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巻

頭

言

生体画像診断の進歩と眼光学
不二門

尚

（大阪大学大学院医学系研究科・感覚機能形成学）

近年の生体画像計測（in vivo imaging）の進歩は著しく，基礎医学の分野においても，分子レベルの変化を生体で
画像として捉える技術が break through になりそうだと注目されている。コンピュータの容量の増大，高速化が最も
大きな要素と思われるが，CCD（charge-coupled device）の高感度化，ミラーを含む光学系の総合的進歩が重要な要
素になったと思われる。
眼科領域でも画像診断技術の進歩は著しく，Fourier domain optical coherence tomography による網膜断面の高精細
画像は，解剖学の教科書をみるようで眼を見張るものがある。眼科臨床の break になる技術と確信され，今後の発展
が期待される。私が関係している分野としては，波面収差解析，補償光学眼底カメラ，網膜機能画像などが挙げられ
る。これらの画期的な技術の開発は，光学技術者の貢献が大であるが，工学（光学）サイドと医学サイドが fifty-fifty
でタイアップできる体制を作ることが，break を生むために必要と思われる。
単眼複視が何故起こるのか長い間疑問に思っていたが，波面センサーの開発により，高次収差の相互作用でこれを
説明できることがわかった。補償光学眼底カメラは視細胞の障害が黄斑部の限局した領域にあり，正常部と異常部の
境界が明確な症例で有効であろうと感じていたが，中心窩の微小円孔（microhole）の症例で，確かにこのカメラが有
効であることがわかった。人工網膜の分解能を網膜レベルで画像として評価したいと思い，網膜機能画像装置を共同
開発した結果，動物眼ではあるが分解能を評価することが可能になった。
網膜機能画像は，電気生理学的検査と比較して，時間分解能は劣るが空間解像度は優っており，両者を併用するこ
とで機能も含めた網膜の精密解析ができる可能性がある。本年の眼光学学会は，網膜画像診断の画期的進歩を受けて，
日本臨床視覚電気生理学会と共同開催することになった。境界領域から新たな break が生まれることが期待される。
近年の医学研究の問題点の一環として，光学技術も Big Science になりつつあるということがある。大きな予算を
とり，集中的に人材と機器を投入できる研究機関が勝利する構図ができると，個人の創意工夫が活かせる余地が少な
くなり，Science としての面白みが少なくなる。幸い（？）なことに，機能を欲張った巨大な器械は結局臨床に役に立
たないことが多い。光学計測は日本の得意分野なので，工学サイドと医学サイドが協力して，小粒で気が利いた光学
計測装置を開発し，世界に発信できればと感じるこの頃である。
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総

説

不正乱視の基礎と臨床研究（4 − 1）
色収差の基礎
大沼一彦
国立大学法人千葉大学大学院工学研究科

Fundamentals of Irregular Astigmatism and Clinical
Research (4-1)
Chromatic Aberration
Kazuhiko Ohnuma
Graduate School of Engineering, National University Corporation Chiba University
今回は色収差を取り上げる。波長によって屈折率が異なることを分散というが，分散から説明して色収差
を打ち消す方法，アッベ数についての基本的な事項について述べる。次に，眼球光学系の色収差に関する今
までの研究成果をまとめて紹介する。更に，これらのデータを基に色収差の網膜像への影響を，非球面眼内
レンズ（IOL）と色消し IOL の場合について，シミュレーション網膜像によって示す。更に，網膜-大脳系
の処理を加えて，知覚される像を推定する。これより，球面収差と色収差により像のコントラストが低下す
るが，焦点の合う範囲が広がることが実感できると思われる。
（視覚の科学 29: 3 −11，2008）
キーワード：色収差，球面収差，色消しレンズ，アッベ数，マッハ効果

Chromatic aberration, addressed in this study is based on the character of dispersion of material,
of meaning that refractive index changes with wavelength. Fundamental knowledge of dispersion, the
method of negating chromatic aberration, and the Abbe number are explained. The results of
researches into chromatic aberration of the eye’s optical system are then introduced collectively. Also
shown are simulated retinal images of eyes with aspheric IOL and achromatic IOL based on the results
of these researches. From presumably perceived images, it was found that spherical aberration and
chromatic aberration decrease image contrast and increase depth of field.
(Jpn J Vis Sci 29: 3-11, 2008)
Key Words : Chromatic aberration, Spherical aberration, Achromatic lens, Abbe number, Mach effect

1. は

じ

め

プネスを減少させることを示している。更に，この

に

四つのレンズのなかでは，総合的に判断するとテク

最近，眼内レンズ（以下 IOL）の分野で色収差が
話題になっている。Franchini 1 ）は球面収差と色収差

ニスがよいと報告している。ただ，彼の報告では，
どのようによいのか実感しにくい。

の違う四つの IOL の比較を，モノクロ point spread

また，Lopez-Gil ら 2 ）は眼球光学系の球面収差と色

function（以下 PSF），Strehl ratio を用いて評価する

収差を補正する回折型の IOL を示し，modulation

シミュレーション実験を行った。その結果は球面収

transfer function（以下 MTF）の評価により，コント

差と色収差は焦点深度を大きくするが，画像のシャー

ラストが高くなるように改善されるであろうことを

別刷請求先 ： 263–8522 千葉市稲毛区弥生町 1– 33 国立大学法人千葉大学大学院工学研究科 大沼一彦
（2008 年 1 月 29 日受理）
Reprint requests to: Kazuhiko Ohnuma Graduate School of Engineering, National Univ Corporation Chiba Univ
1–33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba 263–8522, Japan
(Received and accepted January 29, 2008)
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辺部で波長の差が像倍率の違いとなってあらわれる

報告している。
しかし，このような眼球光学系では，特定の距離

「倍率色収差」（chromatic difference of magnification）

だけが優れたコントラストで見えるが，他の距離で

の二つがある。その様子を図 1 に示す。軸上色収差

は，どのように見えるかの考察が足りない。ここで

は色のにじみとして，また倍率色収差は画面周辺部

は，網膜像，知覚像について求めて供覧することで，

での色ズレ現象（線が色の縁どりをもつ）としてあ

色収差の理解を深めたいと考える。

らわれる。なお，軸上色収差を縦（画面に対して縦

さて，色収差が起きる原因は波長によって物質の

方向という意味）の色収差（longitudinal chromatic

屈折率が異なるためである。これを分散と呼び，そ

aberration），倍率色収差を横（光軸中心に対して横

の大きさはアッベ数で示される。色収差には，縦と

方 向 と い う 意 味 ） の 色 収 差 （ lateral chromatic

横の色収差があるが，ここでは主に縦の色収差を取

aberration）とも呼ぶ。
色収差は屈折率が波長によって異なるために生じ

り上げて基本的なことを説明する。
次に，人眼には可視域で約 2D の色収差があり，短

る。このことを分散と呼ぶ。そのため，図 1 に示す

波長，長波長の網膜上の光学像はぼけているが，明

ように，空気中に置かれた凸レンズに白色光が入射

るさとして感じる仕組みのなかで，短波長，長波長

すると，青色光の焦点が赤色光よりも短いことにな

の像には重みをおかないような工夫（分光感度分布）

る。

が像のコントラスト低下を防いでいるなど，今まで

それでは，なぜ屈折率が波長によって異なるので

報告されている眼球光学系における色収差の研究結

あろうか。ここでは正確さには多少目をつむって説

果をまとめて示す。

明する。図 2 に示すのは，空気中から水に光が入射

最後に，それらのデータを基に，非球面 IOL 挿入

して折れ曲がる様子を示している。その横に，水分子

眼，色消し IOL 挿入眼の場合において，波長ごとの

（原子）の中の電子 1 個についてのバネのモデルを示

網膜像，知覚される明るさの像がどのようになるの

す 3 ）。これは，電子が原子核にとらわれている様子を

かを示す。これらより，球面収差，色収差が，解像

示している。ここに光が入射すると，光は電磁波な

して見える範囲を広げているのが理解されると思う。

ので，電子の周りの電場はプラスマイナスに変化す

ただ，そのために像のコントラストは低下すること

ることになる。この電気的な変化にマイナスの電荷

になるが。

をもつ電子は引き付けられたり，離されたりする。
そのスピードは光の振動に依存しているが，図 3 に

2. 色収差と分散

示すように，原子核に束縛されているので光と同じ

色収差には光軸上の焦点位置が異なる「軸上色収

ようには動けず，少し遅れが生じている。このこと

差」（axial chromatic aberration）と，とくに画面周

を位相のズレがあるという 4 ）。この位相のズレは，赤

軸外の点
青

軸上色収差
（縦色収差）
緑

バネのモデル

空気

赤

光

光軸
平行光

図1

赤
緑
青
倍率色収差
（横色収差）

電子

原子核

水
分子、原子

色収差
軸上色収差（縦色収差）と軸外の倍率色収差
（横色収差）

図2
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色収差の基礎・大沼一彦

い光よりも，早く振動する青い光のときが大きくな

では遅いので，折れ曲がることになる。この折れ曲

る。バネに束縛されているものを早く動かそうとし

がり方が赤よりも青の方が大きいことになる。また，

ても，そうはいかないのである。このように振動し

この図からスネルの法則が導かれる。

ている電子からは光が発する。入射してきた光と同

3. 色消しとアッベ数

じ振動数である。しかし，位相が遅れている。そこ
で，図 4 に示すように，この入射してきた光と電子

次に，屈折型のレンズを使った色消しについて説

から出てくる光が重なり合って干渉を起こす。その

明する 5 ）（http://www7a.biglobe.ne.jp/˜tomoyu/

結果，入射光よりもピークの位置がずれることなる。

hgopt/index.html 高校生のための光学設計講座）。縦

これは，物質がないときよりも遅れたことになる。

の色収差についての補正である。

つまり，水の中に光が入ると遅くなったとみることが

空気中に置かれた屈折率 n で，両面の曲率半径が

できる。この遅くなり方が青い光の方が大きいので

r1 と r2 のレンズのパワーの式は，
1
1
D＝(n−1)(
−
)
r1
r2 と与えられる。ここで，形

ある。角度をもった屈折のことを考えると，図 5 の
ように，同じ時間に進む距離が空気中よりも水の中

1
1
に関するところを A＝( r − r ) とおくと，
1
2
バネについた重りは固有の振動数

D＝A(n−1)となる。

ωOをもつ

さて，二つの形状と屈折率の異なる屈折型のレン
ズで色消しができる条件を求めてみよう。ここでは，
色消しは二つの異なる波長で，同じ焦点距離をもつよ
電子からの光

うに，つまり同じパワーとなるようにすることである。
波長は，青の F 線（486.1nm），緑の e 線（546.1nm）
，
赤の C 線（656.3nm）を考える。それぞれの波長で
のレンズの屈折率を n 1F，n 1e，n 1C と n 2F，n 2 e，n 2C と

入射光

位相

する。また，パワーを D1F，D1e，D1C，D2F，D2e，D2C
とすると，D1F ＝ A1(n1F − 1)，D1e ＝ A1(n1e − 1)，D1C ＝

時間

図3

A 1 (n 1C − 1)，D 2F ＝ A 2 (n 2F − 1)，D 2 e ＝ A 2 (n 2 e − 1)，

光が入射したときの電子の振動
入射した光に，少し時間に遅れのある光が電子から
発している。

D2C ＝ A2(n2C − 1) となる。
薄肉レンズの場合で，二つのレンズを隣接して置
いた場合のパワーは二つのレンズの和となる。その
条件での色消しの条件は青と赤の波長でパワーが同

時間のずれ
空気 n＝1

2.5
2

同位相面（波の高いところ）

1.5
1

同じ時間進む距離

θ1

0.5
0
-0.5 0
-1

100

200

300

400

500

600

時間

θ2

-1.5
-2

水

-2.5

図4

入射光と電子からの光の重なり合い
重なることで，ピークの到達が遅くなる。つまり，
物質の中では，光は遅く進む。
−
−−：入射光， −
−−：電子からの光， −−−−：合成光
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図5

n＝1.33

屈折におけるスネルの法則
空気中を伝搬する光と水の中を伝搬す光では，進行
する速さに違いがあるので，屈折する。水中では光
の進行速度が遅くなる。
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じになればよいので，D1F ＋ D2F ＝ D1C ＋ D2C となる。

これは眼鏡レンズではとても大切なことで，薄い平

この式に上の式を代入すると，

面的な眼鏡レンズを目指して屈折率の高いプラスチッ

A 1(n 1F − 1)＋ A 2(n 2F − 1)＝ A1(n1C − 1)＋ A2(n2C − 1)

クを作ると，どうしてもアッベ数を大きくすること
が難しく，このあたりが眼鏡レンズ素材作製の苦労

となる。この式を整理すると，
A1(n1F − n1C)＝−A2(n2F − n2C)となる。これが色消し

するところである。
凹レンズを使わない色消しの方法に，図 7 に示す

の条件であるが，更に式を展開してみると，A 1 と A 2

ように回折型のレンズを使う方法がある。回折では，

は d 線のパワーの式から
D1e
D2e
A1＝
， A2＝
(n1d−1)
(n2d−1) とあらわせるので，
D1e
(n1d−1)

(n1F−n1C)＝−

D2e
(n2d−1)

屈折と逆に赤の光の方が大きな角度で曲がることに
なるので，屈折と回折を組み合わせることで，色消
しとなる。回折では赤の方が角度が大きいというこ

(n2F−n2C) となる。

とを図 8 を用いて説明する。白色光源から出た光が

ne−1

スリットを通過後，遠くに置かれたスクリーン上で

これをアッベ数 v＝ n −n であらわすと，
F
C
D1e
D2e
＝−
となる。焦点距離で示すと，
v1
v2

空気 n=1

f 1ev 1 ＝−f 2 e v 2 となる。これが焦点距離とアッベ数

n2

の関係となる。この式より，一番目のレンズが凸レ

赤、
青

n1

ンズとすると，アッベ数は負にはならないので，焦
点距離が負の凹レンズを使えばよいことがわかる。
これは図 6 に示すようになる。これで，めでたしめ

r4
r3

r1
r2

でたしであるが，ちょっと注意してほしいのは，色
消しといっても二つの波長について焦点が一致する
だけであり，すべての波長について一致するわけで

色消しレンズ

はないことである。
次に，アッベ数そのものをみると，これが大きい

図6

ということは F 線と C 線の屈折率が近いことを示し
ていて，波長が変わっても屈折率が変わらないこと

屈折レンズの色消し
アッベ数の異なる凸レンズと凹レンズを組み合わせ
ることで，青と赤の波長の焦点距離を同じくするこ
とができる。

を示している。更に，これは焦点距離も波長に依存
していなくて，色収差が少ないことを示している。

青 赤

屈折型

赤
緑
青
白
青
緑
赤

θ

白色光源

青赤

回折

色消しレンズ

干渉

青
赤
波長

回折型
図7

図8

屈折レンズと回折レンズによる色消し
波長が短いほど折れ曲がる屈折と，その逆の作用を
もつ回折を組み合わせることで，色消しができる。
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ヤングの回折実験
白色光源から出た光を，スリットを通過させること
で干渉縞を観察する。このとき，二つのスリットか
らの距離の差が波長の整数倍のとき強めあう。波長
の長い赤の光は青よりも中心より遠くで強めあう。
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D ＝ A(n − 1) を微分すると dD ＝ Adn となり，
D
dD ＝
dn となるので，D が変わると，当然
n−1

干渉を起こしている様子を示している。これは二つ
の穴から出た光が，波長の整数倍のとき（波の山と
山が重なりあう）に強めあうためで，波長が長い赤
の光の方が波長の短い青よりも角度θが大きくなる

dD（色収差）も変わることになる 5 ）。

ことで，強めあうことになるからである。この手法

さて，波長によるデフォーカス以外の収差にも波

を使って，IOL に眼球光学系の色消しの役割をもた

長依存性がある。図 10 7 ）には球面収差の波長ごとの

せると網膜像のコントラストが向上するという理論

データが示してある。この図において，縦軸が入射

2）

的な解析を示す論文が出ている 。

光の光軸からの高さであり，横軸は網膜からの光軸
上での距離である。486nm と 656nm の結果をみると，

4. 眼球光学系の色収差

長波長の方が変化が緩やかであることがわかる。こ

眼球光学系の色収差については，鶴田先生の書籍

れは，波長によって球面収差量が変わることを示し

「光の鉛筆」6 ）にその歴史から測定方法，結果が詳細

ている。他のコマ収差や非点収差についても同様の

に書かれているので，ここでは結果のみを示しなが

ことがいえると思う。

らその特徴を述べる。図 9 6 ）に，人眼の縦色収差の波

それでは，色収差をなくすと像のコントラストは

長との関係を示す。これらは，自覚的な手法により

どうなるであろうか。図 11 6 ） には Campbell らが

求めたものである。自覚的というのは，調節を一定

578nm の単色光，2.5mm の人工瞳孔，矩形波のチャー

にしておいて，視標を照明する光の波長を変えて，

トを用いて実験した結果が示してある。このときは

視標を前後して最も鮮明に見える位置を捜すという

かなりのコントラストの向上がみられるのがわかる。

手法や，A.Ivanoff の副尺法と呼ばれるもので，上下

これより，人眼の色消しをするとこのくらいのコン

に色の異なる視標を見せて一致させる方法である。

トラスト向上が得られると思われる。しかし，色収

さて，図 9 をみると，色収差は 450 〜 650nm では

差はピント調節機能とも関連しているのではないか

1.5D くらいあることがわかる。他覚的に測定すると，

という説もあるので，補正してしまうと，悪いこと

自覚とは少しずれがあり，それが網膜での波長によ

が起きるかもしれない。

る反射の位置ずれにあるようである。図 9 のデータ

さて，人間の波長による明るさ感覚は，図 12 に示

はすべてが一致しているが，筆者には少し疑問が残

すように 555nm にピークをもつ山形をしている。こ

る。すべての人の眼の縦色収差が同じであるとは思

のため，赤や青の波長の像は明るさの感覚に影響を

えない。極端な例として，laser in situ keratomileusis
（LASIK）後では角膜の曲率半径が変わるので，パ
ワー D が変わることになる。さて，前にも示したが，

