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巻　頭　言

網膜のイメージングと機能検査
可児　一孝

（九州保健福祉大学）

光干渉断層計（以下 OCT）や補償光学系など，イメージング機器の進歩には目を見張るものがある。一方，視機能

の検査には大きな進歩がみられない。

視力は，100 年以上前に始められたランドルト環や Snellen 視標が用いられ続けている。これは 90％以上という非

常に高いコントラストの視標である。数十年前まで，カメラのレンズの性能はコントラストの高い縞模様を写して，

フィルムで 1 mm に何本の縞が見分けられるかという解像力で評価していた。写真の画質の良否は解像力だけでは評

価できないことがわかり，レンズの性能をコントラストと空間周波数（MTF）であらわすようになり，解像力の測定

は姿を消した。この考えでレンズ設計がされるようになって，レンズの性能が飛躍的に進歩した。眼科の分野では，

屈折矯正手術でコントラスト感度が低下するといわれながら，コントラスト感度の測定があまり行われていない。遅

ればせながら視力測定法を見直す必要があろう。

視野は，Goldmann 視野計（1945年）による動的測定と，Octopus（1976年）や Humphrey 視野計（1984年）によ

る静的測定が広く行われている。

視野測定には色々な問題点がある。眼球は常に動いているので，閾値測定のために複数回の視標呈示を行った場合，

同じ箇所が刺激されたという保証はない。緑内障や視神経症のような感度の凹凸が激しい視野では，測定された閾値

が意味をもたないこともあり得る。

眼底のどの位置を刺激しているかを確認しながら視野を測る方法に眼底視野測定がある。筆者らは，眼底像の動き

を追尾する眼底視野計を作った（1996年）。これにより測定はかなり改良されたが，赤外線ビデオの眼底像は劣悪で神

経線維束欠損などを確認することはほとんど不可能であった。

網膜の神経節細胞はそれぞれ受容野をもっており，多数の受容野が重なり合っている。自動視野計で用いられる

Goldmann 視野計のⅢの視標（直径 24 分）では，偏心度 10 度の網膜部位では，100 個以上の受容野が刺激されてい

る。このうち受容野中心部が刺激されるのが約 15 個，受容野周辺部が刺激されるのが約 100 個である。筆者らの

眼底視野測定では，直径 7 分の視標を用いていた。この条件では，受容野中心部が刺激されるのは 5 個程度である。

Goldmann Ⅲの視標は視神経疾患の測定には大きすぎると思われる。Microperimetry と呼ぶことは不適当であろう。

OCT は 19 世紀の Michelson-Morley に発している。1990 年に丹野直弘らによって OCT の理論が提唱され，1996

年に最初の機械が発売され，その後改良が進み，眼科診療に不可欠な装置になった。光源の改良や補償光学系の組み

込みなどが進んでいる。

補償光学系を用いた共焦点レーザー顕微鏡により網膜の視細胞がはっきり写るようになった。

これらの進歩と比べて，視機能の検査はあまりにも遅れている。一つずつの視細胞が見えるということは，一つず

つの視細胞に光を当てて刺激することができるということである。受容野の大きさよりも小さい刺激に対する反応が

測定できれば，視覚の神経機構やその異常の解明が飛躍的に進むであろう。夢はどんどん膨らんでいく。
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1.  術者と眼光学

硝子体手術は眼球の底の操作から網膜の最周辺部ま
での手術を行うため，眼球内の眼球の収差の影響を受
けている。しかも角膜の収差，水晶体や眼内レンズ

（以下 IOL）の収差を通して眼底を観察せねばなら
ず，術中の視認性は様々な要素によって左右される。

眼底を観察するためには，角膜の屈折度数を打ち消
して観察しなければ術眼と手術顕微鏡の距離が非常に
近くなって手術が困難となる。最初に開発されたのは
角膜の屈折度数を打ち消す硝子体手術用のコンタクト
レンズ（以下 CL）である。後極部を観察するために
は倍率も高く好都合であるが，周辺部網膜は観察でき
ない（図 1）。そこでプリズムをもったプリズム CL が
開発された。プリズムを通して眼底を観察するとプリ
ズムの収差で眼底像が歪んでしまうが，眼球を傾けて
観察すると収差が軽減できる。また眼内を空気置換し

た場合には，水と空気で屈折力が異なるため観察倍率
と視野が変化する。この屈折力の違いを相殺するた
め，空気置換下での CL では凹レンズになっている。

別刷請求先：181⊖8611　三鷹市新川 6⊖20⊖2　杏林アイセンター　井上　真
（2013 年 4 月 13 日受理）
Reprint requests to: Makoto Inoue　Kyorin Eye Center
6⊖20⊖2 Shinkawa, Mitaka 181⊖8611, Japan
(Received and accepted April 13, 2013)

総　　説

硝子体手術と眼光学
井 上 　 真

杏林アイセンター

Vitrectomy and Ophthalmological Optics
Makoto Inoue

Kyorin Eye Center

最近の眼科手術の進歩は目覚ましい。これには手術装置や器具の進歩が必須であったが，より明瞭に術野
を観察する観察系の進歩があったからこそである。そこで術者の視点から硝子体手術での観察系の進歩と，
患者の視点から手術を受ける患者がどのような視体験をもったか眼光学の視点で解説する。

 （視覚の科学　34: 39－41，2013）
キーワード：眼光学，硝子体手術

The recent progress in ophthalmic surgery has been remarkable.  Improvement of surgical 
devices and instruments is essential for this progress, but also essential is progress in the observing 
system for ophthalmic surgery.  In this review, progress in the observing system for vitreous surgery 
is documented from the surgeon’s point of view.  In addition, the patient’s visual perception during 
vitreous surgery was documented from the patient’s point of view. (Jpn J Vis Sci  34: 39-41, 2013)
Key Words : Ophthalmological optics,  Vitrectomy

図 1  後極用のコンタクトレンズ（CL）での網膜像
  後極用の CL で後極部網膜を観察している。明瞭に

観察される一方で視野は狭い。

— 39 —

2013 年 6 月



このような CL を頻回に取り替えて手術を行ってい
た。

近年，広角観察システムが一般的になり眼底の広い
範囲が一度に観察できるようになった（図 2）。原理
は倒像鏡と同じであり，倒像を変換するインバーター
を介して眼底像を正像に変換して眼底を観察する（図
3）。眼底像はフロントレンズと手術顕微鏡の間に投
影され，それを手術顕微鏡で観察するが，収差の少な
い広角観察システムだとこの投影像が平面になり後極
部と周辺部が焦点の合った同一プレーンで観察され
る。半球面の眼底像を平面に投影するため周辺部では
像が拡大した収差のある像にはなっているため，実際
には眼底との距離感を考えながら手術しなくてはなら
ない。このような光学系のメリットは，後極部操作の
際に周辺部網膜裂孔が生じたりしないように広い範囲
で術野を確保できる点である。また虹彩から水晶体の
部分で像が交差するため，小瞳孔である場合でも広い
範囲で眼底観察が可能である。CL に比べて観察倍率
が低いが，視野が広いため頻回にレンズを取り替える
ことはない。システムによって 120 ジオプターと 60
ジオプターや 40 ジオプターのフロントレンズを交換
するものもある。

2.  患者の術中視体験と眼光学

「眼の手術」を受けるといえば多くの患者が，手術
している様子が見えて怖いのではないかと心配する。
一方眼科医の方は，内眼手術では器具が眼球内にある
ので，もし手術の様子が見られていてもぼんやりした

ような像ではないかと予想している。果たしてそれは
本当であろうか。

黄斑前膜で硝子体手術の際に眼内に挿入されていた
器具が見えたりすることは時々患者から聞かされる。
実際に視野の中心で膜が把持されそれが剝離されてい
く様子や，一度把持してそれが外れたりする様子が観
察できることもあるようである 1）。患者から「一度は
外したけど，また持ち直して次は剝離できたのが見え
た」と言われたこともある。硝子体手術は眼球運動を
抑制できる程度の深めの局所麻酔を行う。多くは球後
麻酔を行い筋円錐の中に麻酔液を注入するため，視神
経も影響され光さえも感じなくなることも多い。一方
で，眼球運動が制限されていても視神経には麻酔薬が
浸潤していない場合もあるようだ。

患者の話だけであるとどのくらい精密に観察されて
いるのか実感が湧きにくいが，その視体験をイラスト
に表現して見せていただいたことがある2）。眼内で灌
流される液体の流れや透明な硝子体を可視化するため
に眼内に注入した酢酸トリアムシノロンの粒子が眼内
で舞っている様子，眼内に挿入された鑷子のシャフト
の括れや先端の尖り具合，鑷子の先端で黄斑前膜が把
持され，その周囲に少量の出血があったことも描出さ
れていた。患者の術中視体験は術前視力が良好な網膜
機能のよりよい症例の方が高率であるようだ3）。

このような術中視体験は患者からの聞き取りによる
想像でしかなかったため，それを再現するため模擬眼
を使った実験を行った4）。模擬眼の後方を透明のパー
ツにして網膜面をスリガラス状に加工した。そうする

図 3  カールツアイス社の広角観察システムであるリサイト
  フロントレンズ，リダクションレンズ，インバーター

の組み合わせになる。

図 2  同症例での広角観察システムを用いた眼底観察
  広角観察システムでは眼底の広範囲での観察が可能で

ある。眼内照明で照らされている範囲が限定されてい
るため，実際には更に広い範囲が観察できている。
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と網膜に投影された像を後方から観察できる。そこで
模擬眼を手術顕微鏡の下に置き，実際のような模擬手
術を行い，その様子を手術顕微鏡と後方から網膜面に
投影された像を同時に観察した。眼内照明を用いた観
察では器具の先端の形状は網膜面に近いほど明瞭に観
察された。網膜面状に赤く着色したビニールテープを
置くと赤色も観察された。照明光が透可すると色も観
察されるようで，患者が出血の色を赤く表現したこと
に合致している。一方で照明光が透可しない手術器具
は黒く観察され，照明光によって眼底に投影された影
を観察しているようであった。網膜面から遠ざかると
拡大され，像もぼやけて観察された。そうすると白内
障手術などと比べて網膜面状での操作が多い硝子体手
術は，術中の視体験がより明瞭であると推測される。
硝子体中に落下した IOL が自らの網膜面上にある様
子を描出した患者の報告5）もある。

白内障手術は施行例が多いためか，球後麻酔の時代
から多くの手術中の視体験の研究が行われている6−10）。
以前は球後麻酔で手術を行っていたが最近は点眼麻酔
やテノン囊麻酔で手術を行うことがほとんどとなり，
手術中の視体験が患者の恐怖を更に誘発するのではな
いかと報告されている。術中の視体験がより明瞭であ
ると推測される硝子体手術は球後麻酔で行っているた
め，術中の視体験にあまり注目されることもなく，術
者の関心も低かったと考えられるが，今後注目される
可能性がある。
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1.  緒 言

眼科臨床で使用されている視力表には，施設によっ

て，標準と準標準，字づまりと字ひとつ，“ランドル
ト環”，“かな”など様々な視標のものがあり，また輝
度や照度が統一されていない状況がある。これらの影
響により，施設間で視力値が異なることが問題となっ
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臨床視力表に関して，現状の把握と標準視力表となるべき視力検査表の提案を目標とし，その事前調査と
なる全国多施設アンケート調査を行った。本アンケート調査の回収率は 43.6％であった。視力・屈折値の誤
差要因や，統計的なバイアスが入る可能性が懸念される事項として，視力表の種類によって評価にばらつき
がある点，視力表の輝度・照度のメンテナンスが十分でない点，施設内・外ともに視力の測定法に若干のば
らつきがある点，が挙げられた。本検討により，視力表の現状と改善点が明らかになった。

 （視覚の科学　34: 42－53，2013）
キーワード：視力表，多施設研究，アンケート調査，視力，輝度

We conducted a multicenter questionnaire survey regarding clinical visual acuity charts, to grasp 
and analyze the current situation and consider proposing a new standard visual acuity chart.  The 
survey response rate was 43.6％.  The problems to be solved were variation of evaluation criteria and 
method by visual acuity chart type, lack of maintenance regarding visual acuity chart luminance and 
illuminance, discrepancies between examiners in visual acuity measurement, induced errors of visual 
acuity and subjective refraction, and statistical biases.  This study revealed the current problems and 
points of improvement regarding use of the clinical visual acuity chart. (Jpn J Vis Sci  34: 42-53, 2013)
Key Words : Visual acuity chart,  Multicenter survey,  Questionnaire survey,  Visual acuity,  Luminance

— 42 —

視覚の科学　第34巻第 2 号



ている。そこで標準視力表となるべき視力検査表の提
案を目標とし，その事前調査として，臨床で使用され
ている視力表と視力測定法の現状を把握するため，多
施設アンケート調査を行った。この多施設アンケート
調査の主な目的は以下の三つである。
　 1 ） 臨床で使用されている視力表の現状（視標の

種類，輝度・照度，検査距離など）について
調査する。

　 2 ） 視力・屈折値の誤差要因や統計的にバイアス
になり得る検査の方法論について調査する。

　 3 ） 視力表に対する臨床での改善点とニーズを調
査する。

また，2）に関して，施設内変動も調査する目的で，
アンケートは各施設に 2 部郵送した。

2.  方　　　法

1）調査対象者および調査対象施設
対象は，全国の視能訓練士とした。調査対象施設

は，社団法人日本視能訓練士協会のホームページに公
開されている会員勤務先である全国 1,904 施設に対
し，施設長宛てに，アンケートを郵送した。アンケー
トは，紙に印刷されたものを 2 部郵送し，各施設代
表者 2 名の視能訓練士に匿名での回答を依頼した。
2 ）調査項目
調査項目は，視力表の台数，機種，検査距離，視標

の種類，輝度・照度への配慮，視力検査中の並びの種
類（並列と単独視力表）の選択基準，視力をどこまで
計測するか（アンケート上は，最高視力と記載してい
るが，この視力で決定した屈折値が必ずしも最適な値
を示していない点にご注意いただきたい），閾値決定
基準，裸眼視力について，視力表の改善点とニーズに
ついて，であった。これらの設問は日本眼光学学会が
作成し，日本眼光学学会事務局が回収を行った。
3 ）調査期間
調査期間は，2011 年 7 月 4 日に発送し，2011 年 7

月 31 日を返送期限とする約 4 週間とした。
4 ）データの匿名化について
アンケートは匿名での回答とし，実施施設が明らか

にならない形で入力を行った。
5 ）集計および統計解析方法
集計において，基本的に小数点第 2 位を四捨五入

し，割合の合計が 100.0％になるよう調整した。複数
回答ある場合は，実数で集計した。

施設より 2 部回答のあったアンケート結果の処理

について，ランダムに選択された 1 名の回答者の回
答を集計し，項目のなかで 1 名のみの回答があった
ものに関しては，その回答を採用した。一部の項目

（アンケート用紙 Q 7～11）について，施設内の変動
を確認するために 2 名の回答者の回答が同じか否か
比率を算出した。

自由記述アンケートデータ分析においては，統計解
析 ソ フ ト IBM SPSS Text Analytics for Surveys Ver. 

