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故　北原先生を偲んで

本学会常任理事の北原健二先生（東京慈恵会医科大学名誉教授　享年 67 歳）におかれま
しては，平成 20 年 10 月 18 日（火）にご逝去されました。病気療養中という連絡はござ
いましたが，誠に突然のことで，悲嘆の極みでございます。
本学会における先生の主なご活躍は以下のとおりです。眼光学学会理事を 1990 年から
2008 年まで勤められ，この間 2004 年から 2008 年までは常任理事として，本学会運営に多
大な貢献をされました。更に 2006 年には日本眼光学学会総会を主催していただきました。
視覚系の機能について，色覚系，神経眼科を中心に研究され，幅広い見識をおもちの先
生は，余人をもって代えがたい存在でした。
総会の懇親会では，視機能研究の面白さをお話して下さったことが印象に残っています。
また，視覚心理学や大脳生理学の基礎研究者に多くの友人をおもちの先生は，総会で著名
な先生をお呼び下さり，参加者一同に大いに感銘を受けました。また，色覚や視野に興味
をもつ若手の先生を数多く育てられ，今後ご薫陶を受けた彼らが，更に視機能研究を発展
させてくれることと思います。
ここに日本眼光学学会を代表し，心より先生のご冥福をお祈り申し上げ，お別れの言葉
とさせていただきます。

平成 21 年 1 月
日本眼光学学会理事長

不二門　尚
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巻　頭　言

視環境設計資料としての視覚研究

和氣　典二
（中京大学心理学部）

認知心理学の発展とともに視覚的注意や視認性の研究は増大してきた。少し前まで，これらの研究は人間工学の限

られた領域だけに限定されていたが，最近では視覚の基礎領域の研究として定着している。我々も視覚探索，変化の

見落とし，注意の配分などを取り上げ，加齢や視力の効果を検討している。とくに，加齢の効果は視覚条件に依存し

ており，視力が低くなったり文字が小さくなったり，妨害刺激が増えたりすると，若年者に比べて高齢者の成績が悪

くなることを指摘している。また，眼科医と共同で種々の疾病者について視覚的注意や視認性の研究を行い，貴重な

結果を得てきた。なかでも視覚的注意の一つである変化の見落としは，なにかに注意を向けたりすることによって目

的とするターゲットが見落とされる。この現象は顕著に観察されるため，近年，ゲームにも用いられており，ご存知

の方も多いと思われる。この現象を用いて高齢者と若年者を比較すると，高齢者はターゲットを検出するのに若年者

より長い反応時間を示す。また，この変化の見落としは動画像でも顕著に認められるため，多くの人の関心を引いて

いる。

話は変わるが，現在，我々は環境評価法の研究を行っている。この研究は高齢者やロービジョン者の quality of life

（以下 QOL）の研究を土台として始められた。だが，QOLテストは個人の生活の質の程度を評価するものである。そ

こで，ヒューマン・インターフェースという視点を導入し，環境の質（quality of environment  以下 QOE）の評価法

を確立しようとしている。この QOE の評価法を街づくりの一つとして位置づけ，得られた結果を環境設計の資料と

して利用しようとしている。現在，地下空間を環境評価の一環として取り上げている。例えば地下鉄構内で行き先を

示す路線図，料金表示，トイレや出口などを示す案内看板などのなかには，有効に機能していないものも見受けられ

る。我々の地下鉄構内の研究によると，情報の伝達性，利便性，地下街固有の悪いイメージとして災害時の怖さなど

がチェックポイントになる。なかでも情報の伝達性は視覚的注意や視認性に依存するし，災害時の怖さはパニック時

の情報の気づきにくさに関係する。このようなことを考えると，視覚的注意や視認性を QOE の評価法にどのように

組み込むかは重要な課題である。一方で，健常高齢者や眼疾患高齢者の日常行動の可能性を調べた研究でも，視覚的

注意や視認性に関係する項目が QOE と密接に関係することが指摘されている。とくに視力が低下したり，視野の損

失が大きくなれば，視覚的注意や視認性が低下することなども注目に値する。それは若年者より高齢者で顕著に観察

される。これは視環境が悪いところで顕著に観察されるという上述の考えを支持している。現在，このような観点か

ら高齢者やロービジョン者の光学的補助器の研究の充実が望まれているように思える。
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総　　説

電子ホログラフィ技術の現状と展望

坂 本 雄 児
北海道大学大学院情報科学研究科

Recent Progress and Future Prospects of Research on

Electroholography

Yuji Sakamoto

Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

電子ホログラフィは，通信技術を用いて三次元映像が表示可能な技術で，人間の視覚生理（視差，輻湊，

焦点調節）を満足する理想の三次元ディスプレイといわれてきた。しかし，製作には高度な技術が必要で高

価になりすぎるため，現在まで商業的に利用可能なシステムは実現していない。近年，微細加工技術やコン

ピュータ関連技術の発展により，電子ホログラフィの研究が促進されてきている。とくに 1990 年にマサ

チューセッツ工科大学の Benton教授のグループがカラー三次元動画の表示に成功したことにより，電子ホ

ログラフィの可能性が認知され，これ以降，刺激を受けた研究者が多くのシステムを試作してきた。とくに

昨年，商用化の可能性をもった試作システムが開発された。改善すべき点があるが，現状の技術内で量産化，

低価格化が可能であり，非常に有望な手法である。本稿では，電子ホログラフィの概略と今後の課題，展望

について解説する。 （視覚の科学　29: 120－125，2008）

キーワード：電子ホログラフィ，三次元ディスプレイ，立体画像表示，液晶パネル

Electroholography is a technology that displays three-dimensional images using electrocommu-

nication.  Because it has the potential to satisfy the physiological aspects of vision, such as parallax,

convergence and focusing, electroholography is often said to be the ideal three-dimensional display.

However, it has never been commercially realized because of technical difficulties.  Recently, there

have been advanced developments in microfabrication and computers, which are used in electro-

holography.  The first electroholographic system, proposed by Professor Benton’s group (Massachusetts

Institute of Technology) in 1990, showed color three-dimensional movies.  The system had strong

impact on the field, and indicated the capabilities of electroholography.  Subsequently, many researchers

were inspired, and attempted to make various systems.  Last year, a prototype using a new method

was developed.  Although it is still not the ideal electroholography, it shows commercial potential.

This paper reports on the progress of electroholography, problems be resolved, and prospects for the

future. (Jpn J Vis Sci  29: 120-125, 2008)

Key Words : Electroholography,  Three-dimensional display,  Three-dimensional imaging,  Liquid crystal panel

1.   は　じ　め　に

ホログラムといえば，お札やクレジットカードに
付いているキラキラしたフィルムを思い付かれるの

ではないだろうか？一方，science fiction（以下 SF）
映画のなかに出てくる立体映像システムとしてのホ
ログラムを思い浮かべる人もいるだろう。どちらも
ホログラムであることには変わりはないが，前者は
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ホログラムを複製することが技術的に難しいことを
利用したセキュリティ用途の使い方，後者は光を記
録・再生する原理を用いた三次元ディスプレイとし
ての使い方である。
立体写真としてのホログラムは，立体的な像を
我々に見せてくれ，美しいカラーでそこに物体がな
いとは思えないほどのリアリティの高い立体を表現
するものもある。工業デザインや医療分野での手術
計画，サイエンティフィックビジュアライゼーショ
ン，博物分野での立体記録など様々なものに利用さ
れてきた。更に芸術作品も多数制作されており，美
しいものだけではなく，超三次元的なものまであり，
我々を感動させてくれる。
立体写真としてのホログラムは，非常に高い完成
度に達しており，立体像を表示するシステムといえ
ば「ホログラム（ホログラフィ）」が代名詞となって
いる。しかし，SF に出てくるようなテレビジョン通
信によって動画を表示できるホログラフィによる三
次元ディスプレイは，残念ながら現時点まで実用化
されていない。このようなシステムを電子ホログラ
フィと呼ぶが，現状では研究室レベルである。ホロ
グラフィやホログラム，ホロと名前の付いたシステ
ムをみかけるが，立体表示またはこれに類した表示
ができるということを強調するためにホログラムの
名前を使っているだけで，実際はホログラムとは全
く異なるものである。
図 1 は三次元ディスプレイの種類とその技術的難
易度をあらわしたものである。三次元ディスプレイ
の臨場感をあらわすのに，一般のディスプレイでい
われるような解像度や色彩の再現性のほかに，
1）眼鏡などの身体に付ける器具がない，
2）視点の移動に対応できる，

3）多人数で同時に観察が可能である，
4）輻湊・焦点調節などの立体認識を満たす，

などが挙げられる（表 1）。現在，実用化されている
2眼式（眼鏡方式や head mounting display（HMD））
や多眼式（パララクスバリア方式やインテグラルフォ
トグラフィ方式）は，基本的には視差のみによって
立体感を与えているので，視覚生理の一部に矛盾を
起こし，長時間の使用では疲労を感じることが知ら
れている。これに対して，電子ホログラフィはその
空間の光の場そのものを再生し，原理的には記録さ
れた物体が実際に存在しているのと区別することは
できないため，上述の 1）～ 4）を満たしており，疲
労がないと考えられている。しかしながら，技術的
難易度も非常に高く，実現が困難であるため，実用
的なシステムは開発されておらず，『将来の』理想的
な三次元ディスプレイの立場にとどまっている。
このように，まだ実用化されていない電子ホログラ
フィ技術であるが，様々な研究が行われており，実
用化に向けての準備が整いつつある。ここでは，ホ
ログラフィを用いた三次元ディスプレイについて紹
介する。とくに電子的に表示を行う電子ホログラフィ
についての試作機や研究状況と最近のトピック，お
よび今後の展望について解説する。

2.   ホログラフィとは

ホログラフィの基本原理は 1947 年に Gabor 博士に
よって発明された（この研究で 1971 年にノーベル物
理学賞を受賞した）。ギリシャ語の全体をあらわす
holo から作られた言葉で，ホログラフィは撮影技術
全体を，ホログラムは撮影された写真乾板を示す言
葉である。当初は，電子顕微鏡の解像度を上げるた
めの手法であったが，立体像の表示が可能であるこ
とが示され，立体写真技術として注目を浴びるよう
になった。芸術や工業応用の分野で発展を続け，
1970，1980 年代に盛んで，各地にホログラムのギャ
ラリーがあった 1）。現在も，千葉大学などで見ること

電子ホログラフィ技術の現状と展望・坂本雄児2009 年 1 月

表 1 　三次元ディスプレイ技術の臨場感 

 2 眼式 多眼式 電子ホログラフィ 

眼鏡なし × ○ ○ 

視点移動 × △ ○ 

複数同時観察 × △ ○ 

輻湊・焦点調節 × × ○ 

 

図 1 三次元ディスプレイの種類とその技術的難易度



ができるので，美しいホログラムを一見していただ
きたい。
ホログラムは，暗室において撮影対象の物体にレー
ザ光線を照射し，これを写真乾板で撮影することに
よって作られる。ただし，写真乾板にはレーザ光線
の一部を分けたものを入射し，物体から反射してき
た光と干渉を起こさせ，この干渉縞を記録する（図
2）。この写真乾板を現像したものがホログラムであ
る。一方，立体像を表示させるのは簡単で，ホログ
ラムにレーザ光線を照射すればよい（図 3）。白色光
で表示可能なホログラムも発明されており，一般に
みられるホログラムの多くはこれで，白熱電球の光
で立体像を見ることができる。お札などのホログラ
ムは更に，一般の室内照明でも見ることができるよう
に開発されたものであるが，色の変化や水平方向の
みの視差などの問題があるため，リアリスティックな
立体表示としてはあまり用いられない。
一方，実際に物体を置かずに，コンピュータグラ
フィックスや断層像などからホログラムを作成する
方法も工夫されており，サイエンティフィックビジュ
アライゼーションの表示が可能なシステムも実用化
されている。
例えば，Voxgram® images（http://www.holorad.

com/） は computed tomography や magnetic
resonance imaging の断層像からホログラムを作成
し，専用の表示装置を用いて立体画像として表示す
る。表示される立体像の大きさは約 30×40cm，奥
行き 15cm で，±45°の角度の範囲から見ることがで
き，実際に放射線科，外科においての手術計画，医
学教育，患者へのインフォームドコンセントに使わ
れている。断層像をディスプレイに表示させながら
移動させ，写真乾板に多重露光することによってホ

ログラムを作っている。
また，Zebra Imaging（http://www.zebraimaging.
com/）では，コンピュータグラフィックスによって
作られた多数視点の画像より，大型のホログラムを
製作し，販売している。ホログラムのサイズは 1 枚
が 1 m 弱程度であるが，「敷き詰めることによってど
のようなサイズまででも対応可能」としており，筆
者が知る限りでは自動車 1 台分のサイズが存在する。
車などの工業デザインや都市計画，公告などに使わ
れている。

3.   電子ホログラフィのトピック

これまで紹介したホログラムは，いずれも写真乾
板に立体像を記録したもので，テレビジョン通信に
よる動画の立体像を表現することができない。これ
らを実現しようとするものが，電子ホログラフィで
ある。
図 4 に電子ホログラフィの基本構成を示すが，基
本的には写真乾板であったホログラムが，空間光変

視覚の科学　第29巻第 4号
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図 2 ホログラムの撮影 図 3 ホログラムからの立体像の再生表示

図 4 電子ホログラフィの基本構成
SLM：空間光変調素子
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調器（spatial light modulator  以下 SLM）に置き換
わっているだけである。要は，ホログラムの干渉縞
をこの SLM で表現しようとするものである。この
SLM には，液晶パネルや音響光学素子（acoustic
optical modulator  以下 AOM）などが用いられる。
最初に，電子ホログラフィを試作したのはマサ
チューセッツ工科大学（Massachusetts Institute of
Technology  以下 MIT）のメディアラボのBenton 教
授のグループで，AOM を用いて 1990 年に発表され
た 2）。Holo video と名付けられ，一辺 3 cm の立方体
の物体を表示することが可能であった。装置の基本
構成を図 5に示すが，AOMは一次元のホログラムを
表示するデバイスであるため，視差は水平方向のみ
で，これを鉛直にスキャンすることによって像を作
り出している。また，AOMは音波として伝わる波で
干渉縞をあらわすため，どうしても干渉縞が音速で
移動してしまう。これを止めるために，ポリゴンミ
ラーをこの速度に合わせて回転させる必要があった。
このように，機械系をもつことと AOMの解像度が十
分でない問題点があるが，現在も改良が重ねられ研
究が続いている。このように問題はあるが，電子ホ
ログラフィで立体像の表示が可能であることを示し
た意義は大きく，電子ホログラフィの開発の引き金
となった。
一方，日本では SLMとして液晶パネルを用いて実
現しようとしていた。MIT の holo video の発表から 1
年後，1991 年にシチズン時計が液晶パネルによるホ
ログラム表示を実現させた。その後，1996 年に通
信・放送機構の「高度立体動画像通信プロジェクト」
のもと，大型の液晶パネルによる立体像の表示が実
現した（高度立体動画像通信プロジェクト最終成果

報告書　http://koukai .n ict .go. jp/doc/resul t/
10920011397_02.pdf）3）。この装置では，5 × 20cm，
奥行き 20cmの立体像を表示することができた。構造
が非常にシンプルで，holo video のように機械系をも
たない。
さて，これらの電子ホログラフィでキーとなるの
は SLMであり，干渉縞をあらわすことのできる高い
解像度が必要で，実用的には pixel サイズは 1µm 程
度が望ましい。解像度が低くなると，表示できる物
体の大きさ（視野角）が小さくなるとともに，眼を
移動させて見ることができる範囲（視域角）も非常
に小さくなる。例えば，現在のコンピュータのモニ
タなどに使われる液晶パネルでは視野角・視域角と
もに 0.06 °程度にしかならない。比較的解像度の高い
液晶を用いても 2°程度が限界である。
上述の高度立体動画像通信プロジェクトでは，専
用の液晶パネルを開発しているが，解像度は 28µm
とまだ十分ではなかったため，レンズなどを入れて
光学系を工夫し，等価的な解像度を上げている。現
在では，当時と比べ液晶パネル技術が進歩し，安価
で高分解能の液晶が入手できるようになってきてい
る（この点は後述する）。このため，液晶パネルを用
いた研究が活発化している。しかし，解像度はまだ
十分とはいえないため，様々な光学系が考案されて
いる。一般的な傾向として，光学系による視野角・
視域角の広角化には，視域角を拡大すると視野角が
縮小し，またはその逆の関係があり，基本的には
SLMの解像度の改善が望まれている。
昨年，ドイツの SeeReal 社が液晶パネルを用いた
電子ホログラフィの試作システムを発表したが，非
常に広い視野角（大きな物体）の表示が可能であっ
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図 5 音響光学素子（AOM）を用いた電子ホログラフィの
基本構成（Benton 教授グループのシステム）