図10

図9

眼の色収差
鶴田匡夫：第 7 ・光の鉛筆 29 章目の色収差，487，
新技術コミュニケーションズ，1993 の図 3 を引用
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眼の波長ごとの球面収差
縦軸は角膜上の位置，横軸は，網膜を 0 とする光軸
上の結像位置。波長によって，球面収差が変わるこ
とを示している。鶴田匡夫：第 7 ・光の鉛筆 31 章
眼の球面収差．522，新技術コミュニケーションズ，
1993 の図 2 を引用
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1.2

1

0.8
比
視
感
度

0.6

0.4

0.2

0
360

図12
図11

単色光（黄）と白色光でのコントラスト閾値
色収差がないと，コントラストが向上することを示
している。鶴田匡夫：第 7 ・光の鉛筆 29 章目の色
収差，492，新技術コミュニケーションズ，1993 の
図 10 を引用

410

460

510

560

610

波

長

660

710

760（nm）

視感度曲線
555nm の光に一番高い感度をもつ。この曲線は明る
さ感覚である。

ここは少し明るく
ここは少し暗い

ここは少し明るく
ここは少し暗い

網膜-大脳系の
PSF

ここに明るい線は見えない
図13

ここにより暗い線も
みえない

０

マッハ効果
網膜-大脳系ではエッジ部のコントラストを強調す
る働きがある。また，最明部，最暗部では，非線形
の処理がなされていて，これ以上の値にはならない。

図14

マッハ効果と網膜-大脳系の point spread function
（PSF）
マッハ効果はここに示すような網膜-大脳系の PSF
によって実現される。

与えることが少なくなり，ボケが大きくならないよ
うなっている。そのほかにも，網膜から大脳神経系

5. 色収差シミュレーション

においてはコントラストを増大させる仕組み，例え
ば，図 13，14 に示すマッハ効果と呼ばれるエッジ強

今まで述べてきたデータをもとに，網膜像を光学

調の仕組みがあり，網膜-大脳系での PSF は正の中心

シミュレーションにより求めて色収差を実感してみ

ピークの周辺に負の値をもつ形をしていて，網膜上

る。

の光学像よりもシャープなエッジ像をみている。し

はじめに図 15 に，430〜670nm の波長域で 1.5D の

かし，一番明るいところと暗いところには機能しな

色収差があり，球面収差がない場合の網膜上の 20nm

いよう，非線形の仕組みがあるようである。これら

ごとの光学像を示す。550nm でフォーカスしている

の効果は明るさに依存し，暗くなると働かないこと

とすると，ここで高いコントラストの像となり，こ

も心に留めておく必要がある。

れから短波長，長波長へとずれると，ボケてコント
―8―

2008 年 3 月

色収差の基礎・大沼一彦

430 nm

450 nm

470nm

490nm

430 nm

490nm

530 nm

550nm

570nm

510 nm

530 nm

550nm

570nm

590 nm

610 nm

630nm

650nm

590 nm

610 nm

630nm

650nm

670 nm

球面収差 0 µm（6 mm 瞳孔），色収差 1.5D（430〜
670nm）の場合の網膜上の光学像
20nm ごとに示す。

光学像

図16

球面収差 0.3 µm（6 mm 瞳孔），色収差 1.5D（430〜
670nm）の場合の網膜上の光学像
20nm ごとに示す。

光学像

a

a

６ｍｍ
球面 ０．
３
色
０

６ｍｍ
球面 ０
色
０

b
６ｍｍ
球面 ０．
３
色
１．
５

６ｍｍ
b
球面 ０
色
１．
５

図17

470nm

510 nm

670 nm
図15

450 nm

瞳孔径 6 mm における距離と光学像の関係
（a）：球面収差 0 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。左上が無限遠方であり，
その右が−0.25D（4 m）のところの視標の光学像で
ある。

図18

瞳孔径 6 mm における距離と光学像の関係
（a）：球面収差 0.3 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0.3 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。左上が無限遠方であり，
その右が−0.25D（4 m）のところの視標の光学像で
ある。

ラストの低い像となっているのがわかる。なお，こ

次に，これに球面収差が 0.3 µm（6 mm 瞳孔）付加

のときの瞳孔径は 6 mm である。また，ランドルト

した場合の光学像を図 16 に示す。なお，球面収差が

環は白と黒からなり，照明はどの波長でも同じ強度

付加されるので，フォーカス位置が手前にずれるが，

であるとする。

その最小錯乱円のところの像である。これを図 15 と
―9―
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比較してみると，コントラストは低下しているが，

合う範囲はすごく少ないのがわかる。もはや 4 m で

かなりの波長域で解像しているのがわかる。

は logMAR で 0.4 以下であろうと思われる。

それでは次に，6 mm 瞳孔の場合で距離ごとの光学

一方，色収差があることで，コントラストは落ち

像を示す。図 17 の上は色収差 0，球面収差 0 の

るが，2 m くらいまでは見えるような眼になるであろ

0.25D ごとの場合であり，下は色収差 1.5D，球面収

うことが予測される。

差 0 の場合である。両方の収差をなくすと，無限遠

図 18 の上に示す（a）は色収差 0，球面収差 0.3µm

方には高いコントラストの像が得られるが，焦点の

で，距離 0.25D ごとの場合であり，下に示す（b）は

知覚像

a

知覚像

６ｍｍ
球面 ０
色
０

b
６ｍｍ
球面 ０．
３
色
１．
５

６ｍｍ
b
球面 ０
色
１．
５

図19

瞳孔径 6 mm における距離と知覚像の関係
（a）
：球面収差 0 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。図 17 の光学像に網膜-大
脳系の処理を加えた。

図21

a

６ｍｍ
球面 ０．
３
色
０

図20

瞳孔径 6 mm における距離と知覚像の関係
（a）
：球面収差 0.3 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0.3 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。図 18 の光学像に網膜-大
脳系の処理を加えた。

a

a

b

b

瞳孔径 3 mm における距離と知覚像の関係
（a）
：球面収差 0 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。

図22
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瞳孔径 3mm における距離と知覚像の関係
（a）：球面収差 0.3 µm，色収差 0D の場合
（b）
：球面収差 0.3 µm，色収差 1.5D の場合
0.25D ごとの距離で示す。
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色収差 1.5D，球面収差 0.3 µm（ゼルニケ）の場合で

される像の推定までを示した。縦色収差が球面収差

ある。更に，ここでは波長が 20nm 変化するごとに

と同様に，コントラストを低下させる代わりに焦点

0.01 µm 球面収差が変化する場合について示してあ

の合う範囲を広げていることが理解していただけた

る。これをみると，球面収差のみの最良像の位置が

と思う。

手前にきていて，図 17 と比べると最良像でもコント

最近，IOL で角膜の球面収差を打ち消すようなも

ラストが低下しているが，フォーカスの合う範囲が

の，また，色収差をなくすようなものに関心が高

広がっているのがわかる。これに色収差が加わると

まっているが，どうであろうか？累進メガネをかけ

その傾向が更に増しているのがわかる。

ることを考えると，それもよいのかもしれない。皆

これらの光学像について，網膜-大脳系の PSF，非

様の考えや，ご判断の参考になれば幸いである。

線形特性を用いて処理をした知覚像を図 19，20 に示
す。これらは，あくまで，かなり明るい状態での推
定像なので，明るさの条件が異なれば異なるもので
ある。光学像よりもコントラストが向上して，もや

謝 辞
総説を書くにあたり，図の引用を許可していただきま
した鶴田匡夫先生，ならびに新技術コミュニケーション
ズに感謝いたします。

もやとした像が少しクリアになっている。これらの
シミュレーション画像は，確信がもてないので，あ

文

献

くまでも参考としてみていただきたい。
次に，3 mm 瞳孔での知覚像を図 21，22 に示す。
収差が全くない場合では 6 mm 瞳孔の方がコントラ
ストが高いが，球面収差があるとき，更に色収差が
あるときは，3 mm 瞳孔の方が高いコントラストを示
している。最小錯乱円の最良像点では十分によいコ
ントラストであるように思われる。

6. ま

と

め

ここでは色収差の起きる要因から，色消しの方法，
アッベ数について簡単に示し，今まで眼球光学系，
および知覚されるコントラストの研究報告について
まとめて紹介した。更に，それらのデータを用いて，
色収差と球面収差の距離ごとの網膜上の光学像への
影響，更に，勇み足に対するお怒りを恐れずに知覚
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不正乱視の基礎と臨床研究（4 − 2）
色収差の臨床
根岸一乃
慶應義塾大学医学部眼科学教室

Fundamentals of Irregular Astigmatism and Clinical
Research (4-2)
Chromatic Aberration in Clinical Situation
Kazuno Negishi
Department of Ophthalmology, Keio University School of Medicine
色収差は様々な面で視覚およびその生理機能に関与している。ヒトの眼球光学系においては，色収差に影
響するのは主として角膜と水晶体である。眼内レンズ（IOL）挿入眼においては，IOL 素材の違いによる色
収差の違いが視機能に影響する可能性がある。最近では，屈折型と回折型の光学部を組み合わせて球面収差
と色収差の両方をキャンセルする「色消し」IOL は光学的な質を向上させ，計算上は偏位や傾斜がなければ
diffraction-limited（回折の影響以外を受けない）光学系に近い多色光 modulation transfer function
（MTF）を示すことが報告されている。しかし，色収差の低減は網膜像コントラストを向上させる一方で，
焦点深度を減少させる。したがって色収差のコントロールをすべきかどうかは今後の検討課題である。
（視覚の科学

29: 12−15，2008）

キーワード：色収差，アッベ数，眼内レンズ，視機能

Chromatic aberration is related to the visual and physiological functions of the eye in various
aspects. In human optics, the cornea and lens are the eye structures mainly related to chromatic
aberration. In pseudophakic eyes, the difference in chromatic aberration due to the difference of the
intraocular lens material may affect visual function. Recently, it was reported that the hybrid singlet
achromatic IOL design, with a combination refractive and diffractive surfaces for resolving spherical
and chromatic aberration problems, improved the optical quality and that the polychromatic
modulation transfer function (MTF) in an eye with a centered, not tilted achromatic IOL was near the
diffraction-limited MTF. However, reduction of chromatic aberration would contribute not only to
increase in contrast of the retinal image, but also to decrease in depth of field. Further investigation is
therefore needed, so as to decide whether or not chromatic aberration should be controlled.
(Jpn J Vis Sci 29: 12-15, 2008)
Key Words : Chromatic aberration, Abbe number, Intraocular lens, Visual function

1. は

じ

め

機能回復が目標とされるようになっている。これに

に

伴い，従来は問題とされなかった眼球光学系に存在

白内障および屈折矯正手術においては，現在，視

する様々な収差が注目され，すでに屈折矯正手術に

力のみならず quality of vision の向上を含めた術後視

おいては高次収差を含めて治療する wavefront-guided

別刷請求先 ： 160–8582 東京都新宿区信濃町 35 慶應義塾大学医学部眼科学教室 根岸一乃
（2008 年 1 月 29 日受理）
Reprint requests to: Kazuno Negishi, MD Dept of Ophthalmol, Keio Univ School of Med
35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160–8582, Japan
(Received and accepted January 29, 2008)
― 12 ―

2008 年 3 月

色収差の臨床・根岸一乃

例えば，調節刺激を与えた場合，白色光（多色光）

refractive surgery が主流となり，眼内レンズ（以下
IOL）では球面収差の補正を考慮した非球面 IOL が登

で刺激すれば被検者のほとんどは適切な反応を示す

場している。

が，単色光の場合は 60 ％が適切に反応できないとい

すでに「色収差の基礎」で述べた色収差の起きる

う 3 ）。また，縦色収差は調節系が正しく反応するのを

要因から，「色消し」の方法，アッベ数，および色

助けていると考えられている 4，5 ）。静止物体および動

収差と光学シミュレーションなどについて示された。

いている物体に対する調節反応は単色光下よりも白

本稿では色収差の臨床的意義と，近年研究が進んで

色光（または波長幅が広い光）下での方がより正確

いる IOL 挿入眼の視機能に対する色収差の影響につ

であり，色収差を 2 倍に増やしても調節の正確性に

いて述べる。

は影響は出ないが，色収差を修正すると調節反応が
悪くなると報告されている 6，7 ）。

2. 色収差の視覚への影響

色立体視は両眼視機能と関係し，同じ距離に物体

色収差の定義については「色収差の基礎」に示さ

を置いても色によって物体までの距離が違って見え

れるとおりである。眼球光学系においては，白色光

る現象である。すなわち，赤い物体が青い物体より

のような多色光が入ると，色収差によって網膜像は

も近くに見えるという現象は色立体視のために起こ

ぼやけ，像のコントラストは低下する。すなわち，

る。色立体視は横色収差が両眼視機能と組み合わさっ

眼球が光学系としてより質の高い像を得るためには

て起こる現象である（図 1 ）1 ）。

色収差はない方がよい。しかし一方で，色収差は調

3. 正常眼における色収差

節などの様々な生理機能に深く関与しており，眼球
光学系の正常なコントロールのために必要であると
されている（後述）1，2 ）。

ヒトの眼球光学系においては，色収差に影響する
のは主として角膜と水晶体で，水晶体の関与は光学

一般に色収差は屈折力が大きくなると増加し，アッ

系全体の 28.5 ％であると報告されている 8 ）。

ベ数（屈折系の素材に固有の値）が小さくなると増
加する。

ヒトの眼で可視光線領域の端から端までの色収差
は 2D 以上に達する。しかし，ヒトがこれほど大きな

色収差は様々な面で視覚およびその生理機能に関

焦点のボケを日常的に感じないのは，視感度が波長

与している。代表的なものは調節（accommodation）

によって違うためである。すなわち，通常の条件下

と色立体視（chromostereopsis）である 1 ）。

ではヒトは視感度が最も高い波長（ピーク波長；明
所視では 555nm，暗所視では 507nm）に焦点を合
わせるが，このときピーク波長から離れるほど光の
感度は低下し，スペクトルの両端の光の像は自覚し
にくくなる。このため，実際にヒトが自覚できる色
ボケは白色光指標の場合で 0.25D 以内であるといわ
れ 9 ），日常視の範囲では大きな問題にはならない。
表1
素

図1

色立体視（Chromostereopsis）
上図の実線は O の位置に置いた赤色と青色の視標か
らの光路を示す。瞳孔は視軸より耳側寄りに偏位し
ている。赤色光は青色光よりも屈折が少ないので，
網膜のより耳側に入る（横色収差）。このため網膜
上の解離は点線で示したような異なる位置からの光
線により起こる解離と同等になる。これを両眼で見
ると明らかな位置のずれとして自覚され，赤色の視
標の方が青色の視標よりも近くに見える。
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眼内レンズ光学部素材のアッベ数

材

アッベ数

PMMA

58＊

シリコーン

56.7＊

アクリソフ

37＊

含水ゲル

52.9＊

正常水晶体

50＊＊

アッベ数は，アッベ数＝ nd − 1/nF − nC（nd，nF，nC はそれぞ
れ波長 589.3nm，486.1nm，656.3nm における屈折率）と定義
される。アッベ数から色収差を計算することができる。
＊：メーカー提供値，＊＊：文献 1）より
PMMA：ポリメチルメタクリレート
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め

IOL の色収差は光学部素材のアッベ数（表 1 ）に

Wavefront sensor などの高次収差まで解析できる診

よって決まる。アッベ数が小さいほど色収差は大き

断機器や adaptive optics の臨床応用により，IOL に

くなり，アッベ数が大きければ色収差は小さくなる。

よって詳細な収差コントロールを行うことも現実味

従来から使用されていたポリメチルメタクリレート

を増してきている。今後の IOL の開発には，すでに

（以下 PMMA）素材のアッベ数は正常水晶体と大差

行われている球面収差のコントロールばかりでなく，

ないが，近年開発された種々の素材のフォルダブル

様々な収差を考慮することがますます重視されるで

IOL のなかには，光学部のアッベ数がヒトの水晶体

あろう。色収差について，どこまでコントロールす

と大きく異なるものも含まれている（表 1 ）。実際，

べきかは今後の課題である。いずれにしてもヒトが

IOL 挿入眼の軸上色収差を近軸光線追跡法により算

多色光の下で生活する限り，単色収差ばかりでなく

出すると，波長 500〜640nm 間で正常水晶体では

色収差も考慮し，網膜像の質および生理機能を損な

0.74D，PMMA IOL 挿入眼で 0.64D，アクリソフレン

わない光学的にバランスのとれた IOL を開発してい

ズ挿入眼では 0.98D で，アクリソフレンズ挿入眼で

くことが必要であろう。

は色収差が大きい 10）。IOL の光学部素材としてアッ
ベ数の小さい素材を選択することは術後の視機能に
影響する可能性がある。筆者らは，過去にアッベ数

この内容は，根岸一乃：眼内レンズと色収差．あたらしい
眼科 24 ： 1439-1442，2007．より一部引用・改変したもので
ある。

の小さいアクリルソフト IOL 挿入眼において，色収
差の影響によりコントラスト感度が低下する可能性

文

献

があることを報告した 11）。着色 IOL は短波長光がカッ
トされることから色収差が減少し，網膜像コントラ
ストが上昇する可能性があるが，modulation transfer
function（MTF）の上昇は 1.5 ％にとどまり，臨床的
に有意と考えられる 40 ％には遠く及ばず 12），これに
関しては影響がないと考えられる。
近年発売された非球面 IOL は，単色収差である球
面収差の軽減により網膜像コントラストを向上させ
ることを目標にしているが，計算によるシミュレー
ション結果によれば，球面収差の軽減による網膜像
質の向上は色収差の影響によって低減する 13，14）。しか
し，一方では色収差は焦点深度を増加させる働きが
あるので，その妥協点を見い出す必要がある 14）。最近
では屈折型と回折型の光学部を組み合わせて球面収
差と色収差の両方をキャンセルし，中心固定され傾
斜もない理想的条件の下では，diffraction-limited（回
折の影響以外を受けない）光学系に近い性能をもつ
「色消し」IOL のデザインも報告されている 15）。色消
し IOL は網膜像質を向上させ，計算上は偏位 1 mm，
傾斜 4 °までであれば通常の球面 IOL と同じ性能にな
る計算である。今後はこのような色収差まで考慮し
た IOL の臨床応用が進む可能性がある。ただし，色
収差をキャンセルした場合の調節機能など，生理機
能への影響は十分に検討されるべきであろう。
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網膜神経活動のイメージング
−網膜内因性信号計測法：Functional Retinography（FRG）
−
角 田 和 繁 1，2 ）
1）