4.0（IBM 社）を用いて，テキストマイニングを行っ
た。出現頻度ベースでカテゴリーを作成し，結果の表
示には，カテゴリー Web のサークルレイアウトを採
用した。

3.  結　　　果

1）回収率
発送した 1,904 施設のうち，返送のあった施設は

831 施設で，回収率は 43.6％であった。また，返信の
あった施設のうち，2 名の回答者から返信のあった施
設は 572 施設で 68.8％である。これは，全国に約 1
万名いる視能訓練士のうち，1,403 名の視能訓練士か
ら協力を得たことになる。
2 ）回答者に関する基本的事項

（1）勤務施設分布
回答者の勤務施設分布は，図 1 のとおりである。

（2）勤務している視能訓練士の人数分布
回答者が勤務している施設で働いている視能訓練士

の人数分布は，図 2 のとおりであり，1～3 名が多い
結果となった。
3 ）臨床で使用されている視力表の現状

（1）勤務施設で使用している視力表の台数
回答者が勤務施設で使用している視力表の台数は，

1～11 台以上とばらつきがあるが，2，3 台が多い結

図 1 回答者の勤務施設分布
 「現在，主に勤務している施設はどちらですか？」
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図 2  回答者が勤務している施設における視能訓練士の人
数分布

  「現在，主に勤務されている施設内に，視能訓練士は，
何名働いていますか？（非常勤を含んで構いません）」

果であった（図 3）。
（2）勤務施設で使用している視力表の機種と視標

の列数
本調査となる施設においては，同メーカーのマイ

ナーモデルチェンジや自作機器も含めると，約 100 種
類の視力表が使用されており，視標の列数は，5 列か
ら 1 列，視標の種類は，ランドルト環視標，ひらがな
視標，スネレン視標，と様々である。視力表のシェア
は，図 4-a に示したように，A 社（大半の機種の視標
は 5 列）が約 4 割であった。また，回答者が使用して
いる視力表の視標の列数は 5 列が最も多く，次いで 1
列であった（図 4-b）。この 1 列で視標を提示する視
力表の大半は，検査距離約 1 m（ただし，視標提示位
置は，光学的遠見となるよう設計されている）で検査
可能な省スペースタイプの視力表であった。
（3）勤務施設において最も高頻度で使用する視力

表の検査距離
回答者の大半が，5 m で検査を行っていることがわ

かった（図 5）。また，「その他」には，複数回答を含
み，検査距離可変式や自作機器などの回答があった。
（4）勤務施設においてルーチン検査で使用する視

力表の視標の種類
ランドルト環視標のみと，ランドルト環とひらがな

図 3 勤務施設で使用している視力表の台数
  「現在，主に勤務されている施設では，何台の視力検

査表がありますか？」

図 4 勤務施設で使用している視力表の機種と視標の列数
 「現在，主に勤務されている施設では，どのような視力表を用いていますか？（複数回答）」

ba

図 5  勤務施設において最も高頻度で使用する視力表の検
査距離

  「視力・屈折検査において検査距離はどの程度です
か？（最も高頻度なもの）」
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視標の混合が同程度であった（図 6）。また，「その
他」には，複数回答を含み，検査距離可変式や自作機
器などの回答があった。
4 ）�視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスにな
り得る検査の方法論について

（1）視力表における輝度あるいは照度への配慮
回答者の大半が，「ここ数年，計測していない」，

「一度も計測したことがない」であった（図 7-a）。ま
た，回答者 2 人における回答の一致性については，
約 1 割の回答が異なっていた（図 7-b）。
（2）視力検査中の並びの種類（並列と単独視力表）

の選択基準
3／4 の回答者が，患者に応じて並列視標か単独視

標かを使い分けており（図 8-a），その基準の大半は，
「年齢」，「認知能力」，「視野」，「視力」であった（図
8-c）。そのほかの回答としては，「視力の空き具合に
よる」，「疾患による」，「視標を覚えられてしまった場

合に行う」などがあった。
また，回答者 2 名の回答が同じか否かについて，

「並列視標か単独視標かを使い分けるか否か」は，多
く一致している（図 8-b）が，その基準には，ばらつ
きがある結果となった（図 8-d）。
（3）視力・屈折検査における最高視力の基準
視力表の限界である小数視力 2.0 まで計測する回答

者は 1 割未満であり，約半数の回答者が，小数視力
1.2 で止めているという結果であった（図 9-a）。

また，回答者 2 名の回答が同じか否かについては，
大半が一致していたが，約 2 割が異なるという結果
となった（図 9-b）。
（4）視力値の閾値決定の基準
約半数の回答者は，3／5 の基準で視力を決定して

おり，次いで 2／3 の基準が多い結果となった（図 10-

a）。
また，回答者 2 名の回答が同じか否かについては，

約 1／4 が「異なる」という結果であった（図 10-b）。
5 ）裸眼視力について
約 7 割の施設が，ルーチン検査において，裸眼視

力と矯正視力の両者を計測しており，残りの 3 割弱
は，矯正視力のみ計測しているという結果であった

（図 11-a）。そのほかの回答としては，「医師の指示や
患者によって変えている」，「初診と再診，手術前後や
眼鏡処方時などによって変えている」，ということが
挙げられた。

また，裸眼視力計測する際，「患者に必要性を説明
するか」という質問には，「患者に聞かれたときのみ
説明している」，が大半で，「説明しない」が約 3 割
であった（図 11-b）。

図 7 視力表における輝度あるいは照度への配慮
  「視力検査表の輝度あるいは照度についてどの程度配慮していますか？」 （a），この質問に対して，

回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b

図 6  勤務施設においてルーチン検査で使用する視力表の
視標の種類

  「現在，ルーチン検査で使用している視力表の視標の
種類は何ですか？（複数回答）」
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6 ）視力表に対する臨床でのニーズ
約 7 割の回答者が，現状の視力表に不足はないも

のの，残りの 3 割の回答者は，不足があるとの結果
であった（図 12）。なお，視力表に不足はないと回答
していても，理想的な視力表について，記述した回答
者も多くみられた。

自由記述においては，645 名から回答があり，テキ

ストマイニングを行った。結果の見方として，図のな
かの丸の大きさは，回答数の大きさを指し，線の太さ
は，共通性の強さを示している。また，代表的な記述
を表 1 および表 2 に記載した。

視力表の改善点について，ひらがな視標に不満が多
く，また視標の列数や配列の不満が多い結果となった

（図 13）。そのほか，具体的に自由記述を取りあげる

d

c

図 8 視力検査中の並びの種類（並列視力表と単独視力表）の選択基準
  「視力表の並びの種類（並列視力表か単独視力表か）を変えて視力を測りますか？」 （a），この質問に対して，回

答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）
  また「前設問で「1. 変える」とお答えの方にお聞きします。以下のうち，どの指標を基準に変えますか？（複

数回答）」 （c），この質問に対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （d）

b

a

図 9 視力・屈折検査における最高視力の基準
  「視力・屈折検査において最高視力値（小数視力）はどの程度まで計測していますか（最も高頻度

なもの） ？」 （a），この質問に対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b
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と，「ひらがな視標は，覚えられてしまい不要」，「小
数視力 0.1 未満も遠見で測れるとよい」「発光ダイ
オード（light-emitting diode 以下 LED）を用いた視
力表では，明るさや色味が従来のものと異なり，結果

がかなり違う印象がある」，との回答がみられた。
理想の視力表としては，ランドルト環視標で，視標

の配列や字ひとつ視標や字づまり視標が自由に変える
ことができるもの，また輝度・照度や，検査距離，高
さの調整が可能なものが挙げられた（図 14）。また，
自由記述には，「図 13 にある改善点を克服してくれ
る機器」や，「視標輝度調整が自動で行ってくれるも
の」，などが多く挙げられた。

4.  考　　　按

今回，臨床視力表に関して，現状の把握と標準視力
表となるべき視力検査表の提案を目標とし，全国多施
設アンケート調査を行った。
1 ）結果の要旨

（1）本アンケート調査の回収率は 43.6％であり，
比較的偏りの少ない様々な施設の視能訓練士から回答
があった。

図 12 臨床で使用している視力表の不足な点
  「現在，使用している視力表について何か不足の点

がありますか？」

図 11 裸眼視力について
  「現在，ルーチンで行われる視力検査において，裸眼視力と矯正視力の両者を検査していますか（最も高頻度な

もの）？」 （a），「前設問で 1 および 3 を選んだ方にお聞きします。患者に対し，裸眼視力を計測する必要性につ
いて説明していますか？」 （b）

a b

図 10 視力値の閾値決定の基準
  「視力・屈折検査において，視力値の閾値の決定はどのように行っていますか？」 （a），この質問に

対して，回答者 2 人の回答が同じか否か？ （b）

a b

— 47 —

2013 年 6 月 視力表に関する多施設アンケート調査・川守田拓志他



図 13  臨床で使用している視力表の改善点について，テキ
ストマイニング分析結果

  「前設問で「1. ある」とお答えの方にお聞きします。
視力表について，改善した方がいい点があれば，具
体的に教えて下さい。回答は，以下の枠の中にご記
入下さい。」

（2）多くの施設で，5 列の視力表を用いて，5 m で
検査を行っており，ランドルト環視標のみの視力台と
ランドルト環視標とひらがな視標の混合の視力台が
半々であった。

（3）視力表の照度や輝度は，ほとんど考慮されて
いない現状が明らかとなった。
（4）視力測定においては，大半の視能訓練士が，患

者の年齢や視力，視野，認知能力に応じて，各々の経
験に基づく判断で視力表の並び（並列視力表と単独視
力表）を臨機応変に変えていることがわかった。
（5）視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスに

なる懸念事項として，施設内・外で最高視力値をどこ
まで計測するか，視力の閾値決定の定義に，ばらつき
がみられたことが挙げられる。

図 14  臨床で使用したい理想的な視力表について，テキス
トマイニング分析結果

  「どのような視力表があると理想的とお考えです
か？回答は，以下の枠の中にご記入下さい。」

表 1  「視力表について，改善した方がいい点があれば，具
体的に教えて下さい。」について，回答の代表例

 明らかな誤字脱字は，修正してある。

視標に関するもの
　●  5 列中 2 列がひらがな視標なのですべてランドルト環視標

であれば検査が正確にできると思う
　● ランドルト環の切れ目が斜めの方向もあり患者が答えにくい
　●視標が覚えられてしまう（とくに 0.1 など）
　● 対数視力表に 0.7 がなかったため，運転免許の視力チェッ

ク時には少々不便

明るさに関するもの
　● 輝度が正しく測れているかわからないので，ゴールドマン

視野計のように簡単に輝度を測定できる装置がついていれ
ばよいと思う

　● 視力表の背景の色や明るさは機器の種類が違えど，ある程
度の統一が必要なのではないかと感じている

　● 個々の視力表により内部電球（LED と電球）の種類が異な
り，白色の色味に差がある

　● 背面輝度が暗い。そのためか別の視力表より視力が出にく
い感じがする

そのほか
　● リモコンが反応しないことがある。現在使用している視力

表は，すべてリモコン式で視力表全体に電気がつかない。
視野が狭くてどこに光がついているかわからない患者や認
知能力が低い患者には，直接視標を指して使用したいがそ
れができず不便を感じることがある

LED：light-emitting diode

表 2  「どのような視力表があると理想的とお考えです
か？」について，回答の代表例

 明らかな誤字脱字は，修正してある。

● ランドルト環の方向をボタン一つで変えられ毎回違う方向に
並んでいるような視力表があればよいと思う

●  logMAR 視力表で全国統一できれば一番よいのではないかと
思う。研究や比較する際もわかりやすいと思う

● 知的障害などがあっても測定できるような工夫があるとよい
と思う（アンパンマンキャラクターが視標になっていたりす
るとよい）

● 輝度計が内蔵されているもの
● 輝度，照度，色合いなどが統一されれば大分違うと思う。視

標としては使い慣れたランドルト環を主に，補助的にひらが
なが欲しい。メガネを処方するとき，経過するときなど，視
力を測る場面によって視力の測定方法は変わってくるので，
施設間での視力値の違いを少なくするということであれば，

「標準視力測定法」のような誰でも同じように測る方法も同
時に必要になってくると思う

● 遠見立体視付き視力表や深視力付き視力表があるとよい
● リモコンがどこにおいても反応するとよい
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（6）裸眼視力計測の必要性について十分な説明は
なされていないが，忙しい外来のなかでも多くの施設
がルーチン検査において，裸眼と矯正視力の両者を計
測していることがわかった。今後，裸眼視力計測の意
義についての議論も必要と思われた。
（7）現状の視力表に約 7 割の方が不足はないと回

答している。改善点としては，ひらがな視標や視標の
列数，配列の不満が多くみられた。
（8）理想的な視力表としては，ランドルト環視標

で，視標の配列や字ひとつや字づまり視力の切り替え
が自由にでき，輝度・照度，検査距離，高さの調整が
可能なものが挙げられた。
2 ）今回得られた結果より考えられる懸念事項と
　　今後の課題
本研究で得られたアンケート結果より，視力に影響

を与える可能性が懸念される点は，（1）視力表の種類
によって評価にばらつきがある点，（2）視力表の輝
度・照度がメンテナンスされていない点，（3）施設
内・外ともに視力の測定法に若干のばらつきがある点
である。

まず，結果と問題点について考察する前に，視力表
の標準規格について簡単にまとめたい。視力表の標準
化に関しては，過去に多くの議論があり，日本眼科医
会，国際標準化機構（International Organization for 

Standardization 以下  ISO）や日本工業規格（Japanese 

Industrial Standards 以下 JIS）により規格化され，取
り組まれてきた1−3）。1909 年に国際眼科学会，1981
年に ISO でランドルト環視標が標準視標に決められ
ている1）。文部省科学研究費総合研究視力研究班（以
下 視力研究班）により，標準視力表のランドルト環
の寸法精度は±3％以内，コントラスト下限 90％と基
準，2009 年の ISO では，小数視力 2.0 は寸法精度±
10％以内，それ以外は±5％以内，が提案されてい
る1 ,  3）。また，視力表の照度に関しては，1939 年に日
本眼科医会が 200 lx，視力研究班が 500±125 rlx 

（rlx＝反射率×lx），2009 年に ISO は 80～320 cd/m2，
2002 年 JIS （1994 年の ISO 8596 を基に作成） が推奨
輝度 200 （80～320）cd/m2 と提案している1−3）。照明
の色味を示す色温度は，2009 年 ISO および 2002 年
JIS によれば白色光源で 2,500～7,000 K と記載され
ている2 ,  3）。室内照度に関しては，視力研究班が 50 

lx 以上で視標輝度を上回らない照度，日本眼科医会
が視力表の照度基準の 1／10 以上の明るさが望まし
い，と報告1）している。検査距離（定義は，入射瞳

から視標までの距離）に関しては，ISO では最短で
4 m とされ，JIS では標準視力表と準標準視力表は，
最短が 4 m で，5 m が推奨されている2 ,  3）。