図 6 液晶パネルを用いた電子ホログラフィの基本構成
（SeeReal 社）



たため話題を呼んだ（http://www.seereal.com/）。詳
細は明らかになっていないが，20 型程度の表示域の
ようである。このシステムでは，視野角を大きくと
るために視域角を瞳の幅近くまで小さくしている
（図 6 ）。このままだと，眼をわずかでも移動させる
と像が崩れるが，眼の位置を常に追跡して，これに
合わせたホログラムをリアルタイムで計算し表示す
ることで解決している。これは，両角度を同時に拡
大する発想とは逆の発想で，新たな方向性を示して
いる。また，液晶パネルの解像度も 200µm程度と低
く，ほぼ市販のものが利用でき，2009 年には市販し
たいとの意欲をみせている。これが実現するには，
まだ技術的に解決すべき点があるが，電子ホログラ
フィ界への黒船であることは間違いない。
筆者の研究室においても，液晶パネルを用いた電
子ホログラフィの研究を行っている。利用している
液晶パネルは日本ビクター㈱製の D-ILA 素子 4 × 2K
液晶で，解像度は約 10µmである。図 7 に実験装置，
図 8 に再生表示結果を示すが，視野を拡大する光学
系を用いることによって，ほぼ 4 cmの像を得ている。
前述したMIT のシステムや高度立体動画像通信プロ
ジェクトでは専用の SLMを開発したのに対し，量産
技術で研究を行うことができるようになった点は大
きい。

4.   電子ホログラフィの将来

電子ホログラフィの実用化は 10 年程度かかると
いってきた筆者であるが，コンピュータ関連技術の
急速な発展と，SeeReal 社のシステムの登場により，
実用化が早まったように感じられる。少なくとも 1
名用で水平視差のみの電子ホログラフィによる三次

元ディスプレイは，数年以内に市販されそうな気配
である。
また，液晶パネル技術も非常に速い進歩をみせて
おり，ハイビジョン用の一辺 2,000pixel 程度の液晶は
比較的安価で入手できるようになってきている。最
近，8,000 × 4,000pixel で非常に解像度の高い反射型
液晶パネルも開発されており，4 cm 程度の立体像の
表示が可能である。原理的にはまだ高い解像度が開
発可能であるといわれ，液晶パネルを用いた電子ホ
ログラフィはますます期待できるものである。
では，残された技術的な課題はどのようなものが
あるだろうか？
1）カラー化
基本的には RGB 三色のディスプレイ装置を配置
し，ミラーなどで画像を合成すればよい。しかし，
この方法では装置が大きくなる問題点がある。
2）フルパララクス：水平・鉛直両方向視差
水平方向のみの視差からフルパララクスにすると，
臨場感は格段に改善されるが，必要な画素数，計算
時間が非常に大きなものとなる。
3）計算アルゴリズム
サイエンティフィックビジュアライゼーションな
どで立体表示を行うには，ホログラム上の干渉縞を
計算する計算アルゴリズムがその画質を決定する。
しかし，計算アルゴリズムは研究過程であり，今後
の研究が期待される。
4）その他
屋外での撮影などでレーザ光線の干渉が測定でき
ない場合の撮影法，膨大なデータ量となるホログラ
ムデータの圧縮方式などのディスプレイ以外の技術
の研究が必要である。

図 7 液晶パネルを用いた電子ホログラフィシステムの外
観（筆者研究室）

図 8 電子ホログラフィによる立体表示（筆者研究室）

視覚の科学　第29巻第 4号

― 124 ―



― 125 ―

5.   ま　　と　　め

原理的には理想的な立体像を表示できる電子ホロ
グラフィであるが，技術的な問題から実現はまだま
だ将来のことであると考えられてきた。しかし，
様々な研究により実用的な装置が試作されてきてお
り，特定の分野では実用化されるのも時間の問題と
思われる。また，微細加工技術やコンピュータ関連
技術の発展により開発が加速されており，電子ホロ
グラフィは現時点において，三次元ディスプレイの
注目すべき技術の一つとなりつつある。
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非球面眼内レンズの光学像，および非点収差の光学像への影響
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Aspherical Intraocular Lens Images and the Effect of
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アクリル製の非球面眼内レンズ（IOL）の特性が話題になって，その普及も目覚ましい。アクリルが使わ

れるのは，屈折率が高く薄いレンズが作製でき，小切開の手術ができるからである。しかし，アクリルはアッ

ベ数が小さい。これは色収差が大きいことを示している。球面収差を 0 µmにすることの利点は，フォーカ

ス位置のコントラストの高さである。しかし，フォーカス位置以外ではそれは期待できない。むしろ，球面

収差が残ることで，フォーカスが合う範囲が広がる利点がある。また，手術によって非点収差が残ると，像

の質が悪くなるといわれている。ここでは，いくつかのシミュレーション像を用いて，非球面 IOLの特性を

述べる。 （視覚の科学　29: 126－131，2008）

キーワード：非球面眼内レンズ，色収差，球面収差，非点収差，アクリル

Acrylic aspherical intraocular lenses (IOLs) heve become popular and are widely used, since

small incision surgery can be done, using thinner acrylic lenses with high refractive index.  However,

the Abbe number of acrylic is smaller, which means that acrylic lenses have larger chromatic

aberration.  The advantage in making the spherical aberration 0µm is to obtain the highest contrast at

the focus position.  However, the highest contrast cannot be expected in other than the focus position.

On the other hand, optics with spherical aberration have a wide resolution range.  It is said that image

quality becomes bad when astigmatism remains after surgery.  Here, using images made by several

simulations, we show the characteristics of aspherical IOLs. (Jpn J Vis Sci  29: 126-131, 2008)

Key Words : Aspherical intraocular lenses, Chromatic aberration, Spherical aberration, Astigmatism, Acrylic

1.   は　じ　め　に

アクリル製の非球面眼内レンズ（以下 IOL）が普
及している。アクリルは屈折率が高く，薄いレンズ
を作ることができ，小切開の手術に向いているから
である。しかし，アクリルはアッベ数が小さい。そ

のため，色収差のために像の劣化があるのではない
かと懸念される。また各社で，非球面にして補正す
る球面収差は一定量である。しかし，球面収差は個
人によって異なる。球面収差が残る場合と球面収差
が 0 µmになる場合では，フォーカス位置のコントラ
ストの高さに違いが出る。フォーカス位置以外では，
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球面収差のある方のコントラストが高い。また，手
術によって非点収差が残ると，像の質が悪くなると
いわれている。ここでは，これらの問題に対してシ
ミュレーション像を用いてその像を紹介し，非球面
IOL の特性を開口絞りとの関係で述べる。

2.   アクリル製の球面 IOLの色収差と球面収差

まず，はじめに球面レンズでの素材の違いについ
て述べる。素材が異なれば，屈折率もアッベ数も異
なる。そのため，色収差が異なることになる。アク
リル，ポリメチルメタクリレート（以下 PMMA），
シリコーンの屈折率はそれぞれ 1.55，1.49，1.43 で，
アッベ数はそれぞれ 37.0，59.0，56.7 である1）。この
ため，アクリルは色収差が大きいといえる。
一方，同じパワーのレンズでの比較を考えると，
屈折率が高い方が曲率半径の大きなカーブで薄いレ
ンズとなる。式を使って説明すると，空気から屈折
率（n）の球面へ入射するとき，この面のパワー（D）
は次の式で与えられる。

D＝
n－ 1
――

r
――

この式から同じパワー（D）のレンズを作ることを
考えると，屈折率（n）が大きいときは曲率半径（r）

が大きくてもよいことがわかる。このことは，球面
収差が小さくなることを意味している。球面収差に
関する総説のところで紹介した式 2）を用いて計算す
ると，10cmの焦点距離のレンズで入射の高さを 1 cm
と仮定した場合，シリコーンとアクリルを比較する
と，Long.S.A（軸方向での結像位置の違い）が約 3
割改善される。
球面レンズの色収差と球面収差が混在する場合の
像については，すでに本誌の総説で述べた 3）。二つの
収差は軸方向でのズレという意味では同じことであ
る。そして，色収差があることは球面収差と同様に
コントラストを低下させるが，見える範囲を広げて

非球面眼内レンズの光学像・大沼一彦他2009 年 1 月

図 1 実験に用いた眼内レンズ（IOL）
a：AQ-110NV（シリコーン製）
屈折率 1.43，アッベ数 56.7

b：MA60BM（アクリル製）
屈折率 1.55，アッベ数 37.0

図 2 模型眼を用いたシミュレーションの光学系
模擬角膜レンズは 0.27µm（開口径 6 mm）の球面収差と，人眼と同じ色収差
をもつ。
CCD：charge-coupled device

a
b



いることを示した。
そこで，AQ-110NV（シリコーン製）とMA60BM

（アクリル製）を用いて，比較実験を行った（図 1）。
ただし，曲率半径などのデータが不明なので，球面
収差がどのくらいあるのかは不明である。そのため
厳密な比較とはならない。しかし，現状を知ること
は有効であろうと思われる。図 2 に示すように，模
型眼を用いて実験を行った。この模型眼は，人間の
角膜の平均的な球面収差 0.27µm（開口径 6 mm）と
約 2.0D（波長 400～700nm）の色収差をもつ PMMA
製の平凸レンズを模擬角膜として用い，水槽に入れ
た IOL とガラスを介して密着させてある。この模型
眼の前方 5 mに指標を置き，波長 550nm でフォーカ

スを合わせ，模型眼のすぐ前に置いた色々な波長の干
渉フィルタを通して，像を charge-coupled device
（CCD）カメラで取得している。また，1 mの距離に
置いた指標での撮影も行った。その結果を図 3，4，5
に示す。図 3は AQ-110NVの場合で，瞳孔径 3 mmで
の 5 m，1 m 指標の波長ごとの像を示している。5 m
（0.2D）と 1 m（1.0D）を比較すると，ベストフォー
カスの波長が 460nm へと変化しているのがわかる。
これより，0.8D（波長 460 ～ 550nm）の色収差であ
ることがわかる。図 4 は MA60BM の場合であるが，
図 3 と比較すると変わらないことがわかる。図 5 は
瞳孔径が 5 mm の場合であるが，これも同じで二つ
のレンズに違いはみられない。
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図 3 AQ-110NV の光学像
瞳孔径 3 mm，波長 550nm で，5 mにフォーカスした場合の 5 m指標（a），1 m指標（b）の像を示す。1 m指
標では，波長 460nm にてフォーカスが合っているのがわかる。このときの色収差は 1.0D－0.2D＝0.8D（波長
460 ～ 550nm）となる。

a b

図 4 MA60BMの光学像
瞳孔径 3 mm，波長 550nm で，5 mにフォーカスした場合の 5 m指標（a），1 m指標（b）の像を示す。1 m指
標では，波長 460nmにてフォーカスが合っているのがわかる。

a b
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図 5 瞳孔径 5 mm，波長 550nm で，5 mにフォーカスした場合の 1 m指標の光学像
a：AQ-110NV の光学像
b：MA60BMの光学像

a b

図 6 日本人の球面 IOL 挿入眼 328 眼における角膜の球面
収差
平均値 0.26µm

図 7 日本人の球面 IOL 挿入眼 328 眼における眼球光学系
全体の球面収差
平均値 0.35µm

図 8 瞳孔径 5 mmで，1 mにフォーカスした場合のシミュレーション像
a：球面収差 0 µm， b：球面収差 0.35µm

a b



これらの結果より，二つのレンズの特性は同じと
思われる。つまり，はじめの懸念である色収差は問
題がなかったことになる。

3.   球　面　収　差

次に，球面レンズと非球面レンズの比較を示す。
図 6 に，東京医療センター眼科で測定し，色々な球
面 IOL を挿入した日本人 328 眼の角膜の球面収差を
示す。また，図 7 には眼球光学系全体の球面収差を

示す。これより，角膜の球面収差の平均値は 0.26µm
であり，眼球光学系全体の球面収差の平均値は
0.35µmであることがわかる。また，全体的にはかな
り広い範囲に分布しているのもわかる。そこで，計算
機シミュレーションにより，角膜の球面収差を 0µm
にするような非球面レンズを挿入した場合と，球面
レンズを入れて平均値 0.35µmになった場合の光学像
を求めた。図 8には瞳孔径 5 mmで，1 mにフォーカ
スした場合の 2.5m～49cm までのシミュレーション
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図 9 瞳孔径 3 mmで，1 mにフォーカスした場合のシミュレーション像
a：球面収差 0 µm， b：球面収差 0.35µm

a b

図10 瞳孔径 3 mmで，1 mにフォーカスしている状態で非点収差量 0.42µm（0.5D の乱視に対応）が付加されときの
シミュレーション像
a：球面収差 0µm， b：球面収差 0.35µm

a b
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像を示す。図 9には瞳孔径 3 mmの場合を示す。これ
をみると，瞳孔径 5 mm の場合と明らかに差がみら
れ，非球面レンズの方がコントラストが高く，フォー
カスの合う範囲が狭いのがわかる。これは，球面収
差は 4 次式であらわされることからもわかるように，
瞳孔の周辺になって急峻に収差が大きな値となるた
めである。

4.   非点収差の影響

IOL 挿入手術では，小切開ではあるが角膜が変形
して，切開とは直角方向の曲率が弱くなるために角
膜の中心部の形状が球面ではなくなる場合がある。
もともと角膜が球面ではない人もいる。球面ではな
いということは非点収差の原因である。
それでは，このように角膜に乱視が残るとどのよ
うな見え方になるのであろうか。ゼルニケの非点収
差の波面である Z 2

－1 に 0.5D に対応する非点収差量
0.42µmを入れて，瞳孔径 3 mmと瞳孔径 6 mmでの
シミュレーション像を求めた。結果を図 10 と図 11
に示す。これより，瞳孔が大きい場合，その影響は
大きくコントラストの低下以上に解像力も低下して
いるのがわかる。

5.   ま　　と　　め

アクリルレンズはアッベ数が小さいために色収差

は大きいが屈折率が高いので，同じ屈折力を得るに
は，曲率半径が大きくとれるので球面収差は小さく
なる。そのため，シリコーンレンズと比較しても，
ほぼ同じような見え方になるのがわかる。
球面収差を 0 µmにすることの利点は，フォーカス
位置のコントラストの高さである。瞳孔が大きくな
ると顕著にわかるが，瞳孔径が小さくなるとその効
果は期待できない。
非点収差が残ると，像の質が悪くなるといわれて
いるが，シミュレーションを通して瞳孔が大きいと
きにそのことが明確となった。今回は光軸に近いと
ころでの像の評価であるが，今後は周辺の見え方の
解析も行いたいと考えている。また，ここで示した
結果にはスタイルスクロホード効果を考慮していな
い。そのため，瞳孔が大きいときに認識される像で
は，それを考慮すれば少しよい像になるものと思わ
れる。
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Comparison of Axial Length Measurement Using Partial

Coherence Interferometry (IOLMaster) and Ultrasound

A-Scan for Eyes with Epiretinal Membrane
Akeno Tamaoki1), Takashi Kojima1), Norihiko Yoshida1), Tatsushi Kaga1), Kazuo Ichikawa1)

and Chikako Suto2)

1) Department of Ophthalmology, Social Insurance Chukyo Hospital
2) Department of Ophthalmology, Tokyo Women’s Medical University

目的：黄斑上膜（ERM）症例の光学式眼軸長測定（PCI）と超音波 Aモード（US）による眼軸長（AL）
測定値の比較。
方法： ERMを伴う 38例 40眼に対し，白内障および硝子体手術前に PCIと USによる ALと中心窩網
膜厚（FT）を測定した。PCIでみられるダブルピーク（DP），ピーク間距離，PCIと USでの AL測定値
の差と FTの関係および術後屈折誤差に関して検討した。
結果： DPは 14眼（35.0％）に認め，ピーク間距離と FTは正の相関を示した。PCIと USの AL測定
値の差は FT とは相関せず，PCI の後方ピークに基づき決定した眼内レンズ（IOL）挿入術後の屈折誤差
は ±1.0D以内が 95.0％，USでは 90.0％で，PCIの前方ピークを用いると術後屈折値が予測値より近視化
することが示された。
結論： PCIは ERM症例において USと同等に有用だが，DP症例では IOL度数決定に後方ピークを使
用する必要がある。 （視覚の科学　29: 132－136，2008）

キーワード：黄斑上膜，ダブルピーク，IOL マスター，超音波 A モード，眼軸長測定

Purpose: To compare axial length (AL) readings between partial coherence interferometry (PCI)

and ultrasound A-scan (US) in patients with epiretinal membrane (ERM).