東京医療センター感覚器センター

2）

理化学研究所脳科学総合研究センター

視覚生理学研究室
脳統合機能研究チーム

Novel Technique of Imaging Neural Activity in Retina
− Intrinsic Signal Imaging of Retinal Function: Functional
Retinography (FRG)−
Kazushige Tsunoda1, 2)
1)

Laboratory of Visual Physiology, National Institute of Sensory Organs

2)

Laboratory for Integrative Neural Systems, RIKEN Brain Science Institute

視機能の他覚的評価は，眼疾患の早期発見および治療効果の判定のために基本的かつ重要な課題である。
眼科におけるイメージング技術は近年目覚ましい進歩を遂げてきたが，それらは主に解剖学的構造の把握を
目的としており，視細胞をはじめとする網膜の神経活動を捉えることはできない。我々が開発した網膜内因
性信号計測法は，非侵襲的な網膜神経機能のイメージング法であり，神経活動に伴って神経組織の微細構造
や光反射率が変化する現象をビデオカメラで記録する方法である。この技術により，従来は不可能であった
錐体視細胞，杆体視細胞の機能的マッピングを高い解像度で行うことができるようになった。動物実験にお
ける信号の閾値は網膜電図の b 波とほぼ同等であることが示されており，現在ヒトでの計測のための開発を
行っている。このイメージング法が実現すれば，様々な網膜疾患において精度の高い他覚的機能評価が可能
（視覚の科学 29: 16−21，2008）
になると期待されている。
キーワード：網膜機能，機能的イメージング，内因性信号計測法，光学計測法

We are developing a new imaging system by which neural activity in the retina can be noninvasively measured (functional retinography: FRG). We believe that this is a new step in the
investigation of basic retinal physiology, and toward the development of a diagnostic tool for noninvasively detecting early and minor retinal dysfunction.
(Jpn J Vis Sci 29: 16-21, 2008)
Key Words : Retinal function, Functional imaging, Intrinsic signal imaging, Optical imaging

1. 緒

網膜疾患の診断，治療に関する従来の常識を一変さ

言

せるほど臨床応用価値の高いものである。しかし

眼科における画像診断技術（イメージング）は近

OCT や，走査型レーザー検眼鏡（SLO）などの画像

年目覚ましい進歩を遂げてきた。例えば光干渉断層

診断法は，解剖学的構造の把握を目的としており，

計（以下 OCT）は，検眼鏡によって捉えることので

これによって視細胞をはじめとする網膜の神経活動

きない網膜微細構造の観察を可能にするものであり，

を捉えることはできない。したがって，網膜機能

別刷請求先 ： 152–8902 東京都目黒区東が丘 2–5–1 東京医療センター感覚器センター 視覚生理学研究室 角田和繁
（2007 年 11 月 13 日受理）
Reprint requests to: Kazushige Tsunoda Laboratory of Visual Physiology, National Institute of Sensory Organs
Higashigaoka 2–5–1, Meguro-ku, Tokyo 152–8902, Japan
(Received and accepted November 13, 2007)
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網膜神経活動のイメージング・角田和繁

（神経活動）の他覚的評価のためには，電気生理学的

くみえる。信号の起源として，神経活動に伴う光散

検査である網膜電図（以下 ERG）が今でも主要な役

乱変化や血中ヘモグロビン飽和度の変化などが考え

割を果たしている。

られている（図 1 ）。

網膜，なかでもその中心に位置する黄斑部は，視

しかし，大脳皮質において光学計測法を行うため

力の維持のために重要な部位であり，同時に臨床的

には脳表面を露出する必要があり，比較的大きな侵

に様々な疾患が起こりやすい部位でもある。我々の

襲を伴うものである。したがってその臨床医学への

グループでは，ERG とは全く異なる仕組みで網膜の

応用は，てんかん患者に対する脳外科的手術時に行

神経活動を非侵襲的にイメージングする方法を開発

われる実験的なものに過ぎない 6 ）。このため，大脳

し，新たな眼科検査法としての実用化に向けた研究

皮質における機能的イメージングの研究は，機能的

を行っている（網膜内因性信号計測法，functional

magnetic resonance imaging（以下 MRI）
，脳磁図（以

retinography）。内因性信号計測法が眼底における機

下 MEG），ポジトロン断層法，近赤外線光トポグラ

能計測に応用できれば，疾患の早期発見や早期治療

フィなどを中心に行われている。一方，ヒトの網膜

につながることが期待される。本稿では網膜内因性

は内因性信号の計測に有利な特徴をいくつか備えて

信号計測法がいかなる検査法であるかについて紹介

いる。まず，眼球の光学系（角膜，水晶体）を通し

したい。

て網膜を直接観察することができ，眼球自体が光学
計測における理想的な観察用チェンバーとして働く

2. 網膜内因性信号計測法とは

ため，手術的な侵襲が必要ない。更に，網膜外層で

神経活動に伴って神経組織の微細構造や光反射率
1）

は視細胞が密に一定方向に並んでいるため，光散乱

が変化する現象は古くから知られている 。とくに，

変化による反射率変化を捉えやすい。筆者はこの技

神経活動に伴う代謝変化を光の反射率変化として捉

術の眼科分野への応用に着目し，早くから網膜にお

える計測法は内因性信号計測法（intrinsic signal

ける実験を行ってきた 7 − 9 ）。

imaging）と呼ばれ，最近の脳科学の進歩に大きく貢
献してきた

3. 方

2 − 5）

。実際の計測法は，神経組織を

法

charge-coupled device（以下 CCD）カメラでイメー

開発のための動物実験では，ヒトとほぼ同じ解剖

ジングし，刺激前と刺激後の画像を重ね合わせて比

学的構造をもつニホンザル，アカゲザルの眼底を用

較するという非常に単純なものである。刺激後に画

いている。

像の明るさが変化している部分が神経活動の起きた
領域に相当し，通常は神経活動の高い領域がより暗

図1

全身麻酔下において眼球運動を停止させた眼底を，
眼底カメラを改良した観察系を用いて CCD カメラで

左：アカゲサル第一次視覚野の皮質表面
右：内因性信号計測によって描出された同部位の眼優位性コラム
まっている領域。
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モニターする（図 2 ）。眼底観察用のハロゲン光は，

刺激前 0.5 秒間の平均画像の反射率と，刺激後の画

干渉フィルター（840〜900nm）を透過して眼底後極

像における反射率との比をピクセルごとに計算し，

部を照明する。解像度 640×480，毎秒 30 フレームの

その比を 256 階調にスケーリングし画像化する。大

CCD カメラによって眼底からの光反射率変化を持続

脳皮質での測定では通常 10〜30 回ほどの平均加算を

的に記録する。測定開始から 0.5 秒後に眼底後極部全

要するが，網膜においては加算平均を行わない single

体を白色キセノンフラッシュ（1msec）にて刺激する。

trial でのマッピングが可能である。

1 回の測定は通常 10 秒間行う。

4. 結

果

フラッシュによるびまん性刺激によって視細胞が
活動すると，網膜全体の反射率が低下し画像では暗
く 描 出 さ れ る （ 図 3 ）。 こ の 内 因 性 信 号 は 刺 激 後
150msec にピークをもつ早い反応で，中心窩で最も
強い。信号強度を疑似カラーで表示すると，明順応
下では中心窩に内因性信号の急峻なピークを認め，
周辺部に向かって減少するが，暗順応下では中心窩
に加えて周辺部にドーナツ状のピークを認める（図
4 ）。内因性信号のピークは中心窩では錐体視細胞に，
周辺部では杆体視細胞の解剖学的な分布（rod ring）
によく一致しており，網膜内因性信号の発生には視
図2

実験セットアップの模式図
PC ：パーソナルコンピュータ， CL ：コンタクトレンズ，
CCD カメラ： charge-coupled device カメラ

図3

図4

細胞が大きく寄与していると思われる 10，11）。
更に，視神経乳頭部に注目すると，ここでは網膜
面とは異なりフラッシュ刺激後にゆっくりと信号が

赤外光観察下（840〜900nm）における網膜内因性信号
後極部が暗く変化しているのがわかる。

網膜内因性信号のトポグラフィ 左：明順応下，右：暗順応下における記録
等高線は反応のピークに対する相対値を示す。白点：中心窩，＊印：視神経乳頭部，F：fovea，R：rod ring
― 18 ―
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視神経乳頭部におけるフラッシュ刺激後の内因性信号変化（上）および同部位のトポグラフィ（下）

図6

フラッシュ光強度に対する，網膜内因性信号（左）および網膜電図（ERG）振幅（右）の変化（暗順応下）
左図：−−−●−−−：網膜面の早い反応，−−−●−−−：網膜面の遅い反応，−−▲−−：視神経乳頭，−−■−−：中心窩
右図：−−−●−−−： a 波，−−▲−−： b 波

図7

フラッシュ刺激（左半）および経強膜電気刺激（右半）によって惹起された内因性信号のトポグラフィ（黄斑
部を含む直径 15 °の領域）
それぞれにおいて，暗順応状態（左）および明順応状態（右）における反応が示されている。

強くなっていく。これは刺激後の血流増加を反映し

一の刺激に対する内因性信号と比較すると，中心窩

た光散乱強度変化と考えられ 9，10，12），中心動静脈に相

を除く網膜面および視神経乳頭における内因性信号

当する視神経乳頭中央部に急峻なピークがみられる

の閾値は，ERG の b 波とほぼ同一であることがわ
かった 9 ）。これは，網膜内因性信号計測法が非常に感

（図 5 ）
。
また，角膜電極を用いて暗順応 ERG を記録し，同

度の高い神経機能計測法であることを示している

― 19 ―
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（図 6 ）。
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けた研究が，我々を含めすでに複数の研究機関で行

では，フラッシュ光の代わりに電流によって網膜

われている 18，19）。網膜の神経機能をイメージングする

を刺激した場合はどのような反応が得られるのであ

という研究は新しい診断法として高く注目されてお

ろうか。経強膜的に網膜を電気刺激すると視神経お

り，将来は新たな網膜機能評価法として確立される

よび後頭葉視覚野の神経細胞が活動し，視野におい

日が来ることが期待される。

て白色の閃輝を自覚する。これは phosphene と呼ば
れ，網膜外層の機能障害があっても，内層の機能が
保たれていると自覚することができる。このため
phosphene の自覚（強さ，視野における範囲）を問
診することによって網膜内層の障害をある程度推察
することはできるが，実際に phosphene の程度を定
量的に表現することは困難であり，生体網膜におけ
る刺激特性（反応閾値，刺激分布など）についての
研究はほとんど行われていない。一方，経角膜ある
いは経強膜的に網膜を電気刺激する治療法は，虚血
性視神経症・網膜血管閉塞性疾患をはじめとする患
者においてすでに国内でも試みられおり，傷害され
た視野の改善をはじめとする治療効果が確認されて
いる 13，14）。我々は，経強膜電気刺激による網膜の反応
分布を調べる目的で内因性信号を記録した 9 ）。二相性
の経強膜電気刺激（current: 500µA, pulse frequency:
20Hz, stimulus duration: 1.0sec）により電気的に網膜
を刺激すると，フラッシュ刺激でみられた中心窩の
信号ピークがみられず，網膜後極部全域でほぼ同程
度の内因性信号がみられた（図 7 ）。また，信号分布
は明順応および暗順応の状態でも変わりはなく、信
号発生の起源として網膜内層の寄与が大きいと考え
られた 9，15）。

5．考

按

内因性信号計測法の利点は，赤外光の反射率変化
を計測するために非侵襲的であること，空間分解能
が高いこと（理論上は眼底写真に相当），測定時間が
短いことなどである。問題点としては，ヒトの測定
時に生じる固視微動などにより画質が著しく低下す
ることであり，現在それを克服すべく研究を行って
いる。将来臨床応用が可能になれば，黄斑変性症や
網膜色素変性症など様々な網膜疾患において精度の
高い他覚的機能評価が可能になると期待されている。
更に網膜内因性信号計測法以外にも，近年は OCT
を利用して神経機能評価を行おうという研究も行わ
れている。これは 2002 年に理化学研究所の
Maheswari らによって初めて提唱された functional
OCT 16，17）という概念であり，網膜における応用に向
― 20 ―

文

献

1 ）Cohen L: Changes in neuron structure during action
potential propagation and synaptic transmission. Physiol
Rev 53: 373-418, 1973.
2 ）Grinvald A, Lieke E et al: Functional architecture of
cortex revealed by optical imaging of intrinsic signals.
Nature 324: 361-364, 1986.
3 ）Bonhoeffer T & Grinvald A: Optical imaging based on
intrinsic singals: The methodology. In: Toga AW &
Mazziotta JC eds, Brain Mapping, 55-97, Academin Press,
San Diego, 1996.
4 ）Tsunoda K, Yamane Y et al: Complex objects are
represented in macaque inferotemporal cortex by the
combination of feature columns. Nat Neurosci 4: 832838, 2001.
5 ）Fukuda M, Maheswari RU et al: Localization of activitydependent changes in blood volume to submillimeterscale functional domains in cat visual cortex. Cereb
Cortex 15: 823-833, 2005.
6 ）Haglund MM, Ojemann GA & Hochman DW: Optical
imaging of epileptiform and functional activity in human
cerebral cortex. Nature 358: 668-671, 1992.
7 ）Tsunoda K, Oguchi Y et al: Mapping cone- and rod-induced
retinal responsiveness in macaque retina by optical
imaging. Invest Ophthalmol Vis Sci 45: 3820-3826, 2004.
8 ）Hanazono G, Tsunoda K et al: Intrinsic signal imaging in
macaque’s retina reveals different types of flash-induced
light reflectance changes of different origins. Invest
Ophthalmol Vis Sci 48: 2903-2912, 2007.
9 ）Inomata K, Tsunoda K et al: Distribution of retinal
responses evoked by trans-scleral electrical stimulation
detected by intrinsic signal imaging in macaque
monkeys. Invest Ophthalmol Vis Sci 2008,（in press）
10）Osterberg G: Topography of the layer of rods and cones
in the human retina. Acta Ophthalmol 6: 1-103, 1935.
11）Curcio CA, Sloan KR Jr et al: Distribution of cones in
human and monkey retina: Individual variability and
radial asymmetry. Science 236: 579-582, 1987.
12）Riva CE, Falsini B & Logean E: Flicker-evoked responses
of human optic nerve head blood flow: Luminance versus
chromatic modulation. Invest Ophthalmol Vis Sci 42: 756762, 2001.
13）Morimoto T, Miyoshi T et al: Transcorneal electrical
stimulation rescues axotomized retinal ganglion cells by
activating endogenous retinal IGF-1 system. Invest
Ophthalmol Vis Sci 46: 2147-2155, 2005.
14）Inomata K, Shinoda K et al: Transcorneal electrical
stimulation of retina to treat longstanding retinal artery

2008 年 3 月

網膜神経活動のイメージング・角田和繁

occlusion. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 245: 17731780, 2007.
15）Okawa Y, Fujikado T et al: Optical imaging to evaluate
retinal activation by electrical currents using suprachoroidal-transretinal stimulation. Invest Ophthalmol Vis
Sci 48: 4777-4784, 2007.
16）Maheswari RU, Takaoka H et al: Implementation of
optical coherence tomography (OCT) in visualization of
functional structures of cat visual cortex. Opt Comm 202:
47-54, 2002.
17）Maheswari RU, Takaoka H et al: Novel functional
imaging technique from brain surface with optical

― 21 ―

coherence tomography enabling visualization of depth
resolved functional structure in vivo. J Neurosci Methods
124: 83-92, 2003.
18）Bizheva K, Pflug R et al: Optophysiology: Depth-resolved
probing of retinal physiology with functional ultrahighresolution optical coherence tomography. Proc Natl Acad
Sci U S A 103: 5066-5071, 2006.
19）Srinivasan VJ, Wojtkowski M et al: In vivo measurement
of retinal physiology with high-speed ultrahigh-resolution
optical coherence tomography. Opt Lett 31: 2308-2310,
2006.