これらを確認すると，大筋は標準化されているとい
う印象ではあるが，視標の輝度・照度と色温度の規
格，視力表の検証法については，かなりの幅があるよ
うに思われる。実際，社内規格も各社に差がある（表
3）。また，視力表には，標準と準標準視力表，特殊
視力検査装置（標準あるいは準標準に含まれない機器
で光学式視力検査装置や字ひとつ視力表など）があ
り，各々求められる視標の精度や視標相互の間隔，使
用する視標，などに若干の差がある。しかし，臨床の
現場では，これらの視力表が混合で使用され，視力と
しては区別されずに評価される場合がある。更に，既
存の視力表は，大多数の企業が ISO や JIS の規格内
で製品化し，既存機種との相関試験を行っているもの
と思われるが，そもそもこの規格内で作成された視力
表が多施設間で比較した際，どの程度視力や屈折値に
差が生じるか明らかではない。また，本アンケートに
みられたように，視標の明るさが考慮されていないた
めに，古く，暗くなった電球で測った視力と最新の白
色 LED が搭載された視力表を用いた視力にどの程度
差が生じるのか，あるいは同じ LED 照明を使用して
いる視力表であっても色温度が異なる場合（白色と電
球に近い色），どの程度影響が出るのか調査が必要と
思われ，結果次第では，現状よりも厳密な基準が必要
と思われる。

次の問題点は，視力の測定法についてである。最近
では，視覚の質を高める矯正法が多く登場している。
これらは，安全係数（術後矯正視力／術前矯正視力）
や有効係数（術後裸眼視力／術前矯正視力），矯正精
度（±0.5 D や±1.0 D 以内に入る症例の割合）など
視力や自覚屈折値が正確に計測されていることが前提
で，詳細に視機能を評価する必要性が高くなってい
る。更にロービジョン患者の身体障害者手帳認定基準
や交通事故後の自賠責保険後遺障害等級認定，臨床研
究における治療効果判定など，小数視力 0.01 の差が
大きな意味をもつケースも存在する。したがって，細
かい検査手技による視力の変動因子は軽視できない問
題と思われる。

ISO や JIS の遠距離視力検査方法の附属書（規定
ではない）においては，提示の好ましい個数は，5 個
以上（8，10 個なども記載されており，4 個以下の記
載はない）で，最低正答個数は，提示個数の約 60％
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と記載されており，つまり 3／5（あるいは 5／8，6／
10）以上が推奨されている2 ,  3）。また，視力の配列に
ついては，ISO と JIS において，対数表示で等差級数
的配列，視角で等比級数的配列（ある視標の視角を次
に小さい視標の視角で除した商は，ISO による基本数
列の標準数 R10 とする。10 √―

10＝1.2589） となってい
る2 ,  3）。視力値の段階は，0.05，0.06，0.08，2.0 は必
要に応じて省略してもよいと記載されている2 ,  3）。視
能訓練士は，国家資格であるために，ある程度検査法
は同意が得られているが，最高視力や閾値の決定基準
など，細かいところで完全に統一されていない。背景
としては，学術的な問題だけでなく，現場の忙しさか
ら小数視力を 2.0 まで測る必要性が低い，あるいはラ
ンドルト環視標（3 列）とひらがな視標（2 列）の混
合の視力表の場合，患者にランドルト環の切れ目の方
向が覚えられてしまいやすく，5 個中 3 個の正答数で
閾値決定することが必ずしもベストではないなど，現
場の考え方もある。

また，図 8 でみられるように検査時間の短縮や検
査精度の向上を目的とし，視能訓練士が並列視力表と
単独視力表を臨機応変に使い分けている。両者は，厳
密には眼入射光量や読み分け困難などの知覚が異なる
ことから，施設間や視能訓練士内での視力の違いに影

響している可能性がある。更に，図 11 よりルーチン
で行われる視力検査において，裸眼視力を計測する必
要性の説明は割愛される傾向があるものの，約 7 割
の施設で裸眼視力も測定している結果となった。施設
によっては，時間短縮のため裸眼視力を計測しない，
あるいは疾患の診断，進行・緩解の目安には矯正視力
のみで十分であるとの意見もある。裸眼視力の計測意
義は，日常における裸眼の見え方の確認や，屈折矯正
を勧めるか否か判断材料としての使用が主と思われる
が，それ以外にも矯正視力の低下や屈折度数の変化が
起こったときに，その結果が妥当か否かの確認に使用
することができ，施設間の視力のばらつきを抑える上
で不要とは言い切れない。今後，裸眼視力計測の意義
についての議論も必要と思われた。

以上，これら視力の測定法の問題については，施設
や視能訓練士の検査手技を完全に統一することを目指
すというよりは，どの程度，結果に影響を与え得るの
か検証しておき，情報を共有することが現実的な対応
策と思われる。

今回実施された臨床視力表に関する多施設アンケー
ト調査により，臨床で使用されている視力表の現状と
ニーズが明らかとなった。今後，本調査で懸念された
視力・屈折値の誤差要因や統計的バイアスになり得る

表 3  図 4-a における視力表シェア上位 5 社における視力表の輝度と色温度の規格（メーカーの回答）。厳密には，
機種や販売時期などによって異なるので参考値（過去の JIS 規格を用いて製造された視力表に関する回答も
含まれる）。メーカー名と型番は，匿名化している。

メーカー 型番 輝度（cd/m2） 色温度（K） コントラスト（％） 光　源

JIS 規格 −
80～320

（推奨輝度は 200）
2,500～7,000 74 以上 −

A 社
A

B

80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定
80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定

2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定
2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定

74 以上

74 以上

LED

液晶冷陰極管

B 社
A
B

150～250
150～190

6,500～7,000
6,500～7,000

90 以上
90 以上

液晶冷陰極管
LED

C 社
A

B

80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定
80～320 内で JIS 規格より
範囲を狭く設定

2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定
2,500～7,000 内で JIS 規格
より範囲を狭く設定

74 以上

74 以上

LED

液晶冷陰極管

D 社 A JIS 規格内で設定 約 3,000 90 以上 ハロゲン電球

E 社
A
B

230～270
190～320

なし
なし

85 以上
なし

LED
白熱電球

JIS：日本工業規格
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か否かの実際について，多施設研究を実施する予定で
ある。将来的には，視力表の標準化や理想的な視力表
の具体的提案が必要と思われる。
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上下偏位が水平眼位と調節力に与える影響
金 澤 正 継1）， 魚 里 　 博1，2）

1）北里大学大学院医療系研究科視覚情報科学
2）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻

Influence of Vertical Imbalance on Horizontal Eye Position      
and Accommodation
Masatsugu Kanazawa1) and Hiroshi Uozato1, 2)

1) Department of Visual Science, Kitasato University Graduate School of Medical Sciences
2) Departments of Orthoptics and Visual Science, Kitasato University School of Allied Health Sciences

上下プリズム効果による水平眼位および回旋偏位と調節力への影響を検討した。水平眼位および回旋偏位
の検査の対象は，健常被験者 6名（平均年齢 22.1± 3.5歳），調節力検査の対象は，同じく 11名（平均年
齢 21.3± 2.6歳）とした。方法は優位眼・非優位眼それぞれに 2，4，6⊿を基底上方と下方に装用させた上
でシノプトフォア（Clement Clarke International）を用い，水平眼位および回旋偏位を測定した。また
両眼開放下にて優位眼に 1, 2⊿のプリズムをそれぞれ装用させ，visual display terminal近点計 NP-200

（TOMEY社）を用いて調節力を測定した。その結果，水平眼位は被験者の基準データの大きさに伴って，回
旋偏位は近視度数の強さに伴って増加する傾向がみられた。また，調節力は基準データに比べ 2⊿基底上方に
て 0.82 D，2⊿基底下方にて 1.10 D減少した（ANOVA,  Scheffé, p＜ 0.05）。これらの結果から，プリズ
ムによる上下偏位が生じることによって，水平眼位と調節力に変化を及ぼすことが示唆された。

 （視覚の科学　34: 54－59，2013）
キーワード：上下プリズム，偏心，調節力，水平眼位，回旋偏位

We investigated the influence of vertical imbalance induced by prismatic effect on horizontal 

eye position, cyclodeviation and accommodation．Enrolled in the horizontal eye position and 

cyclodeviation experiments were 6 subjects （average age 22.1±3.5 years）; 11 healthy volunteers 

（average age 21.3±2.6 years） were enrolled in the accommodation experiment．As to the method: 

using 2, 4 and 6⊿ prisms base up （BU） and base down （BD） at each eye, horizontal eye position and 

cyclodeviation was measured with synoptophore （Clement Clarke International）．Using 1 and 2⊿ 

prism BU and BD at the dominant eye, accommodation of binocular vision was measured with visual 

display terminal （VDT） near point optometer NP-200 （TOMEY）．Results showed that horizontal eye 

position tended to increase with the amplitude of horizontal deviation and cyclodeviation tended 

to change with increase in myopia．Accommodation was reduced in comparison to the control 

group by 0.82 D wearing 2⊿ BU, and by 1.10 D wearing 2⊿ BD （ANOVA, Scheffé, p＜0.05）．These 

results suggest that vertical deviation induced by prismatic effects influenced horizontal eye position, 

cyclodeviation and accommodation. (Jpn J Vis Sci  34: 54-59, 2013)

Key Words : Vertical prism,  Decentration,  Accommodation,  Horizontal eye position,  Cyclodeviation
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1.  緒　　　　言

非侵襲的に屈折矯正ができる眼鏡は，その簡便性と
安全性から視力矯正の第一選択として処方されること
が多い。一方，眼鏡レンズは光学中心の偏心によりプ
リズム効果1） が出現し，その影響により，眼精疲労
の原因となる可能性が指摘されている2）。先行研究3）

では，上下方向のよせ運動に伴い水平眼位と回旋偏位
の変化が報告されており，この変化が疲労の一因と
なった可能性がある。とくに上下方向の融像幅は水平
方向に比べて狭いことが知られており 4），2⊿までの
偏位は臨床上起こり得る範囲との報告5）もあるため，
不適切な眼鏡フィッティングにより上下方向のプリズ
ム効果が生じた場合の影響を検討する必要がある。そ
こで今回，上下方向のプリズムを用いて上下偏位を作
成し，水平眼位，回旋偏位および調節力の変化を検討
したので報告する。

2.  対　　　　象

1）水平眼位の対象
対象は，屈折異常以外に眼疾患のない男性 3 名，

女性 3 名，計 6 名とした。被験者の年齢は 20～29 歳
（22.1±3.5 歳），自覚的屈折度数（等価球面値）は平
均−2.64±2.48 D，円柱度数は平均−0.35±0.42 D

であった。被験者は，大型弱視鏡のうちシノプトフォ
ア 2001 型（Clement Clarke International；以下シノ
プト）を用いた自覚的検査において上下偏位がなく，
上下方向の融像域の差が 1⊿未満の者，水平偏位が
10⊿未満の者，屈折異常（等価球面値）において左
右 差 が −1.00 D 以 内 の 者， お よ び 立 体 視 検 査

（Titmus stereo tests）において 40 arcsec まで正答で
きた者を対象とした。
2 ）調節力の対象
対象は，屈折異常以外に眼疾患のない男性 3 名，

女性 8 名，計 11 名とした。被験者の年齢は 20～29 

歳（21.3±2.6 歳，平均値±標準偏差，以下同様），
自覚的屈折度数（等価球面値）は平均−1.55±2.18 

D，円柱度数は平均−0.21±0.35 D であった。被験
者は，1 ）水平眼位と同様の基準を満たした者を対象
とした。

3.  方　　　　法

1）水平眼位および回旋偏位の測定
水平眼位（⊿）および回旋偏位（°）の測定は，シ

ノプトを用い，自覚的検査を行った。条件は，完全屈
折矯正レンズ装用時の水平眼位を基準データとし，優
位眼を hole-in-card test によって決定した上で，優位
眼・非優位眼6）に完全屈折矯正レンズの上からそれ
ぞれ 2，4，6⊿7）のプリズムを基底上方（base up 以
下 BU）および下方（base down 以下 BD）に装用さ
せ，基準データからの変化量を求めて比較した。測定
手順は，プリズムを装用する眼を測定眼とした上で，
上下プリズムの順応には個人差8）が報告されている
ため，phoria adaptation 1 ,  8）を考慮して，測定眼にプ
リズムを装用させた後，直ちに測定を開始した。開始
後，検者は phoria adaptation 1 ,  8）が介入しないよう，
点滅による融像除去を 5 秒間隔8）で行い，融像除去
後，被験者に両眼視をさせ，その間にレバーを操作さ
せて自覚的斜視角と回旋偏位を調べた。シノプトの視
標は 1°以内の回旋偏位9）を測定するため，測定眼に
矢印視標，他眼に十字視標を用い（図 1），視標が重
なったところで操作を終了するように指示した。全
例，水平眼位の測定を終えてから回旋偏位の測定の順
に行い，測定は各 3 回行い，その平均値を算出した。
2 ）調節力の測定
調節力 （D） の測定は，visual display terminal（以

下 VDT）近点計 NP-200（TOMEY 社）を用い，両
眼開放下にて自覚的検査を行った。条件は，完全屈折
矯正レンズ装用を基準データとし，プリズム装用時と
比較した。比較群は，優位眼のみ10）に 1，2⊿のプリ
ズムを BU および BD に装用させ，複視が生じてい
ないことを確認した後，直ちに測定を開始した。調節
力は，調節近点を a cm，調節遠点を b cm とした場
合，（100/a−100/b＋4.00 ［D］）の公式11）を用いて
算出した。調節近点は視標を近づけ，被験者がぼけを
自覚した視標位置とし，調節遠点は＋4.00 D を加え
て視標を遠ざけ，再びぼけを自覚した地点とし，被験
者にぼけの自覚と同時にスイッチを押すよう指示し

図 1  シノプトフォア測定時に使用した図形
  測定眼に矢印視標（左），他眼に十字視標（右）を使

用した。
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た。視標は一定速度（15 mm/sec）で移動し，測定中
に視標の動きによって複視が生じてしまった場合は，
いったん視標を停止させ，融像が可能であれば測定を
続行した。測定は各 3 回ずつ行い，その平均値を算
出した。
　 1）水平眼位と 2）調節力の測定は，眼鏡組み込み
プリズム 12）を使用し，全例とも日を変えて行った。
統計学的解析として，1）水平眼位は回帰直線を算出
し，両側検定にて棄却域を求め，2）調節力は反復測
定分散分析（repeated measure ANOVA）と多重比較
検定法である Scheffé 検定を行い，p＜0.05 を有意と
した。