Methods: Forty eyes with ERM were enrolled.  AL was measured by PCI and US; foveal thickness

(FT) was measured using optical coherence tomography.  The double peak (DP) and distance between

peaks recognized in PCI measurements, and AL disparity between PCI and US, were compared to FT.

Postoperative refractive error with DP posterior peak used for intraocular lens (IOL) power calculation

was evaluated.

Results: DP was found in 14 eyes (35.0%).  The distance between the two peaks was significantly

correlated with FT.  The difference in AL between PCI and US was not significantly correlated with FT.

The percentages of postoperative refractive error within ±1.0D were 95.0% and 90.0% using PCI and

US, respectively.  If anterior peak is used in IOL power calculation, postoperative refractive error will

be more myopic than anticipated.

Conclusions: This study indicates that PCI is comparable to US in patients with ERM; however,

measurement using posterior peak is more accurate in calculating IOL power when DP is identified.

(Jpn J Vis Sci  29: 132-136, 2008)

Key Words : Epiretinal membrane,  Double peak,  IOLMaster,  Ultrasound A-scan,  Axial length measurement
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1.   緒　　　　　言

白内障手術における眼内レンズ（intraocular lens  以
下 IOL）度数決定において，眼軸長（axial length  以
下 AL）測定精度の重要性については多くの報告 1－ 7）

がある。AL 測定には超音波 A モード（以下 US）が
汎用されてきたが，近年，光学式眼軸長測定器
（partial coherence interferometry  以下 PCI）である
IOL マスター（Carl Zeiss 社製）が開発され，その有
用性が報告されている8－ 11）。PCI は視軸上の涙液表面
から網膜色素上皮層までを光干渉法で捉えることを
測定原理とし，指向性の高いレーザー光を中心窩に
あて，非接触でその反射を再現性高く測定できるこ
とが特徴である12，13）。一方，US は光軸上の角膜表面
から内境界膜（inner limiting membrane  以下 ILM）
までのエコーの差を測定し，検者の測定技術に左右
されやすい。測定原理の差から，正常眼においても
PCI の方が約 0.04～0.20mm長く測定されることも知
られている13－16）。また黄斑部疾患において，とくに
黄斑上膜（epiretinal membrane  以下 ERM）症例の
IOL マスター測定時に，近接した 2 本の高いピーク
（ダブルピーク 以下 DP）を示す症例がある（図 1）。
著者らは，DP の前方ピーク（涙液表面に近い）が
ILM を含む網膜前面，後方ピーク（涙液表面から遠
い）が正常眼で観察されるのと同じ網膜色素上皮，
US が正常眼の場合と同じ網膜前面を捉えていると推
測し，ERM 症例において PCI と US の AL 測定値を
比較し，それらの測定に際してあらわれるピークが，
それぞれ何を捉えているかを検討することを目的と
した。PCI において DP がみられる場合には，ピー
ク間の距離と中心窩網膜厚（foveal thickness  以下
FT）との相関を調べた。

2.   対象および方法

対象は，2005 年 2 月～ 2007 年 6 月までに，術前に
PCI と US の両方で AL を測定し，および FT を測定
した ERM 38 例 40 眼（平均年齢 67±6.9 歳）である。
白内障手術後に硝子体手術を施行した例が 27 例 29
眼，同時施行例が 11 例 11 眼である。コントロール
は，ERM 症例と同時期に AL を測定し，白内障以外
の眼疾患を認めず，白内障手術後の矯正視力が 1.0 以
上あり，年齢をマッチングさせた 50 例 50 眼（平均
年齢 65±4.5 歳）とした。
白内障の術前に IOL マスターで AL と角膜曲率半

径を測定し，DPを示したものは PCI の測定値として
後方ピークを採用した。また，同日に AL を NIDEK
社製 US3300 で測定したものをUS の測定値とし，角
膜曲率半径はNIDEK 社製 ARK700Aで測定した。硝子
体手術後（1 ～ 6 カ月）に，PCI にて全例 AL を測定
した。IOL 度数計算式は SRK/T を用いた。IOL 度数
決定にはPCI の測定値を採用し，術後目標屈折は，正
視が 33眼，僚眼の屈折を考慮した近視（－1～－6D）
が 7 眼であった。US での術前予想屈折値と術後屈折
値との誤差は，挿入 IOL 度数から算出した。FT は，
光干渉断層計（Carl Zeiss 社製 STRATUS OCT™ 以
下OCT）により測定した。
ERM 症例において，PCI にて DP とシングルピー
ク（以下 SP）を示した割合を調べ，硝子体手術 6 カ
月後の屈折値と術前予想屈折値との誤差を検討した。
また，DP を示した症例について，ピーク間距離と
FT，PCI と US の AL 測定値の差とDP のピーク間距
離，PCI と US の AL 測定値の差と FT，および術前
と術後の PCI による AL測定値のそれぞれについて統
計学的検討を行った。有意差検定にはMann-Whitney
U-test と Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test を
用い，相関関係は Spearman rank correlation で求め，
統計学的有意水準を 5％とした。

3.   結　　　　　果

ERM 症例 40 眼のうち，SP を示したのは 26 眼
（65.0 ％），DPを示したのは 14眼（35.0 ％）であった。
また，硝子体手術後にDPを示したものはなかった。
PCI と US によるそれぞれの AL 測定値と，二つの
測定法によるAL測定値の差（PCI － US）の平均値±
標準偏差は，ERM症例 40 眼が 0.10±0.09mm，SPを
示した症例（以下 SP 群）26 眼は 0.09±0.05mm，
DP を示した症例（以下 DP 群）14 眼では 0.12±
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図 1 IOL マスターの測定波形にみられるダブルピーク
（DP）の例
AL：眼軸長



0.14mm，およびコントロール群 50 眼では 0.09±
0.06mm であった。PCI と US による AL 測定値の差
は Bland-Altman plot を用いた解析（図 2）では，ど
の群においても PCI の方が US の測定値に比べて有
意に長いという結果が得られた（p＜ 0.01）。二つの
測定法による AL 測定値の差はコントロール群との間

において，ERM群，SP 群，DP 群すべてに有意差は
認められなかった（p＝0.95，p＝0.76，p＝0.90）。
DP 群における硝子体手術後の PCI による AL 測定値
は，後方ピークとほぼ一致していた（図 3）。DP 群
におけるFTは 0.47±0.10mmであり，DP群のピーク
間距離 0.49±0.09mm との間には高い正の相関が認

図 3 DP群における白内障および硝子体手術前後の AL測
定値の関係（n＝14）
●：後方ピーク，△：前方ピーク

図 4 DP 群のピーク間距離と中心窩網膜厚（FT）との関
係（n＝14）
r ＝ 0.87，p ＜ 0.0001（Spearman rank correlation）
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図 2 Bland-Altman plot を用いた光学式眼軸長測定（PCI）と超音波 Aモード（US）の AL測定値の差（PCI － US）
ERM：黄斑上膜，SP：シングルピーク
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められた（図 4）。更に，DP 群の FT は SP 群の FT
0.38 ±0.12mmよりも統計学的に有意に厚かった（図
5）。DP 群のピーク間距離と二つの測定法による AL
測定値の差 0.10±0.09mm に相関は認められなかっ
た（図 6）。同様に，ERM症例において PCI と US の
異なる測定法による AL 測定値の差と FT 0.41±
0.12mmとの間にも相関は認められなかった（図 7）。
硝子体手術 6 カ月後の術前予想屈折値と術後屈折
値との誤差は，PCI の場合は±0.5D 以内が 67.5 ％，
±1.0D 以内が 95.0 ％であった。US の場合は±0.5D
以内が 62.5 ％，±1.0D 以内が 90.0 ％であり，両者
に有意差は認められなかった（p＝0.8771）。一方で，

もし DP の前方ピークを眼軸長として用いた場合，
術後屈折誤差は中央値が－1.64D（－0.20 ～－2.06D）
となり，DP の後方ピークを採用した場合の－0.41D
（＋0.77 ～－0.94D），US を用いた場合の－0.24D
（＋0.87 ～－1.41D）と比べ，前方ピークを用いると
術後屈折値は近視化する結果になることが計算上で
示された。

4.   考　　　　　按

黄斑部疾患を有する症例も，硝子体手術の進歩に
より少ない手術侵襲で治癒が得られるようになった
ことから，白内障と硝子体の同時手術が増加しつつ
ある。一方で，白内障手術の合併症が少なくなり，
術後の屈折誤差は患者の満足度に大きく関与するよ
うになっているため，生体計測である AL 測定が重要
視されている。近年開発された PCI の登場により，
正常眼においては AL 測定精度を上げることが可能に
なってきている。
一方，臨床上，PCI による AL 測定において近接し
た 2 本の高いピークを示す症例を経験する。本研究
では ERM症例がDPを示す割合は 35.0 ％であり，残
りの 65.0 ％は SP であった。DP群の FT は，SP 群に
比べて有意に厚かったことから，OCT画像上，FTの
厚い ERM 症例ほど DP を示しやすいと考えられる。
しかし，SP群にも FTが 0.4mmをこえる症例もあり，
FT のみならず黄斑部網膜の性状や形態についても検
討する必要があると思われる。DP 群においては，2
本のピーク間の距離と FTとの間には高い正の相関が
認められ，その差の平均は 0.054mm とわずかであっ

ERM・PCI と US による眼軸長測定値の比較・玉置明野他2009 年 1 月

図 5 SP 群と DP群の FTの比較
ボックスの上下端はそれぞれ 75 および 25 パーセン
タイルを示し，上下のひげはそれぞれ最大値・最小
値を示す。×は域外値（1.5SD 以上）を示す。
◆：中央値　SP＝ 0.36mm，DP＝ 0.46mm
平均値：SP＝ 0.38±0.12mm，DP＝ 0.47±0.10mm
p ＜ 0.0001（Mann-Whitney U-test）

図 6 DP 群のピーク間距離と，PCI と US による AL 測定
値の差（PCI－US）の関係（n＝14）
r ＝－0.457，p ＝0.1001（Spearman rank correlation）

図 7 FT と，PCI と US による AL測定値の差（PCI－US）
の関係（n＝40）
r ＝－0.237，p ＝ 0.136（Spearman rank correlation）



た。また，硝子体手術後の PCI による AL 測定値は
後方ピークとほぼ一致した。OCT 画像上，高反射を
示す部位は網膜色素上皮層が最も高く，次いで網膜
前面の神経線維層と視細胞内接と外接の境界である
IS/OS line である。しかし，PCI にて IS/OS と網膜
色素上皮層との距離を分離することは困難と思われ
ることから，PCI におけるDPでは後方ピークが網膜
色素上皮層を捉えており，前方ピークが後部硝子体
膜を含む網膜前面を捉えている可能性が示唆された。
PCI と US の AL 測定値の差とOCT による FT との
関係については，昨年，Attas-Fox ら17）が正常眼にお
いても糖尿病黄斑浮腫症例においても相関は認めら
れなかったと報告している。本研究においても，測
定法の違いによる AL 測定値の差と FT に相関は認め
られず，ERM 症例での PCI と US による AL 測定値
の差が何に起因するかは不明である。
術後成績について，硝子体手術後の術前予想屈折
値と術後屈折値との誤差は，PCI においてDPを示し
たものは後方ピークの値を AL として採用し，SP を
示したものはそのままの値を採用することで，PCI の
場合は±0.5D 以内が 67.5 ％，±1.0D 以内が 95.0％
となった。US の場合でも±1.0D 以内が 90.0％と遜
色ない結果となったが，群間の比較においては PCI
の方がばらつきは少なかった。Kovács ら18）は，ERM
症例に対する白内障と硝子体の同時手術において，
US による AL 測定値を用いると近視化すると報告し
ている。本研究においては，ばらつきはあるものの
US の AL 測定値で必ずしも近視化するとはいえず，
PCI での AL 測定値と術後屈折誤差に有意差は認めら
れなかった。しかし，PCI においては前方ピークを用
いると大きく近視化する結果になることが計算上で
示されたことから，DP を示す場合は後方ピークを
IOL 度数計算に採用し，常に波形のチェックを怠ら
ないようにすることが重要であると考えられた。

本論文は第 43回日本眼光学学会で発表した。
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1.   は　じ　め　に

手術器械や手術手技の進歩により，白内障手術は
以前の開眼手術から quality of vision（以下 QOV）追
求へとその主眼が変わりつつある。この際，白内障
手術後の光学的特性における予測精度とデザイン性
は重要な役割を果たす。すなわち，（極）小切開手術
による惹起乱視の減少，光学的眼軸長測定による正
確な眼軸長測定，眼内レンズ（以下 IOL）度数計算
の進歩などにより，乱視を含む術後の屈折誤差の予
測精度は向上した。また，非球面レンズや多焦点レ
ンズなどの付加価値 IOL の登場により，術後の視機
能をより付加価値的にデザインできるようになった。
白内障手術が水晶体の除去と IOL の挿入という水
晶体を対象とした屈折矯正手術である以上，術後の
光学的特性を予測し積極的にデザインするためには，
被手術眼の光学的特性を左右するもう一つの大切な
要素である，角膜の光学的特性を術前に十分検討す
る必要性がある。

2.   波面収差解析と白内障手術

波面センサー®とはトプコン社製ウェーブフロント
アナライザ KR-9000PW のことで，波面収差解析の原
理を用いて眼球光学系の光学的特性を評価し，屈折
異常を球面・円柱面のみならず不正乱視（高次収差）
を含めて定性・定量的に捉えることができる。
最近，白内障手術において最も注目されている高
次収差は，水晶体および IOL の球面収差である。球
面収差と眼の加齢変化には関連性があり，若年眼で
は角膜固有の正の球面収差を水晶体の負の球面収差
が打ち消し，眼球全体の球面収差は小さい。しかし，
加齢とともに水晶体の球面収差は正の方向に増加す
るため，眼球全体の球面収差は増大する。従来の球
面 IOL は正の球面収差をもつため，白内障手術後眼
では眼球の球面収差は正に大きかった。そこで，眼
球の球面収差を補正し，コントラスト感度などにお
いて良好な視機能を狙った，負の球面収差をもつ非

球面 IOL が開発され，現在，我々は異なる球面収差
をもつ様々な IOL から選択できるようになった1）。
波面センサー®にはビデオケラトスコープが内蔵さ

れ，角膜形状解析を同時に評価することができる。
これにより通常の角膜形状解析装置と同様，角膜形
状を定性的に評価することができるだけでなく，同
じく内蔵されたHartmann-Shack センサーにて眼球の
高次収差を計測し解析するのと同様に，Zernike 多項
式に展開して角膜高次収差を定量的に解析すること
ができる 2）。このため，例えば球面収差についても前
述の水晶体や IOL と同様に，角膜固有の球面収差を
評価することが可能であり，また角膜高次収差の総
和を定量的に求めることができる。