視覚の科学

総

第29巻第 1 号

説

IMAGEnet e カルテと病院電子カルテ
丸林潤司
株式会社トプコン

IMAGEnet e Karte and Hospital Electronic Medical Records
Junji Marubayashi
TOPCON CORPORATION
近年，病院における診療記録の電子化が進められてきており，多くの病院において，オーダリングシステ
ムや電子カルテの導入が進められている。そのなかで，眼科においてはその診療形態の特殊性から病院全体
のシステムを利用することに関して様々な問題点が挙げられている。そのため，現在では部門システムを導
入し病院システムとの共存を行うことにより，それらの課題の解決を図っている。いくつかの導入事例から，
その部門システム導入による課題の解決策に関して紹介を行う。
（視覚の科学 29: 22 − 25，2008）
キーワード：電子カルテ，検査システム，システム連携

In recent years, hospital medical records are becoming increasingly computerized; many
hospitals are working on introducing electronic ordering systems and medical records. In
ophthalmology, due to its unique practice pattern, however, various problems have arisen regarding
use of the general hospital system. To find solutions to these problems, a system for the department
of ophthalmology is currently being introduced that will operate continuously with the overall hospital
system. We introduce solutions achieved by this system for the ophthalmology department, using
some introductory examples.
(Jpn J Vis Sci 29: 22-25, 2008)
Key Words : Electric medical record, Examination data management system, System linkage

1. は

じ

め

ぞれの強みを連携して活かしながら，それぞれを補

に

完する眼科診療に特化したシステムとして当社では

近年，病院運営の強化，オーダリングや医事シス

IMAGEnet e カルテの開発を行い，現在，大学病院・

テムの効率化推進などの様々な目的から，多数の大

総合病院・大手開業医を含めた多くの施設において，

手電子カルテメーカーの電子カルテが病院システム

基幹電子カルテシステムとして，また，部門システ

として積極的に導入されてきている。

ムとしても活用していただいている。
今回，それらのシステム導入の経験のなかでの，

そのなかで，自科内での検査が多く，写真などの
画像データを大量に扱うなどの他科にない特殊性を

病院システムとの切り分け，双方のシステム間での

有する眼科においては，自科内検査の記録保存，実

情報の連携に関して，その問題点や解決方法に対す

施した検査のコスト入力の簡略化など多くの課題を

る事例の紹介を行う。

抱えており，日本眼科医会からも病院システムのみ

2. 眼科診療における電子化の課題

での対処が困難であり，部門システムの導入が必須
であると提言されている。

眼科部門における電子カルテの導入における問題

そこで，病院システムと眼科部門システムのそれ

点として，以下のような課題が代表として挙げられ

別刷請求先 ： 174–8580 東京都板橋区蓮沼町 75–1 ㈱トプコン 丸林潤司
（2007 年 12 月 3 日受理）
Reprint requests to: Junji Marubayashi TOPCON CORPORATION
75–1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, TOKYO 174–8580, Japan
(Received and accepted December 3, 2007)
― 22 ―

2008 年 3 月

IMAGEnet e カルテと病院電子カルテ・丸林潤司

これらの検査項目の作成，進捗状況の管理などを

ている。
1 ）スケッチによる所見入力が多い。

システム内で行うためには，全科向けの病院システ

2 ）写真などの多くの画像データや検査データを扱

ムがもつ予約機能では不十分であることが多い。

うため，検査機器からのデータの自動取得が必要で

IMAGEnet e カルテでは，眼科で行われる様々な検

あり，それらのデータに関して一元管理を行う必要

査項目に対して検査項目としての予約作成が可能で

がある。

あり，それらの項目をセット入力することも可能で

3 ）自科内検査が多種多様であり，患者動線管理が

ある。
IMAGEnet e カルテによる運用を行う際には，これ

複雑である。
4 ）自科内検査が多種多様であり，オーダなどの

らの検査項目の内容を眼科内受診票として印刷する

データ入力も科内各所で行われる。そのため，オー

運用を行っている。紙カルテ運用時には，紙カルテ

ダ入力の効率化が必要である。

を回覧し検査を行うことが可能であったが，電子カ

5 ）部門システムとして眼科カルテを導入する際に

ルテが導入されると，紙カルテのように検査室での

は，病院システムとの役割分担を明確にし，必要な

呼び込みや当日の検査項目の確認を行うことが困難

情報の連携を実施する必要性がある。

である。それらの運用の補助を行うため，眼科内受

上記 1 ）の課題に関しては，現在多くの電子カルテ

診票の印刷を行う。

において，紙へ記載したシェーマ図のスキャン機能

患者の受付時に，事前に作成された当日の検査項

の充実や液晶ペンタブレットを使用した際の筆圧感

目一覧表を眼科内受診票として自動で印刷を行う。

知機能の搭載などの機能向上により，シェーマ図の

その眼科内受診票を眼科内にて回覧し，検査内容の

描画機能の向上が図られている。

確認，検査項目の実施チェック，次の検査への案内

上記 2 ）の課題においては，眼科部門内では，以前

など，患者の進捗管理を実施する。

より検査ファイリングシステムとして実現されてい

そのほかに，受診票には IMAGEnet e カルテ内に

る内容となる。眼科専用の検査ファイリングシステ

保存されている様々な情報を印字することが可能で

ムを導入することにより，機器からのデータ取得の

あり，紙カルテの一部分の代用としての利用も可能

自動化，テンプレート入力によるデータ入力などが

となっている。電子カルテを使用する前に確認した

実現されており，入力された検査データ，画像デー

い患者基本情報（氏名・性別・年齢など）や薬剤禁

タはシステム内において一元管理される。

忌といった特記事項，患者の状態把握などのための

これらのファイリングシステムの機能は，眼科部
門システムでは必須であると考えられる。IMAGEnet

前回来院日情報や手術歴といった情報も印刷するこ
とが可能となっている。

e カルテでは，ファイリングシステム IMAGEnet と

これらの出力内容，フォーマットは施設ごとにカ

のシームレスな連携を実現しており，ファイリング

スタマイズによる対応が可能であり，多くの病院に

システム内で管理される画像データ，検査データの

おいて活用していただいている。
また，受診票には患者 ID のバーコードを印刷する

カルテ上での活用が可能となっている。
本稿では残る 3 件の課題に関して，その解決方法

ことにより，各クライアント端末においてバーコー
ドリーダによるカルテの起動が可能である。これに

の事例を紹介する。

より，ID 入力ミスなどによる患者取り違えの軽減を

3. 眼科部門システム導入による解決

図ることも可能となっている。

1 ）患者動線の管理

2 ）実施検査のオーダ入力

前述したように，眼科における診療形態の代表的

眼科内において行われる検査に対して，他の診療

な特徴として，自科内で行われる検査が多種多様で

科で行われている従来のオーダリングシステムの入

あることが挙げられる。眼科では，ほぼすべての患

力と同様に，オーダ情報と実施情報の入力を行い，

者に対して診察前に視力検査や眼圧検査といったルー

また，カルテの電子化を考慮し，それらの検査デー

チン検査が行われ，また，視野検査，蛍光眼底造影

タの結果入力も合わせて行うことは，検査室・診察

検査といった時間を要する特別な検査に関しても，

室での入力作業への大きな負担となり，実際の診療

同様に自科内において行われる。

の現場において現実的には困難である。
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そのため，眼科部門システムにおいてはそれらの
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その整合性をどのような形で確保するかなどの項目
に関して，導入時に詳細な検討を行い，双方のシス

オーダ入力の効率化が求められている。
IMAGEnet e カルテでは，検査ファイリングシス

テム間でのデータ連携を構築していく必要性がある。
通常使用される主な連携を図 2 で示す。

テムとのシームレスな連携を実現しており，ファイ
リングシステムから送られてくる機器からの出力デー

通常，病院全体での共通データ，病院として管理

タやテンプレート入力による検査データなどの情報

の必要があるデータは，病院システム側で入力・管

から，検査の実施情報を自動で取得することが可能

理を実施する（新患登録，受付，病名入力など）。
主に眼科内でのみ利用され，部門システムにより

となっている。
IMAGEnet e カルテではこれらの実施情報をもと

作業，操作の効率化が期待できる項目に関しては，

に，実施された検査に紐付けられたオーダ情報を実

部門システム側での入力を行う（検査結果，所見，

施済み情報として，システム内において自動で提示

検査項目など）。

を行うことが可能となっている。自動で提示された

眼科における診療内容は，部門システムからレポー

オーダ情報は IMAGEnet e カルテ上のオーダ画面よ

ト情報として，2 号用紙イメージの PDF や HTML と

り確認，変更することが可能であり，そこで確認さ

いったファイル形式により病院システムに送信され，

れた内容は，診察終了時に病院システム側へ実施済

眼科部門システムのクライアント端末のない場所に

み情報として送信される。

おいても閲覧可能となり，また，病院システム側で

これにより利用者側では，オーダ，実施情報の入

原本としての管理も可能となる。
そのほかにも，入退院の移動情報，利用者 ID 情報，

力操作の大幅な削減が可能となり，実施した行為に

アレルギー情報といった病院システム側で管理され

対するオーダミスの削減の効果も期待できる。
3 ）病院システムとの連携

る情報に関しても，運用の利便性向上のため，連携

上述したように，眼科での電子カルテ運用を行う

を行っていることもある。
しかし，上記に示したようなデータの連携を実施

際に多くの問題点の解決を行うためには，眼科部門

しても，使用者の操作の上では二つのシステムを使

システムの導入が必須であると考えられる。
眼科部門システムは図 1 に示すように，病院シス

い分けるといった，操作上の煩雑さは残ってしまう。

テムの機能代行としての位置付けであり，所見入

また，診察室のスペースなどの問題から二つのパー

力・検査結果などのカルテ情報のレポートを効率よ

ソナルコンピュータ（以下 パソコン），二つのモニタ

く作成する機能と位置付けることもできる。

を設置することができないといった物理的な問題も

また，双方のシステムを使い分けていく上では，

残ってしまう。

事前にその役割分担を十分に検討しておくことが重

これらの問題を解決するために，現在では二つの

要である。情報の入力先をどちらのシステム上にも

システムを一つのクライアントパソコンに共存させ，

つか，入力された情報はどちらのシステム上で閲覧

併用するといったクライアント内での動作連携も行っ

する必要があるか，双方でデータを所有する際には，

ている。

図1

眼科部門システム

図2
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IMAGEnet e カルテと病院電子カルテ・丸林潤司

クライアント内で連携を行う際の一般的な構成は，

てその入力画面を起動することが可能となっている。

1 台のパソコンに 2 台のモニタを接続したデュアルモ

また，終了時も同様に一方のシステム上での入力画

ニタ構成とし，通常の液晶モニタに，病院システム

面を終了した際には，もう一方のシステムの入力画

を表示し，液晶ペンタブレットを使用したモニタに

面も終了させる。これにより，共存端末内での患者

IMAGEnet e カルテを表示するシステムである。

の取り違え防止が可能となっている。

IMAGEnet e カルテを使用する際に，同時に利用す

4. 今 後 の 課 題

る検査ファイリングシステムは，病院システムと同
一のモニタ上に，病院システムの画面と重なり表示
を行うこととなる。

最初に述べたように，眼科診療の電子化において
は部門システムの導入が必須であり，部門システム

実際にクライアント内ではどのような連携が行わ
れるかを以下に示す。

を導入することにより，眼科内での電子化における
様々な問題点の解決が図られている。

二つのシステムを使い分ける場合，通常それぞれ

また，部門システムを導入することによるいくつ

のシステム内でセキュリティを確保し権限の設定な

かの課題に関しても，病院システムと部門システム

どを行うため，二つのシステムへのユーザ認証が必

とを連携することにより問題の解決が進められてい

要となる。共存端末を利用する際には，利用者 ID を

る。

双方のシステム間で統一し，クライアントパソコン

しかし，現状では細部にわたるすべての機能や操

内で，利用者情報の連携を行うことにより，ユーザ

作性がすべて明確に切り分けられているわけではな

認証の統一化を実施している。病院システム側での

く，今後は，更なるシステム間の統合・連携を進め

利用者認証を行い，その利用者情報を部門システム

ていき，双方のシステムが違和感なく統合されたシ

側へクライアント内で送信することにより部門シス

ステムとして使用できる，親和性のよいシステムを

テム側での認証を削減し，同一ユーザでの利用を行っ

構築することが必要となってくる。

ている。

双方のシステムを総合して考えたときの使い勝手

そのほかにも，二つのシステムを使い分ける場合，
それぞれのシステムに対して，起動・終了などのコ

の向上を図り，眼科部門の効率化を実現することが
重要であると考えられる。

マンドを実行する必要がある。同一端末内でこれら

システム間の連携をより深めていくためには，シ

の操作を行う際には，その操作性の煩雑さもあるが，

ステムメーカ間での連携仕様の標準化，DICOM，

異なるシステム間で異なる患者データを表示してし

HL7 といった標準規格への対応をより一層進めてい

まうという，患者の取り違えの問題も発生してしま

くこともまた必要である。

う。これらの解決を行うため，共存端末内では患者
ID 情報の連携も実施可能である。

現在では，眼科分野においても IHE-J で眼科ワー
キンググループが立ち上げられ，検査機器からの出

一方のシステムにより患者 ID を指定し，患者の選

力情報も含め，標準化を推進する活動が行われてい

択，入力画面の起動を行った際に，その患者情報を

る。これらの活動状況も含め，より一層の眼科診療

もう一方のシステムへ送信することにより，受信し

の効率化へ寄与するシステム構築を今後も進めてい

たシステムにおいても，送信された患者情報におい

きたい。
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両眼同時自覚他覚検眼装置の屈折弱視，不同視弱視眼への検討
太刀川貴子 1，2 ）， 後 藤 郁 子 1 ）， 松 原 正 男 1 ）， 根 岸 一 乃 3 ）， 大 野 建 治 4 ）， 野 田
林
健 史 5 ）， 西 尾 幸 治 5 ）， 福 間 康 文 5 ）
1）

東京女子医科大学東医療センター眼科，2 ）東京都立大塚病院眼科，3 ）慶應義塾大学眼科学教室，

4）

国立病院東京医療センター眼科，5 ）㈱トプコン

徹 1，4 ），

Evaluation of Simultaneous Binocular Autorefractometry in
Normal and Ametropic or Anisometropic Amblyopia
Takako Tachikawa1, 2), Ikuko Goto1), Masao Matsubara1), Kazuno Negishi3), Kenji Ohno4),
Toru Noda1, 3), Takefumi Hayashi5), Koji Nishio5) and Yasufumi Fukuma5)
Department of Ophthalmology, Tokyo Women’s Medical University Medical Center East,
Department of Ophthalmology, Tokyo Metropolitan Ohtsuka Hospital,
3)
Department of Ophthalmology, Keio University School of Medicine,
4)
Department of Investigation of Ophthalmology and Visual Science, Clinical Research Institute
of National Tokyo Medical Center, 5) Topcon R & D

1)

2)

両眼同時自覚他覚屈折測定装置（BV-1000, トプコン社製）および片眼他覚屈折測定装置（KR-8100A,
トプコン社製）によって他覚的屈折値の測定を行い，1 ％塩酸シクロペントレート点眼前後の測定値を比較
検討した。屈折弱視群（15 例 30 眼, 5.6±1.6 歳），不同視弱視群（10 例 20 眼, 7.6±3.3 歳），正常小児群
（20 例 40 眼, 7.4±3.6 歳），正常成人群（10 例 20 眼, 34.6±7.8 歳）を対象とした。正常成人群，屈折弱視
群，不同視弱視群においては，BV-1000 の測定値は KR-8100A に比して調節による影響が有意に少なかっ
た。一方，正常小児群では，BV-1000 と KR-8100A 間の測定値に有意差は認められなかった。しかし不同
視の量は，1 ％塩酸シクロペントレート点眼前後で BV-1000 の屈折値に有意差がなく，KR-8100A は有意
差があり，不同視の量に関しては，BV-1000 により調節麻痺薬を点眼しなくてもほぼ検出可能と考えられ
（視覚の科学 29: 26 − 31，2008）
た。
キーワード：両眼同時屈折測定, 不同視弱視, 屈折弱視, 不同視, 調節

We measured refraction using a newly developed simultaneous binocular autorefraction device
(BV-1000, Topcon) and compared the measurements with those obtained using a conventional
monocular autorefractometer (KR-8100A, Topcon). Children with ametropic amblyopia without
strabismus (15 patients, 30 eyes, 5.6±1.6 years old), anisometropic amblyopia (10 patients, 20 eyes,
7.6±3.3 years old), without amblyopia (20 patients, 40 eyes, 7.4±3.6 years old) and adults (10 patients,
20 eyes, 34.6±7.8 years old) were evaluated. Objective refraction before and after instillation of 1%
cyclopentolate was measured using the two devices. In each group with and without amblyopia, the
difference between pre- and post-cycloplegic refractive values was significantly smaller in BV-1000
measurement than in KR-8100A measurement. In anisometropic amblyopia, regarding the disparity
between fellow eyes, the differences between pre- and post-cycloplegic measurements varied less in
BV-1000 measurement than in KR-8100A measurement. Use of the BV-1000, enables accurate
measurement of anisometropia without cycloplegia.
(Jpn J Vis Sci 29: 26-31, 2008)
Key Words : Simultaneous binocular autorefraction, Anisometropic amblyopia, Ametropic amblyopia,
Anisometropia, Accommodation
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両眼同時自覚他覚検眼装置の検討・太刀川貴子他

1. 緒

いずれも眼位は正位のものとした。

言

2 ）装

置

現在普及しているオートレフラクトメータは片眼

（1）片眼他覚屈折測定装置（KR-8100A，トプコン）

ずつ別々の屈折測定である。以前より，両眼同時に

KR-8100A は，近赤外光を測定光源とし，眼底の血

1，2 ）

，または不同視

管や反射ムラ，透光体の濁りなどによる測定値への

弱視眼での検討では，左右の調節が同等に起こるの

影響を減らすことができるロータリープリズム測定

ではないか 3 − 6 ），あるいは成人正常眼においての検討

方式を採用した投影リング合致方式を測定原理とし

屈折測定を行うと調節緩解がある

7，8 ）

など，両眼同時

ている。測定は，オートアライメントによる照準が

屈折測定の必要性が検討されてきた。そこで，他覚

合った瞬間，自動的に測定が開始され，瞬時に測定

的屈折測定を両眼同時に行おうとする試みが以前よ

値が表示される。

で左右の調節変動幅が小さくなる

りなされてきた

3 − 6，8 −11）

。しかし，今日まで実用化さ

（2）両眼同時自覚他覚屈折測定装置（BV-1000）
両眼同時他覚屈折測定機能と，自覚的屈折測定機

れた装置は乳幼児を対象にした赤外線ビデオレフラ
クション法

9 −11）

のみである。新しく開発された両眼

能を合わせもつ装置であり，装置の詳細は Dave によ

同時自覚他覚屈折測定装置（BV-1000，トプコン）は，

り報告されている 12）。左右眼に，それぞれ他覚測定

両眼同時に雲霧 12）をかけ，左右別々に同一の光学的

光学系と自覚測定光学系および角膜曲率半径測定光

視標を提示し，それらを融像させた状態で両眼同時

学系が設けられている。他覚測定光学系は，KR-

に屈折測定を行う。視標の形，大きさ，明るさ，色

8100A と同様の原理に基づく光学系を搭載している。

調，空間周波数は一定条件である。今回我々は，大

一方，自覚測定光学系は，対話式自動検査プログラ

きな調節力をもつ小児を対象に，従来の片眼屈折測

ムを搭載し，音声ガイドに従ってレバー操作で応答

定値と，本装置により得られた屈折値を調節麻痺薬

することにより，自動的に対話式自動検眼が行われ

点眼を用いて比較検討した。両眼開放下での他覚屈

る。角膜曲率半径の測定は，角膜にリングパターン

折測定では，機械近視などの調節因子を除去し，左

を投影し，その反射像を計測することで行われる。

右眼の屈折測定値の差をより正確に測定できること

左右眼用の二つの自覚他覚屈折測定用光学系（以下

が示唆された。

光学ヘッド）および顎受け，額当てを本体ベースに

2. 方
1 ）対

設置している。光学ヘッドには，前眼部観察光学系，

法

オートアライメント系と，他覚測定用の固視目標光

象

学系を兼ねる自覚測定用の視標投影光学系と，他覚

東京女子医科大学東医療センターに通院治療中の

屈折測定用リング視標投影光学系，視標受光光学系

斜視を伴わない 13 歳以下の小児を対象とした。症例

を設けている。本体ベース内には被検眼に光学ヘッ

は以下のとおりである。

ドをアライメントさせるため，X，Y，Z 軸方向への

（1）屈折弱視群（15 例 30 眼，5.6±1.6 歳） 球面

上下，左右，前後に動かす駆動系と，近用測定時に
左右の光学ヘッドを輻湊方向に回転させるためのθ

屈折値の平均は＋3.41±3.64D。
（2）不同視弱視群（10 例 20 眼，7.6±3.3 歳） 不

方向への回転駆動系を備えている。更に光学ベースの

同視は左右眼の屈折値の球面度数の差が 2.0D

左右には対話式自覚検眼用の応答レバーが備えられ

以上のものとし，遮蔽および眼鏡装用をはじ

ている。他覚屈折測定が終了すると，視標投影光学

めている症例である。弱視眼球面屈折値の平

系に測定値がセットされ，被検眼に視標を提示し，

均は＋5.03±1.78D。不同視差は調節麻痺薬点

応答レバーによる対話式自覚検眼が行われる。図 1

眼後球面屈折値の左右差の絶対値は＋3.26±

に光路図を示す。自覚検眼の評価についてはすでに

1.46D。

報告されている 13）。
3 ）他覚屈折値の測定

コントロールは，以下の 2 群とした。
（3）正常成人群（10 例 20 眼，34.6±7.8 歳） 球面
屈折値の平均は−3.13±3.72D。
（4）正常小児群（20 例 40 眼

