高まり，ピークに達すると
徐々に低くなることがわかった。それらの結果をまと
めると，視覚感受性曲線を描くことができる（図 2）。
生後 1カ月の乳児では，わずか 1週間の片眼の遮閉
でも視覚野の細胞の反応は異常を示し，一生涯続く視
覚障害が残る。

4.  視覚中枢における分子生物学的研究の進歩

視覚感受性期間に視覚野で起きている現象を細胞・
分子機構として解明することが 1990 年代以降進めら
れてきた。
 1 ）ニューロトロフィン
ニューロトロフィンとは，1950 年代に R. Levi-

Montarchiniらによって発見されたファミリータンパク
質の総称であり，発生期の脳・神経系ネットワーク形
成に深く関与している。神経成長因子（nerve growth 

factor  以下  NGF），脳由来神経栄養因子（brain-derived 

neurotrophic factor  以下  BDNF），NT-3，NT-4/5が知
られ，それぞれ高親和性レセプターとして trkA，B，
C，また低親和性レセプターとして p75NTRが同定
されている。ニューロトロフィンは末梢のみならず中
枢神経系にも広く分布し，神経細胞の突起伸展や生存
維持因子としての働きをもつことが知られている。こ
れらのニューロトロフィンは，大脳視覚野の可塑性を
コントロールするのに重要な役割を果たしていること
がわかってきた。NGFは大脳皮質に直接作用して形
態覚刺激遮断弱視を予防する効果があることが，ラッ
トで示された34）。片眼を遮閉して育てたラットに，
NGFを投与してから大脳視覚野の細胞の分布を調べ
たところ，NGFを投与していないものでは両眼視細
胞が著しく減少したが，NGFを与えられたラットで
は正常と変わらなかった。また，NGFがネコの外側
膝状体の細胞の変化を抑制する作用があることが確認
され，NGFが視覚刺激遮断弱視の発症を予防できる
可能性が示唆されている35, 36 ）。

図 2　 サルとヒトの視覚感受性期間
ヒトでは生後 1カ月は感受性が低く，18 ～ 24 カ月
まで感受性は続き，その後 8歳ころまで続く。
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 2 ） γアミノ酪酸
（γ-amino butyric acid  以下 GABA）
中枢神経系には多くのアミノ酸が分布している。興
奮アミノ酸の代表的なものがグルタミン酸で，抑制ア
ミノ酸の代表的なものは GABAである。GABAはグ
ルタミン酸脱炭酸酵素（glutamic acid decarboxylase 

以下 GAD）によってグルタミン酸から合成される。
大脳皮質には興奮性の錐体細胞が 80％，抑制性の介
在細胞が 20％存在しているが，GABAは錐体細胞の
細胞膜に存在し，GABAA受容体を介して錐体細胞の
活動を抑制し，視覚の可塑性に重要な役割を果たして
いる。介在細胞には GABAの合成酵素が含まれてお
り，介在細胞の一種にパルバルブミン（以下 PV）陽
性細胞がある。GABAには三つの受容体があり，そ
れによって GABAは Aから Cまでの三つのサブタ
イプに分類される。ベンゾジアゼピンは GABAA受
容体の働きを促進することがわかっており，ベンゾジ
アゼピンを臨界期前の野生型マウスに投与したとこ
ろ，早期に臨界期が始まった37）。臨界期がはじまっ
ているかどうかは，片眼を遮閉して育てた後に視覚野
の神経細胞の反応に左右差が出ているかどうかで判定
する38）のだが，これは，人工的に臨界期を操作する
ことができた最初の報告であり，GABAが臨界期の
開始に重要な役割を果たしていることを示している。
更に臨界期にベンゾジアゼピンを投与することによっ
て，大脳皮質のコラムの大きさが変わったことが確認
された39）。その後の研究によって，GABAを合成す
る GADを作る Gad65遺伝子を欠損させたり，暗所
で成育させたりすることで臨界期を遅らせることが可
能で，ベンゾジアゼピンや BDNFを投与することに
よって，臨界期のはじまりを早めることが可能だった
との報告が続いている（図 3）。
 3 ）Otx2ホメオタンパク
視覚野の発達と弱視の臨界期に関する研究で，我が
国から新しい知見が報告された。
胎生期の脳の形成のために，Otx2 ホメオタンパ

ク質は重要な役割を果たしている遺伝子であるが，
Otx2 ホメオタンパク質を認識する抗体を用いて生後
の脳を観察すると，Otx2 ホメオタンパク質は臨界期
前（生後 3週齢）の大脳の視覚野には検出できず，臨
界期（生後 4週齢ころ）になるとようやく観察できる
ようになる。Otx2 ホメオタンパク質は網膜で作られ，
ものを見るという経験に応じて脳に運ばれるため，暗
所で飼育されたマウスの視覚野には Otx2 ホメオタン

パク質は認められない。暗所飼育したマウスの視覚野
において PV陽性細胞の発達は著しく遅れるが，Otx2

ホメオタンパク質をこの視覚野に注入すると，PV陽
性細胞の成熟が回復することが確認され，視覚野の発
達のために重要な役割を果たしていることがわかっ
た 40）。更に興味深いことに，ホメオタンパク質が欠
損するように遺伝子操作したマウスでは臨界期がはじ
まらず，ジアゼパムを投与すると臨界期がはじまるの
が確認された 3）。このホメオタンパク質は視覚野では
産生されず，網膜で産生されたものが視覚野に運ばれ
ることが示唆されている。このことは，弱視が完全に
大脳皮質視覚野だけで説明できるのではなく，網膜か
らの影響を受けていることを示しており，大変興味深
い。

5.  弱視の薬物治療

弱視に対する薬物治療は，基本的に脳に働きかける
薬物の投与となる。主に小児が対象であるため，薬物
の長期にわたる副作用や，投薬の方法，投与中止後の
視力の維持などが課題であり，まだ一般的に用いられ
るところまではきていない。しかし，弱視の発見が遅
れて治療時期を逸してしまう患者が少なくないこと，
健眼遮閉は小児にとって心理的，社会的にもストレス
の多い治療法であることから，多くの眼科医は現在の
治療方法に満足しているわけではなく，薬物治療に期
待を寄せている。
 1 ）ドーパミン（L-ドーパ，シチコリン）

図 3　  γ-amino butyric acid（GABA）による臨界期の調整
臨界期の開始を暗闇飼育 Gad65の減少によって遅ら
せることが可能であり，逆にベンゾジアゼピンの投
与や brain-derived neurotrophic factor（BDNF）の過
剰によって臨界期を早めることが可能である。
（文献 56）より改変）
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ドーパミンは交感神経節後線維や副腎髄質に含まれ
るノルアドレナリンやアドレナリンとともに生体内ア
ミンの一種であるカテコラミンの一種である。フェニ
ルアラニンやチロシンがチロシン水酸化酵素によって
ドーパになり，ドーパ脱炭酸酵素の働きでドーパミン
になる。ドーパミンは更にドーパミンβ水酸化酵素と
いう酵素でノルアドレナリンやアドレナリンになる。
ドーパミンはノルアドレナリンやアドレナリンの前駆
物質としてだけでなく，大脳基底核に局在し，神経伝
達物質として作用しており，とくにパーキンソン病の
患者においては大脳基底核の線条体のドーパミン量が
極端に少ないこと，ドーパミンを投与することによっ
てパーキンソン病の症状が軽くなることから，パーキ
ンソン病の治療薬として広く用いられている。
動物の弱視モデルでは，脳内のドーパミンが減少し
ていること，レボドーパの投与によって視力が回復す
ることが示された。そこでドーパミンが弱視治療薬と
して注目され 41），L-ドーパやシチコリンなどの薬物
療法の可能性が検討されるようになった。Leguireら
は，レボドーパとシチコリンを従来の治療方法である
健眼遮閉をしながら投与することによって，これら
の薬物が遮閉治療を更に効果的にしていることを示
した 42）。臨床ではドーパミンの投与によって視力の
向上が得られたとの報告が次々と出された 43－45 ）。両
眼の遠視性弱視に対しては，レボドーパを内服してい
る間は視力が向上し，投与をやめると視力が低下し，
視力改善の効果は一時的であることが報告された 46）。
一方で，片眼弱視では 3カ月間健眼遮閉と併用した場
合，プラセボに比べて有意に視力が向上し，その効
果が 6 カ月以上続いたことが報告された47）。今後
更に検討が続き，安全性と効果の持続が確認されれば
強力な治療の一つとなっていくであろう。
 2 ）フルオキセチン
フルオキセチンは「選択的セロトニン再取り込み阻
害薬」で，主にうつ病や強迫観念などの障害の治療の
ために広く一般的に使われている薬剤である。そのメ
カニズムは，神経伝達物質のセロトニンの取り込みを
阻害し細胞外のセロトニンやノルアドレナリンを増加
させる。更に投与を続けると BDNFが増加する。フ
ルオキセチンを投与することで，形態覚刺激遮断弱視
の成熟ラットの弱視眼の視力と VEPが改善したこと
が報告された。更に，大脳視覚野の GABAの量が減
少していることを確認した。すなわち，フルオキセチ
ンは完成した弱視を治療できる可能性をもっていると

考えられる48）。

6.  画像による弱視研究について

弱視の基礎研究はほとんどの場合，動物を使って行
われてきた。動物でみられる組織学的変化や，脳細胞
の活動をヒトで確認することは困難なことである。し
かし，最近の画像診断の進歩によって，脳の活動性を
画像で評価することができるようになり，新たな知見
が得られている。
 1 ）ポジトロン断層法
（positron emission tomography  以下 PET）

PETは陽電子検出を利用した computed tomog-

raphy（以下 CT）である。トレーサーを投与して，
そこから放出される陽電子を検出する。画像の解像
度は CTに比べて劣るが，機能をみることが可能なた
め CT画像と重ねて反応の位置を確認する。脳が活動
すれば，その部分の血流やグルコースの代謝量があが
るため，脳血流量やグルコース代謝量を測定できるト
レーサーを投与して記録する。Demerらは，チェッ
カーボードパターンを弱視患者と正常者に見せながら
PETを用いて脳グルコース代謝を調べ，弱視眼に対
応する脳は，グルコース代謝が正常側と比べて著しく
低下しているのを報告した。これは脳の活動性の低下
を初めてヒトで証明したものである。彼らは，外側膝
状体細胞の萎縮は，脳の糖代謝の減少によって二次的
に起きてくるものだろう，と推測している49）。
 2 ）Functional magnetic resonance imaging
（以下 fMRI）

fMRIも PETと同様に脳の代謝をみる装置である
が，放射性同位元素を用いない点，空間分解能に優れ
ている点ではるかに有用である。被検者になんらかの
タスクを与え，そのときの脳代謝をみることで，タ
スクと脳の関係を確認し，脳機能の局在をみること
ができる。fMRIを用いて，健眼と弱視眼で様々な空
間周波数の視覚刺激を与えると，大脳視覚野で弱視眼
からの刺激に対しては，反応が落ちていることが確認
された50）。更に，不同視弱視と形態覚刺激遮断弱視
での反応低下の違いも確認された51）。これまで，外
側膝状体の機能に関しては調べる方法がなかったが，
fMRIを用いることによって弱視患者の外側膝状体の
反応が低下していることが明らかになった52）。弱視
治療薬として研究が進められている L-ドーパに関し
ては，fMRIを投与前と投与後で記録することにより，
投与によって視力は向上したにもかかわらず，弱視眼
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で活性化されるべき脳の反応は低下するという現象が
報告された53, 54 ）。今後も更に様々なタスクによって
引き起こされる脳の反応を記録することに fMRIは用
いられるであろう。

7.  最 後 に

上記のように，様々な角度から弱視研究が行われて
いる。EBMに基づいた臨床研究とともに，基礎研究
では分子レベルで弱視を解明するところまできてい
る。弱視治療は，現時点では予防，早期発見，早期治
療がポイントであるが，次の時代には，薬物による治
療が一般的になっているかもしれない。これらの研究
の成果が待たれている。
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瞼裂幅が非接触型眼圧計の測定値に与える影響の
流体力学的解析
大 島 智 晃 1）， 上 野 聰 樹 2）

1）おおしま眼科
2）聖マリアンナ医科大学眼科学教室

Hydrodynamic Analysis of Palpebral Fissure Width Influence 
on Non-Contact Tonometer Measured Value
Tomoaki Ohshima1) and Satoki Ueno2)

1) Oshima Eye Clinic
2) Department of Ophthalmology, St. Marianna University School of Medicine

瞼裂幅がノンコンタクトトノメータの測定値に影響することは広く知られていても，論理的解析は行われ
てこなかった。本研究では高速度カメラなどの特殊な機材を用いることなく，性能が著しく向上したパーソ
ナルコンピュータと数値流体力学を応用した手法を試みた。その結果，瞼裂幅の減少は測定値の増加を招き
誤差の原因となっており，瞼裂幅が一定値よりも減少すると誤差が加速的に増加することが示された。また，
測定に際して眼球の変形は強い噴射流による変化と考えられがちであるが，圧力波の関与の可能性が初めて
実験以外の方法で示された。 （視覚の科学　30: 35－43，2009）
キーワード：ノンコンタクトトノメータ，眼瞼，流体力学的解析，圧力波

Even though it is commonly known that palpebral fissure width influences non-contact tonometer, 
measurement the phenomenon has not been quantitatively analyzed.  A numerical simulation was 
carried out using a workstation, whose performance has improved remarkably in recent years, 
though the application of computational fluid dynamics, without using special equipment such as 
a high speed camera.  Palpebral fissure width decrease causes increase in the measured value, 
resulting in measurement error.  Analysis results showed that palpebral fissure width narrower than 
a critical value accelerated the increase in measured intraocular pressure value.  Though it has been 
generally accepted that the strong air jet from the non-contact tonometer deforms the corneal surface, 
present results imply that pressure wave impingement on the eye surface contributes partly to shape 
deformation.  For the first time, the present study reveals this mechanism by means of a method other 
than experimental. (Jpn J Vis Sci  30: 35-43, 2009)
Key Words : Non-contact tonometer,  Eyelid,  Hydrodynamic analysis,  Pressure wave