3.   角膜形状解析と白内障手術

白内障手術後に良好な矯正視力が得られない原因
の一つに角膜不正乱視があり，通常の眼科検査で見
落とされる程度でありながら，視力に影響する角膜
不正乱視を術前に評価する手段として，角膜形状解
析は有用である。
また，以前の白内障手術においては，IOL 度数誤
差の原因として眼軸長の測定誤差が 54 ％と過半数を
占め，角膜屈折力の影響は 8 ％と小さかった 3）が，
光学的測定により眼軸長測定の精度が上がり，また
一方で角膜屈折矯正手術が盛んに行われるようになっ
た現在では，IOL 度数計算の観点からも術前の角膜
の光学的特性の評価は重要である。波面センサー®の
ソフトウェアツールである IOL セレクションマップ
は，球面収差を含む高次収差から IOL 度数計算上の
問題点まで内含する現在の白内障手術の術前検査と
して，角膜形状を系統的に評価するために開発され
たものである4）。

4.   角膜形状からみた IOLの選択

核白内障（図 1）および軽度円錐角膜の症例（図 2）
を例に，白内障手術用の高次収差マップである IOL
セレクションマップを用いた IOL の選択について概
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図 2 軽度円錐角膜の症例における IOL セレクションマップ
下段左から系統的にみていく。まず，角膜高次収差は境界領域で，付加価値
眼内レンズ（IOL）は適応外と考えられる。次に，角膜屈折力の中央値と平均
値は大きく異なり，この場合はオートケラトメータの角膜屈折力（K値）を
用いずに，TMS ®の ring 3 やペンタカム®の true net power，total optical
power を用いるようにする。3番目の項目である球面収差は負となり，非球面
IOL は適応外で，球面 IOL の適応と考えられる。最後に，角膜正乱視は絶対
値で 1.5 をこえ，付加価値 IOL の非適応と考える。

視覚の科学　第29巻第 4号

図 1 核白内障の症例における IOL セレクションマップ
波面センサー®で測定・解析を行い，ツールボタンをクリックしてプルダウン
メニューから IOL セレクションマップを選ぶと，図のような表示が解析結果
として示される。上から角膜，眼球，眼内の順で各々の代表的な光学的特性
が数値とカラーコードマップで表示され，とくに白内障手術で重要な角膜高
次収差の総和（赤枠），角膜中央と傍中央の屈折力の差（黄枠），角膜球面収
差（C40）（緑枠），角膜正乱視（青枠）について系統的に下段に示される。



説する。
術前に波面センサー®にて角膜および眼球の高次収

差を測定する。白内障が強いとHartmann 像が得られ
ないことも多いが，マイヤー像はほぼ全例で得られ
る。マイヤー像から求められた角膜形状解析により，
1）角膜不正乱視の有無，2）特殊な IOL 度数計算の
必要性，3）角膜球面収差の評価，4）角膜正乱視の
評価，の順に段階的に評価していく。
1）角膜不正乱視の有無
IOL セレクションマップでは，角膜不正乱視を高
次収差の総和として定量化し，正常範囲ならば緑色，
境界領域は黄色，矯正視力の低下をもたらすほどの
強い場合は赤色で示される。軽度円錐角膜の症例（図
2）では境界領域となり，このような場合，角膜の良
質な光学的特性が前提である付加価値 IOL は適応外
と考えられる。
2）特殊な IOL 度数計算の必要性
屈折矯正手術後や角膜形状異常ではオートケラト
メータの角膜屈折力（以下 K値）をそのまま用いる
と，測定部位（角膜の非中央）と角膜中央の屈折力
が異なること，角膜後面の屈折の影響などから誤差
が生じ得る。軽度円錐角膜の症例（図 2）は角膜屈折
力の中央値と平均値が大きく異なり，こういった症
例では K値を用いずに，TMS®の ring 3 やペンタカ
ム®の true net power，total optical power を用いるよ
うにする。
3）角膜球面収差の評価
非球面 IOL は本来，標準的な角膜がもつ球面収差
に対して術後の球面収差を最適化するようにデザイ
ンされていて，角膜が負の球面収差をもつ場合には，
かえって球面収差の絶対値を増加させる逆効果を生
むことがある。図 2 では球面収差は負となり，非球
面 IOL は適応外で，球面 IOL の適応と考えられる。

4）角膜正乱視の評価
付加価値 IOL が光学的特性を十分に発揮するため
には，乱視のない症例を選別するか，limbal relaxing
incision や laser in situ keratomileusis によるタッチ
アップなどの乱視矯正を必要とする。図 2 の軽度円
錐角膜の症例の場合は角膜正乱視が強く，また手術
的乱視矯正は禁忌であるため，まずは付加価値 IOL
を用いないようにする。

5.   お　わ　り　に

今後，付加価値 IOL の普及など，セレクションす
なわち選択の対象となる IOL のレパートリーはます
ます増大すると予想されるが，個々の症例に応じて
最適な IOL を選択することは，白内障手術における
QOV の追求にとって極めて重要である。一方，波面
センサー®は白内障手術に特化した検査器械ではな
く，また一般眼科医に波面収差解析はまだ浸透した
とは言い難いが，今回の IOL セレクションマップを
白内障手術のルーチンの術前検査として用いること
で，角膜形状異常がもたらす IOL セレクションのエ
ラーを未然に防ぐことが可能になるなど，今後の応
用が期待されるものである。
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第 20回日本眼科学会専門医認定試験は 2008 年 6月 13 日（金），14 日（土）の 2日間にわたり渋谷のフォーラ
ム 8で行われた。眼光学・屈折・調節関係の問題は一般問題 100 題中 14 問，臨床問題 50 題中 2問であった。

一般問題　100題中 14問

遠見眼位 8⊿の外斜位であり，2D の凹レンズを負荷したときの眼位は 2⊿の内斜位である。AC/A 比はど
れか。
a．2 b．3 c．4 d．5 e．6
解答： d

2Dの凹レンズで 2Dの調節をして眼位が 10⊿変化しているので，
10
＝ 5 になる。―

2
―

レンズの光軸を通る光線と光軸から離れたところを通る光線との結像点が異なることによって生じるのは
どれか。
a．コマ収差
b．球面収差　
c．波面収差　
d．非点収差　
e．歪曲収差
解答： b

波面収差にも球面収差はあるが，波面光学では光軸という概念はない。

解　説 

15

解　説 

5
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学校健診で検査をおこなうのはどれか。3つ選べ。
a．視力　b．屈折　c．色覚　d．眼位　e．外眼部疾患
解答： a，d，e

学校保健法による学校健診では，視力検査のほか，眼の疾患および異常の有無を調べることになっている。
そして，眼の疾患および異常の有無は伝染性眼疾患，その他の外眼部疾患および眼位の異常などに注意すると
なっている。

大型自動車免許の視覚規準はどれか。3つ選べ。
a．視野　b．色覚　c．調節　d．暗順応　e．両眼視機能
解答： a，b，e

普通（中型）自動車免許の適正検査では視力，色覚の検査が必要である。大型自動車免許では，このほかに
深視力（両眼視機能）検査が必要になる。視力が両眼で 0.7 以上かつ一眼でそれぞれ 0.3 以上であること，また
は一眼の視力が 0.3 に満たない者もしくは一眼が見えない者については，他眼の視野が左右 150 °以上で，視力
が 0.7 以上であることが必要となっている。

視野検査は視力が上記の場合にのみ測定する。

円錐角膜で正しいのはどれか。3つ選べ。
a．常染色体劣性遺伝である。
b．LASIK 手術は禁忌である。
c．アミロイドの沈着を認める。
d．アトピー皮膚炎の合併が多い。
e．角膜突出度は中央から下方に多い。
解答： b，d，e

円錐角膜の遺伝関係は不明である。アミロイドの沈着はない。

強度近視でみられない黄斑異常はどれか。
a．網膜分離
b．脈絡膜ひだ
c．脈絡膜新生血管
d．黄斑円孔網膜A離
e．限局性網脈絡膜萎縮
解答： b

脈絡膜ひだ以外の黄斑異常はみられる。

解　説 

41

解　説 

34

コメント  

解　説 

19

解　説 

18
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瞳孔間距離が 60mmの外斜位に対して，－10.00D の眼鏡レンズを偏心させて 5⊿の基底内方効果を得る眼
鏡の瞳孔間距離はどれか。
a．50mm b．55mm c．60mm d．65mm e．70mm
解答： d

プレンティスの公式 P＝ hD（P：プリズムジオプトリー（⊿），h：レンズ光心からの偏位量（cm），D：レ
ンズ度（D））から 5＝ h × 10 なので，h＝0.5（cm）＝ 5（mm）。凹レンズの基底内方効果を得るためには，眼
鏡の瞳孔間距離を 60mmより長くする必要があるので，60 ＋ 5 ＝ 65（mm）になる。

有水晶体が硝子体手術とシリコーンオイル置換術を受けた場合の屈折変化はどれか。
a．近視化　b．遠視化　c．直乱視化　d．倒乱視化　e．不変
解答： b

シリコーンの屈折率は硝子体の屈折率より高いので水晶体後面屈折力は弱くなり，水晶体全体の屈折力も弱
くなるので遠視化する。

屈折で誤っているのはどれか。
a．弱主経線を乱視軸という。
b．瞳孔径は球面収差に直接影響する。
c．最小錯乱円は前後の焦線間にできる。
d．球面収差はすべての面に対称な収差である。
e．近視性直乱視の点光源網膜像は横長の楕円形となる。
解答： e

下図は近視性直乱視の前焦線，最小錯乱円，後焦線の図である。したがって，点光源網膜像は縦長の楕円形
になる。

aの乱視軸が凹円柱レンズの軸とすれば，aは正解である。

視力で正しいのはどれか。
a．対数視力の平均値は幾何平均で行う。
b．分数視力の逆数が小数視力である。
c．小数視力の両眼累加作用は√5である。
d．logMAR 値の 1.0 は小数視力の 0.1 である。
e．logMAR 値は等比級数的に配置されている。
解答： d

59

コメント  

解　説 

58

解　説 

57

解　説 

56
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小数視力の平均値は幾何平均を使うが，対数視力の平均値は算術平均でもよい。分数視力そのものから算出
したのが小数視力である。小数視力の両眼累加作用は√2である。logMAR 値の配置は等差級数的である。

レンズメータで測定できるのはどれか。3つ選べ。
a．曲率半径　b．球面収差　c．光学中心　d．主経線方向　e．頂点屈折力
解答： c，d，e

曲率半径や球面収差は測定できない。

小児弱視等治療用眼鏡等の療養費の支給対象となるのはどれか。3つ選べ。
a．屈折性弱視に対する眼鏡
b．調節性内斜視に対する眼鏡
c．弱視治療用遮眼子（アイパッチ）
d．先天白内障術後のコンタクトレンズ
e．麻痺性斜視に対する Fresnel 膜プリズム
解答： a，b，d

9 歳未満の小児の弱視，斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要である場合であり，斜視の矯正
などに用いるアイパッチおよび Fresnel 膜プリズムについては，適用の対象にならない。

正常被験者に両眼開放下で 20⊿基底外方のプリズムを右眼眼前に置いたとき，左眼にみられる眼球運動は
どれか。
a．内転　b．外転　c．輻湊　d．外転の後に内転　e．内転の後に外転
解答： d

右眼に基底外方のプリズムを装用すると右眼の固視点は中心窩の外側に結ぶので，仮像は左側に移動する。
そこで，右眼はこれを見ようと約 10 内゚転する。Herrington の法則によって，左眼は外転する。外転すると，
真像は中心窩に対して外側に像を結び複視を生じる。左眼の外転時に右眼は約 10 内゚転するが，真像はちょう
ど中心窩に像を結ぶ。そこで，左眼は輻湊して内転する。

解　説 

72

解　説 

61

解　説 

60

解　説 
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ソフトコンタクトレンズ長期装用者で角膜に好発するのはどれか。
a．血管侵入
b．不正乱視
c．内皮障害
d．周辺部色素侵入
e． 3時，9時部の上皮障害
解答： a

ソフトコンタクトレンズ長期装用者の角膜では，血管侵入や結膜に巨大乳頭結膜炎を起こすことが多い。3時，
9時部の上皮障害はハードコンタクトレンズ装用者に多い。酸素透過性が低いレンズでは角膜内皮障害を起こす
こともあるが，ここでは aが正解である。

臨床問題　50題中 2問

11 歳の男児。学校の休み時間に遊んでいて右眼にはさみが刺さったために来院した。治療を受け，3 か月
後症状固定と判定された。視力は右 0.02（1.2×＋12.00D D cyl ＋ 1.00D Ax65°），左 0.7（1.2×－0.50D）。
初診時の右眼の前眼部写真を別図 4 に示す。両眼ともコンタクトレンズで同じ視力が得られ，装用可能で
ある。
障害補償給付で対象となる後遺症の機能はどれか。
a．視力
b．屈折
c．調節
d．不同視
e．不等像視

解答： c
図 4

業務上および通勤途上の傷病が治ったとき，身体に一定の障害が残った場合に障害補償給付が受けられる。
両眼ともにコンタクトレンズで視力は矯正可能であり，屈折，不同視，不等像視は解消される。右眼は強い遠
視になっており，水晶体は摘出された無水晶体眼と思われる。障害補償の第 12 級に「1 眼の眼球に著しい調節
機能障害または運動障害を残すもの」とあるので，これに相当する。
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32 歳の男性。遠見時の視力障害と眼精疲労を訴えて来院した。視力は右 0.3（1.2 ×－2.00D），左 0.4
（1.0 ×－1.50D）。両眼開放では視力は裸眼で 0.04 まで低下し，両眼ともに－7.00D のレンズで矯正される。
両眼視力測定時と右眼視力測定時および左眼視力測定時の眼位写真を別図 30 に示す。
適切な処置はどれか。
a．経過観察
b．プリズム眼鏡処方
c．両眼外直筋後転術
d．両眼－7.00D の眼鏡処方
e．右眼－2.00D，左眼－1.50D の眼鏡処方

解答： c
図 30

斜位近視の症例である。

解　説 
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両眼視力測定時
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第 38 回視能訓練士国家試験問題中，眼光学・屈折・調節関係の問題の解答と解説を述べる。

午前

媒質と屈折率の組み合わせで誤っているのはどれか。
a．空気―――― 1.30 b．角膜―――― 1.38 c．前房水――― 1.34
d．水晶体――― 1.41 e．硝子体――― 1.34
解答： a

空気の屈折率は約 1.00 である（厳密には真空中の屈折率が 1.00 である）。

レンズの傾きに伴い発生する収差はどれか。2つ選べ。
a．非点収差　　b．像面湾曲　　c．歪曲収差　　d．球面収差　　e．コマ収差
解答： a，e

Seidel の 5 収差は下記のごとくである。レンズの傾きに伴い発生する収差は，非点収差とコマ収差である。

Landolt 環視標の切れ目と外径の組み合わせで正しいのはどれか。
切れ目　　　　　　外径

a．1.0mm ――――― 7.5mm
b．1.5mm ――――― 15.0mm
c．3.0mm ――――― 15.0mm
d．10.0mm ――――― 30.0mm
e．45.0mm ――――― 75.0mm
解答： c

15
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Landolt 環視標の切れ目は外径の
1
である。したがって cが正解である。―

5
―

logMAR1 視力表での 1段階変化（0.1 logMAR）に相当する小数視力の変化はどれか。2つ選べ。
a．0.1 から 0.2 b．0.2 から 0.3 c．0.5 から 0.4 d．0.8 から 1.0 e． 1.0 から 1.5
解答： c，d

logMAR に匹敵する小数視力は 0.1，0.125，0.16，0.2，0.25，0.3，0.4，0.5，0.6，0.8，1.0，1.2，1.5 である。
これを知らないときには視力比をみればよい。1段の視力比は約 1.25 になっている。

＋ 3Dと－ 1Dの検眼レンズを密着した。
合成レンズの焦点距離はどれか。
a．－ 100cm b．－ 50cm c．＋ 50cm d．＋ 100cm e．＋ 200cm
解答： c

合成レンズの式は D＝D1＋ D2－
d
D1・D2 である。―

n
―

ここで，D：合成レンズの屈折力（D），D1：レンズ 1の屈折力（D），D2：レンズ 2の屈折力（D），d：レン
ズ 1とレンズ 2との距離（m），n：レンズ間の屈折率である。2枚のレンズは密着しているので，d＝ 0となり，
2 枚のレンズの屈折力の合計が合成レンズの屈折力になる。したがって＋2Dになるので，像側焦点距離はこの