BV-1000 にて，片眼屈折測定を KR-8100A にて行った。

7.4±3.6 歳） 球面

屈折値の平均は＋0.33±1.46D。

矯正視力測定，眼位確認後，両眼同時屈折測定を
次いで，調節麻痺薬（1 ％塩酸シクロペントレート）
を 5 分間隔で 2 回点眼し，1 時間後，両装置にて再度
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屈折測定をし，点眼前後の屈折値の差（点眼後屈折

第29巻第 1 号

調節麻痺薬使用時に近い値となる。
4 ）不同視の検出

値−点眼前屈折値）を算出した。差が少ないほど，

不同視弱視群において，調節麻痺薬点眼後の左右
屈折差の値と点眼前の左右屈折差の値の差（点眼後
左右屈折値差−点眼前左右屈折値差）を算出した。
この差が少ないほど，不同視の検出に優れていると
判断する。

3. 結

果

1 ）他覚屈折値の測定
（1）正常成人群
図 2 の横軸は 1 ％塩酸シクロペントレート点眼前後
の屈折値差（点眼後屈折値―点眼前屈折値）である。
BV-1000 では＋0.29±0.28D，KR-8100A では＋0.46±
0.22D であり，BV-1000 と KR-8100A を比べると，
図1

両眼同時自覚他覚屈折測定装置（BV-1000，トプコン）
①被検眼，② CCD（charge-coupled device）カメラ，
③他覚屈折測定用リング視標照明 LED（lightemitting diode），④角膜曲率半径測定リング照明
LED，⑤自覚視標照明ランプ
屈折値：測定ターゲットを被検眼眼底に投影し，眼
底で反射された光を CCD カメラにて捉え，リング
の形状から測定
角膜曲率半径：被検眼眼底にて反射されたケラト測
定リングを CCD カメラにて捉え，リングの形状か
ら測定
自覚検査：被検眼の視度を補正する光学系を通し，
視標を投影
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図2

BV-1000 の方が有意に点眼後の値に近かった（t 検定，
p＝0.033）。屈折値差のばらつきは両装置とも少なく，
装置間に有意差はなかった（図 2 ）。
（2）正常小児群
同様に点眼前後の屈折値差（点眼後屈折値−点眼
前屈折値）は BV-1000 では＋0.66±0.62D，KR-8100A
では＋0.86±0.90D であった。ばらつきは正常成人群
に比べると，両装置とも大きかった（図 2 ）。
（3）屈折弱視群
点眼前後の屈折値差（点眼後屈折値―点眼前屈折
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調節麻痺薬点眼前後の屈折測定値の差（左：正常成人，右：正常小児）
横軸は（調節麻痺薬点眼後屈折値−調節麻痺薬点眼前屈折値）を，縦軸は（眼数）をあらわす。
図中央の□は標準偏差（SD）の範囲を示し，その中央値は平均値（M）を示す。また横線は
屈折値のばらつきの範囲を示す。
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調節麻痺薬点眼前後の屈折測定値の差（左：屈折弱視，右：不同視弱視）
横軸は（調節麻痺薬点眼後屈折値−調節麻痺薬点眼前屈折値）を，縦軸は（眼数）をあらわす。
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不同視の検出精度（不同視弱視眼における調節麻痺前後の屈折値の比較）
上段横軸：調節麻痺薬点眼前左右屈折値差，中段：調節麻痺薬点眼後左右屈折値差，
下段：横軸は（調節麻痺薬点眼後左右屈折値差−調節麻痺薬点眼前左右屈折値差）を，縦軸は（眼数）をあらわす。

値）は BV-1000 では＋1.15±0.91D，KR-8100A では

値）は BV-1000 では＋0.55±0.44D，KR-8100A では

＋1.47±1.29D であった。遠視が強いと，KR-8100A

＋0.97±0.95D であった。BV-1000 と KR-8100A を比

は屈折値差がより大きかった。ばらつきは，BV-1000

べると，BV-1000 の方が点眼前の値が有意に点眼後の

と KR-8100A を比べると，有意に BV-1000 の方が少な

値に近く（ t 検定，p＝0.039），かつ有意にばらつき

かった（F 検定，p＝0.032）
（図 3 ）
。

が少なかった（F 検定，p＝0.001）
（図 3 ）。
2 ）不同視の検出精度

（4）不同視弱視群
点眼前後の屈折値差（点眼後屈折値−点眼前屈折
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不同視弱視群で検討した。図 4 上段横軸は点眼前
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左右屈折値差であり，中段は点眼後左右屈折値差で

BV-1000 は，左右眼をそれぞれ同時に同じ図柄の視標

ある。下段横軸は（点眼後左右屈折値差−点眼前左

を同一条件（明るさ，色調，空間周波数，視野）で

右屈折値差）である。

提示し，左右眼を同時に他覚的に予備測定し，それ

BV-1000 は＋0.04±0.28D であり，KR-8100A では

ぞれの眼の屈折状態に一定量の雲霧を加えて視標を

＋0.76±0.66D であった。BV-1000 は点眼前後に有

提示し，あらためて本測定を行って測定値としてい

意差はなく，KR-8100A は点眼前後に有意差が出た。

る。このため，左右眼に同量の雲霧を与えられ，し

（ t 検定，p＝0.041）。また KR-8100A と BV-1000 とを
比べると，BV-1000 の点眼前後差のばらつきと，KR-

かも両眼視下での測定となり，調節の影響を従来の
レフラクトメータより減らせると期待できる。
正常成人群において，BV-1000 の測定値は KR-

8100A の点眼前後差のばらつきには有意差があり，
BV-1000 の方が有意にばらつきが少ない結果となった

8100A に比して調節による影響が有意に少なく，調

（F 検定，p＝0.001）。左右差に関して，BV-1000 は

節麻痺薬点眼後の測定値に近かった。これは BV-1000

1 ％塩酸シクロペントレート点眼前後においてほぼ変

が成人においても，より正確な屈折測定を可能とす

わらない値を示したといえる（図 4 ）。つまり，1 ％

ることを示す。一方，正常小児群では調節の影響を

塩酸シクロペントレート点眼を使用しなくても屈折

受け，装置間に有意差はなかった。同じ小児でも不

の左右差（不同視量）は正確に測定できることがわ

同視弱視群，屈折性弱視群では正常小児群と同様，

かった。

調節の影響はみられたが，装置間に屈折値およびば

4. 考
1）

らつきにおいて有意差が認められ，BV-1000 の方が調

按

節の影響を受けにくい結果となった。

は両眼融像視で自覚屈折検査を

不同視弱視を対象にした場合の不同視の検出精度

行い，遠視眼において，アトロピン点眼に匹敵する

は，BV-1000 は KR-8100A に比して有意に高く，不同

程度の調節緩和が得られると報告した。林ら 2 ）は両

視量に関しては，BV-1000 を用いれば調節麻痺薬を点

眼開放屈折測定の意義について，不要な調節除去，

眼しなくてもほぼ検出可能と考えられた。

1956 年，原田ら

両眼調節の均衡，乱視度，軸変化など屈折力に関す

今回の検討から，片眼屈折測定では両眼同時屈折

る問題ばかりではなく，眼位，固視ずれ，融像，不

測定より機械近視が入りやすいことが証明された。

等像視，輻湊力，解散力，更に高位中枢での視覚修

一方，本検討をはじめるにあたって，我々は BV-1000

正などを含んだ動的多次元の検査法であると述べて

での他覚的屈折測定がもしかすると小児における屈

4）

は前面開放型赤外線オプトメータを試

折検査で，調節麻痺薬点眼を使わなくてよくなるの

作し，両眼開放時では片眼遮蔽時に比べて同じ調節

ではなかろうかとの期待感をもったが，BV-1000 は小

刺激に対し調節反応量が少ないと報告した。不同視

児屈折測定において，アトロピンに匹敵する調節緩

弱視眼での検討では，両眼開放時では調節が左右同

和は認められなかった。今後も小児屈折検査におい

等に起こるとの報告があり 6 ），氏家ら 7 ）奥山ら 8 ）は

て調節麻痺薬の使用は必要と思われた。しかし，高

正常成人での検討で，調節変動の振幅は単眼視の方

学年になり，調節麻痺薬をかけ難くなった不同視弱

が両眼視より大きいと報告した。また梶田ら 14） は，

視や，屈折性弱視の眼鏡処方などの際には，BV-1000

左右眼の屈折を交互に雲霧測定すると左右の雲霧効

で得られる正確な左右の不同視量は大変参考になる

果に差が生じ，両眼同時雲霧法を用いると短時間で

値になるのではなかろうかと思われた。

いる。所ら

今回は，眼位は正位の症例のみの検討であったが，

バランスのよい雲霧効果が得られると報告している。
しかし，これまで両眼同時他覚屈折測定装置として

斜視眼での両眼同時測定や，成人での近方視におけ

実用化された器械は赤外線レフラクション法のみで

る両眼同時屈折測定などを今後検討していきたい。

ある。赤外線ビデオレフラクション 9 − 11）は作動距離
が約 1 m あり，機械近視がない反面，視標は約 1 m
で固定であり両眼同時雲霧機能を備えておらず，遠
視眼に対して調節刺激となり得る。またその影響度
も被検眼の屈折度数によって異なると推察される。
我々が今回検討した両眼同時自覚他覚屈折測定装置
― 30 ―
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Laser in situ Keratomileusis 術前後の各種検査法による
屈折値の比較検討
川 尾 美 樹 1 ）， 名 和 良 晃 2 ）， 上 田 哲 生 2，3 ）， 桝 田 浩 三 2，4 ）， 原
1）

町立大淀病院眼科， 奈良県立医科大学眼科学講座

3）

南和歌山医療センター眼科，4 ）北里大学大学院医療系研究科（視覚情報学）

嘉 昭 2 ）， 魚 里

博 4）

2）

Comparison between Subjective and Objective Refractions of
Patients before and after Laser in situ Keratomileusis
Miki Kawao1), Yoshiaki Nawa2), Tetsuo Ueda2, 3), Kozo Masuda2, 4), Yoshiaki Hara2) and
Hiroshi Uozato4)
1)
Department of Ophthalmology, Oyodo Hospital
2)
Department of Ophthalmology, Nara Medical University
3)
Department of Ophthalmology, Minamiwakayama Medical Center
4)
Kitasato University Graduate School of Medical Science
近視 laser in situ keratomileusis（LASIK）を受けた患者に対し，術前および術後 6 カ月での自覚屈
折度数および他覚屈折度数の関係について検討を行った。対象は 15 例 30 眼，平均年齢 29±5 歳（22〜39
歳），矯正量は平均−4.09±1.89D（−1.5 〜−8.38D）であった。自覚屈折検査には自覚第二法を用い，他
覚屈折検査にはオートレフラクトメータを用いて調節麻痺前後の値を，また，高次収差測定装置による
4mm 径および 6mm 径での眼屈折度数および角膜，眼球の高次収差測定を行った。術前屈折度数の結果は
各群間に有意差は認められなかった。術後の結果ではプラス側からミドレフ値，自覚屈折値，ミドレフ
4mm 値，オートレフラクトメータ値，ミドレフ 6mm 値となり，オートレフラクトメータ値に対し，ミド
レフ値，自覚屈折値が有意にプラス寄りの値を示した。瞳孔径の測定領域が広いと術後の球面様収差により
マイナス寄りの値になったと考えられた。
（視覚の科学 29: 32 − 35，2008）
キーワード：自覚屈折検査，他覚屈折検査，オートレフラクトメータ，波面収差，Laser in situ keratomileusis（LASIK）

We analyzed the relationship between subjective and objective refractions preoperatively and at
6 months after myopic laser in situ keratomileusis (LASIK) in 30 eyes of 15 patients aged 22 to 39 years
(mean ± standard deviation, 29 ± 5). The amount of correction was −1.5 〜−8.38D (mean ± standard
deviation, −4.09 ± 1.89D). Subjective refraction was measured by the second method of subjective
refraction. Non-cycloplegic and cycloplegic objective refraction were measured by autorefractometer
and aberrometer. Corneal and ocular aberrations for 4 and 6 mm diameter pupil were measured by
aberrometer. There was no significant difference between refraction values preoperatively.
Postoperatively, the order from plus to minus was as follows: cycloplegic autorefraction, subjective
refraction, cycloplegic refraction for 4 mm pupil measured by aberrometer, noncycloplegic
autorefraction and cycloplegic refraction for 6 mm pupil measured by aberrometer. Cycloplegic
autorefraction and subjective refraction were significantly more positive or less negative than noncycloplegic autorefraction. It is suggested that after myopic LASIK, measurement through a wider
pupil area results in more negative value of refraction, being affected by spherical-like aberration.
(Jpn J Vis Sci 29: 32-35, 2008)
Key Words : Subjective refractions, Objective refractions, Autorefractometer, Aberrations,
Laser in situ keratomileusis (LASIK)

別刷請求先： 638–8521 奈良県吉野郡大淀町下渕 353–1 町立大淀病院眼科
（2007 年 12 月 28 日受理）
Reprint requests to: Miki Kawao Dept of Ophthalmol, Oyodo Hosp
353–1 Shimobuchi, Oyodo-cho, Yoshino-gun, Nara 638–8521, Japan
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LASIK と屈折値・川尾美樹他

1. 緒

値±標準偏差：29 ± 5 歳），矯正量−1.50〜−8.38D

言

（平均値±標準偏差：− 4.09±1.89D）であった。

Laser in situ keratomileusis（以下 LASIK）は現在

エキシマレーザーは NIDEK EC-5000CXⅡ® を使用

最も多く行われている屈折矯正手術であり，近年は

し，照射ソフトは OATZ（optimized aspheric transi-

手術件数も増加しつつある。術前後の屈折検査は手

tion zone）5 または OATZ6，フラップ径は 9 mm，フ

術成績を解析するために重要であり，術前後の他覚

ラップ厚は 130 µm で行った。各種検査は術前および

屈折検査と自覚屈折検査の関係については興味がも

術後 6 カ月後に行ったものを比較した。

たれるところである。

自覚屈折度数の測定は自覚第二法で行った。一般

自覚屈折度数とオートレフラクトメータによる他

的に行われている自覚第一法とは両眼分離の方法，

覚屈折度数の相関性については，Pesdovs は＋4.0D

雲霧法，および乱視検出の方法が異なっている。両

以上の遠視 LASIK を除けば，自覚屈折度数とオート

者の違いを表 1 に示す。原法では雲霧は視力（0.1）

レフラクトメータは術前後ともに高い合致率を示す

程度になるプラス側のレンズを両眼に 30〜40 分装用

1）

と報告した 。一方で Rosa らは，近視 PRK（photo-

し，そのレンズを両眼分離の際に非検査眼に装用し

refractive keratectomy）術後について 2 ），Russell らは

ておき，常に両眼開放下で測定する。今回は簡略法

RK（radial keratotomy）術後について 3 ），両者の相関

で行い，雲霧時間は 0 分とした。乱視検出は網膜上

が低下することを示した。Salchow らは LASIK 術後

に後焦線がある状態ではなく，前，後焦線が網膜より

に NIDEK 社製 ARK900® を他覚屈折度数の測定に用

前にある状態で乱視表を用いる乱視検出法を行うこ

いた場合，近視・遠視患者とも他覚屈折度数と自覚

とによって，調節の介入を防ぐことが可能である 6 ）。

屈折度数の相関は低下し，自覚屈折度数よりもマイ

他覚屈折度数の測定はオートレフラクトメータ

ナス寄りになると報告している 4 ）。Bailey らはオート

（TOPCON KR-8100 ®）を用いてミドリン P ® 点眼施

レフラクトメータの機種によって瞳孔径の測定領域

行前後（以下 点眼前をオートレフラクトメータ値，

の違いがあり，そのことが両者の測定結果の差が生

点眼後をミドレフ値）で行った。また，波面収差測

じる原因の一つであると述べている 5 ）。

定装置（TOPCON KR-9000PW ® ）を用いて 4 mm

今回我々は，近視 LASIK 術前後において自覚第二

径および 6 mm 径での眼屈折度数（便宜上以下 ミド

法による自覚屈折度数，およびオートレフラクトメー

レフ 4 mm 値，ミドレフ 6 mm 値）（TOPCON KR-

タによる他覚屈折度数について比較検討を行った。

2. 対象ならびに方法

（D）

等価球面度数

対象は奈良県立医科大学付属病院にて 2006 年に近
視または近視性乱視の屈折矯正 LASIK を行い，術後
6 カ月経過観察可能であった 15 例 30 眼（男性 4 例 8
眼，女性 11 例 22 眼）であり，年齢 22〜39 歳（平均