4.  結　　　　果

1）水平眼位および回旋偏位
シノプトにより水平眼位および回旋偏位を測定した

結果，優位眼と非優位眼で変化量に差はみられなかっ
た（図 2，3）。水平眼位の変化はプリズム負荷量との
間に相関が認められず（ r ＝ 0.07），被験者の基準
デ ー タ と 弱 い 正 の 相 関 を 認 め た（r ＝ 0.30，p ＜
0.05，図 4 ）。すなわち，基準データにおいて内方偏
位を示した被験者は，プリズム装用後に眼位が内方へ
更に偏位し，同じく外方偏位を示した被験者は外方へ
偏位する傾向にあった。また，プリズム装用後に 2
名の被験者が回旋偏位を自覚し，いずれも内方回旋で
あった。シノプトによる測定で得られた結果を表 1
に示す。回旋偏位は屈折度数との間に負の相関を認め
た（r ＝−0.55，p ＜ 0.05，図 5）。

2 ）調節力（図 6）
事前に行ったシノプトによる検査において，被験

者の融像域は右眼の視標が上方へずれた場合に平均
2.6±0.8⊿，同じく下方へずれた場合に平均 2.6±0.5
⊿であり，また，プリズム装用直後に複視を訴える被
験者はいなかった。測定の結果，調節遠点に変化はみ
られず（p ＞ 0.05），調節近点に変化が認められた

（ANOVA,  p ＜ 0.05）。調節力は，基準データにおい
て平均 14.2±2.3 D であったが，1⊿BU にて平均 

13.9±2.3 D，2⊿BU にて平均 13.4±2.7 D と減少し
た。また，1⊿BD にて平均 13.5±2.4 D，2⊿BD に
て平均 13.1±2.5 D と減少した。BD の方が BU に比
べて減少傾向にあった。BU および BD ともに，2⊿の

図 3  上下プリズム装用時における非優位眼の水平眼位の
変化量

  各線は被験者 6 名の水平眼位の推移
  水平眼位（⊿）は＋側が内方，−側が外方の偏位とし，

基準データで内方偏位を示した被験者を■，外方偏
位を示した被験者を◆で示した。

図 2  上下プリズム装用時における優位眼の水平眼位の変
化量

  各線は被験者 6 名の水平眼位の推移
  水平眼位（⊿）は＋側が内方，−側が外方の偏位とし，

基準データで内方偏位を示した被験者を■，外方偏
位を示した被験者を◆で示した。

 BU：base up，BD：base down

負荷プリズム量 （⊿）

水
平
眼
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の
変
化
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）
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図 4 眼位の基礎偏位と水平眼位の変化量との散布図
  眼位の基礎偏位は，基準データにおける被験者の水

平偏位とした。図は，被験者 6 名が左右眼で計 12 回
プリズムを装用し，得られた n＝72 を基礎眼位と対
応させてプロットした。回帰直線は y＝0.1x−0.3 を
示し，r＝0.30（両側検定：p ＜ 0.05）となった。
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プリズムを装用することで統計学的な有意差を認めた
（ANOVA, Scheffé,  p ＜ 0.05）。また，水平眼位の変
化量と調節力の変化量について，回帰直線を用い解析
した結果，相関関係は認められなかった（p＞ 0.05）。

5.  考　　　　按

1）水平眼位および回旋偏位について
プリズムによる上下偏位を作成し，自覚的検査を

行った結果，水平眼位および回旋偏位について，眼優
位性による変化は認められず，水平眼位は被験者の基
準データと弱い正の相関を，回旋偏位は屈折度数との
間に負の相関を示した。先行研究3 , 13）において，上
下方向のよせ運動が水平眼位および回旋偏位に影響す
ると報告されており，また，Matheron ら 6）は，眼優

表 1 上下プリズム装用時における回旋偏位の数値
 被験者 6 名の測定結果
 回旋偏位（°）は＋側が内方回旋，−側が外方回旋とした

優位眼 負荷プリズム量（⊿）

6⊿BU 4⊿BU 2⊿BU control 2⊿BD 4⊿BD 6⊿BD

対象 1 0 0 0 0 0 0 0

対象 2 1.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1

対象 3 0 0 0 0 0 0 0

対象 4 0 0 0 0 0 0 0

対象 5 0 0 0 0 0 0 0

対象 6 1.5 1 0.5 0 0 0 0

非優位眼

6⊿BU 4⊿BU 2⊿BU control 2⊿BD 4⊿BD 6⊿BD

対象 1 0 0 0 0 0 0 0

対象 2 1.5 1 0 0 1 1.5 1.5

対象 3 0 0 0 0 0 0 0

対象 4 0 0 0 0 0 0 0

対象 5 0 0 0 0 0 0 0

対象 6 0.5 0.5 0 0 0 0 0

BU：base up，BD：base down

図 5 屈折度数と回旋偏位との散布図
  図は，被験者 6 名が左右眼で計 12 回プリズムを装用

し，得られた n＝72 を基礎眼位と対応させてプロッ
トした。回帰直線は y＝0.1x−0.1 を示し，r＝−0.55

（両側検定：p ＜ 0.05）となった。 図 6  優位眼に上下プリズム装用時における両眼視下の調
節力の変化

 被験者数 11 名，平均値±標準偏差，＊：p＜0.05
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位性からプリズム装用に伴う上下方向のよせ運動を解
析し，非優位眼が示すよせ運動は，優位眼に比べて不
正確であり，より大きな反応を示すと報告している。
このことから，プリズム装用による両者の変化は，優
位眼より非優位眼の方が大きいと予測したが，本検討
の結果，眼優位性による差は認められなかった 14）。

水平眼位について注目した場合，図 4 で示したと
おり，基準データにおける被験者の水平偏位が大きい
ほど，プリズムによる上下偏位の影響を受けやすい傾
向がみられた。そのため，不適切な眼鏡フィッティン
グによる影響だけでなく，von Graefe 法7）のように
上下プリズムを使用して水平眼位の検査を行う場合に
は，注意を要すると考えられた。また，図 5 で示し
たとおり，今回のサンプルが近視側に偏っているもの
の，回旋偏位は屈折度数との間に負の相関を認めた。
回旋偏位について，Enright 3）は水平眼位と回旋偏位
との関係から末梢性の，Van Rijn ら13）は水平眼位と
は無関係な回旋性眼振から中枢性の関与を指摘してい
る。シノプトによる測定の結果，水平眼位の変化とと
もに，0.5°単位で安定した回旋偏位がみられたことか
ら，今回の回旋偏位は中枢性よりも末梢性の影響が大
きいと考えられた。一方，Hara ら14）は運動性融像と
回旋偏位の間に相関がみられなかったと報告している
が，今回の検討では屈折度数と回旋偏位との間に負の
相関が認められた。すなわち，近視が強い者ほど回旋
偏位の影響を受けやすい可能性がある。そのため，上
下偏位が生じた際は，屈折度数および眼軸長の因子を
考慮した上で，眼位の変化および眼球運動に注意を払
う必要がある15, 16）。
2 ）調節力について
プリズムによる上下偏位を作成し，自覚的検査を

行った結果，上下とも 2⊿のプリズムを装用させたと
きに調節力が減少していた。1）水平眼位の変化と 2）
調節力の測定結果を基に検討を行ったが相関は認めら
れず，本検討における水平眼位と回旋偏位の変化量
は，調節力の低下を招くほどではなかったと考えられ
る。すなわち，プリズムによる収差12, 17）の影響や上
下よせ運動に伴う調節力の変化に加え，眼位の変化に
伴う注意力の低下18）が調節力の低下に関与したと考
えられる。収差については，伊藤ら 12）による 8⊿の
プリズムを用いた検討の結果，視力およびコントラス
ト感度に低下が認められていない。また，Sucher

ら18）は調節機能が上下方向の眼位にほとんど影響し
ないとの見解を示しており，とくに注意力の低下の関

与が示唆された。
本研究において，基準データにおける調節力の平均

（21.3±2.6 歳：14.2±2.3 D）は，Donders による年
齢別の検討19）（20 歳：約 10 D）と比較して大きかっ
た。これは，Donders が単眼で調べている19）のに対
し，本研究は両眼視下で検討しているため，単眼視よ
りも両眼視での調節力の方が迅速かつ正確であるこ
と20, 21）に加え，VDT 近点計の視標が等速度で移動す
るため，ぼけの自覚とスイッチを押すまでの時間に差
が生じた結果と推察される。

今回の検討により，上下方向に 2⊿のプリズム効果
が生じた場合，調節力に影響することが示唆された。
また，水平眼位の変化は基準データと，回旋偏位の変
化は近視の強さと相関を示した。とくに，基準データ
において水平偏位が大きい者あるいは強い近視度数を
有する者がその影響を受けやすかった。そのため，上
下方向におけるレンズ光学中心の偏心に対し，配慮を
要すると考えられた。
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最近のトピックス

映像酔いと立体映像
独立行政法人 産業技術総合研究所　ヒューマンライフテクノロジー研究部門　マルチモダリティ研究グループ

氏家　弘裕，渡邊　　洋

1.  映像酔いとは

映像情報技術の発展により，多様なメディアを通じ
て映像を視聴する機会が増え，また家庭でも大画面で
高精細な映像を楽しむことが可能となってきた。こう
した映像利用の拡大は人々に様々な恩恵をもたらす一
方，時に映像酔いなど好ましくない生体影響を生じる
ことが知られており，これに関連すると思われる事例
も報道されている1）。また，一般に普及が拡大した立
体映像では，映像酔いの影響が増加するとの議論もあ
る2）。映像酔いをできるだけ軽減するためには，その
特性と機序を理解することが重要であり，関連する研
究も近年増えつつある。

映像酔いは，映像中の視覚的な動きをきっかけに不
快な症状が発生する状態で，初期症状としてめまい，
倦怠感，ねむけ，顔面蒼白，更に冷や汗，唾液の増
加，胃部不快感などがあり，最終的には吐き気や嘔吐
などに移行する場合がある3−5）。映像中の動きとし
て，一般にシーンのなかを自由に動き回るようないわ
ゆる一人称視点のダイナミックな動きや手持ちのビデ
オカメラなどによる手ぶれなどの動きが，映像酔いを
生じやすい典型的なものと考えられる1，6）。

映像酔いの発生機序については，まだ十分に明らか
にされていないが，その症状がいわゆる乗り物酔い，
船酔いなど動揺病と類似すること，また前庭系に障害
を有する場合，動揺病だけでなく映像酔いも生じない
ことなどから，動揺病と共通するメカニズムの関与が
考えられる。多くの研究者に受け入れられている発生
仮説として，Reason らの提唱した感覚再配置説が挙
げられる3）。これは身体の運動に関する視覚や前提感
覚，体性感覚など複数の感覚処理系に基づく情報間の
関係性が，過去の経験から予期されるものと一致しな
いことによって，酔いが引き起こされるとする考え方
である。生理学的には，脳幹に位置する前庭核が，前
庭系からの入力のほかに，視覚系，体性感覚系，小脳
からの入力を得ており7），これらの情報統合に関与し，
したがって動揺病や映像酔いに関与すると考えられる。

2.  映像酔いの計測

映像酔いにかかわる生体影響計測の方法として，主
観評価を中心とする心理的計測手法と，自律神経活動
に焦点をあてた生理的手法とを挙げることができる。
心理的計測手法には，不快度など一度に一つの内容項
目に絞って評価を行うものと，同時に複数の内容項目
を評価するものとがある。一度に一つの内容項目を評
価するものについては，例えば 7 段階の評価として，

“0”では「症状なし」，“6”では「中程度の吐き気で
中止したい」との尺度が与えられている8）（表 1）。こ
の例のように，段階に応じて具体的に症状にかかわる
内容が対応していることが多く，単にある症状につい
ての強度を尺度とするというものとは異なる場合が多
い。ただし，尺度の内容や段階数は，必ずしも研究報
告間で共通のものが用いられているわけではなく，報
告されたデータを直接比較することが困難なことが多
い。一方，複数の内容項目を評価するものとして，よ
く利用されているのがシミュレータ酔いアンケート

（Simulator Sickness Questionnaire 以 下 SSQ） で あ
る。これは，Kennedy ら5） が運動酔いアンケート

（Motion Sickness Questionnaire: MSQ）の 1,119 ペア
（シミュレータ体験の前後での計測）のデータを因子
分析することで，シミュレータ酔いにより有効な 16
の主観評価項目を抽出したものである。各項目に 4 段
階の評価尺度が与えられ，それぞれに Nausea（N：吐

表 1　映像酔いに関する主観評価の例：吐き気度評価

スコア 症状の内容

0 症状なし

1 わずかな不快感

2 軽い不快感

3 軽い吐き気

4 中程度に至らない程度の吐き気

5 中程度の吐き気だが継続可能

6 中程度の吐き気で中止したい
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き気），Oculomotor（O：眼球運動），Disorientation

（D：ふらつき感）として重みをつけた合計値や，
“N”，“O”，“D” の分析項目ごとの集計値を用いて検
討が行われる。このほか，大野ら9）による 28 項目を
7 段階で評価する方法があり，合計値のほかに，「眼
精疲労」「全般的な不快感」「吐き気」「焦点の合わせ
にくさ」「頭痛」の五つの分析項目について検討を行
うことが可能である。

生理的手法には様々な手法が試みられており，心拍
数（または R-R 間隔）やその変動10−12，14），HF/LF

比11）（心拍変動のパワースペクトルの高周波成分［0.15 

Hz 以上］の低周波成分［0.05～0.15 Hz］に対する割
合），また呼吸数 14），胃電図 12−14），皮膚抵抗値12，14）

や発汗量13）などが自律神経活動に関連する生理学的
指標として検討されている。いずれも研究段階にあり
定常的に利用される手法として確立したものはない
が，多くの手法について映像酔いとの関連が報告され
ている。例えば心拍数は，回転ドラムにより視覚的に
誘導された酔いについての主観評価値と正の相関を示
すこと10）や，映像により吐き気を誘引された観察者
でも増加すること，また動揺病に高い感受性を有する
場合，視覚運動刺激により LF/HF 比が増加する11）こ
となどの報告がある。

3.  映像酔いの特性

映像酔いのきっかけとなるのは視覚的な運動である
といえるが，映像酔いを増減する影響要因として，主
に視覚運動刺激にかかわる要因，視覚運動提示にかか
わる要因，観察者の要因の 3 種類に分類できる。具
体的には，視覚運動刺激にかかわる要因として，視覚
的大域（グローバル）運動であればその種類，速度や
往復運動であれば振幅と時間周波数などが，また視覚
運動提示にかかわる要因として，提示の視角的大き
さ，視距離，環境照度，空間解像度，両眼立体視の有
無などが，更に観察者の要因として，年齢，性別，観
察時の集中度，視覚運動の予測性，動揺病に対する感
受性などが挙げられる。