1.  緒　　　　　言

眼科学において眼圧を正確に測定することは極め
て重要である。圧平式眼圧計（以下  GAT）が臨床
的に正確な測定法の代表とされるが，機器と眼球が
接触するためにその使用には一定の制限や不便さが

存在している。そのマイナス面を解決する方法とし
てノンコンタクトトノメータ（以下  NCT）が開発さ
れ，改良を重ねながら発展し，現在では臨床の現場
で最も多用されている1）。しかしながら精度や測定
時の衝撃など，現在もなお改善の余地が存在する。

NCTは名称のとおり非接触にて眼圧を測定する
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ことができる。その測定に際して空気を媒介して測
定が行われるが，本測定法には系統誤差が混入する
ことが知られている。今日までその因子として角膜
厚などの関与が詳細に検討されてきた 2）。 

過去の NCTに伴う誤差の検討は，基本的には GAT

の値を真値と仮定して論議されている。ここで NCT

と GATの違いは空気という流動性を有する媒体を接
触させるか，トノメーターチップという剛体を接触
させているかの違いにある。また，GATでは準静的
に測定が行われるが，NCTでは動的な変化のなかで
測定が行われていることも極めて重要である。
今回は測定媒体部分のみに着目し，動的な変化の

部分は今後の検討課題として残した。角膜表面での
測定媒体（空気）の振る舞いを検討することで， NCT

特有の誤差の発生メカニズムの一部を分析する。
流体の振る舞いを評価するには，実験により実際

の流れを観察することが重視される。しかし，ここ
では実験によらず数値流体力学的手法を用いて空気
の流れとそこに関与する因子を検討した。この数値
解析シミュレーションを選択することで結果の再現
性が保証され，また，通常ではみかけないような極
端な条件を設定し，その振る舞いを観察することも
可能となる。
しかしながら，より厳密なシミュレーションのた

めには三次元モデル，圧縮性粘性流体としての取り
扱い，眼球や皮膚表面の微細構造の再現，圧力によ
る眼球の変形など，様々な要素を含んだ解析が必要
となる。今回はまず二次元での評価を定量的に行
い，手法の有用性の確認を最大の目標とした。
また，実験では測定したことが即事実であるが，

数値解析の結果では事実を反映しているかどうかの
評価が必要となる。すなわち実験と同じ状態をシ
ミュレーションさせ，同様の結果が得られるようで
あればシミュレーションは正しく行われていると推
定できる。ただし，すべての条件や状況で正しく計
算できると保障がされているわけではなく，そのこ
とに関しては常に特別な配慮を要する。 

2.  方　　　　　法

 1 ）解析モデル
シミュレーションでは計算を行うためのモデルが

不可欠である。この計算モデルの設計は解析精度に
著しく影響し，ときとして誤った結果を与えてしま
う。モデルが適切であるかどうかを理論的に決定す

る方法はなく，最終的には実験の結果と比較しなけ
ればならない。
前述のように，計算に用いるモデルは三次元で構

成することが望ましいことは明らかであるが，三次
元空間を必要な精度で扱うために要求される計算量
は莫大なものとなる。近年のコンピュータの著しい
発達によって大きな領域を三次元で計算することが
可能となっているが，そのためにはスーパーコン
ピュータの計算性能が必要であり，ワークステー
ションで扱える問題は限られている。
今回のような NCT噴射口と眼球表面に囲まれる

狭い空間であっても，計算のために区切る領域を細
分化すればその計算量は非常に大きなものとなり，
利用可能なコンピュータで常識的な時間内に計算を
終えるためには，モデルを二次元に簡略化するのが
最も確実な方法である。もちろん，二次元に簡略化
することで定量性はある程度犠牲になるが，定性的
な性質を検討するには十分と考える。
使用した眼球モデルと NCTの位置関係を図 1 と

2 に示す。
 

図 1　眼球モデル

図 2　 ノンコンタクトトノメータ（NCT）と眼表面の
位置関係
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2 ）流体の基礎方程式
空気は音速以下の速度領域では非圧縮性粘性流体

とみなすことができ，二次元非圧縮性粘性流体の
支配方程式はナビエ・ストークス方程式（以下  NS

方程式）と連続の式である。
それぞれの式はベクトル表記で

　
∂v

∂t
 ＋（v

 
·∇）v ＝ －∇P＋

1
Re

Δv ……………（1）

　div v ＝ 0 ………………………………………（2）
v：無次元化速度
t：時間
Re：レイノルズ数
U：代表速度
L：代表長さ
v：動粘性係数

P：無次元化圧力（＝
（p－p0）
ρU 2 ）

とあらわされ，この偏微分方程式の解を数値的に求
めれば流速や圧力の経時的変化，分布を知ることが
できる。

 3 ）格子の設定
空間に連続的に分布する物理量を数値解析するた

めには，適切に空間を分割する格子を設定し，そこ
に物理量を割り当てなければならない。その割り当
て方にはいくつもの方法が考案されているが，今回
はスタガード配置を行った。
（1 ）スタガード（Staggered）格子
スタガード配置では計算格子上に縦方向速度，横

方向速度および圧力を別々の格子点に配置する（図 

3 ）。したがって本格子では物理量がそれぞれ異な

る格子に配置され，セルも異なるために計算式が複
雑になり，境界の扱いも特別な配慮が求められるよ
うになる欠点がある。しかし，一般に計算中に振動
モードが発生しにくく安定した解析が行いやすいた
めに本配置を行った。
 4 ）計算条件 
（1）NCT噴射流の仮定
NCTの噴射流に関する詳細は公表されておらず，

流量変化は眼球表面で形成される圧力が時間に比
例していることのみが原理 1）（ニデック販売：NT-

4000 取扱説明書．1.2 原理）として公開されている。
まず航空機のピトー管式対気速度計の原理を応用

し，圧力と流速の関係から噴射流の流速を推定す
る。
流体が障害物にその流れを遮られたとき，障害物

の壁面には応力（岐点の圧力 pt）が発生する。その
大きさは流速 v，流体密度ρ，圧力 pの非圧縮性定
常流において，ベルヌーイの定理より

　
1
2
ρv2＋ p＝ pt ………………………………（3）

となる。ここで大気圧下でゲージ圧で表記した ptを
用いると，流速 vは

　v＝
2pt

ρ
 ………………………………………（4）

と計算される。
この結果は定常流に対するものであるが，非定常

流でも近似的に成り立つと仮定し，NCT噴射流に
適用すれば，時間に比例する圧力を得るためには時
間の平方根に比例する流速を生成すればよいことが
わかる。
具体的な流速を推定するにあたり，文献 

3 ）より 

NCTの通常の測定は 3msecで終了することが明記
され，実機を計測して得られた数値（眼圧表示値と
装置が圧平と判断したときの時間）とあわせて噴射
流速を推定した。
噴射が開始されてからの時間と圧力（pt）および

予想された噴射流速を表 1 と 2 に示す。
次に噴射流の流速分布について検討する。実際の

噴射流はダクトの中を通過し噴射口に到達するが，
単純な形状の中を流れる流体については NS方程式
の解析解が知られており，今回，二次元での解析解
であるポアズイユ流れを形成していると仮定した。
以上より，噴射口での流速分布 v（r, t）は第 1 種

の境界条件として代数的に定義可能で図 3　物理量定義点とセル
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　v（r, t）＝ k vmax（R2－r2）√t ………………（5）
となる。ただし，vmaxは前述の流速，tは噴射開始
からの時間，Rは NCT噴射口半径，rは噴射口中
心線からの位置，kは定数とする。 

（2）格子数
格子の生成は計算結果に非常に強く影響すること

が知られており，準備段階として格子数がどのよう
に計算結果に影響するかを検討した。
まず境界上の格子点は噴射口および角膜上に集中

させ，流出路は均等に代数的に生成した。次に内部
の格子点は楕円微分方程式 

　
∂2ξ
∂x 2

 ＋ 
∂2ξ
∂y 2

 ＝ P（ξ,η）

　
∂2ξ
∂x 2

 ＋ 
∂2η
∂y 2

 ＝ Q（ξ,η）
 ………………（6）

を解くことで滑らかな分布を得るようにした 4 ）。こ
のとき制御関数 P（ξ,η）および Q（ξ,η）は Steger

と Sorenson
5 ，6 ）の考案した方法を使って壁面上の

格子が直交し，かつ集中するように配置を行った。
生成した格子の性質を調べるために噴射方向格子

数と角膜頂点が受ける圧力を高圧モードで 5.7msec

後（眼圧 110mmHg相当），標準モードで 2.5msec

後（眼圧 20mmHg相当）で評価した。図 4 は横軸
が噴射方向の格子数，縦軸が計算によって得られた
圧力を示す。なお，上下方向格子数はすべて噴射方
向の 2 倍に設定した。
グラフが示すように格子数と計算結果はある程度

直線的な傾向を示すものの，周期性のある複雑な振
る舞いを示し，格子数の決定が容易ではないことを
あらわしている。なお，流速の違いによる影響は認
めなかった。更に直感的には格子点を細分化した方
が計算精度が向上するように予想させるが，今回の
モデルは細分化しすぎると格子数 256 × 512 以上

で計算が破綻した。
試行錯誤を繰り返し，パラメータを変化させても

安定した計算結果が得られ，なおかつ境界層の形成
を認める噴射方向 77，上下方向 154 に分割した格
子で計算を行った。
（3）境界条件
流入路と壁面の流速は第 1 種の境界条件として

定義される。問題となるのは流出路で，境界条件を
適切に選ばないと計算が破綻する原因となる。本モ
デルは自由空間への噴出流であり，その境界条件は
様々な検討がなされている。各種境界条件を試み，
渦が通過した場合でも安定した結果が得られたゾン
マーフェルト放射条件 7）を流出路の条件とした。
流出路で流速の放射条件は

　
∂u

∂ t
 ＋ Uc

∂u

∂x
 ＝ 0 …………………………（7）

　
∂v

∂ t
 ＋ Uc

∂v

∂x
 ＝ 0 …………………………（8）

であり，このとき対流速度 Ucは流出方向を正と定
義すれば

　Uc＝ 
max（u）＋min（u）

2
 ≧ 0

また，圧力に関する境界条件はすべての境界で 

　
∂p

∂n
 ＝ 0 ………………………………………（9）

と仮定した。各境界と格子の例を図 5 に示す。
（4）NS方程式の解法
レイノルズ数は表 3 に示す条件で設定し，方程式

の解法には Fractional Step法（以下  FS法）を用い
た。FS法はまず NS方程式の圧力項を無視し，あ
る時点の速度 vnより移流項から中間速度 v*を求

表 1　標準モード

時間（msec） 表示圧力（mmHg） 噴射流速（m/sec）

0.00   0.0   0.00

2.50 20.0 67.11

表 2　高圧モード

時間（msec） 表示圧力（mmHg） 噴射流速（m/sec）

0.00     0.0     0.00

5.70 110.0 157.39

図 4　計算値と噴射方向格子数の相関

圧　
　
　

力

格　子　数
10 100 1,000
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めると

　v*＝（ 1
Re
∇2vn－（vn・∇）vn）Δt＋ vn …… （10）

次に求めるべき速度 vn＋1 を先ほど無視した圧力を
用いて書き直すと 

　vn＋1 － v*＝－∇pn＋1Δt …………………… （11）

両辺に∇演算子を作用させ，連続の式を考慮すると
FS法のポテンシャルとしての圧力方程式（式（12 ））
が得られる。 

　
∇v*

Δt
＝∇2pn＋1 …………………………… （12）

これを解いて式（11 ）に代入すれば，速度 vn＋1 が
求められる。
本法では圧力項の計算は連立一次方程式の解を求

めることに帰着するが，直接法で求めるには要素の
数が多すぎる上，疎行列を直接法で求めると計算コ
ストが高くなるばかりで解の精度が維持できない。
したがって反復法を利用したが，最も簡便な SOR

法（Succesive Over Relaxation Method）では収束に
時間がかかり過ぎるため，今回は残差法（Conjugate 

Residual Method）8）を使用した。
また，移流項の計算では下記に示す予測子・修正

子法（三次精度）を応用した。 

　f n＋1＝ f n＋
Δt

12
（23

∂f n

∂ t
－16

∂f n－1

∂ t
＋5

∂f n－2

∂ t
）…（13）

（5）真の圧力
FS法で得られる p値は計算途中のポテンシャル

としての性質をもち，物理量としての圧力とは異な
る。真の圧力を得るため，計算された流速から圧力

方程式

　
∇2p＝－∇｛－（v・∇）v｝ ……………………（14）

を残差法を用いて解き，積分定数を含んだ圧力を求
めた（第 2 種の境界条件（式 9 ）はすでに適応され
ている）。次に第 1 種の境界条件から解に残る積分
定数を決定しなければならない。
今回は流出路が自由空間であることに着目し，流

出路上で圧力は大気圧と一致していると仮定した。
そこでより適切な条件を見い出すために流出路上の
平均圧力を用いた場合と最低値を用いた場合で比較
検討を行った。
方法 1　流出路の平均＝大気圧 P

　
p｜outflow ＝ P ……………………………… （15）

方法 2　流出路の最小値＝大気圧 P

　min（P｜outfl ow）＝ P ………………………… （16）

上記 2 法で計算した角膜頂点での圧力の絶対値
の経時的変化を比較したとき，より滑らかで安定し
た直線性を示した方法 2 を採用し，圧力に関する第 

1 種の境界条件とした。

3.  結　　　　　果

 1 ）開瞼幅，圧力分布と表示値
数値計算で得られた結果は臨床的に感じている印

象に符合する値となった。
以下のすべての結果はシミュレーションの条件と

して 20mmHgの眼球を標準モードで測定した場合
を前提としている。
（1）圧力分布
それぞれの圧力分布図（図 6 ～ 8 ）は前提条件の

下で眼瞼縁の位置と噴射から 2.5msec後の噴射口と

表 3　乾燥標準大気とレイノルズ数

物理量 値 備　考

温度 25℃

密度ρ 1.184kg/m3

粘度μ 0.0182 × 10－3 Pa·s

動粘性ν 15.4 × 10－6 m2/sec

代表長さ 3.00mm NCT噴射口口径

代表流速 15.01 m/sec 動圧 1mmHg相当

レイノルズ数 2,923

NCT：ノンコンタクトトノメータ

図 5　境界条件
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眼球の間の圧力分布（等圧線の単位は mmHg［ゲー
ジ圧］，間隔は 2mmHg）をあらわしている。位置
関係は境界条件（図 5）と同様で，左側が噴射口と