逆数
1 

＝＋ 0.5（m）で＋50cmである。――
＋2
――

像側焦点距離は＋50cm であるが，物側焦点距離は－50cm になるので，bでも間違いとはいえ
ないと思われる。

角膜頂点から近点が 20cm，遠点が 50cmである。
調節力はどれか。
a．2D b．3D c．4D d．5D e．6D
解答： b

調節力は
1

－
1

であるから，
1 1 

＝ 3（D）である。――
近
―
点
―
（m）
―― ――

遠
―
点
―
（m）
―― ―

0.2
― － ―

0.5
―
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視力 0.8 の Landolt 環の切れ目の視角に最も近いのはどれか。
a．80 秒　　b. 8 分　　c．0.02 度　　d．0.125 度　　e．0.8 度
解答： c

小数視力は最小可視角（分）の逆数であるから，視力 0.8 の最小可視角は 1.25 分である。これを秒になおせば

75 秒になる。0.02 度＝ 0.02 × 60（分）＝ 1.2（分），80 秒＝
80
（分）＝ 1.33（分）なので，cが正解である。―

60
―

秒，分，度の単位を問う問題で，視能訓練士の国家試験問題としては疑問が残る。

検影法で正しいのはどれか。
a．固視目標は近見 30cmに置く。
b．開散光線が逆行すれば近視である。
c．板付きレンズは眼前 20mmに置く。
d．強い屈折異常眼ほど反射光が明るい。
e．長収束光線が中和すれば遠視である。
解答： b

検影法では通常，固視目標は置かない。遠方を見てもらうが，固視目標を置く場合でもなるべく遠方に置く。
板付きレンズは眼前約 12mmの位置に置く。強い屈折異常では反射光は弱いので，強度遠視の場合は長収束光
線，強度近視の場合は短収束光線を用いる。中和は必ず開散光線でみる。通常の 50cmの距離から検影したとき
には，同行であれば，遠視，正視，2D未満の近視である。中和では 2Dの近視，逆行では 2Dをこえる近視であ
る。また，この設問では検影の距離の記載はないが，どの距離で検影しても開散光線で逆行すれば近視である。
長収束光線が中和しても遠視とは限らない。正視，近視の場合もあるが，開散光線で確かめる必要がある。

輝度でない単位はどれか。
a．asb b．cd/m2 c．dB d．J e．rlx
解答：

dBは電圧，電力の減衰や利得のほか，音圧または音の強さをあらわす単位，J（ジュール）はエネルギーの単
位で，この 2つは輝度の単位ではない。したがって，この問題の正解は c，dの 2つあり，不適切な問題である。

ハンフリー視野計で視野の感度を表示するのに，dBを使用している。これは最大輝度が 1,000
asb で，48 dB の範囲で 1 dB ごとに電圧を変えて輝度を調整している。そこで，出題者は dB
を輝度の単位と誤解しているのではなかろうか。

不等像視の検査ができるのはどれか。
a．残像検査
b．Worth 4 灯試験
c．Titmus stereo test
d．Bagolini 線条検査
e．位相差ハプロスコープフランクリンタイプ
解答： e
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いずれも両眼視機能検査であるが，不等像視を検査できるのは位相差ハプロスコープフランクリンタイプで
ある。

位相差ハプロスコープフランクリンタイプは一般的な機器ではないが，a ～ d までが不等像視
測定ができないことがわかれば正解が得られる。

硫酸アトロピン点眼の副作用はどれか。2つ選べ。
a．顔面蒼白　　 b．下痢　　 c．口渇　　 d．徐脈　　 e．発熱
解答： c，e

硫酸アトロピンは副交感神経麻痺薬である。そこで，交感神経興奮作用が表面に出てくることもある。心拍
数の増加による頻脈，唾液腺の分泌抑制のための口渇，散瞳による眼圧上昇，血管拡張による顔面紅潮がある。
このほか，腸の蠕動の抑制による便秘が起こる。

コンタクトレンズの合併症はどれか。
a．翼状片
b．円錐角膜
c．樹枝状角膜炎
d．角膜辺縁部潰瘍
e．アカントアメーバ角膜炎
解答： e

翼状片，円錐角膜は原因不明である。また，円錐角膜の治療にハードコンタクトレンズが使用される。樹枝
状角膜炎はヘルペスウイルスにより，角膜辺縁部潰瘍はアレルギーにより起こり，コンタクトレンズには直接
関係はない。アカントアメーバによる角膜炎はソフトコンタクトレンズ装用者に起こる合併症である。

屈折性調節性内斜視の治療法で正しいのはどれか。
a．交代遮閉
b．プリズム矯正
c．完全屈折矯正
d．二重焦点眼鏡装用
e．手術
解答： c

屈折性調節性内斜視であるので，遠視の完全矯正眼鏡を装用させる。
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両眼視力の和が 0.01 の身体障害者障害程度等級はどれか。
a．1級　　b．2級　　c．3級　　d．4級　　e．5級
解答： a

身体障害者福祉法による身体障害認定基準は下記のごとくである。

50 歳女性。屈折度は－2Dである。裸眼で近点距離は 25cmである。コンタクトレンズで完全矯正したとき
の近点距離はどれか。
a．18.8cm b．25cm c．40cm d．50cm e．100cm 
解答： d

この患者の遠点距離は―
1
―＝ 50（cm）であるから，調節力は ―――

1
―――－―――

1
―――＝――

1
―― － ――

1
―― ＝2（D）

2 近点（m） 遠点（m） 0.25 0.50

である。この眼を完全矯正したときの近点距離は―
1
― ＝ 50（cm）である。
2

午後

社会的弱視をきたす原因疾患で頻度の低いのはどれか。
a．緑内障
b．強度近視
c．糖尿病網膜症
d．網膜色素変性
e．裂孔原性網膜A離
解答： e

失明原因の 1～ 5位までは，緑内障，糖尿病網膜症，網膜色素変性，加齢黄斑変性，強度近視の順である。
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視覚障害の身体障害者障害程度等級表で誤っているのはどれか。
a．障害の程度は 6つの級に区分されている。
b．視力については両眼の視力の和で等級が決められる。
c．一眼の視力が 1.0 で他眼が失明している場合は 2級である。
d．視野が右同名半盲では 5級である。
e．視野が各眼とも 10 度以内で，視能率の損失が 95 ％以上では 2級である。
解答： c

午前の問題 61 を参照。

学校保健法に基づく健康診断に規定されていないのはどれか。
a．視力検査
b．屈折検査
c．眼位異常検査
d．外眼部検査
e．伝染性疾患検査
解答： b

学校保健法によると，視力検査のほか，眼の疾患および異常の有無を調べることになっている。そして，眼
の疾患および異常の有無は伝染性眼疾患，その他の外眼部疾患および眼位の異常などに注意するとなっている。

視力 0.2 の Landolt 環の切れ目の視角はどれか。
a． 1分　　b．2分　　c．3分　　d．4分　　e．5分
解答： e 

小数視力は最小可視角の逆数であるから，視力 0.2 ＝ ――――
1
―――― になる。したがって，最小可視角は―

1
―

最小可視角 0.2
＝ 5（分）である。

角膜頂点から眼球回旋点までの距離はどれか。
a．1.8mm b．3.6mm c．7.2mm d．13mm e．24mm 
解答： d

眼軸長は 24mmであり，眼球を球と仮定すると，その約半分の位置が回転中心になる。

解　説 

13

解　説 

12

解　説 

10

解　説 

9

2009 年 1 月



コントラスト感度測定で，ある空間周波数の識別可能コントラストが 0.01（1 ％）である。
正しいのはどれか。
a．コントラスト感度は 1である。
b．コントラスト感度は 10 である。
c．コントラスト感度は 100 である。
d．コントラスト閾値は 1である。
e．コントラスト閾値は 100 である。
解答： c

コントラスト感度はコントラスト閾値の逆数である。空間周波数の識別可能コントラストとはコントラスト
閾値であるので，これが 0.01（1 ％）のときには，コントラスト感度は 100 になる。

プリズムの作用で正しいのはどれか。
a．干渉　　b．回折　　c．偏光　　d．散乱　　e．分光
解答： e

分光とは光をプリズムなどで波長に応じて展開したものをいう。

両眼－ 4.00D の眼鏡レンズで矯正されている。この眼鏡の光学中心を瞳孔中心に対して 5 mmだけ下方に
下げた。プリズム効果で正しいのはどれか。
a．0⊿　　b．2⊿基底上方　　c．2⊿基底下方　　d．20⊿基底上方　　e．20 ⊿基底下方
解答： b

凹レンズを瞳孔中心に対して 5mm 下げた状態では，このレンズの基底は上方にある。プレンティスの公式
P＝ hD（P：プリズムジオプトリー（⊿），h：レンズ光心からの偏位量（cm），D：レンズ度（D））からプリ
ズム効果は P＝ 0.5 × 4 ＝ 2（⊿）である。

調節を行ったときに起こらない変化はどれか。
a．水晶体の前方移動
b．瞳孔面積の縮小
c．Zinn 小帯の緊張
d．水晶体の曲率の増加
e．毛様体輪状筋の収縮
解答： c

調節によって，水晶体の曲率の増加，毛様体輪状筋の収縮，Zinn 小帯の弛緩が起こる。また，近見反射で縮瞳
が起こる。水晶体の前面は膨隆するが，水晶体の前方移動に疑問があるものの，選択肢 cは明らかに間違ってい
る。
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1Dの遠視眼が 3D調節したときの網膜共役点位置で正しいのはどれか。
a．眼後 100cm b．眼前 100cm c．眼前 50cm d．眼前 33cm e．眼前 25cm
解答： c

1D の遠視であるから，無限遠を見るのに 1D の調節をする。したがって，残りの 2D で調節したときの網膜
共役点は眼前 50cmになる。

1歳児の視力検査に用いないのはどれか。
a．Landolt 環
b．Teller acuity card
c．preferential looking （PL）
d．視覚誘発電位（VEP）
e．視運動性眼振（OKN）
解答： a

Teller acuity card，preferential looking（PL）は乳児の視力検査法である。視覚誘発電位（VEP），視運動性眼
振（OKN）は他覚的視力検査法で乳児の視力検査にも使用可能である。Landolt 環字ひとつ視力検査は 3歳から
である。

放射線乱視表を用いた屈折検査で正しいのはどれか。
a．まず乱視表で乱視の有無を調べる。
b．球面レンズで矯正後に線が均等に見えれば乱視はない。
c．球面レンズで矯正後は円柱レンズを加えて乱視表を見せる。
d．濃く見える線と直行する方向が乱視の軸である。
e．乱視表を見ているときは網膜上に最小錯乱円がある。
解答： d

放射線乱視表を用いて乱視の検査をするときには，まず球面レンズで最高視力を得るまで矯正する。このと
きには最小錯乱円は網膜上にある。放射線乱視表を見せる前に，後焦線を網膜上に置くために雲霧する。この
状態で，放射線乱視表がボケている方向に円柱レンズの軸を合わせる。aは球面レンズで矯正後に乱視表を見せ
るので誤りである。bの球面レンズで矯正後は最小錯乱円で見ているので，放射線の濃淡は明瞭でない。cの球
面レンズで矯正後は雲霧が必要である。eの乱視表を見せるときには網膜上に後焦線がある状態である。

調節力 5D，裸眼での調節近点 25cmのときの屈折度はどれか。
a．＋ 3.00D b．＋ 1.00D c．0.00D d．－1.00D e．－ 3.00D
解答： b

―
1
―正視眼が 25cmを見るには，
0.25 

＝ 4（D）の調節が必要である。調節力が 5Dあるので，無限遠を見るのに

5－ 4 ＝ 1（D）の調節を必要としている。したがって，この眼は＋ 1.00D の遠視である。
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塩酸シクロペントラートで誤っているのはどれか。
a．塩酸アトロピンと比較して残余調節幅が大きい。
b．点眼 1～ 2時間後に屈折検査を行う。
c．散瞳作用の持続は 12 時間以内である。
d．調節麻痺作用の持続は 1～ 2日間である。
e．副作用に一過性精神症状がある。
解答： c

塩酸シクロペントラートの散瞳作用は調節麻痺作用より持続する。

完全屈折矯正で良好な経過を示すのはどれか。
a．屈折性調節性内斜視
b．形態覚遮断弱視
c．恒常性外斜視
d．屈折異常弱視
e．斜視弱視
解答： d

屈折度を完全矯正しても，形態覚遮断弱視は予後が不良であり，恒常性外斜視はなおすことはできない。斜
視弱視は片眼性で予後が良好とはいえず，完全屈折矯正の上，健眼遮閉することが多い。屈折性調節性内斜視
は完全屈折矯正により眼位が保たれるが，眼鏡を外すと眼位が保たれない。一方，屈折異常弱視は完全屈折矯
正で視力が良好になるので，正解は dと思われる。

プリズム処方で正しいのはどれか。
a．眼振には基底内方に処方する。
b．膜プリズムは 5⊿が限度である。
c．交差性複視には基底内方に処方する。
d．交代性上斜位では基底上方に処方する。
e．他覚的斜視角より大きい度のプリズムを処方する。
解答： c

眼振は輻湊によって改善することがあるので，プリズムは基底外方に装用させる。15 ⊿以上の膜プリズムは
視力が低下するので，これが限度である。交差性複視は外斜位であるから基底内方のプリズムを処方する。交
代性上斜位では基底下方に処方する。他覚的斜視角より大きい度のプリズムは処方しない。
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眼鏡について正しいのはどれか。
a．フレームの前傾角は 0度である。
b．テンプルの長さを顔に合わせて調節する。
c．累進屈折力レンズは像のジャンプが問題になる。
d．近用部の加入度が小さい場合はゆがみが大きい。
e．プラスチックレンズとガラスレンズの屈折率は等しい。
解答：b

フレームの前傾角は，若い人の眼鏡では 10 ～ 25 度，高齢者の遠用専用眼鏡では 5～ 15 度である。累進屈折
力レンズでは継ぎ目がないので像のジャンプはない。累進屈折力レンズでは加入度が大きいほどゆがみが大き
い。プラスチックレンズはガラスレンズに比べて屈折率は小さい。

25 歳の女性。近見の視力障害を主訴に来院した。検影法で 50cm の距離で同行し，＋3D レンズ付加で中
和する。乱視は認めない。近点距離は眼鏡面から前方 50cmである。
頂間距離は無視し眼鏡面を規準として考えた場合，正しいのはどれか。
a．調節力は 5Dである。
b．屈折度は－1Dの近視である。
c．調節弛緩時に＋3D付加すると網膜共役点は眼前 50cmになる。
d．調節弛緩時に＋2D付加すると網膜共役点は眼前無限遠方になる。
e．矯正下に眼鏡前方 25cmを明視するには 2Dの近用加入度が必要である。
解答： c

検影法で 50cm の距離で同行し，＋3Dのレンズ付加で中和したので，この眼は 3－ 2 ＝ 1（D）で 1Dの遠視
である。この眼の近点距離は眼鏡面から前方 50cm であるから，調節力は 2＋ 1 ＝ 3（D）である。したがって，
調節しないときに＋3Dを付加すると眼前 50cmを見ることになる。

4歳の男児。検査距離 4 mで 5 m用字ひとつ視力表の 0.8 までの視標が見える。
視力はどれか。
a．0.48 b．0.56 c．0.64 d．0.72 e．1.0
解答： c

5 m用字ひとつ視力表を4mで見たときの視角は―
5
―になる。したがって，5mでの 0.8 の視力の視角は―

1
―＝

4 8

1.25 なので，4mでの視角は 1.25 ×―
5
―になり，視力はその逆数になるので 0.64 になる。0.8 ×―

4
―＝ 0.64 でも

4 5
求められる。
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11 歳の男児。眼位性眼振の矯正を目的に来院した。静止位は右方 10 で゚ある。輻湊によって眼振は軽減す
る。
適切な膜プリズムの処方はどれか。
a．両眼に基底内方 20⊿
b．両眼に基底外方 20⊿
c．右眼に基底内方 10⊿と左眼に基底外方 10⊿
d．右眼に基底外方 20⊿と左眼に基底内方 20⊿
e．右眼に基底内方 10⊿と左眼に基底外方 30⊿
解答：