表1

第一法
両眼分離

遮蔽板

第二法
常に両眼開放で測定
する。非測定眼は雲
霧状態で開放
（ 0.1）になるプラス
レンズを両眼30〜40
分装用

雲霧法

乱視検出法

自
覚
第
二
法

自覚第二法

最小錯乱円検出後，
網膜上に後焦線があ
る状態での乱視検出
および矯正

低矯正乱視検出法
網膜より前に前，後
焦線がある状態での
乱視検出

（D）

図1
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近視 laser in situ keratomileusis（LASIK）術前等価
球面屈折度数の比較
◆：オートレフラクトメータ値，■：ミドレフ値，
△：ミドレフ 4mm 値，×：ミドレフ 6mm 値
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9000PW®），および角膜，眼球の高次収差測定を行っ

第二法，ミドレフ 4 mm 値，オートレフラクトメータ

た。

値，ミドレフ 6 mm 値の順となり，オートレフラク

3. 結

トメータ値に対し，ミドレフ値，自覚第二法ともに

果

有意にプラス寄りの値を示した。

近視 LASIK 術前後の自覚屈折度数と各種他覚屈折

矯正量別に術後の各種検査法の比較を行ったとこ

度数の結果を図 1，2 および表 2 に示す。術前ではプ

ろ，−3.00D 未満（図 3 ）の群ではプラス側からミド

ラス側から自覚第二法，ミドレフ値，ミドレフ 4 mm

レフ値，自覚第二法，ミドレフ 4 mm 値，オートレフ

値，ミドレフ 6 mm 値，オートレフラクトメータ値

ラクトメータ値，ミドレフ 6 mm 値の順となり，オー

の順で，各群間に有意差は認められなかったが，術

トレフラクトメータ値に対し，ミドレフ値は有意に

後 6 カ月の結果ではプラス側からミドレフ値，自覚

プラス寄りの結果を示した。−3.00D 以上（図 4 ）で
は前群同様の屈折順となったが，自覚第二法，オー
トレフラクトメータ値，ミドレフ値の群間に有意差
は認められなかった。ここでもやはりオートレフラ

（D）

クトメータ値は両群ともマイナス寄りの結果となっ

表2

（D）

各検査方法による等価球面屈折値
（D）

等価球面度数

術
自覚第二法

自
覚
第
二
法

図2

前

術

後

−4.09±1.87

−0.05±0.29

オートレフラクトメータ値（KR-8100®） −4.63±1.89

−0.62±0.54

＊1

＊2

＊3

ミドレフ値（KR-8100®）

近視 LASIK 術後 6 カ月の等価球面屈折値の比較
◆：オートレフラクトメータ値，■：ミドレフ値，
△：ミドレフ 4mm 値，×：ミドレフ 6mm 値

−4.16±1.85

−0.00±0.45

ミドレフ4 mm値（KR-9000PW®） −4.32±1.78

−0.31±0.47

＊4
＊5

ミドレフ6 mm値（KR-9000PW®） −4.51±1.78
＊1〜5

：ANOVA

−0.88±0.53

p＜0.01，多重比較検定済

（D）
（D）

（D）

等
価
球
面
度
数

等
価
球
面
度
数

矯正量

図3

近視矯正量別の各種検査法の比較（−3.00D 未満）
◆：自覚第二法， ■：オートレフラクトメータ値，
△：ミドレフ値，×：ミドレフ 4mm 値，
○：ミドレフ 6mm 値

（D）

矯正量

図4

― 34 ―

近視矯正量別の各種検査法の比較（− 3.00D 以上）
◆：自覚第二法， ■：オートレフラクトメータ値，
△：ミドレフ値，×：ミドレフ 4mm 値，
○：ミドレフ 6mm 値
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表3

LASIK と屈折値・川尾美樹他

表4

近視矯正量別の術後各種検査法の比較結果
−3.00D未満

−3.01D以上

2.36±0.49

4.67±1.62

Laser in situ keratomileusis 術前後における 6 mm径
の角膜・眼球の高次収差 RMSの変化
(●m)
μ
術

矯正量
症例数（眼）

11

自覚第二法

角膜

19

0±0.20

＊1

オートレフラクトメータ値（KR-8100®） −0.59±0.54 ＊2

−0.09±0.34
−0.63±0.56

＊4

前

術

後

（コマ）

0.198±0.099

＊1

（球面）

0.240±0.040

＊2

0.539±0.123

（全）

0.320±0.078

＊3

0.645±0.167
0.491±0.154

0.335±0.164

全眼球（コマ）

0.264±0.113

＊4

ミドレフ4mm値（KR-9000PW®）−0.24±0.32 ＊3

−0.34±0.55

（球面）

0.175±0.061

＊5

0.380±0.130

ミドレフ6mm値（KR-9000PW®）−0.74±0.29

−0.96±0.62

（全）

0.320±0.118

＊6

0.626±0.182

ミドレフ値（KR-8100®）

0.10±0.42

＊1〜5

：ANOVA

−0.06±0.47＊5

＊1〜6

：Paired t-test

p＜0.01，多重比較検定済

p＜0.01

面収差が介入してマイナス寄りの値になったものと

た。表 3 にまとめを示す。
角膜，眼球の高次収差の面から比較すると，角膜，

思われた。波面収差センサーや一部のオートレフラ

眼球のいずれも球面様，コマ様，全高次収差ともに，

クトメータなど，広い瞳孔径内の屈折度数を検査で

術後に有意な増加が認められた（表 4 ）
。

きる機種の場合，調節麻痺薬下で検査した屈折度数

4. 考

を過信して自覚屈折検査を行うと，マイナス寄りの

察

矯正になってしまうので注意が必要であると考えら

術前屈折検査に関しては，ミドレフ値も含めたな

れた。

かで自覚第二法が最もプラス寄りの値となり，以前
の報告 7 ）どおりこの自覚第二法の有用性が示された。
術前後および矯正量別のミドレフ値，オートレフ
ラクトメータ値，自覚第二法の関係は，いずれの場
合もミドレフ値と自覚第二法がほぼ近い値で，オー
トレフラクトメータ値がそれよりも 0.5D 前後マイナ
ス寄りの値になった。今回測定に用いた機種は
TOPCON KR-8100® で，昼間視のサイズの人工瞳孔が
採用されている。上記の結果は，小さな瞳孔径の場
合，LASIK 術後の球面収差の増大があっても 8 ）光学
領の中心付近では収差が少なくなるためと思われた。
このように比較的小さいサイズの人工瞳孔を用いた
オートレフラクトメータを使用する場合，LASIK 術
後でも術前と同様にオートレフレクトメータ値を参
考にして自覚屈折検査を進めていけばよいと考えら
れた。
波面収差センサーを使って測定した 4 mm 径およ
び 6 mm 径の眼屈折度数（ミドレフ 4 mm 値およびミ
ドレフ 6 mm 値）は，術前後ともにミドレフ値より
もマイナス寄りの値になったが，術後はその差が拡大
し，有意差を生じた。今回の症例ではいずれも移行
域を設けて球面収差を軽減するプログラム（OATZ）9 ）
で手術を行っているが，やはり LASIK 術後は球面収
差が増大した。そのため，瞳孔径を広くとるほど球
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視覚の科学

第29巻第 1 号

最近のトピックス

弱

視

治

療
（浜松医科大学眼科）

1. は

じ

め

佐藤

美保

いえるガイドラインが，2006 年の Lancet に掲載され

に

た 8 ）。そのなかでは，スクリーニングを一度だけする

弱視に対しては，眼鏡装用，遮閉訓練，薬物によ

なら入学時がよいこと，眼鏡だけで視力の改善が得

るペナリゼーションが広く行われ，小児の視力改善

られなくなるまで経過をみること，健眼遮閉とアト

に効果を挙げていることは周知の事実である。

ロピンによるペナリゼーションは同等の効果があり，

「形態覚刺激遮断」がまだ十分に理解されていな

患者（または家族）は両者について説明を受けた上

かった昭和 30 年代以前には乳幼児への片眼遮閉がし

でどちらかを選択すること，遮閉は 1 日 1 〜 2 時間

ばしば行われていたが，こういった遮閉が行われな

でも効果があること，などが示され，若干これまで

くなると，形態覚刺激遮断弱視は先天白内障が代表

の「一般的」と思われていた治療方針とは異なるも

的な原因となった。斜視は外見で判断しやすいため

のも含まれている。

に，斜視弱視は比較的早期に発見される。屈折異常

それでは，世界中の多くの眼科医がこれらの結果

性弱視は，両眼の高度の遠視や近視，乱視のために

に従って治療方針を変更したであろうか？答えは必

起きるが，視力不良が両眼のため，家族が発見する

ずしもそうではない。ヨーロッパ眼科学会のアンケー

ことが比較的多い。それに対して，微小斜視や不同

トでは，60 ％の医師はこれまでの治療方法を変更し

視弱視は片眼の視力が良好で，斜視を伴わない場合

ておらず，独自の治療指針に従って治療を進めてい

が多いため，家族が気づくことは困難で，健康診断

るという。また，米国の小児眼科医も 2002 年に最初

（以下 健診）で初めて指摘されることが多い。いずれ

の論文 2 ）が発表された直後に行われた治療方法に関

の弱視も，治療は屈折矯正，健眼遮閉，ペナリゼー

するアンケートと，2006 年に行われたアンケートを

ションが中心である。

比べると，遮閉を指示する時間は有意に短くなった

このように，弱視に関しては，過去 50 年間に臨床

ものの，遮閉を 2 時間だけ指示している医師はあま

的な問題の多くが解決されたが，弱視治療に関して

り増えていないことも報告された 9，10）。これは，多く

は，それぞれの国によっても，また治療者（一般眼

の医師がこれまでの治療方法を変えるのに，まだた

科医 vs 小児眼科医 vs 視能訓練士 vs オプトメトリス

めらいがあること，EBM の結果より自らの経験を重

トなど）によっても異なる治療プログラムが組まれ

視していること，教育された時代による違いが影響

1 ）

ている 。それらを evidence-based medicine（以下

しているであることなどが推測される。

EBM）の観点から改めて確認しようという動きがあ

それでは，我々はこのようなデータをどのように

り，米国を中心とした小児眼科研究者グループ：

利用していくのがよいのであろうか。最も重要なこ

Pediatric Eye Disease Investigator Group（PEDIG：

とは，これらの EBM 研究では，研究のデザインの時

http://public.pedig.jaeb.org/)によって多くの研究が

点で間違いがあると結果が異なることである。その

精力的に進められ，2007 年までに 20 編以上の原著論

影響が大きいだけに，スタディのデザインを振り返

文が出版された。それらの多くは多施設共同研究で

り，結果をどのように理解していくのかについて検

あり，無作為化されているために科学的根拠が強い

討したい。

と考えられる。その結果は，これまで行われてきた

2. 弱視はなぜ治療しなくてはならないのか

治療方法を否定するものではないが，スクリーニン
グの方法，眼鏡装用の必要性，遮閉開始の時期と時

「成人になっても，健眼が重篤な疾患によって視力

間，近業の必要性，また終了方法などについて，い

が低下したときには，それまで弱視だった方の視力

くつかの新しい知見が得られた 2 − 7 ）。その集大成とも

が改善する」という報告は大きな驚きをもって迎え
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表1

アメリカ小児眼科医は2003年以降，治療方針を変えたか？

遮閉方法を変えましたか？ 2003年 2006年

遮閉中の近業を勧めていますか？ 2003年

2006年

遮閉時間

2003年

2006年

全く変えていない

39％

27％

いいえ

26％

20％

2

12％

15％

ほとんど変えていない

33％

18％

時々

20％

20％

2〜4

17％

38％

完全に変えた

12％

29％

常に

50％

60％

4〜6

17％

30％

ほとんど変えた

16％

26％

6〜8

33％

9％

（Wygnanski T 2007 J of AAPOS10）より）

られた 11）。しかしその後，弱視眼の視力が 2 段階以上

グにかかる経済的な問題についても検討しなくては

改善するものは確かに全体の 10 ％程度存在するが，

ならない。斜視の発見のためには視力検査，屈折検

その条件として，年齢が若い者（21 歳以下），健眼の

査および遮閉試験，あるいは専門家による立体視検

視力が弱視眼より悪くなった者などに限られる，と

査を含むことで，経済的にスクリーニングの効率が

追加報告された 12）。成人になっても視力回復の可能性

高くなる 17）。スクリーニングの信頼性，経済的効果か

があるのであれば，小児期に弱視治療を行うことが

ら最も適切な時期は 4 〜 5 歳とされているため，ガ

本当に必要であろうか。この疑問に対して Rahi らは，

イドラインでは入学前となっているが，一歩すすん

イギリスで 1 年間成人の片眼弱視患者を追跡し，健

で予防という点からは，より早期のスクリーニング

眼の視力低下のあったものを調査した。370 名の弱視

が適しているであろう。日本では，市町村という小

患者を調査したところ，95 歳までに重篤な視力障害

さな単位の事業として行われているため，地域間格

になる危険は 32.9 ％にも上ることを報告し，小児期

差が否めない。しかし，引き続きよりよい健診制度

に治療可能な弱視であれば，治療に専念するべきで

の確立のための努力を続けていく必要があると感じ

あると報告した 13）。別の研究では，片眼弱視の成人が

る。

健眼に視力障害を受けたときに，弱視患者が生涯に

4. 眼鏡のみで治療できるか

両眼の視力が 0.5 以下になる危険は 18 ％あり，弱視
でない人の両眼の視力が 0.5 以下になる危険の 10 ％

不同視による片眼弱視に対する治療として，眼鏡

をはるかに上回るとともに，両眼の視力が 0.5 以下で

だけでどこまで治療可能か，あるいは健眼遮閉が不

生きていく年限も 6 カ月長いことも報告された 14）。こ

可欠か，については，3 〜 7 歳までの中等度弱視（小

ういったデータは今後の弱視治療に対する費用対効

数換算視力 0.2 〜 0.5）の者の 30 ％以上は眼鏡だけで

果を検討する際に用いることができるとともに，あ

治癒したとの報告がなされた 18）。そこで，眼鏡を処方

らためて小児期の弱視治療の必要性を確認させてく

した際には，まず遮閉をしないで経過をみよう，と

れた。

の提案がなされるようになったわけだが，実際には，
追加の治療が必要な者が 70 ％存在することを忘れる

3. スクリーニングについて

わけにはいかない。視力改善がプラトーに達するま

我が国では，平成 3 年度から 3 歳児健診に眼科検

でにおよそ 4 カ月必要ということであるため，少し

診が加えられるようになり，効果をあげている。し

でも早期に治療をする必要のある患者にとっては，

かし，基本は各家庭でのアンケートと視力検査，そ

無駄に 4 カ月を過ごすことになりかねないからであ

して健診会場では小児科医の問診を受ける，という

る。それを確認するための調査として，1 日 2 時間の

ものである。一部の地域では，健診に視能訓練士が

健眼遮閉（そのうち 1 時間は近業をさせる）をした

参加して屈折検査を行っているが，運営が各市町村

ものと眼鏡だけで治療したものを比較したところ，

に任されているため，ほとんどの市町村で財政的な

視力の改善に差があることが示された 19）。

面でのサポートは得られておらず，ボランティアと
して参加していることが多い。

両眼性の屈折異常性弱視に関しては，＋4D 以上の
遠視の 3 〜 10 歳の小児に対する治療効果を多施設で

スクリーニングは早期に行い，早期に治療をはじ

研究したものが報告された。それによると，大部分

める方が良い視力を得られる 15，16）が，スクリーニン

の 10 歳以下の症例では 1 年以内に視力が 0.8 以上に
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改善することが示された 20）。

第29巻第 1 号

しかし，アトロピン点眼によるペナリゼーション
が健眼遮閉と同等に効果的であることが報告される 2 ）

5. 健眼遮閉について

と，多くの患者および患者家族は，遮閉よりもペナ

健眼遮閉の必要性が再確認されたものの，果たし

リゼーションを好んだ。アトロピン治療を受けたも

て遮閉時間と視力改善の間に関係があるかどうかに

のも，遮閉治療を受けたものも，眼位に関しては最

ついては，しばらく議論が続いた。終日遮閉と 6 時

終的に差がなく，弱視治療によってかえって改善す

間遮閉で最終視力に差がないこと 4 ）や，6 時間の遮閉

るものもあった 25）。また，最初の 6 カ月間をアトロピ

と 2 時間の遮閉で最終視力に差がない，との報告

3）

ンと健眼遮閉で治療された患者の 2 年後の視力には，

がなされたからである。長時間の遮閉治療は，患者

やはり差がないことも明らかになった 26）。またアトロ

や家族に精神的ストレスを与えること 21）や，終日遮

ピン点眼の回数については，毎日の点眼と週末だけ

閉によって内斜視の発症がしばしば報告されている

の点眼で結果に差がないことが示された 6 ）。

ことのために，同等の治療効果であれば遮閉時間は

7. 弱視治療にとって最も大切なのはなにか？

短いほどよいと考えるのは当然だからである。そし
て，ついに実際に有効な遮閉時間の最短はどれだけ

弱視治療の成否を決めるのは，なんといっても治

か，という議論まで起きるようになった。しかし，

療の実行（コンプライアンス）である。そのコンプ

遮閉時間と治療効果に相関がない，という結果は即

ライアンスを上げるために，どのような手段がある

座に受け入れることはできない。これらの報告の大

だろうか。Loudon らは，両親への十分な情報提供と

きな問題点は，指示した遮閉時間と得られた視力の

高い教育レベル，とくに母国語での説明の重要性を

関係を検討しているが，実際に遮閉が実行された時

挙げている 27）。我々は遮閉時間の長短を論じたり，遮

間と視力の関係を検討したわけではなかったことで

閉とペナリゼーションの是非を議論したりする以上

ある。そこで，遮閉時間を正確に電気的に記録する

に，より効果的にコンプライアンスを上げる方法に

ために開発されたモニター 22）を利用して，実際に行

ついて検討するべき時期にきているのであろう。現

われた遮閉時間と視力改善の関係が検討された。そ

在は，インターネットを通じて多くの情報を得るこ

れによると，3 時間の遮閉を指示された者は平均 1 時

とができる。患者間の情報交換も可能であり，コン

間 45 分しか実行しておらず，6 時間の指示をされた

プライアンスを高めるための努力は，医師，視能訓

者は平均 2 時間 33 分しか実行していないことが明ら

練士，患者，および患者家族が一体となって行って

かになった。そして，遮閉をしない群と比べて有意

いく必要があると考える。

に視力が改善するためには，3 時間以上の遮閉の実行
が必要であることが示された 23）。更に，モニターされ
た遮閉時間を評価すると，logMAR 視力が二段階改善
するために必要な総遮閉時間は，4 歳で治療を開始し
た場合 170 時間，6 歳で開始した場合 236 時間必要で
あり，治療時間と視力の改善が直線的に関係してい
ることが明らかになった 24）。遮閉時間と治療効果の相
関が再確認されたのである。患者にこの時間を示す
ことによって，治療の励みにすることが可能である。