噴射パネル，右側が眼球表面としてある。図 6 は
角膜頂点から上下の眼瞼が 0.5mmの位置にあると
き，図 7 は上眼瞼は角膜頂点から 7.0mm，下眼瞼
は 0.5mmの位置にあるとき，図 8 は十分に開瞼さ
れ両眼瞼とも角膜頂点から 7.0mmの位置にあると
きを示す。
十分に開瞼されているときは角膜頂点の圧力

は 20mmHgとなり，圧平状態の成立を予想させ，
NCTは測定眼圧を正しく 20mmHgと表示する。
しかし開瞼量が少なくなると角膜頂点の圧力は
20mmHgに到達せず，圧平状態に至っていない。
（2）開瞼量と表示圧力
図 9 は上下の眼瞼を膜膜頂点から同じ量開瞼し

た場合と片側を膜膜頂点から 0.5mmだけ開瞼し，
他方の開瞼量のみを変化させた場合の NCTの表示
値を示している。どちらの場合も約 2.5～3.0mm以
下になると表示値の増加が急速に始まり，測定値の
誤差が約 1mmHgを超えることが示された。

図 6　圧力分布
角膜頂点から上眼瞼まで0.5mm

角膜頂点から下眼瞼まで0.5mm

図 9　 表示圧力と瞼裂位置
　　　－－－●－－：上下開瞼，－－－□－－：片側開瞼

図 7　圧力分布
角膜頂点から上眼瞼まで7.0mm

角膜頂点から下眼瞼まで0.5mm

図 8　圧力分布
角膜頂点から上眼瞼まで7.0mm

角膜頂点から下眼瞼まで7.0mm
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 2 ）圧力波
噴射口から離れた場所での噴射流の振る舞いを検

討してみた。
図 10 は噴射口（左側中央）での流速を 100％と

したときの等流速線を示し，図 11 は同様に等圧線
を示す。ラベルの単位は両図とも％で，等高線は 

10％間隔である。時間は噴射から 2.5msec後で角膜
頂点での圧力が 20mmHgに到達し，眼球が圧平さ
れる瞬間である。
気流（図 10）は眼球にわずかしか届いていない

が，ほぼ同心円状に広がった圧力（図 11）はその
時刻に角膜に到達していることが明瞭に示されてい
る。 

4.  考　　　　　按

 1 ）新しい方法としての意義
瞼裂幅の影響を検討する最も適切な方法は模擬眼

球の測定を実機で行い評価することであろう。しか
しながら，実験での検証を行うのは容易ではない。

調べることができた範囲で眼瞼付き眼圧計較正用模
擬眼球はみあたらない。更に人眼で瞼裂幅を変化さ
せながらデータを取ることも克服するべき問題点が
多い。
シミュレーションには眼球模型の作成技術もボラ

ンティアの協力も必要としない。コンピュータさえ
あれば誰にでも扱うことができる方法である。今回
のモデルの精度では，得られた数値にすぐに応用可
能な具体的な意味をもたせることはできないが，実
験以外の方法の提案が行え，また同時に瞼裂幅の影
響に関する実験を行う必要性が示されたことには十
分な意義があると考える。
 2 ）シミュレーションモデルの妥当性
計算コストの問題もあり，計算に使用したモデル

は実際の眼球をかなり簡略化して表現しているが，
計算結果は臨床で感じている印象と一致しており，
実際の測定状況の定性的論議に応えられるレベルで
シミュレーションできていると考えられる。しかし
ながら，どの程度の精度をもっているかについての

図 10　速度分布 図 11　圧力分布
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定量的評価は実験による検証を待たなければならな
い。
 3 ）瞼裂幅の下限値の意義
GATは眼科医自身が操作し，トノメーターチッ

プの位置や眼瞼が接触していないか，眼球に不必要
な力を加えていないか，あるいは被験者の様子は問
題ないかなどの様々な状況を同時に把握した上で測
定が行われる。しかし，臨床の現場では NCTは非
接触性の特性から担当医以外の検者が操作すること
が多い。担当医が自ら GATで測定する場合，その
精度（信頼度）について担当医自身が同時に理解し
ている。しかし，診療録に記載された NCTの結果
は単純な数値の羅列となり，そのばらつき具合と過
去の検査結果との比較が唯一の信頼度判定の材料と
なる。また，検者によってその数値に特定の傾向が
出ることもしばしば経験されることである。
測定する瞬間の瞼裂幅は被験者と検者の両方の影

響を強く受ける。また，検者と被験者の相性もある
かもしれない。この曖昧な領域に少しでも定量的な
考えを導入し，精度の向上に貢献するのが本研究の
最大の目的である。
今回は解くべき問題点の焦点を絞り込むために瞼

裂幅，すなわち眼瞼縁の膜膜頂点からの位置と測定
値（NCTに表示される眼圧）の関係のみを調べた。 

20mmHgの眼球を測定したと仮定したとき，数値
シミュレーションは眼瞼縁が角膜頂点から約 2.5～
3.0mm以上離れていると測定値の誤差は 1mmHg

以下になり，更に上下とも大きく開瞼した場合と片
側のみ大きく開瞼した場合で差はほとんど認められ
ないことを示した。言い換えれば，角膜頂点に近い
眼瞼縁の存在が誤差生成の大きな要因となっている
と考えられる。実験で検証を行った場合でも瞼裂幅
の下限値の存在自体は変わらないと考えるが，これ
らの数値は二次元解析の一般論であり，直ちに実際
の臨床で意味をもつ値ではないことはとくに注意を
要する。
結果は数値解析による予想であり，単純かつ一般

化されたモデルでのシミュレーションに過ぎない。
臨床現場で役立てるためには実機での検証が不可欠
であり，必要な開瞼量は機種ごとに差が出てくると
思われる。もしも，実機にて本研究で予想されたよ
うなある程度明確な開瞼量の下限値が存在していれ
ば，それぞれの機種で決定した眼瞼位置の限界点を
示すガイドラインをモニター画像に表示させるだけ

で，検者による過度の開瞼操作を防止すると同時
に，被験者の苦痛を軽減しながら，しかも必要な精
度を維持できる可能性を示している。
 4 ）圧力波
（1）NCTと圧力波
本計算の過程で見い出されたもう一つの重要な成

果は，空気の流れが壁面で遮られたときの動圧（＝
1
2
ρv2）によって眼球の変形（圧平）を生み出して

いるのではなく，流れよりも速く到達した圧力波に
よって眼球の変形がもたらされている可能性を実験
を経ずに示したことにある。
計算結果だけからいえば NCTは「風圧で眼圧を

測定する装置」ではなく，「圧力波で眼圧を測定す
る装置」と表現する方がより適切と思われる。しか
し，我々が調べることが可能な範囲内で，現在汎用
されているタイプの NCTが圧力波で測定している
という記述を見い出すことはできなかった。
今後，圧力波の性質がどの程度実際の測定に関与

しているのかは，高速度カメラで捉えた NCT噴射
流と比較検討する必要があるだろう。
（2）音波と弾性体
使用した流体モデルは非圧縮性の仮定で計算を

行っている。圧力波は音波と同一であり，音波をよ
り厳密に取り扱うためには圧縮性流体としなければ
ならない。その点は検討課題として残る。一方，音
波であれば弾性体を伝播する粗密波として扱うこと
ができ，全く異なる計算モデルも実現する。 

（3）新しい NCT

圧力波の関与を考慮すれば眼圧の測定に気流は必
要ないかもしれない。チャンバーで噴射流を生成し
なくても，理論的にはスピーカーなどでパルス状の
「音波」を生成し，音響レンズで角膜に焦点を合わ
せれば圧平状態を作り出して眼圧が測定できると考
えられる。圧力波にはみかけは現在の NCTと似て
いても新しい眼圧計の可能性が秘められていると期
待する。
 5 ）総　括
NCTの使用に際して，従来は漠然と十分に開瞼

して測定するとしか認識されてこなかったが，必要
開瞼量には下限値の存在が予測され，それ以上の開
瞼操作は誤差の要因になることはあっても，測定値
の信頼度の向上にはつながらないことが示された。
また，NCTは風圧で測定する装置と思われがち
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であるが，そこには圧力波の存在が大きくかかわっ
ていることが示唆され，一般的な認識と異なってい
た点も意義深いと考える。
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1.  は　じ　め　に

オルソケラトロジーとはハードコンタクトレン
ズ（以下  HCL）により角膜の形状を変化させて
一時的に屈折異常を改善するものである。リバー
スジオメトリーデザインと呼ばれる特殊な形状の
高酸素透過性 HCL（図 1 ）を夜間睡眠時に装用し
て，日中はレンズを外し，角膜を平坦化させるこ
とにより近視の屈折矯正効果を得る。Laser in situ 

keratomileusis（以下  LASIK）などの角膜屈折矯正
手術のように外科的に角膜形状を変えるのとは異な
り，レンズ装用を中止すれば元に戻る。

2.  オルソケラトロジーの歴史と現状

オルソケラトロジーの歴史は古く，1960 年代か
ら米国で開発がはじまったが，当時はレンズ素材も
酸素透過性のほとんどないポリメチルメタクリレー
ト（PMMA）レンズで，夜間装用はできず，わず
かな屈折矯正効果しかなく，再現性も不良であっ
た。1980 年代に入り，リバースジオメトリーデザ
インが開発されたが，屈折矯正効果も 1～2Dであ
り，当時のレンズ素材は十分な酸素透過性がなく，
夜間装用ができなかったためオルソケラトロジー
のメリットはあまり実感できなかったと思われる。

1990 年代に入り，夜間装用可能な高酸素透過性レ
ンズの開発により夜間睡眠時に装用し，昼間レンズ
を外すということが可能となった。また，更に改良
されたレンズデザインにより－4D程度までの近視
の改善が可能となった。角膜形状解析装置の進歩も
オルソケラトロジーを飛躍的に発展させる要因と
なった 1）。
2002 年，米国にて夜間装用のオルソケラトロ
ジーレンズが FDA（Food and Drug Administration）
により認可され，世界各国に広まっている。本邦で
は 2004 年以降，複数の大学で 6 社の臨床治験が施
行され，4 社が厚生労働省への申請を行っている。

3.  オルソケラトロジーのメカニズム

これまで，オルソケラトロジーの屈折矯正メカニ
ズムとして，角膜全体が彎曲するとの考え方や，主
に角膜前面の形状変化であるという報告がある2）。
我々は前眼部形状解析装置 Pentacam

TMを用いた検
討3）を行ったが，装用開始前後で角膜後面曲率や
前房深度に有意な差がなかったことより（図 2，3 ），
角膜前面の形状変化が主なメカニズムであると考え
ている。オルソケラトロジーの角膜組織変化に関し

最近のトピックス

オルソケラトロジーについて
近畿大学医学部眼科学教室　月山　純子，宮本　裕子，下村　嘉一

図 1　オルソケラトロジーレンズ

2週 4週 8週 12週 24週 36週 53週 終
了
２
カ
月

終
了
１
カ
月

図 2　 中央部の角膜曲率半径の変化（n＝18）
　　　 － － － －◆－ － － －：前面曲率半径　p＜0.001（ANOVA）
　　　－－■－－：後面曲率半径　p＝0.64（ANOVA）
　　　 装用開始前との比較＊p＜0.05，＊＊p＜0.01 Post-hoc 

test（Bonfferoni/Dunn）
　　　文献 3）より転載
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図 4　 裸眼視力と矯正視力の変化
　　　－ － － －●－ － － －：裸眼視力，－－－▲－－－：矯正視力
　　　＊＊p＜0.01 Post-hoc test（Tukey-Kramer）
　　　文献 3）より転載

ては，Matsubaraら4）が家兎にオルソケラトロジー
レンズを装用させたときに，角膜中央部では上皮細
胞の数に変化がないが，細胞丈が低くなり，中間周
辺部では上皮細胞層の数が増加していると報告して
いる。

4.  視力の変化と戻りについて

近畿大学での臨床治験の結果を示す。図 4 は裸眼
視力と矯正視力の推移である。装用開始 2 週間前後
で安定した視力の出る症例が多くなっている。
装用開始 1 日後に裸眼視力 1.0 を得ることができ

たのが 18.8％で，70.9％は 2 週間以内に裸眼視力
1.0 を得ることができた。しかし，12 週間かかった
症例も存在し，なかにはあまり反応しない症例も
あった。これは，近畿大学だけでなく他施設におい
ても同様であった。オルソケラトロジーはすべての
人に有効な方法ではなく，個人差が大きい方法であ
るといえる。どういった症例が効きにくいかという
ことについてはよくわかっていない。

夜間睡眠中の異物感や，暗いところでの見えにく
さ，夕方になると見えにくい，日によって見え方が
違う等々の訴えがあり，途中終了，脱落の症例も
あった。1 年間治験を継続できた症例のうち，87％
でこのままオルソケラトロジーを継続したいという
希望があり，高い満足度を得ることができた。
オルソケラトロジー中止後の戻りに関しては，視

力，等価球面度数（図 5 ），屈折度数とも個人差が
あるものの，中止後 2 カ月までにはほぼ使用開始前
の状態に戻ってきていると考えられる4）。Soniら5）

は，1 カ月間のオルソケラトロジー装用後，中止 2
週後までに屈折度数と裸眼視力が回復したと報告し
ている。我々の調査では中止後，頻回に検査ができ
なかったため，使用中止後初めて来院する前にすで
に戻っている可能性がある。

5.  オルソケラトロジー角膜感染症

オルソケラトロジーは通常のコンタクトレンズ
よりも角膜感染症のリスクが高い可能性が指摘さ
れている。レンズ素材は夜間装用に必要とされて
いる酸素透過性をこえてはいるが，タイト処方にな
りがちなため涙液交換が悪くなりやすく，複雑なレ
ンズ構造のため，レンズの洗浄が困難であることな
どがその理由に挙げられている 6）。Ladageら 7）は
家兎を用いた実験で，オルソケラトロジーにおいて
家兎の角膜上皮細胞の変形，拡大と Pseudomonas 

aeruginosaの付着が増加したと報告し，オルソケラ
トロジーによる感染性角膜炎のリスクについて述べ
ている。臨床治験では，厳密な管理の下に行ってい

図 5　中止後の等価球面度数の変化
　　　＊＊p＜0.01, ANOVA, Post-hoc test（Tukey-Kramer法）
　　　文献 3）より転載

図 3　前房深度の経時変化（n＝18）
　　　p＝0.98（ANOVA）開始前との比較
　　　文献 3）より転載
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るので感染症を発症させることなく良好な結果を得
ることができたが，オルソケラトロジーは通常のコ
ンタクトレンズ処方以上に十分な注意が必用と考え
る。