映像酔いに影響を与える視覚運動刺激にかかわる要
因については，視覚運動刺激として，視覚回転ドラム

（Optokinetic drum）を用いたり14，15），ディスプレイ
やスクリーン，更には頭部搭載型ディスプレイ（以下 

HMD）により提示された映像などを用いたりした研
究など 8，16）により，その特性が報告されてきた。視
覚運動による影響については，仮想空間を移動するこ

とによる映像内容の視覚的運動の速さによる影響 16）

や，そうした映像内容の空間的な複雑さの影響17）が
報告されるとともに，更に視覚的大域運動について報
告されてきた。具体的には，空間中でヨー（yaw）
軸，ピッチ（pitch）軸，ロール（roll）軸に対する回
転により生じる観察者の視野内の視覚運動（以後，そ
れぞれ視覚的ヨー運動，ピッチ運動，ロール運動）に
よる影響や，それらの回転速度，更に振動の周波数と
振幅などの影響18，19）が報告されている。

視覚的大域運動に対する特性を明らかにすること
は，次節で述べるようにベクションとの関係から映像
酔いや空間定位のメカニズムを探ることにつながると
同時に，映像中のどのような動きが酔いを生じやすい
かを理解することにつながり，したがって，映像酔い
を生じるきっかけをできるだけ減少させることが可能
になるため，基礎研究としても，実用研究としても重
要である。視覚的大域運動の種類，すなわちヨー運
動，ピッチ運動，ロール運動の影響については，三
つの間で差がないとする報告と，差があるとする報
告とがある。前者についての報告として，Lo ら8） は，
HMD により 48×36 deg の視野の大きさで computer 

graphic（以下 CG）による仮想的な風景を提示し，
これをヨー軸，ピッチ軸，ロール軸の各軸に対して一
様な往復回転運動（範囲±60deg，速度 30deg/s）と
して 20 分間継続して提示し，5 分おきに行った 7 段
階の吐き気度評価の増加の様子に差がないとした。
これに対し，回転軸間で差があるとする報告では，
スクリーン上に 82×67 deg の視野の大きさで背面投
影された CG による仮想的な光景を，比較的短時間

（1分程度），一方向に回転運動させたり一定周期で往
復回転運動させたりして，酔いにかかわる主観評価値
がロール軸，ピッチ軸，ヨー軸の順となったとされ
た 18，20，21）。なお，前者の報告でも，観察者ごとに吐
き気度評価や SSQ などの評価値が大きい軸に順位を
付けた場合，第 1 位がロール軸となった観察者が最も
多く，次にピッチ軸，そしてヨー軸となっており8），
こうした違いについては，更に検討の必要がある。

視覚的大域運動の回転速度による影響については，
特定の速度で酔いの程度が最大となることが知られて
いる。Hu ら15）は，白黒の縦縞で内面が覆われた視覚
回転ドラムの内部に観察者が位置して観察すること
で，ヨー軸に対する視覚的回転運動を提示したときの
運動酔いに関する主観評価値と胃電図による特定周波
数成分の活動量を計測した。その結果，4 種類の速度
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（15，30，60，90 deg/s）のうち 60 deg/s において，
主観評価値および胃電図の活動量ともに最大となり，
それより低速でも高速でも値は小さくなることを報告
した（図 1）。また，上述の 82×67 deg の視野の大き
さで提示された CG 映像の場合，酔いに関する主観評
価値はロール軸とピッチ軸では 30deg/s で，ヨー軸
では 70deg/s で最大となり，Hu らの結果とほぼ同様
の結果となった21）。

以上のように，映像酔いに対する視覚運動の大域運
動の種類や速度などの影響が明らかになりつつある
が，これらはいずれも非常に単純化された条件下での
実験によるものである。そのため，これを実際の映像
において考える場合，映像中には一般に視覚的大域運
動が時空間的に複雑に混入している点を考慮する必要
があり，上述の結果が直ちに実際の映像に適用される
かどうかは検証が必要である。

4.  映像酔いとベクション

視覚運動により生じる知覚には，視対象自体の運動
のほかに観察者自身の運動があり，これを視覚誘導性
自己運動感覚（あるいはベクション）という。ベク
ションは視覚誘導性と名のつくとおり，視覚運動によ
り生じる自己の運動知覚現象であり，基本的には前庭
系やそのほかの感覚系からは自己が運動しているとい
う情報は伝達されない条件での知覚現象をさす。した
がって，ベクションが生じている状態では，自己運動
に関する感覚情報は視覚とそのほかの感覚との間で一
致せず，基本的に通常の状態とは異なる関係となる。
これは感覚不一致説で示すところの運動酔いを生じる

原因と基本的に同一の状態であり，したがって，ベク
ションが生じている状態は映像酔いを生じやすい状態
であると考えられる。ただしこの議論では，ベクショ
ンが生じやすい状態は映像酔いを生じやすい状態であ
ることを示唆しているとしても，ベクションが生じな
い状態が映像酔いを生じにくい状態であることを意味
するものではなく，またこの議論自体仮説に基づく議
論であり，検証が必要であることはいうまでもない。
しかし過去に，映像酔いに該当する現象がベクション
誘導運動酔い（vection-induced motion sickness）と
いわれたこともあり22，23），ベクションが生じる状態
で酔いが生じやすかったとの経験的根拠に基づくもの
と考えられる。

実際に，映像酔いとベクションの主観評価値の相
関関係については，実験データでも示唆されている。
氏家ら 20）は，視野の大きさ 82×67 deg の CG 映像
により酔いにかかわる主観評価値とベクションにかか
わる主観評価値との相関関係を調べており，個人差が
あること，またベクションが弱い場合に酔いにかかわ
る評価値がほとんどゼロとなることを示しているもの
の，両者の間にある程度の相関関係が示唆されるとす
る（図 2）。また，氏家らの結果では，映像酔いにか
かわる主観評価値が視覚的ヨー運動で最も小さく，
ロール運動で最も大きいが，これに対し Tanahashi

ら24）は，視覚運動提示の視野の大きさが観察者の全
視野にまで及ばない場合には，氏家らと対応するよう
にベクションにおいても視覚と前庭感覚の情報の間で
の不一致が大きい視覚的ヨー運動で最も小さくなる
が，視覚運動提示の視野の大きさが観察者の全視野ま
で拡大されると視覚と前庭感覚の情報の間での不一致

図 1  映像酔いに関する主観評価の例
 吐き気度評価
 —□—：主観評価，—●—：胃電図活動強度

図 2　ベクションと映像酔いに関する主観評価値の関係
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が大きい視覚的ヨー運動で最も大きくなることを示唆
する報告を行った。したがって，どの視覚的大域運動
の影響が大きいかは，視覚運動刺激の視野の大きさに
依存している可能性があり，留意する必要がある。

5.  立体映像における映像酔い

立体映像は，従来の平面提示の映像に比べて，観察
者に映像の空間情報をより具体的に伝えるため，視覚
系が，映像により与えられる視覚運動情報を空間にお
ける自己運動情報を伝達するものと捉えたときに，自
己運動に関する視覚とそのほかの感覚との間で不一致
がより大きく，通常の一般的な状態とはより異なる関
係となり，したがって酔いが大きくなると考えられ
る。実際に Ujike ら2）は，これを示唆する結果を報告
している。

彼らは，街路を走行するいわゆる一人称視点の 10
分間の CG 映像に，更に映像中の動きとして酔いを生
じやすい速度の視覚的ピッチ運動とロール運動を 1
分ごとに交互に加えて，立体ディスプレイに提示し
た。34 名の観察者は，これを立体提示と平面提示の
映像として，休憩を挟んで一度ずつ観察する。街路走
行の 10 分の前後にコントロールとして平均輝度が同
じグレー画面を 5 分ずつ提示したため，観察時間は
20 分間である。観察中は立体眼鏡を着用するが，観
察者は映像が立体提示か平面提示かは知らされておら
ず，実際に実験終了時に確認したところ，ほとんどの
観察者は二つを全く同じ映像と考えていたことを確認
した。観察中 1 分ごとに 5 段階の快適度評価と心電
計測を行い，観察の前後で SSQ を行った。1 分ごと
の快適度評価に関する結果を図 3 に示す。横軸 5 ～
15 分の 10 分間に街路走行の映像が提示され，その間
に縦軸の快適度評価の値が，「（快適でも不快でも）ど
ちらでもない」あたりから，立体提示では「やや不
快」レベルまで低下するが，平面提示ではそれよりも
小さい低下を示した。両者の違いは街路走行の映像が
終了し，その後グレー画面が提示された段階でも残留
し続けていることがわかる。

立体映像については，視覚疲労要因としていくつか
の項目が議論されており25），そうした配慮が必要で
あるが，同時に，従来の平面提示の映像と同様に，映
像酔いを生じるような視覚運動要因についても配慮が
必要であると考えられる。上述の結果は，平面提示で
不快症状を生じる場合に，立体提示では更にその症状
が大きくなる可能性を示唆するものであるが，影響の

生じる視覚運動要因の大きさに両者で違いがあるかど
うかについても今後検討が必要であろう。

6.  ま と め

映像技術の進展により，立体映像も含めて，より高
精細でリアリティの高い映像が，今後更に普及するも
のと考えられる。これにより，エンターテイメント分
野だけでなく，医学や教育，産業分野に，これまでに
ない様々な映像の利用可能性を広げるものである。た
だし上述のように，映像のリアリティが高まるほど観
察者の自己運動に関する視覚とほかの感覚間の情報不
一致がより顕著となり，従来よりも映像酔いを生じや
すくなる可能性がある。とはいえ，映像酔いを生じや
すい条件についての理解が深まれば，十分に防ぐこと
が可能である。従来，映像の専門家が経験的に獲得し
てきたと考えられるそうした知識を普遍的なものにす
るために，科学的に検証可能な知見として更に積み上
げていくことが重要である。
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私がアメリカにポスドクとして留学したのは，今
から 14 年前の 1999 年の 4 月のことであった。アメ
リカはニューヨーク州，Rochester 大学の Center for 

Visual Science （以下 CVS） にて Postdoctral Research 

Associate として勤務を始めた。CVS は，1963 年に
Robert M. Boynton によって設立された研究センター
で（今年設立 50 周年！を迎える），現在では 20 名を
超える研究者により，眼光学から視覚生理学，サルを
扱った視覚研究や心理物理学に至る視覚科学全般を網
羅する研究が行われる，北米屈指の研究組織である。

私は，この研究センターで David R. Williams 博士
の下で 2 年半，研究活動を行った。Williams 博士の
研究室では Adaptive Optics（補償光学）と呼ばれる
波面収差補正技術を初めて眼光学に適用し，網膜像を
非侵襲に撮影すること，更に個々の錐体が波長感度の
異なる三種類の錐体のうちのどの錐体になるのかを特
定することに成功していた。私は，錐体比率と色覚と
に関連性があるかの心理物理学的な検証，またそれか
ら派生する視覚特性を測定する研究を担当した。ポス
ドクとして着任した初日に自分のオフィスに案内され
たが，一ポスドクの私に個室が与えられたこと，ポス
ドクが一人前の研究者として扱われていることにびっ
くりした（その後赴任したポスドクは必ずしも個室オ
フィスをもったわけではなく，たまたまラッキーだっ
たようだ）。私の滞在中 Williams 研究室は，2 名の大
学院生と最大 4 名のポスドクが勤務しており，研究

者と密にコンタクトを取ることができ，非常に恵まれ
た研究環境である上，アットホームな雰囲気の研究室
であった。

CVS で勤務を始めて驚いたことは，研究者の帰宅
時間が早いということであった。噂には聞いていたが，
夕方 6 時ともなるとほとんどすべての部屋のドアが閉
まってしまう。学生もしかり，昼ごろに研究室に現
れ，夕方には帰宅ということも多かった（彼らの名誉
のために，夜中にいるときや週末に研究室にいたこと
もあることを書き添えておく）。その反面，Williams

研究室の韓国人のポスドクは，いつ家に帰っている
の？というくらい毎日夜中過ぎまで研究を行ってお
り，両極端な例に囲まれての研究生活であった。私
は，どちらかというと中間に属しており，日本に近
いスタイルであっただろうか。ただ，夏は 7 時に仕
事を終えてもまだまだ外は明るく，サマータイム

（Daylight Saving）制度の偉大さを実感することがで
きた。

Williams 研究室でのプロジェクトは，補償光学や
収差を扱うプロジェクトがメインであり，心理物理学
を専門とする私にとっては，研究の結果や仮説に関す
るディスカッションをしたのは，Williams 博士か共
同 研 究 を 行 っ て い た 他 大 学 の 研 究 者 で あ っ た。
Williams 博士の人脈は驚くほど広いもので，渡米す
る前には論文でしか名前を知らなかった著名な研究者
達と，研究についてディスカッションをする機会をし

留学印象記

Rochester でのポスドク時代を振り返って
山形大学大学院理工学研究科　山 内 泰 樹

図 1　 パーティー席上で Williams 博士を囲んで当時の
メンバーとともに
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ばしば得ることができた。ポスドクとして過ごした期
間内に，研究成果のみならず数多くの視覚研究者と知
り合いになれことは，私にとって大きな財産となっ
た。

また，Rochester 大学で勤務するほかの日本人研究
者とバーベキューをしたり，遊びに行ったり，と日本
では交流する機会が全くない他分野の方々と知り合う
機会を得ることができ，視覚研究者だけでない数多く
の知人友人を得ることができた。

あまり留学中の研究自体にはふれなかったが，自分
の経験を通じて感じたことは，若い方々には機会があ
れば海外に長期滞在し，世界最先端の研究や研究スタ

イルを体験していただきたい。その際に，自分の専門
にぴったりのところよりも，関連した少し異分野の方
が自分の幅が広がってよいと思う。

余談だが，この 5 月に開かれた ARVO で，Williams

博士が António Champalimaud Vision Award を受賞
し，その受賞記念パーティーに出席する機会があっ
た。このパーティーには，過去のポスドクや共同研究
者の多くが出席し，当時のことがつい最近であったか
のように錯覚するように昔話に花が咲き，気分は同窓
会，一挙に時計の針が（カレンダーが？）逆戻りした
気分であった。

— 66 —

視覚の科学　第34巻第 2 号



第 13 回日本ロービジョン学会が 2012 年 10 月 6～
7 日の 2 日間，郷家和子会長（帝京大学）の主催で，
東京都文京シビックホールにて行われた。一般口演が
27 件，ポスター発表が 44 件，そのほかにも教育講演

（2 件）やチュートリアルレクチャー（1 件），シンポ
ジウム（1 件 4 席），特別講演（2 件），企業展示・書
籍展示が行われた。筆者らは，初日の第 1 セッショ
ン第 2 席にて，「薄暮下における遮光レンズの分光透
過率特性とコントラスト感度との関係」と題した口演
を行ったが，以下，本学会への参加を通じて，興味深
く拝聴できた演題について紹介する。