静止位が右方 10 で゚あるから，視線を真っ直ぐにするにはプリズムを右眼に基底内方 20⊿と左眼に基底外方
20⊿を入れるとよいが，このような選択肢はない。右眼に基底内方 10⊿と左眼に基底外方 10⊿では不足であ
る。右眼に基底内方 10⊿と左眼に基底外方 30⊿はバランス上よくないが，この選択肢の可能性も否定できな
い。輻湊によっても眼振は軽減するので，両眼に基底外方のプリズム処方でもよいと思われる。

難解な問題で，的確な解答はないように思われる。コメント  
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2008 年 10 月 23 ～ 26 日の 4 日間にわたって，第
62 回日本臨床眼科学会が東京国際フォーラムにおい
て開催された。参加者は年々増加し，今回は 8,000 名
をこえた。そうした参加者の幅広い関心や期待に応
えるべく，多数のプログラムが企画された。シンポ
ジウム 18 セッション，インストラクションコース 60
セッション，一般演題 298 題，学術展示 464 題，更
に特別講演，招待講演の計 4 題，コメディカルプロ
グラム 3 題が加わり，事実上，我が国最大の眼科関
連学会といえる。
2007 年度より，日本眼科学会総集会プログラム委
員会が，日本眼科学会と日本臨床眼科学会の両学会
において，プログラムの構成や査読を担当すること
になり（筆者もメンバーの一人であるが），学会の運
営方法や雰囲気が大きく変わりつつある。その目的
は，学術的レベルを高め，内容に整合性と継続性を
もたせることにより，参加者に質の高い学術的情報
を効率的に提供することにある。今回の日本臨床眼
科学会でも，大鹿哲郎委員長をはじめとするプログ
ラム委員会が企業協賛セミナー，会長枠など一部の
プログラムを除いて，その企画と査読を担当した。
なお，病医院運営プログラム，ナーシングプログラ
ム，視能訓練士プログラムは日本眼科医会に企画を
依頼している。
一方，プログラム委員会とは独立してプログラム
評価委員会があり，各プログラムの質や参加者数を
評価している。これに加えて，参加者に対してアン
ケート調査を行うことで，翌年度の演題採択や会場
割り当ての際の参考にしている。公表された今回の
日本臨床眼科学会の演題採択率は，インストラクショ
ンコースで 76.9 ％，一般講演（一般演題と学術展示）
で 95.5 ％であった。
具体的な変化としては，これまで学会の中心を担っ
てきた一般講演の数を減らし，眼科臨床医が新知見
や新技術を日常診療に取り入れ，これを正しく実践
するための教育的なプログラムに重点を移した点で
あろう。インストラクションコースは 60 セッション
に及び，参加者に最も人気があるプログラムといえ

る。しかし以前から，このコースに関しては， 1．会
場の入り口前に長蛇の列ができる， 2．立ち見が多く
出る， 3．配付資料が足りなくなる，などの問題点
が指摘されてきた。これらの問題を解決するため，
日本臨床眼科学会では初めて，インストラクション
コースに限定して WEB 入力による事前登録制が導
入された。この方式は，米国眼科学会（American
Academy of Ophthalmology: AAO）をはじめとする先
進国における大規模な学会では常識化しているよう
である。
ところが実際に蓋を開いてみると，学会開催前に
大半のインストラクションコースは定員オーバーに
なってしまい，事前登録をする努力をしなかった人々
はコースから締め出される結果になった。インストラ
クションコース以外となると，特別講演，シンポジ
ウム，一般講演ということになるが，会場数の制約
などから，これらのプログラムが全く配置されてい
ない時間帯がしばしばみられた。このため，当日登
録で学会に参加した人達のなかには，｢高い参加費を
払って来場したにもかかわらず，何も聞けないとは
どういうことか？」などと，学会担当者に詰め寄る
人々がみられたという。一方，インストラクション
コースの事前登録自体は無料であったため，事前登
録をしていたにもかかわらず来場しないケースも多
くあり，混乱に一層の拍車をかけた。企業協賛で行
われるランチョンセミナーも人気があるが，混雑を
来しやすいため，2007 年度から整理券発行機を設置
している。このため，参加者は整理券を得るために
早朝から来場する必要がある。つまり従来の学会の
ように，ぶらりと来てぶらりと帰るという，のんび
りしたスタイルは通用しなくなったといえる。
優れた試みであっても，定着にはしばらく時間が
かかる。近い将来，学会参加費の引き下げと併せて
インストラクションコースの有料化が実施されるだ
ろう（1コース当たり 1,000 ～ 3,000 円）。更に，事前
登録制のコースと同時進行で，シンポジウムや一般
講演など登録の必要がないプログラムが複数用意さ
れることだろう。しかし，こうした学会運営上の必要
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条件を加味すると，東京国際フォーラムではキャパシ
ティーがすでに限界に達しているといえる。今回の
日本臨床眼科学会では確かに多くの問題点が指摘さ
れたが，よりよい学会のあり方を模索する第一歩と
して評価したいものである。
次に，演題数をもとに研究のトレンドを考えてみ
たい。演題または抄録から，眼光学に直接関係があ
りそうな講演数（企業協賛セミナーを除く）を数え
ると，次のようになる。演題数の多い順から，1）光
干渉断層計（optical coherence tomography  以下
OCT）（22 題）， 2）多焦点眼内レンズ（intraocular
lens  以下 IOL）（17 題），3）IOL 屈折値予測（13 題），
4）エキシマレーザー角膜手術（11 題）， 5）前眼部
OCT（11 題）， 6）スペクトラム/タイムドメイン型
OCT（9 題）， 7）単焦点 IOL（8 題）， 8）硝子体手
術用コンタクトレンズ（以下 CL）（7 題）， 9）CL
（6 題），10）両眼視（5 題），11）眼鏡処方（5 題），
12）非球面 IOL（5 題），13）レーザー生体共焦点顕
微鏡 scanning laser ophthalmoscope（4 題），14）有
水晶体 IOL（4 題），15）人工角膜（4 題），16）視力
（4題），17）Scheimpflug カメラ（3題），18）高次波
面収差解析（3題），19）その他（16 題）であった。
演題数をもとに，眼光学関連で現在ホットな研究
分野を挙げるとすれば，やはりOCTと多焦点 IOL と
いうことになる。ここ数年来の日本臨床眼科学会に
おいては不動の順位といえよう。OCT は赤外光を用
いて，組織表面から 2 ～ 3 mm の範囲ではあるが，
高解像度（超音波エコーの 10 倍以上）の断層画像を
得る光学的診断技術である。この検査は眼科診療に
おいて，とくに眼底疾患の診断や治療に不可欠なも
のとなりつつある。更に，従来の「タイムドメイン
型OCT」に加えて，新たに「スペクトラム/フーリエ

ドメイン型OCT｣が登場し，装置の撮影速度と画像解
像度が飛躍的に向上した。これにより，網膜の詳細
な形態を三次元画像として映し出すことが可能となっ
ている。更に，緑内障などで前眼部の画像情報を得
るためにも応用されるようになった（前眼部 OCT）。
2008 年 4 月から OCT 検査については保険請求が認
められたため，専門機関ばかりでなく一般診療所に
も広く普及しつつある。多焦点 IOL は，従来の屈折
型に加えて数社から回折型が発売された。グレア，
ハロー，コントラスト低下などの問題が改善し，調
節機能の回復という夢に一歩近づいたようにみえる。
更に，同年 7 月には先進医療として保険診療との併
用が認められ，将来的には全額保険適応になる可能
性もある。しかし，その扱いや適応の判断には，従
来の単焦点 IOL とは異なる知識や対応が必要である。
今回の日本臨床眼科学会で，「度数ズレ」を避けるた
めの IOL 屈折値予測に関する演題が多数みられたの
も，こうした状況を反映したものであろう。
こうしたハイテクノロジー（以下 ハイテク）に関
するプログラムが脚光を浴びる一方で，眼鏡処方，
CL 処方，両眼視，斜視検査など，眼光学関連分野の
なかでは古くからある，いわばローテクノロジー
（以下 ローテク）に属する技術に関する講演も少なく
なかった。こうしたプログラムは企業の協賛が得ら
れにくく，若い眼科医はともすれば眼科手術やハイ
テク技術に目を奪われる傾向がある。しかし，ロー
テク技術に関する知識はハイテク技術を正しく評価
し，自分のものにするための基礎である。今後，こ
うした教育的プログラムを強化することによって，
とくに研修医を含む若い先生方に，眼光学に関する
基礎知識や診断技術を確実に身につけて頂くことを
願っている。

第 62 回日本臨床眼科学会・長谷部　聡 視覚の科学　第29巻第 4号



2008 年 7 月 26 日（土），27 日（日）の 2日間で東京
の三田 NN ホールにおいて，日本眼光学学会と社団
法人日本オプトメカトロニクス協会共催の眼科医・
視能訓練士・オプティカルエンジニアのための眼光
学チュートリアルセミナーが行われた。参加者は当
初の予定の 70 名をはるかにこえ，128 名が参加した。
参加者の内訳は，医師 18 名，視能訓練士 70 名，企
業 35 名，教員と学生 4 名，官公庁勤務者 1 名と，視
能訓練士の関心の高さを示す多数の参加となった。
講義内容は，イントロダクトリートークとして大沼
一彦先生（千葉大学工学部）がセミナーの全般的な
流れを導入され，専門の先生方によって詳細で専門
的な内容の講義がなされた。
「幾何光学と収差」（高橋文男先生（㈱ニコン））で
は，幾何光学の基礎的な知識について詳細な説明が
あった。内容は，光の性質（光の伝播，屈折と反射，
スネルの法則），近軸光学（屈折力，結像式，バー
ジェンス，レンズの主要点，像の倍率），レンズ性能
（開口数，Fナンバー，分解能，焦点深度），ザイデル
の 5 収差，波面収差，レンズの構成と特性，ロービ
ジョン補助具やルーペ，望遠鏡，顕微鏡の光学につ
いて講義があった。
「屈折異常と矯正」（ 華先生，（HOYA㈱））では，
屈折異常や眼鏡レンズの要素，コンタクトレンズ，
単焦点レンズ，累進屈折力レンズの設計構造，最近
の眼鏡レンズの動向まで，具体的なデータを紹介し
た講義があった。
「色収差／レンズの度数測定」（白柳守康先生（セ
イコーオプティカルプロダクツ㈱））では，レンズや
眼の色収差を眼の媒質の分散，軸上・軸外色収差を
中心に詳細な講義があり，またレンズ度数の測定，
視線を考慮した累進設計について講義があった。
「偏光」（大沼一彦先生）では，電子からの光の発
生，電子から出る偏光状態，透過による偏光，反射
による偏光，複屈折物質と眼（角膜，視神経線維，
ヘンレ線維層），この性質から偏光を利用した視神経
線維の厚み測定装置（GDX）について解説があった。

「コントラストと眼」（大沼一彦先生）では，コン
トラスト測定装置（コントラスト感度視力表，Arden
Chart，Cambell Chart，縞視力表），瞳孔と収差，
point spread function（PSF），変調伝達関数（MTF），
フーリエ変換，収差と散乱の測定，網膜視細胞・視
覚系全体のコントラスト特性の講義があった。
「眼球光学系の評価装置Ⅰ」（小林克彦先生（㈱ト
プコン））では，オートレフラクトメータ，波面セン
サー，PSF によって眼球光学系について何を測定で
き，測定結果における問題点は何かという観点での
講義があった。
「収差と眼」（不二門　尚先生（大阪大学））では，
収差と見え方について（視機能低下と高次収差，波
面収差と幾何光学，コマ収差と球面収差の基礎と臨
床，高次収差の相互作用と見え方），また散乱と高次
収差（瞳孔径と高次収差，加齢と高次収差，収差と
補償光学）について臨床的な解説を加えた講義があっ
た。
「眼球光学系評価装置Ⅱ」（水野勝保先生（㈱ニデッ
ク））では，走査レーザー検眼鏡（SLO）の光学につ
いて講義があった。SLO の光学系の構成，走査光学
系，共焦点光学系の分解能（共焦点光学系の MTF）
という内容であった。
「眼球光学系評価装置Ⅲ」（大沼一彦先生）では，
光干渉断層計（OCT）の光学について講義があった。
OCT の測定原理（光の干渉と多色光の重ね合わせ），
フーリエ変換OCT の測定原理（回折格子による光の
分解，深さと干渉縞の関係），高解像度を得るための
テクニック，網膜の構造と反射特性，実際の眼での
アーチファクトについて説明された。
元来，社団法人日本オプトメカトロニクス協会は
光学技術者のための教育を専門としており，日本眼
光学学会との共催がかなったため，眼科医や視能訓
練士も対象として受講する機会をもつことができた。
本セミナーの講義内容に多く含まれているように，
眼科臨床における測定機器は，眼球光学系を解析す
る装置や眼球後部の解剖を観察する機器として，光
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眼光学チュートリアルセミナー
－眼科医・視能訓練士・オプティカルエンジニアのための－

近畿大学医学部堺病院眼科　松 本 富 美 子
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学を利用した機器の開発が急進し，また眼鏡レンズ
の設計もどんどん進歩する。それらの測定や検査を
担っている視能訓練士は原理をよく理解しないまま
に行い，ややもすると自身の測定した結果を評価で
きず，そのまま眼科医に報告することが危惧される。
眼科医は営業担当者の説明のみで測定結果を評価す
ることになり，その信頼性について低くなる場合も
残念ながらあるのではないだろうか。眼鏡調整の検
査についても，新しい概念で開発されるレンズの設
計を知らないで，患者の視的生活を満足するように

合わせることは難しい。
今回のような企業の光学機器開発者，光学技術者
がその機器の出す値の意味・意義を理解する知識を
与えるセミナーは重要であり，今までなかなか実現
され得なかったものでもある。私自身が参加してみ
て，理解をこえる難しい内容も多くあったが，臨床
の疑問を説明できる知識となることが多々あり，ま
た教育にも生かすことができる内容もあった。2日間
の重厚な内容は疲労困憊したが，非常に有意義な時
間を過ごした。
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◆ 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。
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（敬称略，50 音順）

第 29 巻 4 号をお届けします。
本号は，和氣先生の「視環境設計資料としての視覚研究」と題しての巻頭言からはじまります。
環境と密接な関係のある視覚的注意と視認性を環境の質の評価に結びつける重要性が指摘されてい
ます。そのためには更なる視覚研究が要諦であることを示唆され，関係者の研鑽を願うものです。
ぜひ，ご一読ください。
今回は，総説が 2編で，1編は「電子ホログラフィ技術の現状と展望」です。本誌では珍しくディ
スプレイ技術の最先端にかかわるもので，“外科などではすでに手術計画に使われている”とあり，
眼科分野での今後に期待するものです。もう 1編は「非球面眼内レンズの光学像，および非点収差
の光学像への影響」で，瞳孔径と収差の関係を論じたものです。原著は「黄斑上膜症例における
IOL マスターと超音波 A モードによる眼軸長測定値の比較」の 1 編です。最近のトピックスは，
「眼内レンズの選択のための角膜形状解析」です。本号は IOL 関連が 3 編です。また，解説は大
御所の所先生にご出馬を願い，「日本眼科学会専門医認定試験問題解答と解説」と「視能訓練士国
家試験問題解答と解説」を掲載いたしました。しっかり勉強していただければ幸いです。学会印象
記は，まず臨床眼科学会を例に，学会のスタイルがどう変化したか具体的にレポートしていただき
ました。更に，前号の編集後記の予告どおり，新たな試みとして JOEM（日本オプトメカトロニク
ス協会）との共催で開催した「眼光学チュートリアルセミナー」のレポートです。予定を大幅にこ
える参加者数で成功裏に終わりよかったと考えます。今後の継続を願うものです。
以上，2008 年最終号にふさわしい内容になったと自負しています。今後とも会員の皆様の役に立
つ内容を目指したく考えます。

編　集　後　記

古野間　邦彦記
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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。

日本眼光学学会誌｢視覚の科学｣投稿規程



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） Yamaguchi L, Yamane J & Yagi 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 