6.  視　力　の　質

Hiraokaら8）は近視屈折量が大きくなるほど高
次波面収差が増加し，コントラスト感度が低下，
また，その変化量は相関すると報告している。ま
た，LASIKとの比較では，オルソケラトロジーの
方が不正乱視の指標である SAI（surface asymmetry 

index），SRI（surface regularity index）の増加率が
大きいという報告がある9）。見え方の質に関しては
LASIKの方がよいといえるであろう。これは，オ
ルソケラトロジーの場合 optical zoneが LASIKよ
りも狭く，偏心しやすいことに起因していると思わ
れる。

7.小児に対するオルソケラトロジー

小児に対しては，視覚の発達期に他の屈折矯正手
段と比較して見え方が不安定で，視力の質も落ちる
といわれるオルソケラトロジーを行ってもよいのか
という問題がある。オルソケラトロジーは近視進行
を抑制するという報告10 ）もあるが，これについて
は議論が分かれている。
2005 年 に 開 催 さ れ た Grobal Orthokeratology 

Symposiumにおいて，中国，香港，台湾，韓国で
は 18 歳未満への処方が多いが，ドイツ，スイス，
フランスではほとんどが成人であり，理由について
も，アジアでは近視の進行抑制目的が多いのに対
し，ヨーロッパでは仕事上の理由が多いという状況
である。またオルソケラトロジーの長期成績はわか
らず，長期的に角膜組織に与える影響についても十
分なデータの蓄積がない。したがって小児に対する
オルソケラトロジーは望ましい方法とはいえない。

8.  お　わ　り　に

オルソケラトロジーは適応を選び，正しく処方，
使用すれば有効な方法であり，quality of lifeの向上
に役立つが，合併症の問題やまだまだ不明な点も多
く，長期成績もわかっていない。今後更なる研究
と，眼科専門医による管理と情報伝達が必要であ
る。
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今年の ASCRSは 4月 3～ 8日にサンフランシ
スコで行われた。初日の 4月 3日は Cornea dayと
Glaucoma dayというサブスペシャリティデイで，い
つもながら多数の参加者で溢れていた。
　 4月 4日のオープニングセッションでは，この一
年で亡くなられた眼科医として Erin Jacobson先生と
Joel K. Shugar先生とともに，田野保雄先生のお名前
が挙げられ，黙祷が捧げられた。
世界経済は不況の真っ直中だが，学会場でもいく
つかの点でそれを実感した。一つは，長年にわたり
Film Festivalのスポンサーになっていたアルコンが撤
退し，スポンサーなしのプログラムになってしまって
いたことである。アルコンの撤退は，一つには経済状
況，もう一つは費用対効果に基づく判断という。確か
に近年，Film Festival表彰式への参加者は確実に減少
していた。今年も会場は空いていたし，ビデオの投稿
数も減っていた。スポンサーがなくなったことによっ
て，Film Festivalは夕方開催から最終日の日中開催
（11～12 時）に変更になり，内容もかなり簡素なもの
となった。カクテルやスナックなどの提供がなくな
り，生バンドの演奏もなかった。
そのほかでは，去年までは会場で大量に配られてい
た無料のミネラルウォーターが廃止されていたし，企
業の広告物が激減していた。ホテルの部屋に毎日うん
ざりするほど配られていたチラシやパンフレットが
すっかり少なくなって，逆に寂しいほどであった。
つい先日，Advanced Medical Opticsが Abbottに

買収されたが，プログラムや冊子，学会場ではすでに
Abbott Medical Optics（AMO）と書き換えられてお
り，そのスピーディさには驚かされた。
学会の内容としては，まず乱視矯正用のトーリック
眼内レンズの話題が多く，良好な臨床結果が報告さ
れていた。とくに現在使用されているアクリソフの
トーリックレンズは，以前のシリコーン製トーリッ
クレンズと違って眼内での回転がほとんどなく，軸
ずれが少ないという点が優れている。乱視矯正用角
膜切開（peripheral corneal incisionや limbal relaxing 

incision）と比較しても高次波面収差の発生が少なく，
効果も安定し，術後視機能の点でも優れているとのこ
とであった。
ただ，乱視矯正についても，術中測定が可能な

ORange（WaveTec）という aberrometerが米国で発
売されており，これを使用すれば術中にリアルタイ
ムで軸決めができ，また乱視矯正量が定量できるの
で，limbal relaxing incisionの精度が格段に向上す
るという。ネックは値段で，装置の価格（約 600 万
円）に加えて，1症例ごとに 150 ドル支払うという条
件があり，導入への高いハードルとなりそうである。
ORangeはトーリック眼内レンズの術中軸合わせにも
使用できる。
多焦点眼内レンズは相変わらず興味の的であった
が，新しいレンズとして加入度数を＋4.0Dから＋3.0D
に減らしたアクリソフ IQ ReSTOR＋3.0 の発表があ
り，注目を集めていた。メガネ換算で＋2.25Dの加入
となる。これまでの ReSTOR＋4.0 の弱点であった
中間視力を向上させようというものであり，実際にコ
ンピュータ画面を見たり買い物の場面などでより良好
な視力が得られるという。中間視での視力の低下がな
いので明視域が連続して広く維持され，また欧米人で
は近方視での問題も少ないとされるが，より近い距離
で漢字を読む日本人においてはこのあたりは保証の限
りではない。
アルコンのMN60D3 は 3 ピースの diffractive型多

焦点レンズで，後I破損や前I切開に亀裂が入った症
例に使われる。球面レンズなので，非球面レンズより
偏位に強い。二次挿入や，強膜縫着にも使うこともで
きる。
調節眼内レンズ（accommodating IOL）では，ボ
シュロムに買収された Crystalensの新しいバージョ
ン Crystalens HDの発表があった。欧州で開発された
Tetrafl ex（Lenstec）の発表もあった。

Synchrony dual opticは 2枚の光学部が前後に組み
合わされ，バネのような連結部で繋がれているもの
で，前方の＋32Dの光学部が動くことによって調節

学会印象記

American Society of Cataract and Refractive Surgery

(ASCRS) 2009
筑波大学　大 鹿 哲 郎



̶ 48 ̶

視覚の科学　第30巻第 2号

を行う。FDA（Food and Drug Administration）の認
可が近いという。全距離視力が非常に良く，多焦点
眼内レンズと比較して明視域が広く，コントラスト
感度が良好で，グレアやハローなどの症状が有意に
少ないという。UBM（ultrasound biomicroscopy）と
aberrometerで実際に光学部の動きが確認されると報
告されていた。
レーザーではフェムト秒レーザーで白内障手術
の前I切開と核の破砕を行うという発表があった。
IntraLaseの創立メンバーが AMOに買収される前に
スピンアウトして作った LenSx Lasersである。
フェムト秒レーザーで角膜実質内に種々の切開をお
くことにより，老視の矯正（Intracor），遠視の矯正，
乱視の矯正（conic intrastromal relaxing incision）を
行う方法が多くの施設から報告されていた。フェムト
秒レーザーの使用は，欧米でかなり盛んになってきて
いる印象を受けた。
屈折矯正手術ではないが，角膜手術セクションの
な か で，Descemet’s stripping automated endothelial 

keratoplasty（以下  DSAEK）用の新しい挿入デバイ
スとして，EndoGlideという器具をシンガポールの
Donald Tanが発表していた。Businグライダーにレ
ンズシートを組み合わせたような器具で，非常に使い
勝手がよさそうであった。更に小切開創用の器具を開
発していくとのことで，今後が期待される。

Francis W. Priceが Descemet membrane endothelial 

keratoplasty（DMEK）82 例の成績を発表しており，
注目を集めていた。デスメ膜と内皮のみを移植する方

法である。もともとMellesが開発した手技であるが，
角膜厚がより正常に近くなるので，DSAEKよりも視
力の回復が早く，屈折異常も少なく，術後視力も良好
という。ただ，テクニカルには DSAEKより格段に
難しいことは確かである。
数年前から話題になっていた角膜 cross-linkingで

は，円錐角膜に対して非対称的にクロスリンクする方
法がポルトガルから発表されていた。この分野は欧州
で研究と臨床応用が非常に進んでいて，我が国と非常
に大きな差があるのが残念である。
来年の ASCRSは 4月 10～14 日にボストンで行

われるが，その前の 4月 7～ 9日にWorld Cornea 

Congressが行われるので，かなり多数の医師が参加
するであろう。

図 1　ASCRS 2009 のエントランス
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第 113 回日本眼科学会（以下 日眼）は 4月 16～19
日まで東京国際フォーラムにおいて開催された。
4月 18，19 日には他の研修会に出席のため欠席せ

ざるを得なかったのは残念であった。日眼総会のなか
から 17 日朝の一般講演セクション「変性近視（座長：
東京医科歯科大学　大野京子准教授）」5題とポスター
1題「黄斑上膜の不等像」に的を絞り，印象を記して
みたい。
各演題についての要約と質疑内容の順に述べる。

02-116　 ゲノムワイド関連解析による日本人におけ
る病的近視の感受性遺伝子の検索

　　　　 中西秀雄（京都大）他
京都大，東京医歯大，福島県医大の 3施設の共同研
究であり，強度近視の原因遺伝子を見い出そうとする
遠大な計画で，一塩基多型（SNP）を用いたゲノムワ
イド関連解析という手法によっている。本法は加齢黄
斑変性などでも行われている。対象は，両眼とも眼軸
長 28mm以上（少なくとも片眼に変性近視を有する
こと）の 302 例であり，JSNPデータベースで公開さ
れている日本人一般集団 934 例を対照群として用い
たという。
二つのスクリーニング過程を踏んで解析に供した。
その結果，22 個の領域のなかで一つの領域において
再現性の確認がとれたという。

Q & A：
眼軸，その他症例の条件が同じか，どうか？　変性
近視ということで，高齢者（平均 59 歳前後）を対象
とした報告は初めてといえる。
片眼性か，両眼性か，作業環境（近見作業）によっ
ても条件は大分変わってくるはずでは？　眼軸の左右
差が少ないものを選んでいる。
原因要素を強膜，あるいは網膜をシグナルとする
か？　後者を推定している。
などの質疑がなされたが，今後「道なお遠し」とい
う印象を受けたし，臨床への対応（目的）も今ひとつ
のようにも思われた。

02-117　近視性脈絡膜新生血管の危険因子
　　　　 城　友香理（大阪大）他
近視性脈絡膜新生血管（mCNV）の危険因子を，
僚眼（眼軸長 26.5mm以上を有する）に黄斑部異常
を認めない 23 例（平均年齢 63 歳）を対照眼とし
て，視機能（視力，眼圧，屈折値，眼軸長，optical 

coherence tomography（OCT）による脈絡膜厚，後
部ぶどう腫深度・色素上皮層長など），臨床的局所所
見（とくに，網脈絡膜萎縮，Lacquer crack など）を
比較した。
これらの結果より，mCNVの発症リスクを類推した。
予想されたことではあるが，視力，色素上皮層長（水
平方向），Lacquer crackはmCNV眼と僚眼に有意差
がみられた（リスクファクター）が，他の要素には有
意差はみられなかった。いうなれば，局所要因（変化）
が重要と推定されたという。

Q & A：
OCTで強膜と脈絡膜のオリエンテーションが容易に

つけ得るのか？　厳密な意味では今後の課題かと思う。
いわゆる Fellow eye を対照眼としてよいのか，いず
れは病眼となるものと思うが？　一般の眼となるとバ
リエーションが大きく選択が困難である，といわれた。
02-118　 スペクトラルドメイン光干渉断層計を用い

た強度近視眼の後眼部生体計測
 生野恭司（大阪大）他
視力予後にかかわる強度近視眼の後部ぶどう腫形成
と，網脈絡膜の菲薄化を量定する目的で，スペクトラ
ルドメイン光干渉断層計による生体計測を行った。こ
のことによって視力悪化の後局部リスクファクターを
数値として示したい。
対象 18 例 21 眼の条件は，1）－6D以上，眼軸長
26.5mm以上，2）30 歳以上 60 歳未満，3）後眼部異
常がない，4）Cirrus HD-OCT，IOL Masterによる計
測施行例，とした。
網膜厚：200µm前後（正常と差がない），
中心窩：薄い，
脈絡膜厚： 100µm（正常眼の 1/3 ）で鼻側・下方

学会印象記

第113回 日本眼科学会講演より
「変性近視」（5演題）および「黄斑上膜の不等像」（展示）印象記

㈶仁泉会医学研究所　加 藤  桂 一 郎
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が薄い，
後部ぶどう腫：上方が長い，
脈絡膜厚：年齢と相関あり
などの結果が得られたという。
これらの結果から，脈絡膜の変化を画像として捉え
ることが重要といえると結論づけられた。なお，後部
ぶどう腫については更に追跡する予定と述べられた。

Q & A：
厚みを測るときのモードは？　512 × 128，水平の

Bスキャンで測定。
後部ぶどう腫と診断する高さ（深さ）の臨床的定義
は？　客観的には難しいし，今後お互いに持ち寄って
議論すべきかと思う。
黄斑・網膜に異常がないという判断は？
など，境界領域の定義については結論が得られず，
今後の課題か。
なお，後の講演でもみられたが，年齢群の平均処理

（正規性がなく，実態は中央値），それに基づく「相関，
有意差の検定」などは人為的に抽出された病的対象疾
患であるだけに問題があり，慎重を期していただきた
い旨を付言しておいた。
次の 2題は，強度近視に由来する「黄斑分離症」の
演題である。
02-119　 黄斑円孔のない近視性黄斑分離症の手術成績
 中静裕之（日本大・駿河台）他