6. ペナリゼーションについて
弱視治療方法として，健眼遮閉と比較されるもの
に薬物によるペナリゼーション法がある。ペナリゼー
ションは遮閉に比べると実行可能性（コンプライア
ンス）が高いという利点はあるが，その効果は遮閉
治療より低いと考えられていた。また，健眼の弱視
化という問題もある。
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SPIE

Photonic West Biomedical Optics ( BiOS )
San Jose, California 2008. Jan. 19-20
大阪大学大学院医学研究科・感覚機能形成学

不 二 門

尚

SPIE Meeting は，光学技術に関する総合的な学会

す。本年は，SD（spectral domain）-OCT が商品化さ

である。そのなかで，BiOS は医学，生物科学への光

れた安定期で，発表は横に広げるタイプのものが多

学技術の応用に関する分科会で，OCT（optical coher-

い印象でしたが，安野先生のグループの発表は光っ

ence tomography）の開発者として有名な James

ており，東京医科大学の三浦先生は，偏光を使った

Fujimoto が Chairman をしておられます。BiOS は更

波長 1,000nm の OCT で線維柱体が描出できることを

に Photonic Therapeutics and Diagnosis, Clinical

発表され，安野先生は 1,060nm の波長の OCT を開発

Technologies and System, Tissue Optics Biomedical

し，ぶどう膜炎における脈絡膜レベルの病変を描出し

Spectroscopy and Imaging, Nano/Bio Photonics か

たという報告をされました。これと類似の波長の光を

ら構成されています。私が参加した Ophthalmic

用いた OCT で，ボストンのグループは加齢黄斑変性

Technologies は ， Photonic Therapeutics and

における網膜下の CNV（choroidal neovascularization）

Diagnosis の分科会の一つです。Biomedical Optics の

の 3 次元的な大きさを定量化できることを発表して

分野はアメリカでも研究予算が急速に伸びている分

いました。これらは，眼科臨床で Avastin® などの抗

野であり，なかでも OCT 技術はここ数年で最も伸び

血管新生薬の効果判定に有用と考えられました。そ

た技術の一つです。Ophthalmic Technologies の分科

のほか，OCT の演題では，XY および Z 方向に Eye

会は，眼科の OCT 技術を中心とする active な学会

Tracks 機能を付加したり，補償光学を導入して解像

で，2009 年の日本眼科学会で招待講演をされる Ultra

度を上げた発表がありましたが，画期的な画質の向

High Resolution OCT の開発者の Drexler 先生（図 1 ）

上は得られておらず，今後の更なる改良が期待され

のグループが最も多く演題を出しておられました。
筑波大学の安野先生（図 2 ）は，最も優れた発表者に
与えられる Pascal Rol Award を昨年受賞されていま

図1

Drexler 先生

図2
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左が筑波大学

安野先生，右が筆者
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ました。我々のグループは，網膜の機能イメージン

節に関係する部分に高い相関がみられることを発表

グの発表をしました。電気刺激による網膜の興奮を，

しました。そのほか，30 µm の厚さの涙液層を前眼部

反射率の変化で定量的に評価できるというもので，

FD-OCT で測定したというマイアミのグループの発

反響はそこそこありました。しかし私が帰った翌日

表はインパクトがありました。
眼科領域の imaging はまだまだ発展途上にある。

に，OCT の別のセッションで functional OCT で，光
刺激による視細胞の swelling を評価したという発表

非侵襲で高画質の画像は，臨床的な診断技術を変え

があったということをきき，これからは機能イメー

る機器になる可能性があり，今後の発展が楽しみで

ジングの時代という印象を受けました。Topcon の三

す。

橋氏は，両眼の波面測定において，相関をとると調
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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
◆学

年会費 (個人) 5,000 円

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）
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第 29 巻 1 号をお届けします。
今回は色収差に関する総説が 2 編，網膜神経活動のイメージングに関する総説，そして電子カル
テに関する総説がありました。また，原著としては両眼同時屈折検査，LASIK 術後の屈折検査法に
関して，更にトピックスでは弱視研究のレビュー，学会印象記では BiOS が紹介されており，広範
かつ読み応え十分の内容となっています。投稿していただいた皆様に感謝いたします。
「不正乱視の基礎と臨床」はいよいよ 5 回シリーズの 4 回目になりますが，同じテーマを基礎と
臨床の異なる二つの視点から解説してあり，私自身毎回，楽しみにしています。色収差が電子の振
動で説明できること，また非球面眼内レンズに次いでアクロマート眼内レンズが研究されているこ
となど，興味深く拝読しました。
弱視治療に関しては，近年 EBM（科学的根拠に基づく医療）の観点から研究が進み，これまで
長い間，常識と考えられてきた治療上のガイドラインにかなり変化がみられるようです。引用文献
も充実しており，日本語の記事としては，他誌に例のない優れたレビューとなっています。弱視は，
神経発達の臨界期や可塑性を探るためのモデルとして，神経科学の分野においても注目されていま
す。視能訓練士の皆様はもとより，多くの会員の皆様に目を通していただければ幸いです。

長谷部

聡 記
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第 47 回日本白内障学会総会
第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会
会

期： 2008 年 6 月 20 日
（金）〜 6 月 22 日（日）

会

場：東京国際フォーラム

会

長：第 47 回日本白内障学会総会

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-5-1

ご案内

TEL 03-5221-9000
（代）

黒坂大次郎（岩手医科大学医学部眼科学講座）
第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会
坪田一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
テーマ：第 47 回日本白内障学会総会「アンチエイジングと白内障」
第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会
「クオリティーオブビジョンとアンチエイジング」
準備室：日本コンベンションサービス㈱

メディカルカンパニー

〒 100-0013 東京都千代田区霞が関 1-4-2
TEL 03-3508-1278 （平日 10 時〜 17 時）

内

大同生命霞が関ビル 18F
FAX 03-3508-1302

E-mail: jscrs2008@convention.co.jp
演題募集： 2008 年 3 月 1 日（土）に終了しました。
主な学術プログラム：
会長講演：坪田一男（慶應大）
招待講演： Adrian Glasser
特別講演：竹鼻

（Univ. of Houston）

眞（共立薬大）

ビッセン宮島弘子（東京歯大・水道橋）
ASCRS/JSCRS ジョイントシンポジウム：
シンポジウム
1 ．白内障手術の非侵襲化
オーガナイザー；常岡

寛（慈恵医大）・黒坂大次郎（岩手医大）

2 ．これからは瞳孔だ！
オーガナイザー；江口秀一郎（江口眼科病院）・中村邦彦（たなし中村眼科クリニック）
3 ．これから求められる乱視矯正
オーガナイザー；宮田和典（宮田眼科病院）・前田直之（大阪大）
4 ．多焦点眼内レンズの導入法
オーガナイザー；大木孝太郎（大木眼科）・ビッセン宮島弘子（東京歯大・水道橋）
5 ．白内障・屈折矯正手術がめざす視機能
オーガナイザー；稗田

牧（バプテスト眼科クリニック）・根岸一乃（慶應大）

6 ．老視治療の最新情報
オーガナイザー；清水公也（北里大）・中村友昭（名古屋アイクリニック）

（1）

視覚の科学

第29巻第 1 号

7 ．白内障の予防
オーガナイザー；松島博之（獨協医大）
・佐々木

洋（金沢医大）

8 ．白内障研究の可能性
オーガナイザー；綾木雅彦（昭和大・藤が丘）・藤井紀子（京都大）
9 ．新時代の白内障診療
オーガナイザー；不二門

尚（大阪大）・永原

幸（東京大）

教育セミナー
1 ．眼科手術教育の理想と現実
オーガナイザー；松村美代（関西医大）・志和利彦（日本医大）
2 ．白内障手術合併症の対処法
オーガナイザー；徳田芳浩（井上眼科病院）・小沢忠彦（小沢眼科内科病院）
3 ．白内障・屈折矯正手術不定愁訴トラブルシューティング
オーガナイザー；若倉雅登（井上眼科病院）・梶田雅義（梶田眼科）
4 ．白内障の診方
オーガナイザー；永本敏之（杏林大）・林

研（林眼科病院）

5 ．白内障，老視，加齢眼疾患の予防医学
オーガナイザー；木下

茂（京都府医大）・坪田一男（慶應大）

6 ．眼光学入門
オーガナイザー；永田豊文（永田眼科）
・大沼一彦（千葉大）
登録料：事前登録は終了しました。
（円）
当日登録
会

員（医師）

20,000

非会員（医師）

23,000

研修医

12,000

コメディカル・非医師

9,000

研究員（企業）

23,000

・研修医，コメディカルは所属長の証明が必要です。

2008 年 第 33 回光学シンポジウム 講演募集
「光学システム・光学素子の設計・製作・評価を中心として」
光学シンポジウムは，日本光学会会員の皆様が日頃研究，開発の成果を発表し，討論する場として，毎年開催
されています。今回も下記の要領で第 33 回光学シンポジウムをいたします。多数の皆様の積極的な応募をお願
いいたします。
会

期： 2008 年 7 月 3 日（木）
，4 日（金）

会

場：東京大学 生産技術研究所 コンベンションホール（予定）

主

催：日本光学会（応用物理学会）

〒 153-0041 東京都目黒区駒場 4-6-1
応募講演の性格および内容：
a）原則として未発表のものとします。ただし，既発表のものと一部重複があっても，光学にかかわる
新規な内容が含まれていれば発表可能です。
（2）
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b）内容は，光学システムおよび光学素子の設計，製作，評価に関連した講演を中心として，日本光学
会の活動の全分野を対象とします。とくに，これに関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎
し，また問題提起の講演も認めます。
演題募集：〆切りました。
日本光学会ホームページ：
http://annex.jsap.or.jp/OSJ/（随時情報更新予定）
協賛（予定）：
映像情報メディア学会，画像電子学会，計測自動制御学会，光産業技術振興協会，情報処理学会，照
明学会，精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，日本オプトメカトロニクス協会，日本眼光学学
会，日本機械学会，日本光学測定機工業会，日本視覚学会，日本色彩学会，日本写真学会，日本天文
学会日本物理学会，日本分光学会，レーザー学会

第 64 回日本弱視斜視学会総会・第 33 回日本小児眼科学会総会
合同学会
会

期： 2008 年 7 月 4 日（金），5 日（土）

会

場：品川プリンスホテル

アネックスタワー

〒 108-8611 東京都港区高輪 4-10-30

TEL ： 03-3440-1111

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
会

長：第 64 回日本弱視斜視学会総会
東

範行（国立成育医療センター）

第 33 回日本小児眼科学会総会
不二門

尚（大阪大学大学院応用医工学講座感覚機能形成学）

主なプログラム：
・招待講演

テーマ：斜筋の評価・手術などを依頼する予定

座長；東

範行（国立成育医療センター）

演者； Kenneth W. Wright
（Wright Foundation for Pediatric Ophthalmology and Strabismus, Director of Pediatric
Ophthalmology, Cedars-Sinal Medical Center, Los Angeles）
・シンポジウム

テーマ：斜視・眼球運動障害の画像評価

オーガナイザー；三村

治（兵庫医大）・佐藤美保（浜松医大）

演題・演者；MRI の撮影法
上斜筋麻痺

・ 講習会

西田保裕（滋賀医大）
佐藤美保（浜松医大）

Pulley 異常

河野玲華（岡山大）

固定斜視

横山

テーマ：斜視検査

オーガナイザー；東

連（大阪市立総合医療センター）

−スタンダードと最新情報−

範行 （国立成育医療センター）

演題・演者；眼位・眼球運動検査

菅澤

淳（大阪医大）

両眼視機能検査

矢ヶR 悌司（眼科やがさき医院）

屈折・調節検査

長谷部
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（円）
当日登録
医師（会

員）

15,000

医師（非会員）

17,000

コメディカル（会

員）

10,000

コメディカル（非会員）

12,000

学生

2,000

※上記金額に，講習会登録料は含まれません。
学会ホームページ： http://www.jasa-web.jp/gakkai/index.html
事務局：第 64 回日本弱視斜視学会総会事務局

担当；仁科幸子

国立成育医療センター眼科内
〒 157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1
TEL 03-3416-0181

FAX 03-3416-2222

第 33 回日本小児眼科学会総会事務局

担当；日下俊次

大阪大学大学院応用医工学講座感覚機能形成学内
〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2
TEL 06-6879-3005 〜 3008

FAX 06-6879-3347

問合せ先：第 64 回日本弱視斜視学会総会・第 33 回日本小児眼科学会総会
合同学会 運営事務局

㈱コンベンションリンケージ内

〒 102-0075 東京都千代田区三番町 2
TEL 03-3263-8688

三番町 KS ビル 3F

FAX 03-3263-8693

E-mail: japos2008@secretariat.ne.jp

スリーサム・イン福岡

開催ご案内

スリーサム・イン福岡として第 45 回日本眼感染症学会，第 42 回日本眼炎症学会，第 51 回日本コンタクトレン
ズ学会総会を合同で行う
会

期： 2008 年 7 月 4 日
（金）〜 6 日（日）

会

場：福岡国際会議場 福岡市博多区石城町 2-1

会

長：第 45 回日本眼感染症学会
第 42 回日本眼炎症学会

TEL ： 092-262-4111

内尾英一（福岡大学医学部眼科学教室）
内尾英一（福岡大学医学部眼科学教室）

第 51 回日本コンタクトレンズ学会総会
植田喜一（山口大学大学院医学系研究科眼科学，ウエダ眼科）
ホームページアドレス： http://www.threesome2008.jp/
学術プログラム：

第 45 回日本眼感染症学会
特別講演：「角膜ヘルペス〜基礎から臨床へ〜」

井上幸次（鳥取大）

シンポジウム：1 ．
「細菌性眼感染症の現状」
2．
「術後感染症とその対応 update」
3 ．｢古くて新しい感染性結膜炎を知る−アデノウイルス，クラミジア結膜炎−｣
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日本眼感染症学会学術奨励賞受賞講演
ICD 講習会：「周術期の感染予防と対策」
一般講演

第 42 回日本眼炎症学会
特別講演：「ぶどう膜炎の診断と治療の進歩」

望月

學（東京医歯大）

教育講演：「眼内炎症と組織障害：組織保護治療の可能性」坂本泰二（鹿児島大）
基調講演：吉川

洋（九州大）

シンポジウム： 1 ．
「国際シンポジウム・難治性ぶどう膜臨床における現状と課題」
2 ．「炎症性眼疾患における薬物治療の新しい展開」
3 ．「春季カタルの治療と管理の最前線」
日本眼炎症学会学術奨励賞受賞講演
一般講演

第 51 回日本コンタクトレンズ学会総会
特別講演：座長；澤

充（日本大）

「オルソケラトロジーを中心に」

下村嘉一（近畿大）

CLAO-JCLS 合同シンポジウム（Joint Symposium）：
「コンタクトレンズの Myth と Truth」
座長；木下

茂（京都府医大）・西田輝夫（山口大）

CLAO 招待講演：「Five-Year Experience with Overnight Corneal Eshaping」
S. Lance Forstot（President of CLAO）
JCLS 基調講演：「Staining of the Ocular Surface in Health and Disease」
Gary N. Foulks（Univ of Louisville）
シンポジスト：
Myth ： CL は就寝時に装用してはいけない

柳井亮二（山口大）

Myth ： CL の装用により角膜内皮細胞は悪くなる

稲葉昌丸（稲葉眼科）

Myth ：ドライアイに CL を処方してはいけない

山田昌和（東京医療センター）

パネルディスカッション：
座長：金井

淳（順天大）・植田喜一（ウエダ眼科）

「最良のコンタクトレンズ医療を提供するために」
〈問題提起〉
医学的見地から：梶田雅義（梶田眼科，日本コンタクトレンズ学会）
社会的見地から：宇津見義一（宇津見眼科医院，日本眼科医会）
経済的見地から：田中英成（日本コンタクトレンズ協会）
〈パネリスト〉
大橋裕一（日本コンタクトレンズ学会）
三宅謙作（日本眼科医会）
俵木登美子（厚生労働省医薬食品局医療機器審査管理）
宇都宮

啓（厚生労働省保険局課）

田倉智之（大阪大学医学部医療政策学招聘）
一般講演
器械展示
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コンタクトレンズ講習会
「症例から学ぶコンタクトレンズの処方」
座長；村上

晶（順天大）・佐野研二（あすみが丘佐野眼科）

1 ．小児に対するコンタクトレンズの処方

小玉裕司（小玉眼科医院）

2 ．トーリックコンタクトレンズの処方

水谷

聡（水谷眼科診療所）

3 ．遠近両用コンタクトレンズの処方

塩谷

浩（しおや眼科）

4 ．円錐角膜に対するコンタクトレンズの処方
宮本裕子（近畿大，アイアイ眼科医院）
スリーサム・イン福岡 3 学会合同プログラム
3 学会合同シンポジウム：「角膜潰瘍をめぐる諸問題」
オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）・井上幸次（鳥取大）
細 菌：松本光希（NTT 西日本九州病院）
真