日本眼光学学会変更届 

移動が生じた場合は、速やかに変更届をFAX (072-631-3738)で事務局へお届けください。 
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。 

連絡先：〒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 TEL　072 －631－3737　　FAX　072－631－3738 
  E-mail   jmcfuji@ops.dti.ne.jp

事務局記入欄（記入しないで下さい） 受領日　　　　　年　　　　月　　　　日受付 

 変更の内容 
 （該当箇所に〇を 
 お付け下さい） 

ふ り が な  ふりがな 

新住所ふりがな 

氏　　　　名 旧　姓 

会員番号 

新勤務先住所 

新勤務先名称 

新電話番号  新FAX番号 

新FAX番号 

変更届出年月日 年　　月　　日 

新自宅住所  

新電話番号  

文書および  
雑誌送付先  

1．勤務先 
2．自　宅 

E-mail

E-mail

新勤務先英文名 

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先 

4．文書および雑誌送付先　　5．その他（                     　   ） 

ご氏名 

新住所ふりがな 

〒 

〒 



第 8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 1：「屈折と視覚障害」
（日眼生涯教育事業　13772）

期　日： 2009 年 2 月 14 日（土）14 : 45 ～ 18 : 10
会　場：参天製薬・講堂（センチュリーホール）（阪急千里線下新庄駅歩 5 分）
講　演： 1．低次収差と高次収差の基礎と臨床　　　　　　不二門　尚（大阪大）

2．小児眼科におけるスキアスコピーの意義　　　佐々本研二（ささもと眼科）
3．ロービジョン外来の現状と課題　　　　　　　杉山能子（金沢大）
4．わが国の身体障害者等級判定の問題点　　　　山縣祥隆（山縣眼科医院）
5．ワークショップ：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

（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，関谷
善文，菅澤　淳，杉山能子，山縣祥隆，横山　連，内海　隆）（以上 14 名・ ABC 順）

共　催：参天製薬㈱
連絡先：事務局　内海　隆（医療法人 内海眼科医院　072-626-1223）

第 33回角膜カンファランス・第 25回日本角膜移植学会案内

会　期： 2009 年 2 月 19 日（木）～ 21 日（土）
会　場：ザ・リッツ・カールトン大阪

530-0001  大阪市北区梅田 2-5-25 TEL: 06-6343-7000 FAX: 06-6343-7001
会　長：前田　直之（大阪大）
学会ホームページ： http://www.cornea.gr.jp/
主なプログラム：

・一般口演　　・学術展示　　・器械展示，書籍展示
・第 6 回日本角膜学会学術奨励賞受賞記念講演
・シンポジウム
・コメディカルプログラム
・セミナー：モーニングセミナー，ランチョンセミナー，イブニングセミナー，フェアウェルセミナーを予定。
演題募集：2008 年 11 月 20 日（木）に〆切りました。
登録料：事前登録は 2008 年 12 月 22 日（月）に〆切りました。

（円）
当日登録

会員 18,000
非会員 20,000

コメディカル 13,000

（41）
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主　　催：大阪大学医学部眼科学教室　　565-0871  吹田市山田丘 2-2
宿泊手配：㈱ JTB 西日本 EC 営業部がお手配致します。

詳細は，本会ホームページ［宿泊案内］をご覧ください。
事務局：第 33 回角膜カンファランス・第 25 回日本角膜移植学会事務局

㈱ジェイコム　コンベンション事業本部内
530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT 11F
TEL: 06-6348-1391 FAX: 06-6456-4105 E-mail: 33cornea@jtbcom.co.jp

第 8回日本再生医療学会総会ご案内

会　期： 2009 年 3 月 5 日（木），6 日（金）
会　場：東京国際フォーラム

100-0005 東京都千代田区丸の内 3 丁目 5 番 1 号　TEL: 03-5221-9000 ㈹
会　長：坪田一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
総会テーマ『学際化を迎えた幹細胞研究　－その臨床，創薬応用をめざして－』
プログラム（予定）

特別講演：山中伸弥（京都大学再生医科学研究所再生誘導研究分野）
Ting Xie（Stowers Institute For Medical Research）

教育講演：中村雅也（慶應義塾大学医学部整形外科）
シンポジウム

1 ：『幹細胞生物学』
2 ：『再生医療実現に向けて何をなすべきか?

知財育成/厚生労働省の幹細胞の使用基準プロトコールに基づく 5 件の演題』
3 ：『がん幹細胞』
4 ：『再生医療支援技術』
5 ：『iPS 細胞　樹立のメカニズム・方法・最適化』
6 ：『組織幹細胞の多能性と発生学的由来について』
7 ：『歯科再生医療の最前線と近未来』
8 ：『シート工学，組織工学を用いた臨床応用』
9 ：『ステムセルエイジング（日本抗加齢医学会共催）』

10 ：『iPS 現状と展望　iPS 拠点事業（LP）の成果発表）』
11 ：『バイオマテリアルを用いた 3 次元組織構築』
12 ：『学術会議基礎医学委員会再生医科学分科会共催「今後の再生医療」』
13 ：『移植医療と再生医療①』
14 ：『Stem Cell Niche』
15 ：『ES 細胞研究の現状と課題』
16 ：『移植医療と再生医療②』
17 ：『エピジェネティックス』
18 ：『再生医療の早期実用化を目指した再生評価技術開発（標準化～評価機器開発）』

※その他，若手研究奨励賞（Young Investigator's Award）受賞者講演，一般演題口演，一般演題ポスター，
ランチョンセミナー等開催予定。
市民公開講座

ミュージカル『パパからもらった宝もの』
日時： 2009 年 6 月 28 日（日）

視覚の科学　第29巻第 4 号
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会場：東京都児童会館
詳細は追って総会ホームページ（http://www2.convention.co. jp/8jsrm/）にてご案内いたします。

お問合せ先：第 8 回日本再生医療学会総会　準備室
日本コンベンションサービス株式会社　内
100-0013  東京都千代田区霞が関 1-4-2 大同生命霞が関ビル 18 階
TEL: 03-3508-1278（平日 10 : 00 ～ 17 : 00） FAX: 03-3508-1302
E-mail: 8jsrm@convention.co.jp HP: http://www2.convention.co.jp/8jsrm/

第 45回日本眼光学学会総会案内
第 48 回日本白内障学会総会・第 24 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会

第 45 回日本眼光学学会総会・ The 22nd Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons
合同学会

会　期： 2009 年 6 月 26 日（金）～ 28 日（日）
会　場：東京国際フォーラム
会　長：大鹿　哲郎（筑波大学）
事前登録期間： 2008 年 12 月 1 日（月）～ 2009 年 5 月 31 日（日）
演題募集期間：参加登録をお済ませにならないと、演題登録はできません。お手数をおかけいたしますが、先

に参加登録をお済ませ下さい。
演題登録：2008 年（平成 20 年）12 月 1 日（月）～ 2009 年（平成 21 年）3 月 4 日（水）正午

学会ホームページよりご登録下さい。
http://www.congre.co.jp/jscrs2009/

プログラム概要：
シンポジウム：

Quality of vision：加齢と視機能
Quality of vision：老視の矯正
Quality of vision：乱視の手術的矯正
Quality of vision：各種疾患と視機能
Quality of vision：コンタクトレンズ
デバイスを極める － ① OVD の使い分け
デバイスを極める － ② 眼内レンズの使い分け
デバイスを極める － ③ 周辺器具
水晶体研究最前線
基礎研究を活用した白内障診療
原因疾患と白内障：基礎から臨床まで徹底研究
近視を科学する
色覚を科学する
多焦点眼内レンズの基本
多焦点眼内レンズの最新情報
小児 IOL の適応～あなたは生後 2 ヶ月の片眼症例に IOL を挿入しますか？
白内障術後屈折異常対策
フェムトセカンドレーザーの可能性

教育セミナー：
眼科医と視能訓練士のための眼鏡処方セミナー

（43）
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眼科医と視能訓練士のための眼光学セミナー
眼科医と視能訓練士のための医療法規セミナー

白内障術中トラブル対策
他疾患と白内障手術～最近の考え方と今後の課題

ご不明な点は下記運営事務局までお問い合わせ下さい。
運営事務局：株式会社コングレ

102-8481  東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル 6 階
TEL: 03-5216-5318   FAX: 03-5216-5552
E-mail: jscrs2009@congre.co.jp

第 7回　帝京弱視斜視研究会
日本眼科学会専門医制度生涯教育事業認定（認定事業番号 18953）
日本視能訓練士協会生涯教育制度事業認定（認定事業番号 0022）

日　時：平成 21 年 5 月 12 日（火）19 : 00 ～ 21 : 00
場　所：帝京大学医療技術学部棟 3 階 1031 教室
演　題：

1．小児眼疾患の診断　　　　　　座長；林　孝雄（帝京大）
羅　錦營（帝京大，羅眼科）

2．健常者の眼位に関する研究　　座長；坂上達志　教授（帝京大）
河口　充（帝京大学大学院医療技術学研究科視能矯正学専攻）

健常者の不等像視に関する研究　　　佐々木　翔（帝京大学大学院医療技術学研究科視能矯正学専攻）
3．第 39 回視能訓練士国家試験問題

斜視・弱視関連問題検討　　オーガナイザー；林　孝雄（帝京大）
演　者　中島貴友（帝京大）

中込亮太（帝京大）
渡部可奈子（帝京大）

★連絡先：担当　林　孝雄　　
帝京大学医療技術学部視能矯正学科
173-8605  東京都板橋区加賀 2-11-1
TEL: 03-3964-1328 FAX: 03-3963-0303
E-mail: ortho@med.teikyo-u.ac.jp
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/̃ortho/med/index.htm

第 50回日本視能矯正学会案内
－視覚世界の謎に迫る－
専門医認定事業番号　No. 02409

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
会　　　長：松岡久美子（帝京大学医療技術学部視能矯正学科）
名誉学会長：久保田伸枝（帝京大学）
主　　　催：（社）日本視能訓練士協会

◆ 特別講演（10 月 18 日（日）午前中を予定）
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「赤ちゃんは顔を読む（仮題）」 山口真美（中央大学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（帝京大学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） 午後 1 時 30 分からの予定）

「斜視 患者の気持ち・医師の気持ち（仮題）」
座長；久保田伸枝（帝京大学医療技術学部視能矯正学科）
演者；テリー伊藤（ロコモーション）

丸尾敏夫　（帝京大学医療技術学部）
◆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　　　　　林　孝雄　（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：視能気要請的検査法とその評価

金谷まり子（東邦大医療センター佐倉病院）
◆第 50 回学会記念式典（10 月 18 日（日） 午後 2 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
ランチョンセミナー（10 月 18 日（日））内容検討中

演題申込期間： 2009 年 6 月 1 日～ 2009 年 7 月 17 日（予定）
事前登録期間：コンビニ決済による方法： 2009 年 7 月 1 日～ 2009 年 7 月 31 日（予定）

郵便振替による方法： 2009 年 7 月 1 日～ 2009 年 8 月 31 日（予定）
学会参加費：

（円）
事前登録 当日登録

会員（含・賛助会員） 8,000 10,000

非　会　員 13,000 15,000

★会員の学会参加費を従来より 2,000 円値下げします！

学会事務局：帝京大学医療技術学部視能矯正学科内
173-8605 東京都板橋区加賀 2-11-1
TEL: 03-3964-1328 FAX: 03-3963-0303
E-mail: ortho@med.teikyo-u.ac.jp
URL: http://www.miws.net/50joc（2009 年 2 月上旬オープン予定）
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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

精密工学会事務局 大会係
TEL: 03-5226-5191
FAX: 03-5226-5192
E-mail: jspe_taikai@jspe.or.jp
URL: http://www.jspe.or.jp/

（社）応用物理学会
TEL: 03-3238-1044
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp
URL: http://www.jsap.or.jp/index.html

日本色彩学会第 40 回全国大会
プログラム委員会事務局
鈴木卓治
国立歴史民俗博物館研究部
FAX: 043-486-4229
URL: http://wwwsoc.nii.ac.jp/color/
index.html

実行委員長 大出　寿
オリンパス㈱　研究開発本部
TEL: 042-691-8089
FAX: 042-691-7573
E-mail: optsympo34@friend.ocn.ne.jp
URL: http://annex.jsap.or.jp/OSJ/
meet/symposium/index.shtml

General Chair;
Constantine Stephanidis
University of Crete and FORTH_ICS,
Greece
E-mail: cs@ics.forth.gr
URL: http://www.hcii2009.org/ 

日本医用画像工学会事務局
TEL: 03-5684-1636   
FAX: 03-5684-1650
E-mail: office@jamit.jp
URL: http://www.jamit.jp/index-j.html

（社）応用物理学会
TEL: 03-3238-1044
FAX: 03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp
URL: http://www.jsap.or.jp/index.html

URL: http://www.visualization.jp/

〆切りました
（2009/1/15）

〆切りました
（2009/1/12）

〆切りました
（2008/12/19）

2009/3/6

Paper:
〆切りました

（2008/10/20）
Poster: 

2009/2/23

中央大学
後楽園キャンパス

（東京都, 文京区春日）

筑波大学
（茨城県，つくば市）

慶應義塾大学
日吉キャンパス来往舎

（神奈川県，横浜市港北区）

東京大学　
生産技術研究所 An 棟
コンベンションホール

（東京都，目黒区駒場）

Town and Country 
Resort & Convention 
Center, San Diego, CA,
USA

中京大学
名古屋キャンパス
センタービル６ F，
および，2 号館

（愛知県，名古屋市昭和区）

富山大学
（富山県，富山市）

山形大学　工学部
（山形県，米沢市城南）

2008 年度精密工学会春季
大会
学術講演会

2009 年（平成 21 年）春季
第 56 回
応用物理学関係連合講演会

日本色彩学会
第40回全国大会［日吉］'09

第 34回　光学シンポジウム
「光学システム・光学素子
の設計，製作，評価を中
心として」

HCI International 2009

第 28 回日本医用画像工学
会大会

（JAMIT Annual Meeting
2009）

2009 年（平成 21 年）秋季
第 70 回
応用物理学会学術講演会

可視化情報学会
全国講演会

3/11（水）
～ 3/13（金）

3/30（月）
～ 4/2（木）

5/16（土）
～ 5/17（日）

７/2（木）
～７/3（金）

7/19（日）
～ 7/24（金）

8/4（火）
～ 8/5（水）

9/8（火）
～ 9/11（金）

10/24（土）
～ 10/25（日）
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開 催 日 名 　 　 称 開 催 場 所 問　合　せ　先 演題〆切

感覚代行研究会事務局
E-mail: sensory-substitution-office@m.
aist.go.j
URL: http://www.sensory-substitution.
gr.jp/

産業技術総合研究所　
臨海副都心センター
別館　バイオ・ IT 融合
研究棟 11 階会議室　

（東京都，江東区青海）

第 35 回（2009 年）
感覚代行シンポジウム

（予告）
12/7（月）
～ 12/8（火）
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日本眼光学学会 2008年第 2回常任理事会議事録

日　時： 2008 年 9 月 5 日（金）17 : 00 ～ 18 : 30
場　所：日本教育会館　一ツ橋ホール　8 階　810 号室
出席者：魚里　博，大沼一彦，佐藤美保，根岸一乃，布川和夫，不二門　尚，松本富美子，吉田晃敏

今回会長：奥山文雄
事務局　佐々木ふぢ子　計 10 名（50 音順・敬称略）

欠席者：大鹿哲郎，北原健二
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 554 名（2008 年 8 月 17 日現在）・購読会員 13 箇所，寄贈 9 箇所
法人会員 28 社

2 ．学会開催について
1 ）第 44 回日本眼光学学会現況報告　　　　　　（奥山文雄会長）

事前登録 326 名
（医師/教員/企業 257 名・上記以外 65 名・教育セミナーのみ 4 名）

一般演題　37 題
今回，第 56 回日本臨床視覚電気生理学会と合同開催した。
・日　時： 2008 年 9 月 6 日（土）・ 7 日（日）
・会　場：日本教育会館　一ツ橋ホール