OCTにより黄斑円孔がみられない近視性黄斑分
離症と診断が下された 29例（29 眼，視力 0.5 以下，
–8D以上）について，術前に分離型（15眼）とA離
型（14眼）に分け，空気，または SF6 ガスタンポナー
デを行った術後網膜所見と視機能（logMAR 視力）を
検討した。その結果，とくに後者において視力向上が
得られやすいが，術後に黄斑円孔を発症（7眼，24％）
すると視機能低下が避けられないと述べられた。

Q & A：
内境界膜をとるのが重要，またガスと空気ではどう
か，うつ伏せの有無については？　
ピンホールの見落としは？　安全を図るにはガスが
有用と。
術前の詳細な検討には OCT を縦・横併用するのが
よい，などのコメントが出され，検討の余地を感じさ
せられた報告であった。
02-120　 強度近視黄斑分離に対する硝子体術後の視

力因子

 熊谷和之（総合上飯田第一病院）他
黄斑円孔を伴わない近視性黄斑分離症 39 例（39 眼，
－8D以上，眼軸長 28mm）に対して，前の演題と類
似の術式（内境界膜A離＋ガスタンポナーデ）にて硝
子体手術を施行，術前後の諸検査を行い，視力（log 

MAR）の推移をみたものである。また，有水晶体眼
（21 眼）に対しては眼内レンズ（IOL）挿入術を併用
している。視力改善は 24 眼（62％），不変 11 眼（28
％），悪化 4眼（10％）で，円孔の発生はみられなかっ
たが，1眼に脈絡膜新生血管の発症を認めたと。

Q & A：
手術適応はA離が起こってからの方がよいか？　視
力の状況は？　などの質疑があった。
なお，個人的な興味の対象である「不等像視」につ
いてのポスターが 1演題みられたので，問題点だけを
記しておきたい。
P-163　特発性黄斑上膜における不等像視
　　　   浅野　亮（藤田保健衛生大）他
19例の特発性黄斑上膜の視機能の定量的評価に

M-Charts，およびNew-Aniseikonia test（以下 NAT）を
用いた結果の報告である。不等像の定量化が可能であ
り，病状の程度を類推する指標となり得ると記された。
近畿大学眼科で開発されたMetamorphopsia-Charts

（変視症チャート）と，不等像視とは若干定義が異なる
ため割愛し，個人的に関心をもつ主題に沿って後者に
ついてのみ，以下の私見（疑義）を提示しておきたい。
＃　 NAT 視標の視角は病巣の大きさとは対応しな
い。

　　 小・大視症の視感覚ははるかに著しい（自覚症
として感知される）と推測されるが，前述の理
由から量定をするには問題があり，個々の病巣
の大きさも多彩であり，その辺をクリアするの
が先であろう。

＃　 19 例と少例数であり，かつ個々の病態が異な
る集団について，相関の有無を論ずるのには無
理がある。

　　 　1～2例の異常値例の棄却検定（症例の検討）
を優先させ，検定の後に相関の有無を判断すべ
きかと思われる。

　　 　極端な 1～2例を除けば結論は変わってくる
場合も多い。今回の結果が事実として一人歩き
するのを危惧し，記させていただいた。
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例年どおりフロリダ州のフォートローダーデールで
開催された ARVOは，新型インフルエンザの影響で
日本からの参加者が多数キャンセルになってしまった
が，アメリカ人はすでに感染国であったことと国民性
のためか，全く気にしている様子もなく，活発に報告
や議論が行われた。

1.  眼底画像関係

補償光学（以下 AO）眼底カメラに関しては，臨床
症例について多くの施設から発表があり，実用化が間
近い印象を受けた。AO眼底カメラは，眼球の収差を
可変鏡で補正した後に高倍率で眼底撮影することに
より，錐体細胞を捉えることができる装置で，通常
の fl ood illumination AO眼底カメラのほか，走査レー
ザー検眼鏡（以下 SLO）と組み合わせた AO-SLO，
光干渉断層計（以下 OCT）と組み合わせた AO-

OCTでもよい画像が得られている。AO-SLOに関し
て先行しているカリフォルニア大学バークレー校の
Roordaのグループは，フーリエドメイン OCT（以下 

FD-OCT），多局所網膜電図（以下 mf-ERG）などを
組み合わせて，AZOOR（急性帯状潜在性網膜外層症：
眼科用語集による）の症例を詳細に検討した発表を
行った。mf-ERGで振幅低下がみられた網膜部位で，
AO像で錐体モザイクが不鮮明になっていることが示
されており，FD-OCT像とあわせて，AZOORが視
細胞外節の限局的な障害であることが明確に確認さ
れた。我々のグループはその隣のポスターで，fl ood 

illumination AO眼底カメラで Laser障害の follow up

例について発表したが，AO眼底カメラで鮮明に視細
胞障害を二次元的に捉えることができ，好評であっ
た。筑波大学の安野先生のグループは侵達性のよい長
波長（1 µm）の AO-SLOで錐体が鮮明に描出される
ことを報告した。一方 AO-OCTは，イギリスのカー
ディフ大学の Drexlerらのグループが開発している究
極の OCTで，錐体が鮮明に描出できるようになり画

期的に進歩しているが，装置が大掛かりなので臨床機
器として普及するかどうかは議論のあるところであ
る。

FD-OCTに関しては市販機が普及したこともあり，
臨床症例での検討が非常に多く報告された。網膜障害
を層別に論じる時代が到来したことがはっきり印象付
けられた。次世代の OCTとしては，長波長（1 µm）
の OCTによる脈絡膜の解析が興味深かった。先行す
る Drexlerのグループは不参加で残念であったが，
マサチューセッツ総合病院の de Boerのグループ，
安野先生，大阪大学の生野先生のグループが臨床例
について検討を行い，加齢黄斑変性（AMD）に対す
る Avastinの治療効果判定や，強度近視眼の病態解明
に有用であるという印象を受けた。
眼底の機能イメージングは，網膜や網膜色素上皮

（RPE）の活性を画像化して評価できる技術であり，
最近研究面で注目を集めている。光刺激，電気刺激
による変化を連続的に観察する方法を使ったいくつ
かの研究報告がなされたが，先駆者である Upstate 

Medical University の Tsoは，血管拡張薬投与下で
信号成分が減少することを，この方法により観察さ
れている変化が hemodynamicsによる変化と結論
する根拠としていた。またアラバマ大学の Yaoの
グループでは，スリット走査型の共焦点顕微鏡を
使ったカエル網膜の in vitroの観察で，網膜の層構
造による時間変化，とくにこの分野の研究者が興味
をもっているポジティブ，ネガティブの反応を調べ
た。また，筆者らのグループは 2 波長帯域（730～
780nm，830～880nm）でのイメージングを行い，
刺激による酸素飽和度の変化について報告した。分
光眼底カメラに関して，本年も瞬間的に分光ができ
る装置を含め報告があった。機能イメージングと瞬
間分光眼底カメラの組み合わせが来年以降のトレン
ドになるかもしれない。更に，機能イメージングの
画期的な進歩としては，東京医療センターの角田先

学会印象記

Association for Research in Vision and Ophthalmology

（ARVO）に参加して
大阪大学　不二門　　　尚
㈱トプコン　三 橋 俊 文
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生らのグループが，人間に近いサル網膜で初めて
functional OCTの記録に成功し，光刺激で視細胞層
のみでなく網膜内層からも信号が得られたことを報
告したことが挙げられる。

2.  人工網膜関係

実用化間近といわれながら数年経過している人工網
膜であるが，本年の ARVOで，ドイツの Zrennerの
グループが画期的な発表を行った。1,500 極の電極を
網膜下に埋植し，4カ月の長期観察を行った症例で，
ランドルト環の視力検査で 0.02 の視力が測定でき，
実用的な視力としてバナナの形がわかったということ
である。アメリカの Humayunのグループも，60 極
の電極を網膜上に設置する慢性埋め込み型人工網膜の
手術を十数例に行い，縞視標に対する反応が得られた
という発表を行った。成功例が少しずつ報告されはじ
めたことは朗報である。経角膜電気刺激による網膜神
経の賦活化に関して，不二門のグループは外傷性視神
経症に対して視力が 0.1 以上の症例で有効例が多いこ
とを報告したが，ドイツの Gekelerのグループは，視
細胞障害ラットに対して電気刺激が ERGの改善に有
効であることを報告した。経角膜電気刺激が各国に広
まることは Good Newsである。

3.  前眼部屈折関係

波面収差と視機能に関しては，技術の進歩により
adaptive opticsで使われる deformable mirrorの技術
を刺激の提示に応用した収差シミュレータを使った
研究がトレンドと思われる。また，波面収差測定のア
ライメントの詳細に関する研究もみられた。筆者らの
グループは両眼波面センサーと自覚的なコントラスト
感度の同時測定に関する報告を行った。前方開放型に
作られた装置を使って，両眼の調節や収差を連続的

に測定しながら自覚的な検査も同時に行った。1分間
開瞼による連続測定では，波面収差から計算された
modulation transfer function（MTF）と自覚的なコン
トラスト感度の関係を示すことができた。
トーリック眼内レンズ（以下 IOL）の普及に伴い，

乱視の測定と IOLの位置，回転の関係を調べること
が必要になっている。Aston大学のWolffsohnらは，
デジタルスリットカメラのレトロイルミネーションに
より IOLの位置，回転を測定し，その繰り返し精度
を検討した。また白内障手術では，最近，手術用顕微
鏡に波面センサーを取り付けた装置が注目されてい
る。Ed Saverらは，IOL挿入時には IOLが 10°程度
まで大きく傾いたときの乱視を測定してしまうことを
想定し，そのときの乱視測定の問題点を眼と IOLの
光学モデルにより検討した。単なる装置の提供に終わ
らず，測定誤差について理論的に検討することは手術
の精度向上に貢献すると思われる。

Altalのグループは，摘出された人眼の水晶体に
ついて，干渉計と波面センサーによる収差測定，
shadow photograph形状測定を行った。水槽中の摘出
水晶体の形状測定は，後ろ側から水晶体を照明し，そ
の影を charge-coupled device（CCD）で撮影するこ
とにより行われた。精度的には 20µmと物足りない
が，同時に行われた収差測定とのマッチングを調べる
などして，今後，眼の光学あるいは収差構造がより解
明されるであろう。

4.  ま　　と　　め

今年の ARVOについて，筆者らの興味ある分野に
ついてのみ簡単に報告した。このほかにも，最近研究
開発が活発な OCTでは，更に画期的な報告があった
と聞くが，これらが漏れてしまったことはお詫びして
お断りしておきたい。
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第 30 巻第 2号をお届けします。
本号の総説は第 29 巻 1号の最近のトピックスで取り上げた弱視に関するもので，最近の研究成果
を EBM（evidence-based medicine：科学的根拠に基づく医療）の視点を踏まえてまとめられており
ます。拝読して，もし私が治療を受ける立場の患者であったなら，インフォームドコンセントにお
いて，「正しい選択をするためには EBMの結果を踏まえた情報の提供が必要です」と強く要求する
であろうと思ったしだいであります。読者の皆様にとって現在の研究動向を見極めるための有意義
な一編になれば編集者として幸甚であります。
本号の原著は一つです。流体力学の解析がしっかりなされていて，工学分野の人には説得性のあ
る分析になっております。医学サイドの方にとっても日ごろ疑問に思っている問題の解決に役に立
つ内容と思われます。そして最近のトピックスはまさにトピックスで，今後の可能性を秘めたオル
ソケラトロジーに関する報告です。前述した EBMの観点からのデータの蓄積により，その有効性
が確立していくものと思われます。
巻頭言にありますように，視機能の矯正は単なる視力の矯正ではなく，脳の活動をも視野に入れ
る必要があります。したがいまして，視覚の科学をより一層充実させるためには色々な分野の方か
らの投稿が必要です。今後も皆様のご協力をお願いいたします。

編　集　後　記

斎 田 真 也 記



視 覚 の 科 学　第 30 巻　第 2号
 2009 年 7 月 31 日　発行

編集委員長 三橋　  俊文

発　　　行 日本眼光学学会
 567－0046 茨木市南春日丘 7－5－10　第二山本ビル 203
  JMC佐々木内
 TEL　072－631－3737　FAX　072－631－3738
 E-mail　jmcfuji@ops.dti.ne.jp

発　行　所 日本眼科紀要会
 567－0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 3－6　山本ビル 302 号室
 TEL　072－623－7878　FAX　072－673－6060
 E-mail　folia@hcn.zaq.ne.jp



◆  編集部からのお願い  ◆

視覚の科学をお読みになったご感想，ご意見などをお寄せ下さい。
送付先：大阪大学大学院医学系研究科応用医工学講座感覚機能形成学教室
　　　　〒 565－0871  吹田市山田丘 2－2
　　　　TEL 06－6879－3941　FAX 06－6879－3948
　　　　E-mail: hisyo10 ＠ ophthal.med.osaka-u.ac.jp
　　　　日本眼光学学会　編集部

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

日本眼光学学会は，医師と視能訓練士，物理，光学，視覚研究者をメンバーとし，眼
の機能特に視覚科学，レンズ，光学器械，眼の計測器等に関する基礎的，応用的問題
の研究，発展に資することを目的として昭和 40 年に発足し，以来この方面において
多大の成果を挙げております。
入会をご希望の方は，次ページ挟み込みの入会申込書に必要事項（特に学歴，現在の
専門，紹介者）を漏れなくご記入の上，下記事務局宛にお送り下さい。
◆記入上の注意
※眼科医の方は日本眼科学会の認定番号を備考欄にお書き下さい。
※理工系の場合は，大学教授，施設長のご紹介をいただいて下さい。
※ 視能訓練士の方で，視能訓練士協会にご在籍の方は，会員番号を備考欄にお書き下
さい。
※申込者は，忘れずに捺印し郵送して下さい。
※  2005 年 4 月より個人の守秘義務に関する法律が設定されました。入会申込書にも
記載しておりますが，名簿に記載してよい項目には忘れずに○印をお付け下さい。
○印がついていない場合はすべて掲載いたしますのでご了承下さい。