会期中，とくに印象的であったのが，網膜再生を
テーマとした特別講演（2 日目）であった。不二門   

尚先生（大阪大学）は，ブレイン・マシン・インター
フェース（Brain Machine Interface）の観点から人工
網膜についての講演をされ，視細胞が消失した場合
でも神経節細胞が残存していれば，人工網膜を埋め
込むことによって視覚を取り戻すことができること
を，実際の症例とともに紹介された。一方，高橋
政代先生（理化学研究所 CDB）は，人工多能性幹細
胞（induced pluripotent stem cell  以下  iPS 細胞）を
用い，網膜色素上皮細胞および視細胞の分化誘導に成
功し，臨床応用が期待される段階になったことを報告
された。とくに iPS 細胞の研究においては，この講演
の翌日（8 日），京都大学の山中伸弥先生が 2012 年
のノーベル生理学・医学賞を受賞されるとの発表があ
り，テレビなどのメディアでも大きく取り上げられた
ことから，記憶に残る発表となった。こうして網膜機
能の再生が現実的となり，本学会のテーマである

「ロービジョンケアの最前線～より良き明日に向け
て～」を体現する内容であったが，現時点では，これ
らの治療によって得られる視覚的分解能や視野には限
界があり，視知覚の向上のための訓練だけでなく，視
機能を最大限に活用するための補助具やロービジョン
ケアが必要であり，改めてロービジョンという分野の
重要性を認識させられた。

一般口演では，視機能のセッションにおいて，守本

典子先生（岡山大学）らが白黒反転の効果を詳細に検
討され，通常のランドルト環の方が白黒反転させた場
合よりも切れ目の方向を正答できたと報告された。一
般的に，白黒反転させた視標は輝度を抑えることによ
り，羞明だけでなく視機能の向上に寄与すると予測さ
れるが，疾患などの条件によって異なることが明らか
となり，大変興味深く拝聴した。一方，教育・福祉の
セッションでは，柳澤美衣子先生（東京大学医学部附
属病院）らがアンケート調査を行い，視覚障害認定に
ついて，申請基準が複雑であり，とくに視野障害の判
断が行いにくいという問題点を明らかにした。この問
題については，上記の理由以外に，ロービジョンケア
の知識を得る機会が少ないという背景が指摘されてお
り，今後の改善点を明確にした貴重な研究と思われ
た。また就労・雇用のセッションでは，職業訓練を
きっかけに就労に成功した視覚障害者の事例が紹介さ
れた。医療と関係機関との連携および情報提供の重要
性は，ほかのセッションでも報告されており，視覚障
害者への支援を行う上で，この点を重視していく必要
があると感じた。

ポスターでは，田邉正明先生（日本ライトハウス）
らが，ガリレオ式単眼鏡の原理を用い，乱視を含めた
屈折度数の測定可能なオプトメータについて発表され
た。付属レンズを用いることで S−9.25～＋4.00 D の
範囲で測定でき，高価な装置を購入できない施設でも
対応可能な点が魅力である。とくに，「東日本大震災
とロービジョンケア」と題されたシンポジウム（オー
ガナイザー：国立障害者リハビリテーションセンター
病院　仲泊　聡先生）では，震災後の支援活動が議題
となったが，本機器のように，電源の確保ができない
地域でも活用可能な器具や物資が期待されているので
はないだろうか。

本学会は，眼科医，看護師，視能訓練士などの医療
分野だけでなく教育，福祉，行政や企業関係者など多
岐にわたる分野からの参加があることが特徴的であ
り，今回の学会でも分野を越えて活発な議論が繰り広
げられ，非常に刺激された 2 日間であった。2013 年

学会印象記

第 13 回　日本ロービジョン学会学術総会
魚 里 　 博1, 2），金 澤 正 継1）

1）北里大学大学院医療系研究科視覚情報科学，2）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻
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は 10 月 11 日から 3 日間，岡山県倉敷市にて田淵
昭雄先生（川崎医療福祉大学）の主催で開催予定であ
る。2012 年 4 月からロービジョン検査判断料が診療
報酬として認められ，ロービジョンケアを行う医療機

関が増えると期待されている。更に再生医療からロー
ビジョンケアのニーズが増加すると予想され，今後ま
すます注目される分野であると思われた。
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16th The IRSJ と第 13 回眼科臨床機器研究会は，
2012 年 10 月 13 日 （土）に横浜シンポジアにて合同
のジョイントセミナーとして開催された。

先に行われた IRSJ の今回のメインテーマは「屈折
矯正とオキュラーサーフェス」であった。基調講演と
して，京都府立医科大学の横井則彦先生が涙液動態や
視機能異常について，大阪大学の前田直之先生が眼表
面や角膜形状の眼光学について主に臨床的な観点か
ら，また招待講演としては米国オクラホマ州にある
ノースイースタン州立大学の Thomas O. Salmon 先生
が収差と涙液層の基礎と測定法についての講演があっ
た（図 1）。

Salmon 先生はとても日本語が堪能な方で，講演中
も時折日本語を挟んでくださり，英語が拙い者にも理
解しやすかった。講演内容としては，難しいと思われ
がちな収差のことを基礎的な内容から最新の研究まで
幅広くお話しされ，これから収差を学ぶ初心者には大
変参考になったと思われた。

眼科機器研究会は，IRSJ に続いて行われ，「1）緑
内障インプラント手術」ではバルベルトやエクスプレ
スといった新しいデバイスの特徴や使用経験などの発
表があった。また，「2）一般講演」や，「3）新しい眼
底カメラ」では最新の検査機器が多数紹介された。

コンタクトレンズ電極ではなく，皮膚電極を用いる

網膜電図（ERG）は機器展示の場所で実際に測らせ
ていただいたが，従来のものに比べ準備や手技も非常
に簡便で時間もかからないため，同じ波形を得られる
のであればとても有用なものに感じられた。

眼底カメラでは，撮影した画像を立体的に観察する
ことができる機器や，1 回の撮影で 200°の広画角を
撮影できる機器があり，両者とも無散瞳で測定できる
ことが特徴である。検査の際は，どうしても患者への
負担は避けられないが，これらの検査機器が今後普及
すれば検査時間の短縮や患者の負担が軽減されること
が大いに期待される。

ジョイントセミナーの終了後は，同会場内で機器展
示を継続しながら懇親会が開催され，質疑応答や情報
交換も終始和やかなムードの中で活発に行われた（図
2）。これも本セミナーの大きな特徴で人気の一つに
なっているように思われた。本研究会は通常の学会と
は異なり，特定テーマの最新情報を基礎から臨床まで
一貫して得られることが特徴で，眼科医だけでなく視
能訓練士や企業の研究者なども数多く参加されてい
る。

次回は第 67 回日本臨床眼科学会総会（2013 年 10
月 31 日～11 月 3 日／パシフィコ横浜）が北里大学眼
科　清水公也教授の主催のため，学会会期中のセミ
ナーとして開催される予定である。

学会印象記

16th The IRSJ ＋第 13 回　眼科臨床機器研究会
魚 里 　 博1, 2），新 井 慎 司2）

1）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻，2）北里大学大学院医療系研究科視覚情報科学

図 1　Dr. Salmon の招待講演 図 2　ジョイントセミナーでの懇親会
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2012 年 10 月 20 日 （土）に横浜市の神奈川大学セ
レストホールで第 54 回日本産業・労働・交通眼科学
会が開催された。会長は斎田真也先生（神奈川大学）
と岡嶋克典先生（横浜国立大学）であった。著者の
一人（院生の張）は今回が初参加であったが，研究
室の院生らの発表があり，勉学のためと日本の現状
把握のために参加した。その演題（一般演題第 9 席）
は「薄暮視においてグレア光の強さと遮光レンズが
コントラスト感度に与える影響」という題で，グレ
ア光が強くなった場合，視機能が低下し，遮光レン
ズが有効であるという内容であった。この発表を含
め，本学会は招待講演が 2 題と一般口演が 12 題とい
う内容であったが，聴講できた演題について以下に
紹介する。

招待講演の第 1 席，氏家弘裕氏（産業技術総合研
究所）による「立体映像による生体影響−映像酔い，
3D 視覚疲労−の研究動向」から始まった。立体映像
は臨場感を伴う魅力的なものであるが，条件によっ
ては不快感や視覚疲労などの生体影響が生じる可能
性も指摘されており，映像酔いを評価するシステム
が必要であるという内容であった。第 2 席の招待講
演は，内田信行氏（日本自動車研究所）による「交
通事故防止対策研究の現状」の発表であった。交通
事故発生の実態，事故要因の分析と対策評価法の詳
細な報告があった。

一般講演の前半では，ベクション（静止している
身体に視覚刺激のみを提示することで，自己運動感
覚を誘発させる錯覚）の研究が 2 題，発表された。
従来，ベクションの心理物理学的な研究は，ベク
ションを感じるまでの潜時を測定した研究が多く，
潜時と刺激の特性を調べることが重点的に行われて
きたが，近年では，脳イメージングによってその生
理学的な基盤について検討が加えられている。棚橋
重仁氏（産業技術総合研究所）らは，異なる 3 種類
の回転刺激（pitch，yaw，roll）と異なる 3 種類の観
察姿勢（仰臥，横臥，直立座立）を組み合わせて実
験を行った。限られた視野に視覚運動情報が提示さ

れた場合，視覚と耳石器間の矛盾が大きくなり，ベ
クション強度が大きくなることを報告した。

一般講演第 4 席では，山下広秋氏（高速道路総合技
術研究所）らが，近年注目されている light-emitting 

diode（以下 LED）光源と蛍光灯では，光源の違いに
より視認性に影響するか否かを検討された。その結
果，照度による評価において，LED は 800 lx で蛍光
灯の 1,000 lx と同程度の視認性が得られることを報
告した。

第 8 席は「若年者正常眼における段階的背景輝度
変化に対する色視力の測定」（田中芳樹氏ら：信州大
学工学部）という発表で，色コントラストによる視
力表をベースに，背景輝度の段階的変化に対する色
視力を測定されていた。その結果，ランドルト環と
背景の輝度を等輝度にすることで，輝度の影響を除
いた色に対する視機能の検査が可能であることを示
した。

最終 3 席の内容は症例報告であった。
まず，小渕律子先生ら（昭和大学附属豊洲病院）

は，バドミントンシャトルが原因で眼外傷を来した
患者の黄斑部を，光干渉断層計（OCT）で評価され
た。今後は治療面だけでなく，適切な保護眼鏡の普
及による外傷予防が望まれる。

次に，村田勝一郎先生ら（産業医科大学）は，二
重穿孔性眼外傷（眼球内へ入った異物が眼球壁内を
通過し，眼窩内などに留まった状態）の一例を報告
され，映像を見る限り予後不良も考えられる外傷を
有していたが，適切な治療により失明することなく，
矯正視力 0.3 まで回復した結果に驚いた。

加畑好章先生ら（慈恵会医科大学葛飾医療センター）
は，労働作業中に受傷した眼内異物の症例で，早期
に摘出手術を行い，良好な経過を得られたと報告し
た。

学会閉会後に開催された懇親会では，講演された
先生方や学会事務局の先生方と直に討論・情報交換
でき，発表以上に有意義な時間を過ごすことができ
た。2013 年の第 55 回学会は会長の市川一夫先生

学会印象記

第 54 回　日本産業・労働・交通眼科学会
魚 里 　 博1, 2），張 　 允 娥1）

1）北里大学大学院医療系研究科視覚情報科学，2）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻
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（社会保険中京病院）が名古屋市にて主催予定であ
る。本学会の規模は大きくはないが，眼科や産業・
労働衛生の臨床家だけでなく心理物理や理工系の基

礎分野や企業の研究者も参加され学際的な討論もで
きるユニークな学会であり、若手の臨床家や基礎系
の大学院生も積極的に参加されればよいと思われた。
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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 − 0047  茨木市美穂ケ丘 3 − 6 − 302  日本眼科紀要会内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072 − 623 − 7878　FAX 072 − 623 − 6060
　　　　　E-mail folia@hcn.zaq.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。



「視覚の科学」編集者

 編集委員長 三橋　俊文 東京工業大学イノベーション研究推進体

 編 集 委 員  市川　一夫 社会保険中京病院眼科

 〃 魚里　　博 北里大学医療衛生学部・大学院医療系研究科

 〃 江本　正喜 NHK 放送技術研究所

 〃 大鹿　哲郎 筑波大学医学医療系眼科

 〃 梶田　雅義 梶田眼科

 〃 川守田拓志 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻

 〃 祁　　　華 HOYA ビジョンケアカンパニー

 〃 古野間邦彦 ㈱ニデック

 〃 斎田　真也 神奈川大学人間科学部

 〃 佐藤　雅之 北九州市立大学国際環境工学部情報メディア工学科

 〃 佐藤　美保 浜松医科大学眼科

 〃 仲泊　　聡 国立障害者リハビリテーション病院・東京慈恵会医科大学眼科

 〃 根岸　一乃 慶應義塾大学医学部眼科

 〃 長谷部　聡 川崎医科大学眼科学 2 教室

 〃 平岡　孝浩 筑波大学医学医療系眼科

 〃 広原　陽子 ㈱トプコン

 〃 不二門　尚 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

 〃 前田　直之 大阪大学大学院医学系研究科視覚情報制御学

 〃 巻田　修一 筑波大学医学医療系眼科

 〃 増田　　高 キヤノン㈱

 〃 山内　泰樹 山形大学大学院理工学研究科情報学分野

 〃 吉澤　達也 金沢工業大学人間情報システム研究所

34 巻の第 2 号をお届けします。

本号も日本眼光学学会らしく学際的に眼科系，視能訓練士系，心理物理系の著者による記事を掲載

することができました。いつも言っていることですが，ここに企業のエンジニアによるトピックスが

載ったらいいと思うのですが，残念ながらそうなっていません。トピックスは依頼が基本ですから，

編集側が悪いですね。そういう意味では学会自身が企業さんともっと交流した方がいいのかもしれま

せん。しかし学術団体と営利目的の企業では，根本的に使命が異なりますからどのように付き合って

いくか，お互いに難しいと思います。

ところで，自分が共著者になっている論文だけをここで紹介するのはまずいと思うのですが，眼光

学の昨年の事業である，視力表に関する多施設研究の報告を原著として掲載しました。全国で 1 万人

いる視能訓練士のなかから 1,400 人以上の方に回答をいただき，川守田先生をはじめとする北里大学

の方々のご尽力により，それをまとめることができました。ぜひご一読ください。

編　集　後　記

三橋　俊文�記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規定

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。原稿修正などに要する日数はとくに定め
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。

原著・総説の執筆要項
1.　 査読システム（https://endai.umin.ac.jp/cgi-open-

bin/ronbun/regist/index.cgi?site_id=A00347-001 ）
に従って入力して下さい。

・ タイトルページ：題名，簡略論文タイトル，所属
名，著者名，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，
1,000 文字とします。なお，英文の題名，氏名，
所属名，住所を明記して下さい。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。

・ 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
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。アップロード可能な本
文 Microsoft Word あるいはテキストファイルで，
アップロード可能な図のファイル形式は，JPEG，

GIF，PDF，PowerPoint，PowerPoint2007，
Word，Word2007 となります。表のファイル形式
は，JPEG，GIF，PDF，Excel，Excel2007，
Word，Word2007 となります。アップロード可能
なファイル容量は「20MB」までです。

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 5 版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）2006 年をご参照下さい。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.　 図と表の大きさは原則として A4 以内で，解像度
は 300dpi 以上で作成してください。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。

7.　 図（写真）と表の説明は，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。

8.　 カラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。
オンラインジャーナル内などにアップロードする
PDF のみカラーをご希望の場合は，カラー印刷
の費用はかかりませんが，グレースケールとカ
ラーの両方のバージョンをご用意下さい。

9.　 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。

10.   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。

11.   文献は本文中に引用されたもののみを書き，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。

12.   文献の書き方は，以下の書式で作成して下さい。
　　［雑誌の場合］
　　　著者名：題名．誌名　巻：頁 - 頁，発行年（西暦）．
　　［単行本の場合］
　　　 著者名：書名．編者名，頁 - 頁，発行所名，所

在都市名，発行年（西暦）．



　　 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 ） 北原健二：色覚の個人差と分子生物学．日
眼会誌 102：837-849, 1998.