101-0003  東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 TEL: 03-3230-2831
・主　催：鈴鹿医療科学大学　
主なプログラム
合同特別講演　谷藤　学　　合同シンポジウム 2 題
なお，共催研究会として下記の 4 つを開催した。

・第 4 回視機能研究会シンポジウム
・教育セミナーとして「眼鏡シンポジウム」
・第 4 回 JRPS 網脈絡膜変性フォーラム
・第 1 回眼科画像診断研究会

その他　ランチョンセミナー・器械展示・書籍展示をおこなった。
今回は上記 3 つの集まりがあまりよくなかった。前回の 2.3 割は少なかったのではないかと思う。
今回の原著の依頼について，会長同士でお話し合いしていただき，決めていただきたいとの意見が出
され，学会後お話し合いしていただくことになった。
なお，「眼鏡シンポジウム」については例年通り依頼することになった。
第 4 回 JRPS 網脈絡膜変性フォーラムは依頼しない。また，第 1 回眼科画像診断研究会については，
吉田先生と話し合って決めていただくことになった。

2 ）第 45 回日本眼光学学会現況報告
日本白内障学会・日本眼内レンズ屈折手術学会・ Asia Pacific Association of Cataract and Refractive
Surgery の 3 学会と合同で行う予定。

・日　時： 2009 年 6 月 26 日（金）～ 6 月 28 日（日）
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・会　場：東京国際フォーラム
・主　催：大鹿哲郎（筑波大学）

今回は大鹿先生が欠席で明日の理事会に来られるので，眼底についてある程度独立した部分があるほ
うがいいと思うので，もう少し考えていただくようにお話する。

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
・主　催：魚里　博（北里大学）
9 月 3 日に編集委員会と理事会をホテルで行う予定で考えている。また，眼鏡シンポジウムも是非や
りたいと思っているので，今回，畑田先生にお会いしてご相談したいと思っている。具体的にはまだ
未定の部分が多いので今後検討していく予定である。

3 ．「視覚の科学」発行予定
・2008 年度第 29 巻 3 号，10 月発行予定

昨年度の眼鏡シンポジウムのときに講演していただいた方にまとめて書いていただいた。原著は手持ち
が 2 つあるが今回 1 篇，4 号に 1 篇掲載の予定である。

4 ．第 13 回日本眼光学学会学術奨励賞
今回は工学系がなく，下記の医学系 2 名の方に決定
・前田征宏（社会保険中京病院） 医学系　33 歳

「AC Master® を用いて測定したピロカルピン点眼後の水晶体厚の変化」視覚の科学 28: 22-25, 2007.
・山本真也（北里大学） 医学系　28 歳
「瞬目が瞳孔径と他覚屈折値に与える影響」視覚の科学 28: 162-167, 2007.

5 ．眼科医向けの光学セミナー報告　　　　　　　　　　大沼一彦理事
・今回の報告
1 ）今年の 7 月 26 日（土）・ 27 日（日）に三田 NN ホールにて日本オプトメカトロニクス協会と日本眼光

学学会の共催で行った。
2 ）参加者は当初 70 名の予定であったが，128 名参加され，とても盛況であった。また，128 名のうち視

能訓練士の方が 70 名来てくださったことは非常によかった。
3 ）アンケートの集計はこの企画について，106 名のうち，90 ％が良い。9 科目のうち 7 科目に興味ありが

80 ％以上.60 ％の人が 2 科目について難解とのことであった。
4 ）配られた資料は，講演を聴いて帰って，もう一度見直すと，よくわかるのでよかった。
・今後の計画
1 ）70 名以上の集客が見込めるようであれば今回と同様の形態で開催したい。
2 ）次回の計画について，今回のアンケート結果を参考に，医師，視能訓練士，光学系技術士 3 者が集まっ

て，カリキュラム，時間割，講義内容，講師の人選について再考する。全般的には非常に勉強になっ
てよかったが，対象者によって内容を分け，最後にまとめるという形をとるのもよいのではないかと
の意見もあったのでその部分も加味して検討する。

3 ）チュートリアルセミナーの内容を中心に「眼の光学と診断」特集を，JOEM 月刊誌「光学技術コンタ
クト」2008 年 12 月号に掲載予定。

・今回のアンケートの報告を集計したものをどこかに掲載しておく。
・松本理事に今色々出た意見を踏まえて，印象記を書いていただくことに決定。

6 ．第 1 回眼科画像診断研究会　　　　　　　　　　　　吉田晃敏理事
今回は急なことでもあり，会長の奥山先生に非常にご尽力いただいた。
1 ）今回の報告
・前回の常任理事会で話が出て，今回の日本眼光学学会でイブニングセミナーを急遽計画され，併催につ
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いて理事の了承を得た。
・眼科の画像診断に関する困ったことを相談することを軸に計画した。会長にご協力を得て，短い期間で

はあったが，演題を集めた。
・第 1 部は角膜，白内障，視野の画像について，第 2 部は OCT の画像で色素上皮，脈絡膜，黄斑円孔を見

たり，また，第 3 部では黄斑円孔の OCT 所見が，補償光学で見るとどうなるか，HRA2 の蛍光造影の問
題点など，最後には網膜血管変化，網膜酸素飽和度の変化など眼光学的なことも含めて，非常に面白い
組み合わせであったと思う。

2 ）今後のあり方
・田野先生より

9 月の眼光学学会の会期中に第 1 回眼科画像診断研究会を開催とお伺いしました。
第 1 回ということなので，今後定期，不定期のどちらにしても継続して開催される予定と思います。つ
きましては，これから眼科画像診断研究会を開催していく眼光学学会の意図とか，あるいは，吉田先生
の趣旨をお教え下さい。
どの領域も学会や研究会の内容が重複し，医師とりわけ，流れに従わざるを得ない若い医師が困惑して
いることは今に始まったことではありません。中眼の廃止，スリーサムをはじめとする学会の統廃合，
あるいは同時開催の動きが参加者の負担を減じより効率的な学会の開催を目指しております。今ではそ
の効果も上っています。この背景の中で OCT の研究会を作ってほしいとの相談を，複数のメーカーから
受けました。しかし，すでに吉田先生が主催されている，眼循環学会と明確に競合する分野であり，あ
えて OCT 研究会や，画像診断研究会などを発足させれば上記の潮流に反することになります。そこで一
計を案じ，世話人会を編成して OCT の普及と啓発を目的とした講習会を不定期に開催する解決策を取り
ました。次元の会といってもよく，将来的にはインストラクションコースなり，教育シンポジウムなり
でカバーされていくものと考えています。急ぎませんが先生のお考えをお聞かせ下さい。
吉田先生の回答
眼光学学会で，第 1 回眼科画像診断研究会を開催することになった経緯は今年の日眼における日本眼光
学学会の常任理事会で，画像診断に関しフランクに意見を交換する場所がほしいという要望があり，そ
の共通した希望は主として OCT に関してであるが，メーカー主催のランチョンセミナーでは各社がよい
ところばかりで悪い点には触れない。似たような機種ばかりで，本当のことはわからない。昔のフルオ
ロフォトメトリー研究会のような議論する場所がほしい。とのことでこの会を立ち上げるにいたった。
この会は，私が主催する眼循環学会とは競合するレベルの会ではなく，むしろ眼循環学会に演題を出す
前段階での皆様の疑問などを解決したり，新しい試み等を議論してお互いのレベルアップを図ることを
考えている。今回の演題を見ても，抄録は詳細不明だけれども，かなり基本的な問題提起である。今後
の継続に関しては未定である。田野先生が世話人会を編成して，私を加えていただきありがたいと思う。
OCT の普及と啓発を目的とした講習会を開催されることは，今回の眼科画像診断研究会を開催する常任
理事会の決定後に知った。
田野先生の OCT の普及と啓発を目的とした講習会とは趣を異にしていると理解している。もちろん重な
るようならば我々の会について色々考る。田野先生に大きなところでご指導いただきたいと思う。われ
われの会は学会に演題を出す前段階での研究会と考えている。眼科全体としてもし問題があれば今後は
考える。と返事をした。
常任理事からの意見
色々あると思うが，明日開催してみて，演題を出した方が，どういう風に反応されるか見てみたい。今
回は眼循環学会に出してディスカッションするようなことではなく，もう少し基本的なことで皆さんに
お願いしているのできっとよい結果を生むのではと思う。あまりこの研究会を臨眼や日眼に出すと，他
のものと演題が重なってくると，若い人や権威ある先生に大変と思われるのかわからないし，眼光学で
やるというのは無理があるのかとも思うが，眼光学学会に眼科 ME 学会が吸収されたので，意味がある
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のではないかと思う。OCT だけの話ではないので別に問題はないのではないかと思う。今回は OCT よ
りも他の分野のものがむしろ入っている。もし，眼光学でやるなら，何故，眼光学学会で眼科画像診断
研究会をやるかということをはっきりさせればいいのではないかと思う。多分 OCT は 2，30 年に 1 回出
るような診断方法なのでこれからディスカッションも増えてくるし，多分早ければ，あと 5，6 年で臨床
医学にほとんどかえるというレベルに行くと思うので，ただ現在，日本のメーカーの 1 社以外は全部輸
入品だといえる。色々あると思うが，明日会が開かれてみて演題を出した方がどういう風に反応するか，
また，私達が見ても眼循環学会に出してディスカッションすることではなくて，もう少し基本的なこと
で，ディスカッションしていいのではと思う。それには眼光学学会でやるのが，一番よいと思う。現在
病院でも眼科から出る画像解析の部分がかなり増えている。一般に臨眼でも，日眼でもこういう器械を
遣ってこういう結果が出たということだけで，それは何故そういう結果が出るのかまで追求しない。
OCT も含めて画像全般について解析をするのに，基礎に近いところから理解するということでは，一番
よい場ではないかと思う。技術者が眼科の学会で発表できる場がない。 技術者が参加できる場を残して
おくと，メーカーへの苦言を呈することにもなるので，眼科としてもっと進歩するのではないかと思う。
今回の演題を募集されたときに，明確には書いてなかったが，これは，OCT に関するものでないといけ
ないのかなと思った。他の人が見たときに OCT 講習会とかぶるのではないかというイメージを持つので
はないかと思うので，他の画像についても全部含まれることを明示するとかぶらないのではないか？
医師，視能訓練士も含めて，少し基礎から批判的に見られる会がほしいと思い，それは，やはり眼光学
学会ではないかと思う。経費を節約し，会場もお金のかからないところで行って，謙虚に地道に研究を
進めることを考え，内容を充実させるようにするのがよいのではないか。シンポジウムの形式をとって，
眼光学学会との関係を現在の眼鏡シンポジウムのような形にする。また，研究会の名称を臨床的な眼科
画像診断研究会ではなく，眼科画像解析研究会にすると，技術者も参加しやすいのでは。眼光学学会の
会期の中に時間を見つけて行えるようにしていただきたいとの要望が出て，不二門　理事長より来年の
会長である大鹿先生にお話をしていただくことになった。
今回の眼科画像診断研究会の抄録がなかったので，終了後，演者の方に抄録を書いていただくようにお
願いすることと，その中で総説を書いて下さる方があれば頼んでいただき，「視覚の科学」掲載したい旨
を吉田先生にお願いした。

協議事項

1 ．決算報告書・予算案の書き方について
・監事の監査報告書の部分に 1 箇所入力ミスがあり，訂正し，監事に見て頂いて理事会までに用意するこ

とになった。
・2007 年度の決算報告書，予算案は前回の常任理事会で報告済みであるが，決算書，予算案の書き方につ

いて，1 枚の紙に一目でわかるように書き換えたものを提出。
全員の了承を得たので，2007 年度決算書・ 2008 年度予算案より形式を変更することになった。

・なお，支出の項目の中で，学会時諸経費との科目名が非常にわかりにくいので学術奨励賞費用と会議費
の 2 つに分けて掲載してよいかどうかの事務局よりの問い合わせに対し，その方がわかりやすいので，
変えてよいということになり，来年度より，予算案，決算書を変更することになった。

・なお，預貯金明細の合計の部分に要らない数字（36,601,667）が入っていることに気がつかなかったが，
ご指摘を受けて，削除訂正した。

・2008 年度の予算案はほぼ 2007 年の決算を対象として作成した。なお，今年は役員選挙を行うので，選
挙費用として 30 万円計上した。

・予算案についても，全員の承認を得た。
2 ．役員選挙

・日本眼光学学会会則の選挙に関する部分で，現在の第 4 章役員，第 10 条の部分で 20 名程度の理事をお
く。となっているが，理事の人数を曖昧にするのはよくないという意見が出されたので，下記のように
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改変することになり，理事会・並びに総会に諮ることになった。
◆現在

本会には，20 名程度（会員数の約 1/30 の人数）の理事をおく。理事の定員枠を医学系（医師，視能訓練
士）理工学系・その他（理・工学士・その他）に分け，会員数を参考に各々の定員を決定する。

◆改変後
本会は 20 名の理事をおく。理事の定員枠を医学系（医師・視能訓練士）と理工学系・その他（理・工学
士・その他）に分け，医学系 10 名，視能訓練士 2 名，理工学系・その他 8 名とする。

・次回の選挙管理委員長は所先生にお願いする。
・立候補届けの対象者が入会後 3 年以上，満 67 歳以下であることと選挙規程にあるので，入会後 3 年以上

の方で満 67 歳以下の方を会員全部チェックし，リストを作成し，立候補届けの対象者となる方のみに立
候補届けのお願いを送る。

・学会後選挙管理委員の選出をしていただき，依頼状を出し，ご了承を得て後，選挙管理委員会を開き，
改めて日程を検討することになった。

・立候補届けに医学系，視能訓練士，理工学系・その他の項目を入れて，該当箇所に○をつけてもらうよ
うにする 。

・次回名簿を作るときに上記 3 部門がわかるように印をつけるようにする。
3 ．2011 年日本眼光学学会について

この 2 回位は合同学会になったが，別に独立してやってもよいと思う。
佐藤先生，根木先生などのお名前が挙がったが，まだ時間があるので，次回検討することになった。

4 ．屈折調節研究会の今後について
・屈折調節研究会は眼科 ME 学会に吸収合併したが，日本眼光学学会としてどのような扱い方をするか？

また，学会名については今回総会までに理事に案を上げていただき，アンケートとして会員に送る予定
であったが，本学会終了後改めて検討する。

・前回の常任理事会で，演題を「多焦点眼内レンズの視機能評価」で臨眼のインストラクションコースに
日本眼光学学会推奨ということで，屈折調節研究会の発展的な企画として根岸先生の指導でやっていた
だくことになっていた。
予定通り臨眼のインストラクションコースに申込み，60 分で「マルチフォーカル検査」という演題で申
込み，受理された。定員 90 名ということで開催する予定。

・演者は大沼先生にご指導いただき，トプコンの三橋氏と，杏林大学准教授の井上先生にお願いして行う
予定である。小さい部屋ではあるが，申込者が締切前に定員を越え満杯となった。次回も 90 分コースに
申し込んでもよい気がする。

5 .  学術奨励賞の規程について検討
・第 2 条（2）

研究業績が当該奨励賞授与前年に発行された「視覚の科学」第 1 号から第 4 号のいずれかに原著論文と
して掲載・発表され，第 5 条の規程により特に優秀であると評価されたもの。但し，当該論文が共著で
ある場合は筆頭著者である者。
赤字部分を追加する。

・第 2 条（4）として下記の文章を追加する
過去に学術奨励賞受賞歴のない者。

・第 5 条
第 5 条を下記のように修正追加する。
奨励賞受賞者は選考委員会において選考を行い，理事会の決議を経て決定する。
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選考委員の運営等については別に定める。

奨励賞受賞者は編集委員会において決定する。なお，奨励賞受賞者は，受賞年度の日本眼光学学会総会
において記念講演を行う。

・付則を下記の文章に変更する。
この規定は，平成 21 年 1 月 1 日から施行する。

6 ．その他
・日本眼光学学会業務委託契約書について

1 ）理事長名を変更
2 ）第 5 条（契約期間）に下記の自動更新条項を追加する。

本契約はさらに 1 年間同一条件にて自動的に延長され，以後も同様の扱いとする。
7 ．次回常任理事会の開催について

日本眼科学会 2009 年 4 月 17 日（金）夜の予定。