◆ 会費は，常任理事会にて承認後，改めてご請求いたしますので，折り返しお振込下
さい。ご入金が確認できた時点で入会日，会員番号をお知らせいたします。
◆送付先：567－0046  茨木市南春日丘 7－5－10  第二山本ビル 203　JMC佐々木内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072－631－3737　FAX 072－631－3738
　　　　　E-mail jmcfuji@ops.dti.ne.jp
◆年会費：入会金不要　年会費 ( 個人 ) 5,000 円
◆学　会：年 1回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物： 学会誌「視覚の科学」年 4回発行，学会プログラム・抄録集など，刊行物

はすべて会員に無料配布いたします。



日本眼光学学会総会開催記録
自昭和40年～至平成21年

 回数 年代 会　長 所　属 開　催　場　所 ME学会と合同

 1 昭和40年 桐澤　長徳 東北大 宮城県民会館 ×
 2 41年 大塚　　仁 東京医科歯科大 国立教育会館・大会議室 ×
 3 42年 久保田　広 東京大・生産技術研 国立教育会館 ×
 4 43年 梶浦　睦雄 福島県立医科大 福島県飯坂市エーザイ製薬講堂　 ×
 5 44年 牧内　正一 大阪医科大 明治生命ビル ×
 6 45年 松尾　治亘 東京医科大 東京医科大同窓会館 ×
 7 46年 三国　政吉 新潟大 新潟医師会館 ×
 8 47年 三島　済一 東京大 東京虎の門久保講堂 ×
 9 48年 日置　隆一 千葉大 東京興和ビル11階講堂 ×
 10 49年 中尾　主一 奈良県立医科大 奈良県文化会館小ホール ×
 11 50年 米村　大蔵 金沢大 金沢大学十全講堂 ×
 12 51年 中島　　章 順天堂大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 13 52年 大頭　　仁 早稲田大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 14 53年 梶浦　睦雄 福島県立医科大 順天堂大有山登記念館講堂 ×
 15 54年 野寄喜美春 埼玉医科大 埼玉医科大講堂 ×
 16 55年 大庭　紀雄 鹿児島大 指宿観光ホテル ×
 17 56年 大島　祐之 筑波大 筑波大臨床講堂 ×
 18 57年 石川　　清 千葉大 千葉大医学部記念講堂 ×
 19 58年 保坂　明郎 旭川医科大 旭川市トーヨーホテル ×
 20 59年 所　　　敬 東京医科歯科大 東京医科歯科大学大講堂 ×
 21 60年 鈴木　昭弘 愛知医科大 名古屋国際センター ×
 22 61年 糸井　素一 京都府立医科大 国立京都国際会館 ×
 23 62年 佐々木一之 金沢医科大 石川県教育・自治会館 ×
 24 63年 加藤桂一郎 福島県立医科大 福島市ホテル辰巳屋 ×
 25 平成 1 年 西信　元嗣 奈良県立医科大 奈良県新公会堂 ×
 26 2 年 太根　節直 聖マリアンナ医科大 全協連ビル ×
 27 3 年 岩田　和雄 新潟大 新潟東映ホール ×
 28 4 年 石川　　哲 北里大 横浜開港記念会館 ×
 29 5 年 山本　　節 神戸大 神戸市医師会館本館 ×
 30 6 年 新美　勝彦 藤田保健衛生大 愛知芸術文化センター ×
 31 7 年 湖崎　　克 大阪市 薬業年金会館 ○
 32 8 年 畑田　豊彦 東京工芸大 早稲田大国際会議場井深大記念ホール ○
 33 9 年 木下　　茂 京都府立医科大 国立京都国際会館 ○
 34 10年 金井　　淳 順天堂大 興和㈱11階ホール ○
 35 11年 可児　一孝 滋賀医科大 国立京都国際会館 ○
 36 12年 尾羽沢　大 東海大 パシフィコ横浜・会議センター ○
 37 13年 三宅　養三 名古屋大 名古屋国際会議場レセプションホール ○
 38 14年 河原　哲夫 金沢工業大 アクトシティー浜松コングレスセンター ○
 39 15年 不二門　尚 大阪大 大阪国際交流センター ○＋屈折調節研
 40 16年 清水　公也 北里大 パシフィコ横浜 ○＋屈折調節研
 41 17年 和氣　典二 中京大・心理学部 名古屋市中小企業振興会館 ○
 42 18年 北原　健二 東京慈恵医大 東京国際フォーラム ○
 43 19年 吉田　晃敏 旭川医科大 旭川市民文化会館 ME学会と合併
 44 20年 奥山　文雄 鈴鹿医療科学大学 日本教育会館一ツ橋ホール 屈折調節研と合併
 45 21年 大鹿　哲郎 筑波大 東京国際フォーラム 白内障・眼内レンズ・APA
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原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学
会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

2.　 原著論文は査読者の意見を参考に，編集委員会が
採否を決定します。なお，査読者の意見により原
稿の加筆，修正，削除などをお願いすることがあ
りますのでご承知おき下さい。原稿修正等に要す
る日数は特に定めませんが，3カ月以上になると
取り下げと判断する場合があります。

3.　 原著論文は，査読者に送られますので論文原本の
ほかに必ずコピー 2部（原本も含め計 3部）を提
出して下さい。

原著・総説の執筆要項
1.　別々の用紙を用いて次のように区分して下さい。
・ タイトルページ：題名，Running Head，所属名，
著者名を明記し，下段に校正などの連絡先を記入
して下さい。
・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。
・ 英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，
200 語以内（1 語は 5 文字に相当）とします。な
お，英文の題名，氏名，所属名，住所を明記して
下さい。
・ キーワード：日本語のキーワードを，5個以内で
重要な順に列記して下さい。
・ Key words：英語の key words は日本語と同じも
のを，5個以内で重要な順に列記して下さい。
・ 本文：原則として，緒言，方法，結果，考按の各
項目に区分して下さい。ただし，内容によっては
この限りではありません。総説の場合，本文の構
成は自由です．
・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明
2.　 論文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
400 字原稿用紙 20 枚（8,000 字）以内とします。
ただし，編集委員会が認める場合は，この限りで
はありません。専門用語以外は当用漢字，現代か
なづかいを使用し，句読点を正しく付けて下さい。
表および図以外には，頁番号並びに頁左側に行数

を付けて下さい。電子媒体による投稿の場合には，
本文はMicrosoft Word あるいはテキストファイ
ルで，図表はPower Point ファイルで，CD-ROM
に記録してお送り下さい。

3.　 医学用語は，原則として日本医学会医学用語委員
会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語
集　第 4版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）1999 年によって下さい。外国人名，
地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外
来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は
固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞
を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文
字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ
内に入れ（------®）として下さい。

4.　 数字は，算用数字を用い，計量単位はできるだけ
SI 単位を用いて下さい。

5.　 図と表はそのまま印刷できるように，きれいにト
レースしたもの，または写真を用いて下さい。原
則としてはA4の大きさ以内にして下さい。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。写真の大きさは名刺版（6× 8cm）以上
の大きさとします。また，間違いをなくすために，
写真の裏側に氏名と天地を明記してお送り下さ
い。カラー印刷を希望される方は，必ずフィル
ム（ネガまたはリバーサル）をお送り下さい。カ
ラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。図
（写真）と表の説明は別の用紙を用いて書いて下
さい。
　なお説明は，読めばその内容がわかるように明
記し，本文中に重複して記載しないように注意し
て下さい。

7.　 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

8.　 文献は本文中に引用されたもののみを別紙に一括
して書き，文献の記載順序は引用順とします。本
文中の引用箇所には肩番号を付して照合して下さ
い。

9.　 文献の書き方は，引用番号）著者名：題名．誌名
巻：頁（始頁－終頁），発行年（西暦）．の順に書
いて下さい。単行本の場合は，著者名：書名．編
者名，頁（始頁－終頁），発行所名，所在都市名，
発行年（西暦）．の順で書いて下さい。



著者が 3 名以上の場合は最初の 2 名を書いた上
で 3名以降は，他または et al として下さい。
例 1）  光学太郎，光学次郎，眼光学一郎：調節の

研究．生理光学 1: 1-10, 1990.
例 2）  Yamaguch i L , Yamane J & Yag i K : 

Researches on accommodation.  Physiol Opt 
1: 1-10, 1990.

例 3）  Yamaguchi K: Physiological Optics. 25-30, 
CV Mosby, New York, 1990.

10.   著者校正は原則として 1回行いますが，その際大
幅な変更はご遠慮下さい。なお，やむを得ず大幅
な変更があった場合は実費を申し受けます。

11.   英文要約は，和文要約に沿って書き，あらかじめ
英語の堪能な方の校閲を受けて下さい。

12.   英語訳文の原稿も受付けますが，事前に編集委員
会にご連絡下さい。

13.   別刷は 30 部を無料とし，これ以上の部数は有料
として 50 部単位で受付けます。

14.   筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4頁までは無料とし，5頁からは 1頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します
（目安として本誌 1頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，
図と表はそれぞれ 400字原稿用紙ほぼ 1枚に相当
します）。
依頼による総説の場合，掲載料は無料ですが，
カラー印刷のみ実費（1頁当たり 20,000 円から
32,000 円）を申し受けます。

15.   原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565－0871  吹田市山田丘 2－2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06－6879－3941

Fax 06－6879－3948

E-mail  hisyo10@ophthal.med.osaka-u.ac.jp



視覚の科学投稿用タイトルページ

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

　　　　　図　　　　枚（図説　　　　枚）　（カラー掲載希望：図番号　　　 　　　　　　）

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

別刷希望数：有料　　　　　部＋無料 30 部＝　　　　　部（ただし有料部数は 50 部単位でお願いします）

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

注 1 ：講演要旨の場合は，文献，図表を付けずに作成して下さい。キーワード，英文キーワードは付けて下さい。

受付  No.

題　名：

簡略題名：
（Running Head）

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）



ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.



著 作 権 譲 渡 同 意 書
＊ 受付日　　　年　　　月　　　日

日本眼光学学会　殿

No.

論文名

　表記論文は，下記に署名した全執筆者が共同して書いたものであり，今までに他誌に発表

されたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。

　表記論文が，視覚の科学に掲載された場合は，その著作権を日本眼光学学会に譲渡するこ

とに同意します。

＊注意

　全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記して下さい。捺印は不要です。

　なお，共著者の署名が上記の欄に書ききれない場合には本誌を複写したものをご使用下さい。

　＊印の部分は記入しないで下さい。

筆頭著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日
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　会　　　報　

第 106回　中国四国眼科学会・平成 21年度中国四国ブロック講習会
第 1回ご案内

会　期：2009 年 7 月 26 日（日）
会　場：サンポート高松　かがわ国際会議場
　　　　760-0019　高松市サンポート 2-1　TEL：087-825-5000
会　長：白神史雄（香川大学医学部眼科学講座）
学会ホームページ：http://106chushi.jtbcom.co.jp

事前登録：2009 年 6 月 30 日（火）に〆切りました。
主　催：香川大学医学部眼科学講座
　　　　761-0793　香川県木田郡三木町池戸 1750-1
　　　　TEL：087-898-2211　FAX：087-891-2212
事務局：第 106 回中国四国眼科学会　事務局
　　　　530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22　ハービス ENT 11F
　　　　㈱ジェイコム　コンベンション事業本部内
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105
　　　　E-mail：106chushi@jtbcom.co.jp

第 63回　日本臨床眼科学会　第 1回ご案内

会　期：2009 年 10 月 9日（金）～ 12 日（月 ･祝）
会　場：福岡国際会議場　　812-0032　福岡市博多区石城町 2-1　　TEL：092-262-4111
　　　　福岡サンパレス　　812-0021　福岡市博多区築港本町 2-1　TEL：092-272-1123
　　　　マリンメッセ福岡　812-0031　福岡市博多区沖浜町 7-1　　TEL：092-262-3111
主　催：九州大学大学院医学研究院眼科学分野，福岡県眼科医会
会　長：石橋達朗（九州大学大学院医学研究院眼科学分野）
副会長：荒川哲夫（福岡県眼科医会）
学会ホームページ：http://www.congre.co.jp/ringan2009/
演題募集：2009 年 5 月 28 日（木）に〆切りました。
事前参加登録：
■オンライン登録：平成 21 年 3月 2日（月）正午～ 8月 17 日（月）正午
学会ホームページ「事前参加登録」より登録画面に入り，必要事項を入力して下さい。従来のクレジットカー
ド決済に加えて，ペイジー（郵便局または提携都市銀行での支払いシステム），主要コンビニエンスストア（セ
ブンイレブン，ローソン，ファミリーマート，サークル Kサンクス等）での決済が可能です。
※便利でかんたんなオンライン登録をぜひご利用下さい。
■郵便払込による登録：2009 年 3 月 2 日（月）～ 7月 21 日（火）当日払込分まで有効。専用の郵便払込用紙
（「日本眼科学会雑誌」（5月号）または「日本の眼科」（5月号）に綴込み）か，郵便局備え付けの用紙に下記
項目をご記入の上，お近くの郵便局からお支払下さい。郵便払込用紙 1枚で 1名のお申込みを受付けます。

【通信欄記入項目】
参加証およびプログラム・抄録集送付先（勤務先 or自宅宛，郵便番号，住所）／氏名（フリガナ）日本眼科
学会会員番号（会員のみ）／勤務先名／ TEL／ FAX／ E-mail／区分／金額

会　　　報
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　※ 必ずフリガナと E-mailもご記入下さい。（E-mailは，参加登録番号およびインストラクションコース事
前申込 ID，パスワードのご連絡に使用します。できるだけ PC用をご記入下さい。携帯電話用の場合は，
congre.co.jpドメインからのメール受信ができるよう，ご自身で携帯電話の設定変更をお願いいたします。）

　　口座番号：01740-0-147895
　　加入者名：第 63 回日本臨床眼科学会
　※記入に不足がある場合，参加証およびプログラム・抄録集がお手元に届かないことがあります。
　※ 上記通信欄が入力できないため，ゆうちょダイレクトによる払込はご遠慮下さい。