　　例 2 ） M. Neitz & J. Neitz: Numbers and ratios of 
visual pigment genes for normal red-green 
color vision. Science, 267: 1013-1016, 1995.

　　例 3 ） 不二門　尚：大型弱視鏡による検査．丸尾
敏夫編，眼科診療プラクティス 4　斜視診
療の実際，98-101，文光堂，東京，1993．

　　例 4 ） Duke-Elder SS & Abrams D: Ophthalmic 
optics and refraction. In:System of 
Ophthlmology, 406-408, Henry Kimpton, 
London, 1970.

13.   著者校正は，原則として 1 回とします。印刷ミス
の校正を主とし，字句の加筆，削除，変更はでき
るだけ避けて下さい。大幅な改変はできません。

14.   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。

15.   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。



日本眼光学学会　奨励賞規定

第1条
日本眼光学学会において，優秀な若手研究者を育成し，その活動を助成することを目的として学術奨励賞（以
下「奨励賞」という）を設けるものとし，以下の定めに従い表彰する。

第 2条
次の各号所定の用件をすべて充たす者に対して奨励賞を授与する。
　1 ）日本眼光学学会の会員資格を有する者
　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 ～ 4 号のいずれかに原著論文として掲

載された筆頭著者
　3 ）掲載された年の 12 月末時点において満 40 歳以下の者
　4 ）過去に学術奨励賞受賞歴のない者

第 3条
論文賞の授与は，原則として毎年 2 件を限度として，総会において理事長がこれを行う。

第 4条
奨励賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
　（1） 賞状
　（2） 研究助成金

第 5条
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。

第 6条
この規定の改廃は，理事会の決議をもって行う。

付則
この規定は､ 平成 21 年 1 月 1 日から施行する。



日本眼光学学会　学術論文賞規定

第1条
日本眼光学学会において，研究活動を助成することを目的として学術論文賞（以下 ｢論文賞｣ という）を設け
るものとし，以下の定めに従い顕著な研究成果を挙げた学会員を表彰する。

第 2条
論文賞受賞者は､ 次の各号所定の要件をすべて充たす者に対し，編集委員会で決定する。
　1 ）眼光学に関する研究成果が，当該論文賞授与前年に発行された学会刊行物に掲載された原著論文の筆頭著者
　2 ）自薦あるいは大学教授，編集委員による他薦があった者
　3 ）刊行された原著論文が編集委員会における審査により，とくに優秀と評価された者
　4 ）論文刊行時に日本眼光学学会の会員資格を有する者
　5 ）論文掲載年の 12 月末時点において満 50 歳以下の者
　6 ）過去に論文賞受賞暦のない者

第 3条
論文賞の授与は，原則として毎年 1 件とし，総会において理事長がこれを行う。

第 4条
論文賞授与者に対しては､ 次の各号のものを与える。
　（1） 賞状
　（2） 研究助成金

第 5条
論文賞受賞者は受賞年の日本眼光学学会時に記念講演を行う。

第 6条
この賞の規定に関する審議および決定は日本眼光学学会常任理事会が行う。

付則
この規定は､ 平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
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2013 年 6 月

会　　　報

【会場が変更になりました】

【日　時】2013年8月3日（土）　　9：30 ～ 17：40
4日（日）　　9：00 ～ 15：55　2日間

本チュートリアルの趣旨と特長
　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，世界的に見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。
　今回で第6回目を迎えますが，既に約800名の方が受講され，たいへん好評を博して
おります。本年度も，前回アンケート結果をふまえて眼科医，視能訓練士向けの内容と
しておりますが，オプティカルエンジニアの方にも有益な内容となっておりますので，
ぜひより多くの方のご参加をお待ちしております。

☆昨年度のアンケートより（一部抜粋）
・ 学会に参加するよりも臨床的で，基礎の復習から実践までと，わかりやすかったです。
・  大変興味深い内容ばかりで参加してよかったです。基礎からご講義頂いたので，他の
スタッフにも参加を薦めたいと思います。

・  基礎光学については噛み砕いて説明して頂き，難しかったですが楽しく聴くことがで
き，大変勉強になりました。

・  今回2回目の参加でしたが，前回の時は理解出来なかった内容が，今回は理解するこ
とが出来て，とても勉強になりました。

2013 眼光学チュートリアルセミナー 講義内容

8

月

3

日

（土）

9：30
｜
9：45

オリエンテーション
　画像診断と機能検査の関係など
  大阪大学 大学院医学系研究科 病態制御医学専攻 感覚機能形成学 教授
  不二門　尚氏

9：45
｜

10：45

視力とコントラスト感度
　加齢により光学系が劣化しても，視力は通常は1.0に保たれるが，より鋭敏な指
標としてコントラスト感度は低下する。視力，コントラスト感度の測定法，中枢
機構などについてまとめる。
  大阪大学 大学院医学系研究科 病態制御医学専攻 感覚機能形成学 教授
  不二門　尚氏

（休憩10分）

10：55
｜

11：45

光学基礎（1）幾何光学
　光を光線として捉え，レンズでの結像や光線収差について，眼鏡レンズやコン
タクトレンズとの関係と共に，図を多用して説明していく。
  一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会　関谷尊臣氏

2013 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 －
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8

月

3

日

（土）

11：45
｜

12：35

他覚的屈折検査
　他覚的屈折検査装置として最も多く使われているオートレフと，近年普及しつ
つある波面センサーの測定原理とについて，光学の観点から分かりやすく解説す
る。また，測定結果から分ること，等，自覚的な測定との違いを含めて，実際の
臨床現場で知っておくと役立つ知識にも触れる。
  学校法人・専門学校 首都医校 教務部／視能療法学科 教官　小林克彦氏

（昼食60分）

13：35
｜

14：25

補償光学応用による眼底観察
　補償光学を適用した走査型レーザー検眼鏡（AO-SLO）は，眼球光学系全体の
収差を補正し眼底を細胞レベルで観察することが可能である。AO-SLOの仕組み，
網膜血流観察への応用について解説する。
  京都大学 大学院医学研究科 感覚運動系外科学 眼科学 助教　宇治彰人氏

14：25
｜

15：15

光学基礎（2）波面光学と眼内レンズ
　光の波としての性質をもとに，回折型多焦点レンズの原理を説明する。また，
シミュレーション光学像を供覧しながら，収差があるときの多焦点眼内レンズの
適応性，トーリック眼内レンズの回転精度を説明する。
  千葉大学 大学院工学研究科 メディカルシステムコース 准教授　大沼一彦氏

（コーヒーブレイク15分）

15：30
｜

16：30

眼球前部形状の評価装置
　本講演では，前眼部画像診断装置のうち，角膜の光学的特性や角膜形状異常を
評価する角膜トポグラファーや，角膜，隅角，前房の断面形状を測定する前眼部
光干渉断層計についてその原理と実際について説明を行う。
  大阪大学 大学院医学系研究科 視覚情報制御学 寄附講座 教授　前田直之氏

（休憩10分）

16：40
｜

17：40

近視矯正，進行予防
　近視矯正手術はエキシマレーザー屈折矯正手術と有水晶体眼内レンズ手術，非
手術法ではオルソケラトロジーの光学的特徴について解説する。また，近視進行
抑制可能な光学系についても解説してみたい。
  京都府立医科大学 眼科学教室 助教　稗田　牧氏

8

月

4

日

（日）

9：00
｜

10：10

眼内レンズ光学の臨床
　近年臨床使用されている眼内レンズの光学的特徴や検査について，臨床データ
を交えながら解説する。
  慶應義塾大学 医学部 眼科学教室 准教授　根岸一乃氏

（休憩10分）

10：20
｜

11：20

眼鏡処方検査
　発達の各段階で留意・重視されるべきポイントおよび，視力，屈折，調節，両
眼視などの諸視機能の連携を考慮した眼鏡処方度決定の考え方について解説した
い。眼鏡処方に必要な光学，レンズなどの知識についても述べたい。
  医療法人社団 秀光会 理事長／かわばた眼科　川端秀仁氏

（休憩10分）

11：30
｜

12：30

ロービジョンエイドの光学（拡大率など）
　ロービジョンの患者の多くは視覚対象の光学的な拡大を必要としている。拡大
の効果，適切な拡大率を求める方法とその拡大率を実現する方法，等価屈折力，
患者が遭遇する多様な視環境に対応する方法を説明する。
  東京女子大学 現代教養学部 人間科学科 コミュニケーション専攻 教授
  小田浩一氏

（昼食60分）

13：30
｜

14：30

眼球後部構造の評価装置（OCTによる眼球後部構造評価の今後）
　OCTは眼底病変の断面を光学組織切片のように画像化する器械である。網膜外
来では診断と治療の評価に不可欠の存在になっている。OCTの原理とその臨床応
用について解説する。
  群馬大学 医学部 眼科学 教授　岸　章治氏

（コーヒーブレイク15分）
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8
月
4
日

（日）

14：45
｜

15：55

眼球構造の観察・治療装置（眼底カメラ，眼科手術顕微鏡・細隙灯顕微鏡）
　眼底カメラの基本構造，カラー・蛍光眼底撮影，走査型レーザー撮影装置
（SLO）のメカニズムについてわかりやすく解説する。また，手術顕微鏡や細隙
灯顕微鏡を用いた眼底観察光学系について，各種の前置レンズと観察される眼底
像の違いについてわかりやすく述べる。
  国立病院機構東京医療センター 眼科 医長　野田　徹氏

※本カリキュラムは講師の都合により，変更する場合がございます。

【スケジュール】上記をご覧ください。（多少の変更はご了解下さい）
　　　　　 ※JOEMのホームページからもご覧頂けます。URL：http://www.joem.or.jp/
【主　　催】 日本眼光学学会（日眼生涯教育事業認定）＆ 一般社団法人日本オプトメカト

ロニクス協会（JOEM）
【後　　援】公益社団法人日本視能訓練士協会（生涯教育認定事業）
【会　　場】機械振興会館地下2階ホール（東京都港区芝公園3－5－8）
　　　　　 （アクセス　http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html）
【交　　通】【地下鉄】東京メトロ日比谷線（神谷町駅下車　徒歩8分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄三田線（御成門駅下車　徒歩8分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄大江戸線（赤羽橋駅下車　徒歩10分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄浅草線・大江戸線（大門駅下車　徒歩10分）
　　　　　 【ＪＲ】　 山手線・京浜東北線（浜松町駅下車　徒歩15分）
　　　　　 【東京モノレール】浜松町駅下車　徒歩15分
【参 加 費】日本眼光学学会会員：25,000円　　JOEM会員：25,000円
　　　　　 （公社）日本視能訓練士協会正会員：15,000円　　研修医／学生：15,000円
　　　　　 一般：30,000円  （テキスト代，消費税込）

【申込期限】2013年7月26日（金）まで（定員（200名）になり次第締め切ります。）
【申込方法】お申込みフォームは下記のURLからお入りください。
　　　　　 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ご郵送いたします。
　　　　　　 http://www.joem.or.jp/moushikomi（g）.htm
【振 込 先】口 座 名：一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
　　　　　 取引銀行：みずほ銀行　神谷町支店　普通預金　2187994
【申込先及び問合せ先】
　　　　　 一般社団法人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
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第 49回日本眼光学学会総会

会　期：2013 年 9 月 7 日 （土）～ 8 日 （日）
会　場：ウェスティン都ホテル京都
　　　　〒605-0052　京都市東山区三条けあげ　TEL：075-771-7111
　　　　FAX：075-751-2490
会　長：吉村長久（京都大学大学院医学研究科眼科学）
主　催：京都大学大学院医学研究科眼科学
　　　　〒 606-8507　京都市左京区聖護院川原町 54　　TEL：075-751-3248
　　　　FAX：075-752-0933
ホームページ：http://49jsoo.jtbcom.co.jp/
プログラム（予定）：
　特別講演　不二門　尚（大阪大）
　シンポジウム
　教育講演
　症例検討
　学術奨励賞受賞講演
　一般口演
　共催セミナー
　機器展示，書籍展示
演題募集：2013 年 5 月 30 日（木）11：00
申込み方法：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，本総会ホームページ（http：//49jsoo.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧ください。
事前登録〆切日（予定）：2013 年 7 月 4 日 （木）当日消印有効 （円）

区分 事前登録 当日登録

会員 12,000 15,000

非会員・企業 14,000 18,000

研修医※ 1，2・大学院生※ 2・コメディカル※ 2 5,000 8,000

事務局：第 49 回日本眼光学学会
　　　　株式会社 JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局内
　　　　〒 530-0001　大阪市北区梅田 3-3-10　梅田ダイビル 4F
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105
　　　　E-mail：49jsoo ＠ jtbcom.co.jp

第 61回日本臨床視覚電気生理学会

会　期：2013 年 10 月 4 日 （金） ～ 5 日 （土）
会　長：不二門　尚（大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学）
　　　　〒565-0871　吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　TEL： 06-6879-3941  FAX： 06-6879-3948
会　場：千里ライフサイエンスセンター　URL: http://www.senrilc.co.jp/
　　　　〒560-0082　豊中市新千里東町 1-4-2
　　　　TEL：06-6873-2010　FAX：06-6873-2011



（ 13 ）

2013 年 6 月

学会ホームページ：http://web.apollon.nta.co.jp/jscev61/
プログラム（予定）：
・招待講演：「人工網膜ドイツグループの現況（仮題）」 Florian Gekeler（Tuebingen Univ）
・韓日合同シンポジウム：
　　　　　　「Retinal degeneration-physiology, pathogenesis, and reconstruction」