特別講演：「OCTによる黄斑病態の解明」（予定）　　　　　　　　岸　章治（群馬大）
　　　　　「眼における微生物の病原性について考える」（予定）　 井上幸次（鳥取大）
招待講演：「The Development Process for New Retinal Therapies」　Stephen J. Ryan（Doheny Eye Institute）
　　　　　「日本における再生医療の現状」（予定） 西川伸一（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター）
シンポジウム：
　 1．「角結膜手術の未来」 オーガナイザー；村上　晶（順天大）
 　　　　　　　　天野史郎（東京大）
　 2．「難治性角結膜疾患への挑戦」 オーガナイザー；木下　茂（京都府医大）
 　　　　　　　　西田幸二（東北大）
　 3．「マルチフォーカル IOL徹底討論」 オーガナイザー；永本敏之（杏林大）
 　　　　　　　　大鹿哲郎（筑波大）
　 4．「緑内障の疫学」 オーガナイザー；新家　眞（東京大）
 　　　　　　　　澤口昭一（琉球大）
　 5．「血管新生緑内障の治療戦略」 オーガナイザー；桑山泰明（大阪厚生年金病院）
 　　　　　　　　谷原秀信（熊本大）
　 6．「黄斑疾患アップデート ―疾患概念の進歩―」 オーガナイザー；飯田知弘（福島県医大）
 　　　　　　　　近藤峰生（名古屋大）
　 7．「糖尿病網膜症に対する新たな治療戦略」 オーガナイザー；北岡　隆（長崎大）
 　　　　　　　　須藤史子（女子医大）
　 8．「抗血管新生治療の適応と実際」 オーガナイザー；小椋祐一郎（名古屋市大）
 　　　　　　　　白神史雄（香川大）
　 9．「コンタクトレンズ関連角膜感染症を考える」 オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）
 　　　　　　　　井上幸次（鳥取大）
　10．「斜視患者の QOLを考える」 オーガナイザー；大月　洋（岡山大）
 　　　　　　　　佐藤美保（浜松医大）
　11．「網膜A離を伴う重症未熟児網膜症の治療選択」
 オーガナイザー；東　範行（国立成育医療センター）
 　　　　　　　　日下俊次（大阪大）
　12．「眼科領域におけるドラッグデリバリーシステムのアップデート」
 オーガナイザー；吉冨健志（秋田大）
 　　　　　　　　柏木賢治（山梨大）
　13．「視覚障害による身体障害程度等級決定法を見直す」 
 オーガナイザー；山本修一（千葉大）
 　　　　　　　　加藤　聡（東京大）
　14．「学術的方法論に基づいた眼科医療の評価」
　　　 ―日眼医研究事業の結果報告― オーガナイザー；山田昌和（東京医療センター）
 　　　　　　　　伊藤信一（伊藤眼科クリニック）
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　15．「マイクロサージェリーにおける観察系の進歩“見えるが勝ち”」
　　　 ―硝子体手術の眼底視認性― オーガナイザー；堀口正之（藤田保健衛生大）
 　　　　　　　　野田　徹（東京医療センター）
　16．「次期診療報酬改定について」 オーガナイザー；山岸直矢（山岸眼科医院）
 　　　　　　　　他 1名未定
　17．「アジアンシンポジウム」 オーガナイザー；西田輝夫（山口大）
 　　　　　　　　坂本泰二（鹿児島大）
　18．「加齢黄斑変性のトータルケア」 オーガナイザー；高橋寛二（関西医科大・枚方）
 　　　　　　　　湯澤美都子（日本大・駿河台）
一般演題（一般口演・学術展示）：
インストラクションコース：60 コースを予定。事前参加申込は学会ホームページにて，7月下旬受付開始予定。
・参加費無料
・事前申込では 6コースを上限設定
・全コースに当日枠を設定
視能訓練士プログラム：「視能訓練士と高齢者とのかかわりを考える」
 オーガナイザー；南雲　幹（日本視能訓練士協会学術部）
 　　　　　　　　堀越由紀子（田園調布学園大）
ナーシングプログラム：「今ふたたび，眼科看護とは？　―現場のチャレンジ―」
 オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）
 　　　　　　　　大音清香（西葛西・井上眼科病院）
病医院運営プログラム：「最新機器導入の分岐点」 オーガナイザー；前田利根（日本眼科医会）
 　　　　　　　　千原悦夫（日本眼科医会）
眼科専門医制度講習会：共催セミナー：

モーニングセミナー・クルズス，ランチョンセミナー，イブニングセミナー
市民公開講座：未定
併設器械展示：10 月 9日（金）～ 11 日（日）　マリンメッセ福岡
専門別研究会：黄斑研究会，オキュラーサーフェス研究会，眼科 DNAチップ研究会，強度近視眼底研究会，
　　　　　　　再生医療・生体材料研究会，日本視野研究会，眼の形成外科，眼科臨床病理組織研究会
事務局：812-8582　福岡市東区馬出 3-1-1
　　　　九州大学大学院医学研究院眼科学分野
　　　　事務局長；園田康平
　　　　TEL：092-642-5648　FAX：092-642-5663
運営事務局：810-0001　福岡市中央区天神 1-9-17　5F
　　　　　　株式会社コングレ　九州支社内　担当；長野
　　　　　　TEL：092-716-7116　　FAX：092-716-7143
　　　　　　E-mail：ringan2009@congre.co.jp　http://www.congre.co.jp/ringan2009/

眼光学チュートリアルセミナー
－ 眼科医・視能訓練士のための －

会　期：2009 年 8 月 1日（土） 10：00 ～ 17：00
　　　　　　　　　   2 日（日）   9：00 ～ 16：00　2日間
会　場：日本薬学会長井記念館地下 2階長井記念ホール （東京都渋谷区渋谷 2-12-15）
　　　　（アクセス http://www.pharm.or.jp/hall/access.html 《渋谷駅下車 徒歩 8分》）
本チュートリアルの趣旨と特長：
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　日本の QOV（quality of vision）は，眼光学に関心の深い眼科医，視能訓練士，理工系の研究者，それと関連
する企業の尽力により，世界的にみても高品位に保たれていますが，実際の臨床現場ではより深い眼光学の知識
を必要とする機会が多くなっています。そこで，知っておくべき，あるいは臨床で困ったときに役立つ光学知
識を，眼光学の観点から解りやすく解説するセミナーを開催します。
　昨年度は本邦初の試みに対して 130 名を超える参加をいただき，たいへん好評を博しました。本年度は，ア
ンケート結果を踏まえて内容を精査し，講師も含めて全体を充実させました。また，より多くの方に参加してい
ただけるよう，参加費の見直しも行いました。
☆昨年度のアンケートより（一部抜粋）
　・今回のセミナーはとても画期的だったと思います。これからもどんどんグレードアップして続けて欲しい。
　・ 各先生方の講義では何度も出てくる言葉（スネル，回折，収差など）があり，色々な先生方からの説明で

より理解できました。初日はただ耳に入っていただけの言葉が二日目にはイメージができるようになった
ような気がします。

　・ 何度聴いてもよくわからない分野ですが，今回かなりわかったような気がします。この分野をじっくり聴
けることがなかったので感謝しています。

　・ 今までは理解しようと思っても避けてきた部分の様々な講義を受講して，今回は少し理解できたように思
います。自身が理解できた部分を教育の場で生かしたいと思います。

スケジュール：下記のとおりです。（多少の変更はご了解下さい）

日　　時 科　　目 講 義 内 容 講　　師

8/1  10:00 ～ 10:15
10:15 ～ 11:05
11:15 ～ 12:00

13:00 ～ 13:45
13:55 ～ 14:45
15:00 ～ 16:00
16:10 ～ 17:00

オリエンテーション
光学基礎（１）
光学基礎（２）

視力とコントラスト感度
多焦点眼内レンズ
手術用顕微鏡
眼底カメラ

光の特性，結像公式，収差の概念
PSF，MTF，OTF，PTF，strehl比，等

視力，コントラスト感度，等
多焦点眼内レンズの原理／検査
光学系，メーカーによる特徴：使い方の
コツと限界

不二門　尚（大阪大）
宮前　博（コニカミノルタオプト）
大沼一彦（千葉大）

根岸一乃（慶應大）
大沼一彦（千葉大）
野田　徹（東京医療センター眼科）
同 上

8/2    9:00 ～   9:45
9:55 ～ 10:50
11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 13:45
14:00 ～ 16:00

エキシマレーザー
波面センサー
干渉計測

他覚的屈折検査
屈折矯正

エキシマレーザー角膜手術装置の原理
種類，測定原理と限界
OCT，IOLマスター，測定原理と限界

オートレフ：測定原理と限界
屈折検査の手段，眼鏡処方の基礎，矯正方
法の違い（眼鏡，CL，IOL）

鈴木喜尊（ニデック）
不二門　尚（大阪大）
同 上

小林克彦（トプコン）
梶田雅義（梶田眼科）

（敬称略）

※ 詳細をご覧なりたい方は JOEMのホームページをご覧下さい。URL：http://www.joem.or.jp/

参加費：眼　科　医：25,000 円　　研修医／学生：15,000 円
　　　　視能訓練士：15,000 円　　J O E M 会員：20,000 円
　　　　一　　　般：30,000 円　　　　　　　　　　　　　　（テキスト代，消費税込）
申込期限：2009 年 7 月 24 日（金）まで （定員（180 名）になり次第〆切ります。）
申込方法：お申込みフォームは下記の URLからお入り下さい。
　　　　　お申込み受付後，JOEMから申込責任者宛に受講票と請求書を郵送いたします。
　　　　　http://www.joem.or.jp/moushikomi.htm

申込先および問合せ先：㈳日本オプトメカトロニクス協会　105-0011 東京都港区芝公園 3-5-22
　　　　　TEL 03-3435-9321　FAX 03-3435-9567　E-mail: info@joem.or.jp

主　催：日本眼光学学会 ＆ ㈳日本オプトメカトロニクス協会（JOEM）
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第 50回　日本視能矯正学会

会　期：2009 年 10 月 17 日（土），18 日（日）
会　場：東京国際フォーラム　ホール A（収容人数 3,000 名を想定）
テーマ：視覚世界の謎に迫る
　特別講演（10 月 18 日（日）午前中を予定）
　　　「赤ちゃんは顔を読む（仮題）」　山口真美（中央大文学部心理学研究室）
　教育講演（10 月 17 日（土）午後を予定）
　　　「OCTの見方」　　　　　　　　小林義治（帝京大医療技術学部視能矯正学科）
　招待講演（対談形式で行う，10 月 18 日（日）13 時 30 分からの予定）
　　　「斜視　患者の気持ち・医者の気持ち（仮題）」 座長；久保田伸枝（帝京大医療技術学部視能矯正学科）
 　　　テリー伊藤（ロコモーション）
 　　　丸尾敏夫（帝京大医療技術学部）
　シンポジウム（10 月 18 日（日）午前中を予定）
　　　「本音で語ろう　間欠性外斜視」 座長；佐藤美保（浜松医大）
　　　手術の立場から：前後転術 　　　初川嘉一（大阪府立母子保健総合医療センター）
　　　手術の立場から：外直筋後転術 　　　坂上達志（帝京大医療技術学部）
　　　視能矯正の立場から：視能矯正訓練 　　　松本富美子（近畿大堺病院）
　　　視能矯正の立場から：視能矯正的検査法とその評価 金谷まり子（東邦大佐倉病院）
　第 50回学会記念式典（10 月 18 日（日）14 時 30 分からを予定）
　ランチョンセミナー
　　10 月 17 日（土）「多焦点眼内レンズについて」　日本アルコン㈱協賛
　　　内　容：多焦点眼内レンズの基本知識と現状，最新情報提供
　　　　　　　多焦点眼内レンズをご施設に導入を成功させる上で視能訓練士としての重要な役割
　　10 月 18 日（日）　ランチョンセミナーを行う予定で内容検討中

第 9回　近畿弱視斜視アフタヌ－ンセミナ－プログラム
－弱視・斜視の基礎と臨床シリ－ズ－
その 2：「斜視診療の伝統と今日」

（日眼生涯教育事業 　申請中）

会　期：2010 年 2 月 27 日（土） 午後 2時 45 分～ 6時 10 分
会　場：参天製薬・講堂（センチュリ－ホ－ル）（阪急千里線下新庄駅歩 5分）
講　演：１．正接尺の使い方とわとおし法 ―より自然な眼位の観察のために―　佐々本研二（ささもと眼科）
　　　　２．麻痺性斜視に対する筋移動術の考察 　　　西田保裕（滋賀医大）
　　　　３．ボツリヌス毒素療法最前線 　　　三村　治（兵庫医大）
　　　　４．斜視治療に有用な外眼筋の画像診断 　　　横山　連（大阪市立総合医療センタ－）
　　　　５．ワ－クショップ：レチノスコピー 指導；湖崎　克 名誉会員＋全メンバ－
会　費：1,000 円（当日登録）
主　催：近畿弱視斜視研究会・参天製薬㈱
　　　　（ 不二門　尚，初川嘉一，三村　治，三宅三平，西田保裕，野村耕治，近江源次郎，佐々本研二，
　　　　 菅澤　淳，杉山能子，山縣祥隆，横山　 連，内海　 隆）　　　　　　　　　　　　　（以上 13 名・ABC順）
連絡先：事務局　内海　隆（医療法人 内海眼科医院　TEL: 072-626-1223）
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第 80 回　九州眼科学会　第 1回ご案内

会　期：2010 年 5 月 28 日（金）～ 30 日（日）
会　場：ホテルマリターレ創世　佐賀
　　　　840-0804　佐賀市神野東 2-5-15
　　　　TEL：0952-33-5511
会　長：沖波　聡（佐賀大学医学部眼科学教室）
副会長：三根　茂（佐賀県眼科医会）
主　催：佐賀大学医学部眼科学教室
　　　　849-8501　佐賀市鍋島 5-1-1
　　　　TEL：0952-34-2384　FAX：0952-33-3696
　　　　事務局長；平田　憲
ホームページ：http://80kos.jtbcom.co.jp

プログラム（予定）：
　特別講演　1題
　教育講演　4題
　第 26 回九州緑内障カンファレンス
　一般講演
　平成 22 年度九州ブロック眼科講習会（5/30（日））
　第 23 回九州眼科医会従業員教育講座（5/30（日））
　懇親会（5/29（土）夜）
演題募集：申込み方法は原則として，インターネットでのお申込みとさせていただきます。
　　　　　詳細は，本会ホームページ（http://80kos.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧下さい。
演題募集〆切日：2010 年 3 月 4日（木）11：00AM

登録料：  （円）

参加登録 事前登録 当日登録 懇親会

医師（大学院生含む）・企業研究員他 10,000 13,000 3,000
研修医・留学生   5,000   7,000

2,000コメディカル   3,000   4,000

※研修医，留学生およびコメディカルの方は，所属長の証明が必要です。
※事前登録料は，理由の如何にかかわらずご返金いたしませんので，ご注意下さい。
※事前登録された方には，2010 年 5 月上旬までに，講演抄録集およびネームカードをご郵送いたします。
事前登録〆切日：2010 年 4 月 8日（木）　消印有効
事務局：第 80 回九州眼科学会　事務局
　　　　530-0001  大阪市北区梅田 2-2-22　ハ－ビス ENT 11F
　　　　㈱ジェイコム コンベンション事業本部内
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105
　　　　E-mail：80kos@jtbcom.co.jp
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第 46回　日本眼光学学会　第 1回ご案内

会　期：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
会　場：パシフィコ横浜　会議センター
　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL：045-221-2155
会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）

学 会 会 合 案 内
◆　2009 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

8/26（水）～

8/28（金）

日本心理学会第 73 回大会 立命館大学衣笠キャンパス
（京都府京都市北区）

立命館大学文学部心理学研究室内
日本心理学会第 73 回大会準備委員会
TEL: 075-465-8340
FAX: 075-465-8391
E-mail: jpa2009 ＠ fc.ritsumei.ac.jp

URL: http://www.wdc-jp.biz/jpa/

conf2009/

9/8（火）～

9/11（金）

2009 年　応用物理学会
秋季講演会

富山大学（富山県富山市） ㈳応用物理学会
TEL: 03-3238-1041 ㈹
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp

URL: http://www.jsap.or.jp

〆切ました。
2009.6.11

9/24（水）～

9/27（土）

Fall Vision Meeting University of Washington

Seatle, WA, USA

Alex Wade

E-mail: wade@wadelab.net

URL: http://www.osavisionmeeting.

org/conf/index.php/2009/VM2009

10/11（日）～

10/15（木）

Frontiers in Optics 2009
（OSA）

Fairmont San Jose

170 South Market Street 

San Jose, CA

The Sainte Claire Hotel

302 South Market Street 

San Jose, CA, USA

General Attendee Information

c/o OSA Customer Service - FiO/LS 

Management

E-mail: custserv@osa.org

URL: http://www.frontiersinoptics.com/

10/24（土）～

10/27（火）

AAO Joint meeting 

with the Pan-American 

Association of 

Ophthalmology （PAAO）

Moscone Center

Administrative Offi ce

747 Howard Street, 5th 

Flr. San Francisco, CA

General questions:meetings@aao.org

URL: http://www.aao.org/meetings/

annual_meeting/sanfrancisco.cfm

11/24（火）～
11/26（木）

Optics & Photonics Japan 

2009
朱鷺メッセ
（新潟県新潟市中央区）

日本光学会事務局
TEL: 03-3238-1043
FAX: 03-3221-6245
E-mail: osj@vesta.ocn.ne.jp



視覚の科学　第30巻第 2号

（ 14 ）

◆　2010 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/23（土）～

1/28（木）

BiOS SPIE Photonics 

West

Moscone Center

San Francisco, CA, USA

Customer Service

E-mail: CustomerService@SPIE.org

URL: http://spie.org/x13196.xml

1/22（金）～

1/24（日）

第 33 回日本眼科
手術学会総会

東京国際フォーラム
（東京都千代田区）

株式会社コングレ
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: jsos33@congre.co.jp

URL: http://www.congre.co.jp/jsos33/

3/17（水）～

3/20（土）

2010 年応用物理学会
春季講演会

東海大学
（神奈川県平塚市）

㈳応用物理学会
TEL :03-3238-1041（代） 
FAX :03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp

URL: http://www.jsap.or.jp

4/15（木）～

4/18（日）

第 114 回
日本眼科学会総会

名古屋国際会議場（愛知
県名古屋市熱田区）

5/7（金）～

5/12（水）

Vision Sciences Society

10th Annual Meeting

Naples Grande Hotel

475 Seagate Drive Naples 

FL, USA

Vision Sciences Society

E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org

URL: http://www.visionsciences.org/

meeting.html

5/16（日）～

5/21（金）

CLEO/IQEC 2010 San Jose McEnery 

Convention Center

San Jose, California, USA

Technical Papers staff

E-mail: cstech@osa.org

URL: http://www.cleoconference.org/
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日本眼光学学会 2009年第 1回常任理事会議事録

日　時：2009 年 4 月 17 日（金）16：00 ～ 17：30
場　所：東京フォーラム　ガラス棟　G504
出席者： 魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，小林克彦，佐藤美保，根岸一乃，不二門　尚，三橋俊文，松本富美子
　　　　計 10 名 事務局　佐々木ふぢ子
欠席者：大鹿哲郎，吉田晃敏 （50 音順・敬称略）

議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
　 1．会員についての現況
　　　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　　　正会員 537 名・購読会員 15 箇所，寄贈 9箇所，法人会員 28 社（2009 年 4 月 6日現在）
　 2．学会開催について
　　 1）第 44 回日本眼光学学会終了報告 （奥山文雄会長）
　　　　奥山会長より，総会の収支報告書提出あり。
　　　　 第 56 回日本臨床視覚電気生理学会と 2学会合同で，眼光学 66%，ERG 34%の割合で配分した。収

入は事前登録 326 名，教育セミナーのみ 4名，当日登録 188 名，教育セミナーのみ 35 名で，広告収
入，展示収入，寄付金，補助金，その他を加え 11,643,564 円，支出は，印刷費，通信費，備品 ･消耗
品費，会場費，設備費，会議費，謝礼，旅費，滞在費，事務局経費（運営事務局経費を含む）を入れて
11,643,564 円となった。会場は 2年前に押さえるのが，最近常識になっているが，教育会館はその辺
の融通が利いたのと，設備は完璧ではないが，会場費も安かったので決めた。 今後の東京での開催の
参考になればと思う。

　　 2）第 45 回日本眼光学学会現況報告 （不二門）
　　　　 今回は開催の時期が早くなり，6月 26 日（金）～ 28 日（日）に，日本白内障学会・日本眼内レンズ屈

折手術学会・Asia Pacifi c Association of Cataract and Refractive Surgeons（APACRS）Annual Meeting

との合同開催を行うことになっている。合同学会については，できるだけそういう方向を目指すように
との日眼の方針もあり，また，眼科以外の学会でも合同学会を行う方向にあるので，こういう企画はよ
いと思う。今回は白内障 ･眼内レンズ学会の中に眼光学の演題が溶け込んでしまっているので，どれが
眼光学の演題かよくわからないかもしれないが，これは総会長の方針なのでご理解いただきたいと思う。

　　　　 シンポジウムをたくさん企画していただいているが，眼光学については近視の科学，色覚を科学する，
白内障術後屈折異常対策という部分に含まれていると思う。また，今まで眼鏡士のシンポジウムを行っ
ていたが，今回は，教育セミナーとして眼科医と視能訓練士のためのセミナーを 3つ企画されている。
前眼部関係の学会と眼光学との合同学会ということで企画された。

　　 3）第 46 回日本眼光学学会の現況報告 （魚里　博会長）
　　　　日時：2010 年 9 月 4日（土）・5日（日）
　　　　会場：パシフィコ横浜　4階 ･5 階をメインに予定
　　　　主催：魚里　博（北里大学）
　　　　 眼科臨床機器研究会とＩＲＳＪとの合同学会で行う予定。眼鏡シンポジウムに代わるものとして教育セ

ミナー的なことを行う予定。また，視能訓練士のための眼光学講座もシンポジウムとして同時に開催す
る予定にしている。眼科画像診断研究会については，魚里先生と吉田先生とでどうするか詰めていただ
くことになった。
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　 3．「視覚の科学」発行予定
　　　・2009 年度第 30 巻 1号，5月発行予定
　　　・編集委員長並びに編集委員の交替について
　　　　 今年１月より，編集委員長に三橋俊文氏をお願いし，編集委員についても，何人かの方にご退任いただ

き，同人数になるように新編集委員をお願いし，ご承諾をいただいた。編集方針などについては，今ま
での方針を踏襲し，日本眼科紀要会にお願いしている。本年 1号，2 号については，前編集委員長の
大沼先生の方で企画していただいているので，3号から三橋氏が担当し，すでに 5月 20 日締め切りで
原稿の依頼をしている。原著については，査読中のものがあるが，できるだけ原著を提出していただく
ようにお願いしたい。

　　　・１月以降の編集委員一覧
　　　　編集委員長：三橋俊文
　　　　編集委員： 市川一夫，井上　真，魚里　博，江本正喜，大鹿哲郎，大沼一彦，奥山文雄，梶田雅義，　

祁　　華，古野間邦彦，斎田真也，佐藤美保，仲泊　聡，根岸一乃，長谷部　聡，畑田豊彦，
原　直人，不二門　尚，前田直之，松本富美子，吉澤達也

　 4．第 14 回日本眼光学学会学術奨励賞
　　　今年は医学系が 2名選出された。
　　　・医学　川尾美樹　（町立大淀病院）　34 歳　視能訓練士
　　　　　　　　原著「Laser in situ Keratomileusis 術前後の各種検査法による屈折値の比較検討」
　　　・医学　大貫和徳　（社会保険中京病院）　36 歳　医師
　　　　　　　　原著「検者間および同一検者での前眼部 Optical Coherence Tomographyの測定再現性」
　 5．ホームページについて （奥山理事）
　　　・ 2008 年度までのホームページ担当業者が廃業するので，新しい業者に変更するため 2社（ビヨンディッ

ド，リアルキャスト）から見積もりをとり，常任理事会にて検討の結果，とりあえず 1年リアルキャス
トに委託することに決定した。

　　　・ なお，ホームページの今後の予定について奥山理事とリアルキャストと話し合っていただき，現在その
企画について，見積もりなど作成中。

　　　　 雑誌を PDF化してホームページに掲載することや，目次を掲載し，リクエストに応じて資料を提供す
ること，などを含め事務局の事務量の増加，並びに経費についても，今後追々相談し，デザインにあま
り費用を使わず，内容を充実させるように考える。基本的に学会情報，抄録集のデータ，雑誌について
会員がパスワードを使って利用できるようにするなど，今後検討する必要がある。次回理事会までに具
体案を出す。

　　　・バックナンバー欄へ 28 巻 4号・30 巻 1号の目次を 5月中に追加掲載の予定
　　　・学術奨励賞 2009 年度，会議後追加の予定
　　　・ PDF化し，会員の需要に応じて，データを提供するなどのこともあるが，コストと事務局の事務量の

増加についてもう少し考える必要がある。今後追々相談し，デザインにあまり費用を使わず，内容を充
実させるように考える。基本的に学会情報，抄録集のデータ，雑誌について会員がパスワードを使って
利用できるようにする。

　 6．眼光学チュートリアルセミナーについて
　　　 日本眼光学学会と日本オプトメカトロニクス協会主催の「眼科医・視能訓練士のための」眼光学チュート

リアルセミナーを下記予定にて開催
　　　日時：2009 年 8 月 1日（土）・2日（日）
　　　会場：日本薬学会　長井記念館
　 7．日本眼科学会より学生講義スライドの作成について依頼を受け，大沼先生に作製していただき提出した。
　 8．その他
　　　・総会への補助金 50 万円を４月 27 日に担当校へ振込予定
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協議事項
　 1．2008 年度会計報告
　 2．2009 年度予算案・事業計画学会誌について
　 3．学会誌について
　　　・前回下記のような提案が出ているが，文言の追加をした方が良いかどうか検討し，決定しては。
　　　・会則の会員第 9条の文言に追加する必要があるかどうか ?

　　　　現在　第 9条会員には定期刊行物を配布する。
　　　　　　　　　　　　↓
　　　　 第 9条　会員には定期刊行物「視覚の科学」を配布する。また，前年度に ｢視覚の科学｣ に掲載され

た原著の中から編集委員の推薦により，学術奨励賞並びに研究助成金を与える。
　 4．2011 年日本眼光学学会について
　　　 根岸委員より， 坪田教授の許可は下りているので，日時，場所については，次回常任理事会までにはも

う少し具体的に考えるという発言があった。
　 5．名誉会員の推薦について
　　　 名誉会員規程において下記のように定められている。下記の条件を満たす方は，現在監事をお引き受け

いただいている可児先生と畑田先生に当たるが，是非もう暫くご尽力いただきたいので，今回は大変申
し訳ないが，見送らせて頂くことに決定した。

　 1．年齢満 67 歳以上（4月 1日現在）に達し 15 年以上理事・監事であった者。 

　 2．前項の規程に関わらず理事会において推薦された者。
　 6．屈折調節研究会・眼科ME学会・眼科画像診断研究会について
　　　 今後の方針を検討するのに会員よりアンケートをとる計画があり，前回，理事にお聞きして検討するこ

とになっていたが，そのままになっているので，検討していただきたい。
　　　 屈折調節研究会については，前回臨眼で根岸先生にインストラクションコースで「マルチフォーカル検査」

という演題で 60 分コースをしていただき，かなり評判がよかった。今年もそろそろ臨眼が近づいてい
るので，今年は 90 分コースを申し込んで「マルチフォーカル検査」をもう少し掘り下げて，良いとこ
ろ悪いところを含めて，もう少し理論的に進めるようにする。

　　　 眼科画像診断研究会については，吉田先生が今回欠席されているので，吉田先生の意見を聞いて，魚里
先生と相談していただくことにする。 

　 7．その他
　　　 前回，眼光学関連の出版物の企画を理事会に提案し，企画，募集などの具体案を検討することになって

いたが，眼光学チュートリアルセミナーのサマリーなどをホームページに掲載して会員が見られるよう
にするのも一つの方法と考えられる。

　　　・ホームページについて
　　　　 雑誌の過去のもの，総会の抄録集を PDF化して，バックナンバーを残さなくてよいようにする。パス

ワードを設け会員はいつでも見られるようにするなど，ホームページの今後の利用方法について奥山
先生によく検討していただく。

　 8．次回常任理事会の開催について
　　　2009 年 6 月 25 日（木）の予定。







日本眼光学学会変更届
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事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。
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