古川貴久（大阪大），Yongsook Goo（Chungbuk National Univ）
Jong-Mo Seo（Seoul National Univ），不二門　尚（大阪大）

・シンポジウム：「網膜神経保護の Strategy（仮題）」
・教育講演：「分かりやすい ERG（仮題）」
・一般口演，共催セミナー
演題募集期間：2013 年 5 月 13 日（月）～ 7 月 12 日（金）
　詳細は，本学会ホームページ（http://web.apollon.nta.co.jp/jscev61/）の演題募集ページをご覧ください。

登録料： （円）

区分 事前登録 当日登録

医師（会員，非会員） 12,000 15,000

コメディカル 4,000 5,000

上記以外 12,000 15,000

事前登録〆切日：2013 年 8 月 30 日 （金）
オンラインによる事前登録申込または当日登録：
　詳細は，本学会ホームページ（http://web.apollon.nta.co.jp/jscev61/）の参加案内ページをご覧ください。

本学会に関するお問合せ
・学会事務局：〒565-0871　吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会
　　　　　　　Tel：06-6879-3941　Fax：06-6879-3948
・運営事務局：〒 530-0001　大阪市北区梅田 1-11-4　大阪駅前第 4 ビル 5 階 
　　　　　　　㈱日本旅行 西日本 MICE 営業部　企画営業部　制作チーム
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会運営事務局　
　　　　　　　Tel：06-6342-0212　Fax：06-6342-0214　E-mail: jscev_61@nta.co.jp

第 32回日本眼腫瘍学会（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 59150）

第 29回日本眼窩疾患シンポジウム（日本眼科学会専門医制度生涯教育認定事業 02416）

会　期：2014 年 7 月 11 日（金）～ 13 日（日）
　　　　第 32 回日本眼腫瘍学会　　　　　　2014 年 7 月 11 日（金）午後～ 12 日（土）午前（予定）
　　　　第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム　2014 年 7 月 12 日（土）午後～ 13 日（日）午前（予定）
会　場：プレスタワー　静岡新聞ホール
　　　　住所：〒 430-0927　浜松市中区旭町 11-1　17F
　　　　問合先：静岡新聞社・静岡放送 21 世紀倶楽部　TEL：053-455-2001
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【第 32 回日本眼腫瘍学会】
会　長：辻　英貴（がん研有明病院眼科部長）
事務局：がん研有明病院
　　　　〒135-8550　東京都江東区有明 3-8-31 （臨海副都心）
　　　　TEL：03-3520-0111 （大代表） 　FAX：03-3520-0141
　　　　担当；辻　英貴，小野崎　操

【第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム】
会　長：嘉鳥信忠（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科部長）
事務局：聖隷浜松病院
　　　　〒430-8558　浜松市中区住吉 2-12-12
　　　　TEL：053-474-2753（学術広報室）　FAX：053-471-6050（代表）
　　　　担当；笠井健一郎，今田景子，森田恵美子
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学 会 会 合 案 内
◆　2013 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

7/5（金）～
7/8（月）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2013

Suzhou, China Cong Yu, Organizing committee chair
E-mail: yucong@pku.edu.cn
URL: http://www.apcv2013.org/

2013/4/15

7/24（水）～
7/26（金）

日本視覚学会 2013 年
夏季大会

札幌市立大学桑園キャン
パス（北海道札幌市中央
区）

日本視覚学会 2013 年夏季大会 ヘルプ
デスク
FAX：03-5227-8632
E-mail：vision-webpost@bunken.co.jp
URL: http://faculty1.scu.ac.jp/vsj2013s/

2013/5/29

8/25（日）～
8/29（木）

European Conference on 
Visual Perception （ECVP）

Bremen Exhibition and 
Conference Centre, 
Bremen Germany

E-mail: contact2013@ecvp.uni-bremen.de..
URL: http://www.ecvp.uni-bremen.de/ 2013/3/24

9/16（月）～
9/20（金）

2013 年応用物理学会
秋季講演会

同志社大学 京田辺キャン
パス（京都府京田辺市）

㈳ 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

2013/8/31

10/4（金）～
10/6（日）

Fall Vision Meeting 2013 University of Houston 
College of Optometry, 
Houston, TX, USA

Joseph Carroll
Chair, Vision and Color Technical 
Division
E-mail: jcarroll@mcw.edu
URL:  http://www.osavisionmeeting.

org/2013/conf/index.php

2013/7/15

10/6（日）～
10/10（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2013（OSA）

Hilton Bonnet Creek, 
Orlando, FL

General Attendee Information
c/o OSA Customer Service - FiO/LS 
Management
E-mail: custserv@osa.org
URL: http://www.frontiersinoptics.com/

2013/5/6

10/31（木）～
11/3（日）

第 67 回日本臨床眼科学会
総会

パシフィコ横浜（神奈川
県横浜市）

株式会社コングレ
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: ringan2013@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/ringan2013/

2013/5/7

11/12（火）～
11/14（木）

Optics & Photonics Japan 
2013

奈良県新公会堂（奈良県奈
良市）

Optics & Photonics Japan 2013 事務局
TEL: 03-5925-2840
FAX: 03-5925-2913
E-mail: opj ＠ opt-j.com
URL: http://osj-jsap.jp/opj/opj2013/

2013/8/9

11/16（土）～
11/19（火）

AAO Annual Meeting 
2013

Ernest N. Morial 
Convention Center, New 
Orleans, LA

E-mail: meetings@aao.org
URL: http://www.aao.org/meetings/
annual_meeting/neworleans.cfm

2013/4/9
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◆　2014 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/17（金）～
1/19（日）

第 37 回日本眼科手術学会
総会

京都国際会館（京都市左
京区）

株式会社コンベンションリンケージ内
TEL: 03-3263-8688
FAX: 03-3263-8693
E-mail: jsos37@c-linkage.co.jp
URL: https://www.jsos.jp/jsos37

2013/8/16

2/1（土）～
2/6（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

The Moscone Center
San Francisco, CA, USA

E-mail:  Annie Gerstl (AnnieG@spie.org) 
or Jane Lindelof (JaneL@spie.org)

URL: http://spie.org/x13196.xml
2013/7/22

3/17（月）～
3/20（木）

2014 年応用物理学会
春季講演会

青山学院大学（神奈川県
相模原市）

㈳ 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

4/2（水）～
4/6（日）

第 118 回日本眼科学会総会 東京国際フォーラム
（東京都千代田区）

株式会社コングレ内
TEL: 03-5216-5318
FAX: 03-5216-5552
E-mail: jos2014@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jos2014/

5/4（日）～
5/8（木）

The Association for 
Research in Vision and 
Ophthalmology (ARVO) 
Annual Meeting

Orlando, FL, USA The Association for Research in 
Vision and Ophthalmology
E-mail: arvo@arvo.org
URL: http://www.arvo.org

5/16（金）～
5/21（水）

Vision Sciences Society 
Annual Meeting

Tradewinds Island Resorts
St. Pete Beach, FL, USA

Vision Sciences Society
E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org
URL:  http://www.visionsciences.org/

meeting.html

6/8（日）～
6/13（金）

CLEO 2014 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, USA

c/o OSA Customer Service - CLEO/
QELS Management
E-mail: custserv@osa.org
Tel: +1 202.416.1907
URL: http://www.cleoconference.org/
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日本眼光学学会 2013年第 1回常任理事会議事録

日　時：2013 年 4 月 6 日（土）11：50 ～ 13：20
場　所：東京フォーラム G 棟　G504
出席者：魚里　博，大鹿哲郎，大沼一彦，川守田拓志，小林克彦，根岸一乃，長谷部　聡，不二門　尚，
　　　　松本富美子，三橋俊文，石子智士（吉田晃敏代理）
 事務局　三宅啓子，瀧内咲智子　　計 13 名
欠席者：なし （50 音順・敬称略）

議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．選挙結果の報告
　　2012 年 7 月 27 日 （金）～ 8 月 20 日 （金）22 名の立候補があった。
　　11 月 7 日に可児一孝，西信元嗣，中谷　一委員立会の下，開票が行われた。
　　その結果以下の 20 名が新理事に選ばれた。
　　医師：大鹿哲郎，大野京子，梶田雅義，根岸一乃，長谷部　聡，不二門　尚，前田直之，村上　晶，
　　　　　吉田晃敏，吉村長久
　　理工学系：魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，河原哲夫，小林克彦，斎田真也，三橋俊文，吉澤達也
　　視能訓練士：川守田拓志，松本富美子
　　続いて 12 月 17 日（月）に理事長選挙開票を行ったところ，不二門　尚が選ばれた。
　　常任理事の役割分担は以下のとおりである。
　　　　理事長 不二門　尚
　　　　副理事長（庶務） 大沼一彦
　　　　編集担当 三橋俊文
　　　　多施設研究担当 魚里　博
　　　　渉外担当 大鹿哲郎
　　　　広報（HP）担当 川守田拓志
　　　　会計担当 小林克彦
　　　　企画（前眼部）担当 根岸一乃
　　　　企画（近視）担当 長谷部　聡
　　　　視能訓練士担当 松本富美子
　　　　企画（後眼部）担当 吉田晃敏
2 ．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
　　　（2013 年 3 月 16 日現在） 正会員 502 名（うち名誉会員 33 名）・法人会員 23 社
 購読会員 19 箇所，寄贈 9 箇所
3 ．学会開催について
　　 1 ）第 48 回日本眼光学学会の収支報告 （不二門理事長）
　　　　531 名の参加者であった。過不足なく終了した。
　　 2 ）第 49 回日本眼光学学会の現況報告 （不二門理事長）
　　　　・日時：2013 年 9 月 7 日（土）・8 日（日）
　　　　・会場：ウェスティン都ホテル京都
　　　　　　　　〒605-0052　京都市東山区三条けあげ
　　　　　　　　TEL：075-771-7111　FAX：075-751-2490
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視覚の科学　第34巻第 2 号

　　　　・会長：吉村長久（京都大学）
　　　　　特別講演　不二門　尚
　　　　　 教育講演として OCT，近視，加齢黄斑変性，網膜，神経の 5 つを，症例検討として希少網膜疾患，

加齢黄斑変性，緑内障の 3 つを，シンポジウムとして近視進行予防のストラテジー，眼光学から考
える眼科手術の QOV，メラノプシンとロービジョンの 3 つを取り上げる。

　　 3 ）第 50 回日本眼光学学会の現況報告
　　　　・日時：2014 年 9 月 6 日（土）・7 日（日）
　　　　・会場：金沢工業大学
　　　　　　　　〒924-0838　石川県白山市八束穂 3-1
　　　　　　　　TEL：076-274-8250　FAX：076-274-8251
　　　　・会長：吉澤達也（金沢工業大学）
　　　　　50 回の記念の学会である。
4 ．「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　　・2013 年度第 34 巻 1 号から 4 号の発行予定
　　　 1 ）発行時期：1 号 4 月発行予定（少し遅れている）
　　　　　　　　　　2 号 6 月末予定
　　　　　　　　　　3 号 9 月末予定
　　　　　　　　　　4 号 12 月末予定
　　　 2 ）1 号の概要：総説 1 件 両眼視の病理と眼科診療 長谷部　聡
　　　　　　　　　　　原著 1 件 新しい瞳孔視野視標の考案 衣川　龍
　　　　　　　　　　　トピックス 2 件 ①図解　Swept Source OCT の測定原理と臨床応用 大沼一彦
 ②手術用顕微鏡の光学と今後の発展 横濱　陽
　　　　　　　　　　　留学印象記 1 件 大脳視覚野 fMRI 研究 増田洋一郎
　　　　　　　　　　　学会印象記 1 件 第 53 回日本視能矯正学会 松本富美子
5 ．ホームページについて （川守田常任理事）
　　　査読システムを web で行っている。
　　　電子ジャーナルは J-STAGE を使うつもりである。
6 ．学術奨励賞の推薦依頼について
　　・33 巻の 4 号が発刊されたので，すでに依頼状を発送した。
　　　　無記名投票であるので，二重封筒にして返信できるように再度発送する。
　　　　来年からは論文賞　1 名，学術奨励賞　1 名を選ぶ。
7 ．2013 眼科チュートリアルセミナー （小林常任理事）
　　　場所を変更したので，コストダウンになる。
8 ．多施設研究報告について （魚里常任理事）
　　　視力表は昔から変わっていない。ISO のドラフトがすでに動いている。
　　　 国際的な流れ，世界の現状を知らせてはどうかという意見が出された。各施設での視力の測定値が，標

準的視力表での測定値とどの程度ずれるかを多施設研究で調査してはどうかという意見も出された。
◆協議事項
1 ．2012 年度会計報告
　　　広告料はがんばって集めたので増額。著者負担金は投稿論文が多かったので増額。
　　　雑収入は多施設研究の残金の戻り。
　　　著者負担を少なくしてはどうか。
2 ．2013 年度予算案
　　　個人会費は 7000 円に値上げしたため増額。
　　　海外招待者の交通費として 50 万円を補助することになった。
3 ．2013 年度事業計画
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　　　例年と変わらない。
4 ．学会誌「視覚の科学」の電子化について
　　　可児先生が PDF にしてすべてお持ちと伺っている。
　　　J-STAGE だと医学系も多く，皆にみてもらえる。
　　　学会誌とは別に会報のようなものを紙ベースで年に 2 回くらい発刊する。
5 ．日本眼光学学会 50 周年について
　　　紙ベースの最後の今年の 4 号に 50 周年記念として所先生，魚里先生などに原稿を依頼する。
6 ．2015 年の日本眼光学学会総会長について
　　　長谷部先生にお願いしたい。持ち帰って検討することになった。
7 ．基礎と臨床を融合するような日本眼光学学会主催のシンポジウムについて
　　　学会総会またはシンポジウムの招待演者に対して 50 万円を補助する。
8 ．次回常任理事会の開催について
　　　2013 年の日本眼光学学会会期中 9 月 6 日（金）15：00 ～編集委員会，16：30 ～常任理事会を予定している。
9 ．その他
　　　 日本眼光学学会が後援する形で，日本臨床眼科学会で INSTRUCTION COURSE を過去数年間行ってき

た。昨年長谷部先生が担当し，良い評価を受けたが，本年はもう少し基礎的な話を入れたインストラクショ
ンコースを行ってはどうかという提案がなされた。インストラクションコースで過去に根岸先生に基礎
的なことも入れたコースを企画していただいたが，参加者の評価があまり高くなかった。

　　　 本年から SIG が一般公募されるので，過去に屈折調節研究会を日本臨床眼科学会の専門別研究会で行っ
てきた経緯も踏まえ，新たに日本眼光学学会として SIG に応募してはどうかという意見が出された。



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 (072-623-6060)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：〒567－0047　茨木市美穂ケ丘 3－6－302　日本眼科紀要会内
 日本眼光学学会事務局 TEL　072－623－7878　　FAX　072－623－6060
  E-mail   folia@hcn.zaq.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

〒

〒