菌：稲田紀子（日本大）

春季カタル：海老原伸行（順天大）
コンタクトレンズ：近間泰一郎（山口大）
市民公開講座
内尾英一（福岡大），石橋達朗（九州大），西田輝夫（山口大）
登録料：事前登録は 2008 年 5 月 12 日（月）に〆切りました。
（円）
当日登録
3 学会共通＋コンタクトレンズ講習会
会 員

23,000

非会員

25,000

研修医・留学生・コメディカル

12,000

第 45 回日本眼感染症学会
会 員

12,000

非会員

13,000

研修医・留学生・コメディカル

6,000

第 42 回日本眼炎症学会
会 員

12,000

非会員

13,000

研修医・留学生・コメディカル

6,000

第 51 回日本コンタクトレンズ学会総会＋コンタクトレンズ講習会
会 員

13,000

非会員

15,000

研修医・留学生・コメディカル

7,000

コンタクトレンズ講習会のみ
会員

5,000

非会員

6,000

研修医・留学生・コメディカル

3,000

※会員は 3 学会，いずれの会員でも結構です。
※研修医・留学生・コメディカルの方は，所属長の証明が必要です。
・問合せ先：スリーサム・イン福岡事務局
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・ E-mail: threesome2008@ech.co.jp
主

FAX 03-5807-3019

催：【第 45 回日本眼感染症学会】
福岡大学医学部眼科学教室

〒 814-0180

E-mail: en42ka45@fukuoka-u.ac.jp

福岡市城南区七隈 7-45-1

事務局長；尾崎弘明

【第 42 回日本眼炎症学会】
福岡大学医学部眼科学教室

〒 814-0180

E-mail: en42ka45@fukuoka-u.ac.jp

福岡市城南区七隈 7-45-1

事務局長；尾崎弘明

【第 51 回日本コンタクトレンズ学会総会】
山口大学大学院医学系研究科眼科学
E-mail: ophscr@yamaguchi-u.ac.jp

〒 755-8505 宇部市南小串 1-1-1

事務局長；柳井亮二

【事務局】
㈱イベント＆コンベンションハウス内 （近畿日本ツーリストグループ）
〒 110-0016

東京都台東区台東 4-27-5 秀和御徒町ビル 8F

FAX 03-5807-3019

E-mail: threesome2008@ech.co.jp

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−
主

催：日本眼光学学会・（社）日本オプトメカトロニクス協会（JOEM）

日

時： 2008 年 7 月 26 日（土）10:00 〜 17:00

会

場：三田 NN ホール

交

通：都営地下鉄 三田線／浅草線

7 月 27 日（日） 9:00 〜 17:00

2 日間

〒 105-0011 東京都港区芝 4-1-23

TEL 03-5443-3233

（会場へのアクセス http://www.mita-nn-hall.com/access/access.html）
三田駅下車 徒歩 3 分

JR 田町駅下車 徒歩 5 分
本チュートリアルの趣旨：
日本の QOV（quality of vision）は，眼光学に関心の深い眼科医，視能訓練士，理工系の研究者，それ
と関連する企業の尽力により，世界的にみても高品位に保たれていますが，実際の臨床現場ではより
深い眼光学の知識を必要とする機会が多くなっています。そこで，知っておくべき，あるいは臨床で
困ったときに知っておくと役立つ光学知識を，眼光学の観点からわかりやすく解説するセミナーを開
催します。本セミナーは，日本眼光学学会と，光学の専門家集団である社団法人日本オプトメカトロ
ニクス協会＊とのタイアップによる，本邦初の試みです。
＊日本の主だった光学関連メーカーで組織する経済産業省所管の公益法人で，年間の参加人員が 650 人に及ぶ光学
専門教育，光学産業界の啓蒙活動などを実施しています。

スケジュール：
7 月 26 日（土）
イントロダクトリートーク

大沼一彦（千葉大）

幾何光学と収差

高橋文男（ニコン）

屈折異常と矯正

祁

色収差／レンズの度数測定

白柳守康（セイコーオプティカルプロダクツ）

華（HOYA）
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7 月 27 日（日）
収差と眼

不二門

尚（大阪大）

コントラストと眼

大沼一彦（千葉大）

偏光

大沼一彦（千葉大）

眼球光学系の評価装置Ⅰ

小林克彦（トプコン）

眼球光学系の評価装置Ⅱ

水野勝保（ニデック）

眼球光学系の評価装置Ⅲ

大沼一彦（千葉大）

登録料：眼科医： 30,000 円，視能訓練士と JOEM 会員： 20,000 円，
その他： 30,000 円

（テキスト代，消費税込）

昼食費：別途，一食につき 2,000 円
（ご希望の方は上記参加費と一緒に下記振込先にお振り込み下さい。）
※土日開催につき会場周辺の飲食店は閉店のところが多いため，受講申し込みと同時にお弁当も申し
込まれた方が便利です。
定

員： 100 名

申込期限： 2008 年 7 月 18 日（金）まで（定員になり次第〆切ります。）
申込方法：申込み受付後，JOEM から受講票と請求書を郵送いたします。
問合せ先：（社）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

※詳細は（社）日本オプトメカトロニクス協会のホームページをご覧下さい。
URL ： http://www.joem.or.jp/

第 56 回日本臨床視覚電気生理学会・第 44 回日本眼光学学会総会
会告原稿（第 2 回）
会

会

期： 2008 年 9 月 5 日
（金）〜 7 日（日）
第 56 回日本臨床視覚電気生理学会

2008 年 9 月 5 日（金），6 日（土）

第 44 回日本眼光学学会総会

2008 年 9 月 6 日（土），7 日（日）

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（代）
会

長：日本臨床視覚電気生理学会
日本眼光学学会

山本修一（千葉大学大学院医学研究院眼科学）
奥山文雄（鈴鹿医療科学大学医用工学部医用情報工学科）

学術プログラム（予定）
：
合同プログラム
・合同特別講演
・合同シンポジウム 1
・合同シンポジウム 2

第 56 回日本臨床視覚電気生理学会
・一般演題
・第 4 回視機能研究会

第 44 回日本眼光学学会
・学術奨励賞受賞講演
・一般演題
（8）
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・ 合同教育セミナー（旧眼鏡シンポジウム）
併催研究会等
・ JRPS フォーラム（9 月 7 日
（日）午前）
その他
・ 各種セミナー（ランチョン，イブニング）
・ 器械展示・書籍展示
演題募集：本会ホームページ（http://56jscec-44jsoo.jtbcom.co.jp）にて受け付け致します｡ 詳細は，本会ホーム
ページの演題募集ページをご参照下さい。
演題募集〆切日： 2008 年 6 月 5 日
（木）AM11:00（予定）
参加登録（予定）事前登録締切： 2008 年 7 月 4 日（金）（予定）
（円）
事前登録

当日登録

13,000

15,000

5,000

7,000

2 学会＋合同教育セミナー（旧眼鏡シンポジウム）
医師/教員/企業
コメディカル（学生･研究生･専攻生・大学院生）
合同教育セミナー（旧眼鏡シンポジウム）のみ

5,000

※各会員の方には郵便振込取扱票（事前登録振込用紙）を発送致します。
※ 5 月下旬発送予定。
主

催：第 56 回日本臨床視覚電気生理学会
千葉大学大学院医学研究院眼科学
〒 260-8677 千葉市中央区亥鼻 1-8-1

TEL 043-226-2124

FAX 043-227-1810

第 44 回日本眼光学学会総会
鈴鹿医療科学大学医用工学部医用情報工学科
〒 510-0293 鈴鹿市岸岡町 1001-1

TEL 059-383-9208

FAX 059-383-9666

事務局：㈱ジェイコム コンベンション事業本部内
第 56 回日本臨床視覚電気生理学会・第 44 回日本眼光学学会総会事務局
〒 530-0001 大阪市北区梅田 2-2-22
TEL 06-6348-1391

ハービス ENT 11F

FAX 06-6456-4105

E-mail: 56jscev-44jsoo@jtbcom.co.jp

第 46 回日本神経眼科学会総会
会

期： 2008 年 10 月 11 日（土）
，12 日（日）（*13 日は祭日です）

会

場：朱鷺メッセ

新潟コンベンションセンター

〒 950-0078 新潟市中央区万代島 6-1（新潟駅からタクシー 10 分）
TEL ： 025-246-8400

FAX ： 025-246-8411

事務局：新潟大学大学院医歯総合研究科生体機能調節医学専攻
感覚統合医学講座視覚病態学分野（新潟大学医学部眼科）
〒 951-8510

新潟市中央区旭町通 1 番町 757

TEL 025-227-2296

担当；高木峰夫 E-mail: mtakagi@med.niigata-u.ac.jp

（9）
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学会プログラム：
・ 10 月 10 日（金）：理事会（理事会懇親会）
・ 10 月 11 日（土）：学会（一般演題，展示，招待講演，特別講演）・懇親会
・ 10 月 12 日（日）：学会（一般演題，展示，特別講演）・総会・スタッフ講習会
※ 10 月 11 日（土），10 月 12 日（日）：ランチョンセミナー
・招待講演「Pediatric Neuro-ophthalmology」
Grant T. Liu（Division of Neuro-Ophthalmology, Univ of Pennsylvania）
・特別講演 1「高磁場及び超高磁場装置の臨床応用」
中田

力（新潟大学統合脳機能研究センター）

・特別講演 2「大脳性色覚異常−神経心理学的症候としての特異性」
中塚和夫（大分大）
・第 22 回神経眼科講習会「明日から役立つ神経眼科」
視能訓練士，研修医，開業の先生方に現場で役立つ神経眼科の講習を行います。
日時： 2008 年 10 月 12 日（日）午後
柏井

聡（大阪日赤），大出尚郎（慶応大），佐藤美保（浜松医大）ほか

演題募集受付： 2008 年 7 月中旬ごろに〆切り予定
事前登録：〆切を 8 月末ごろに予定
大会ホームページ： http://shinsen.biz/2008shinkei

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）

会

期： 2009 年 2 月 14 日（土） 午後 2 時 45 分〜 6 時 10 分

会

場：参天製薬・講堂（センチュリーホール）（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-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
会

費： 1,000 円（当日登録）

主

催：近畿弱視斜視研究会
（不二門

指導；湖崎

克

名誉会員＋全メンバー

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）

主

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）
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学会会合案内
◆

2008 年
開催日

6/2
（月）
〜 6/3（火）

◆
名

称

開 催 場 所

第 48 回ヒューマンインタ 東京大学 山上会館 2 階
大会議室
フェース学会研究会
｢人工現実感および一般｣ （東京都文京区本郷）

第 15 回微小光学特別セミ 東京大学
生産技術研究所
ナー
「微小光学の基礎と発展」 総合研究実験棟 2 階
6/5
（木）
コンベンションホール
−基礎から学びたい人の
〜 6/6（金）
（東京都目黒区駒場）
ためのビッグな企画−

ODF'08 Taipei
6th International
6/9
（月）
Conference on Optics〜 6/11
（水）
Photonics Design and
Fabrication

Taipei International
Conference Center
（台湾台北市）

第 14 回画像センシングシ パシフィコ横浜
アネックスホール
ンポジウム
（神奈川県横浜市西区）
14th Symposium on
6/11
（水）
〜 6/13
（金） Sensing Via Image
Information（SSII08）

6/25
（月）
〜 6/27
（水）

7/3
（木）
〜 7/4（金）

PPIC '08
Pan-Pacific Imaging
Conference '08

第 33 回 光学シンポジウム 東京大学
「光学システム・光学素子 生産技術研究所 An 棟
コンベンションホール
の設計，製作，評価を中
（東京都目黒区駒場）
心として」

3 次元画像コンファレンス
2008
7/10
（木）
〜 7/11
（金）

アルカディア市ヶ谷
コンベンションホール
（東京都千代田区九段北）

東京大学
武田先端知ビル
武田ホール
（東京都文京区弥生）
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問

合

せ

先

演題〆切

ヒューマンインタフェース学会事務局
TEL: 075-315-8475/075-326-1331
FAX: 075-326-1332
E-mail: meeting@his.gr.jp
URL: http://www.his.gr.jp/activities/
meeting/read.html?044.cfp

〆切りました
2008/3/24

申込先： 松永典代
微小光学研究グループ事務局
東京工業大学精密工学研究所 R 棟
マイクロシステム研究センター気付
TEL&FAX: 045-924-5059
E-mail: matsunaga.f.aa@m.titech.ac.jp
URL: http://www.comemoc.com/

〆切りました
2008/5/9

ODF'08, Taipei Secretariat
Ms.Chao-Yu Kuo
FAX: +886-3-4252897
E-mail: odf08@odf08.tw
URL: http://www.odf.jp/

〆切りました
2007/12/10

画像センシング技術研究会
事務局 喜多
TEL: 03-3367-0571
FAX: 03-3368-1519
E-mail: info@ssii.jp
URL: http://ssii.jp/

〆切りました
2008/5/15

日本画像学会
URL: http://www.isj-imaging.org/isj.html
日本写真学会
URL: http://www.spstj.org/event/
nissya̲e̲syosai̲15.html
URL: http://www.isj-imaging.org/
event/conference/PPIC08/

〆切りました
2008/2/5

実行委員長 白石 武嗣
コニカミノルタオプト（株）
S&A 事業推進室
TEL:（042） 660-9320
FAX:（042） 660-9464
E-mail: optsympo33@mirror.ocn.ne.jp
URL: http://annex.jsap.or.jp/OSJ/

〆切りました
2008/3/7

3 次元画像コンファレンス 2008 実行
委員会
アドコム・メディア（株）気付（旧・精
機通信社）
TEL: 03-3367-0571
FAX: 03-3368-1519
E-mail: info2008@3d-conf.org
URL: http://www.3d-conf.org/

事前登録
2008/7/7

視覚の科学

開催日

7/22
（火）
〜 7/23
（水）

名

称

工学院大学新宿校舎
可視化情報シンポジウム
（東京都新宿区西新宿）
2008
−第 36 回可視化情報シン
ポジウム−

8/27
（水）
〜 8/29
（金）

9/1
（月）
〜 9/4（木）

9/2
（火）
〜 9/5（金）

9/17
（水）
〜 9/19
（金）

合

せ

先

シンポジウム実行委員会幹事
藤原暁子
筑波大学 大学院システム情報工学研
究科
構造エネルギー工学専攻
TEL/FAX: 029-853-5763
E-mail: fujiwara@kz.tsukuba.ac.jp
URL: http://www.visualization.jp/
日本視覚学会 2008 年夏季大会
ヘルプデスク（株）国際文献印刷社内
FAX ： 03-3368-2869
E-mail: vision-webpost@bunken.co.jp
URL: http://wwwsoc.nii.ac.jp/vsj2/
index.html

第 27 回日本医用画像工学
会大会（JAMIT 2008）

法政大学
小金井キャンパス
（東京都小金井市）

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

平成 20 年度（第 41 回）照
明学会
全国大会

芝浦工業大学
（東京都江東区豊洲）

担当 宮尾（みやお）慎一
社団法人照明学会 全国大会係
TEL: 03-5294-0101
FAX: 03-5294-0102
E-mail: ieijsomu@sepia.ocn.ne.jp
URL: http://www.ieij.or.jp/

2008 年映像情報メディア
学会
年次大会

福岡工業大学
（福岡県福岡市東区）

ヒューマンインタフェース
シンポジウム 2008

大阪大学
コンベンションセンター
（大阪府吹田市山田丘）

8/4
（月）
〜 8/5（火）

8/27
（水）
〜 8/28
（木）

問

東京工業大学
すずかけ台キャンパス
すずかけホール
（神奈川県横浜市緑区）

日本視覚学会 2008 年夏季
大会

8/5
（火）
〜 8/6（水）

開 催 場 所

2008 年（平成 20 年）秋季 中部大学
（愛知県春日井市）
第 69 回
応用物理学会学術講演会

2008 年度精密工学会秋季
大会
学術講演会
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演題〆切

〆切りました
2008/3/7

2008/6/2
事前登録
2008/6/9

〆切りました
2008/3/7

〆切りました
2008/4/8, 14:00

（社）映像情報メディア学会 年次大会係
TEL: 03-3432-4677
FAX: 03-3432-4675
E-mail: gyoji＠ite.or.jp
URL: http://www.ite.or.jp/

〆切りました
2008/4/18

ヒューマンインタフェース学会事務局
TEL: 075-315-8475 / 075-326-1331
FAX: 075-326-1332
E-mail: symp@his.gr.jp
URL: http://www.his.gr.jp

〆切りました
2008/4/28

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

東北大学
青葉山キャンパス
（宮城県仙台市）

第29巻第 1 号

2008/6/15

2008 年 3 月

開催日

10/11（土）
〜 10/12（日）

12/1
（月）
〜 12/2
（火）

◆

2009 年
開催日

3/11
（水）
〜 3/13
（金）

3/30
（月）
〜 4/2（木）

9/8
（火）
〜 9/11
（金）

名

称

可視化情報学会全国講演
会（釧路 2008）

第 34 回（2008 年）
感覚代行シンポジウム

開 催 場 所
釧路市生涯教育センター
（北海道釧路市幣舞町）

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）

問

合

せ

先

北海道大学大学院工学研究科 奈良林直
Tel: 011-709-6103
Fax: 011-709-6104
E-mail: narabayashi@visualization.jp
URL: http://www.vsj.or.jp/

演題〆切

2008/7/1

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

◆
名

称

2008 年度精密工学会
春季大会
学術講演会

開 催 場 所
中央大学
後楽園キャンパス
（東京都文京区春日）

問

合

せ

先

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

筑波大学
2009 年（平成 21 年）春季
（茨城県つくば市）
第 56 回
応用物理学関係連合講演会

（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

2009 年（平成 21 年）秋季 富山大学
（富山県富山市）
第 70 回
応用物理学会学術講演会

（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
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日本眼光学学会誌｢視覚の科学｣投稿規程
原著の投稿規定

Word あるいはテキストファイルで，図は A4 サ

1.

投稿論文は他誌に発表されていない論文および学

イズ一杯の大きさのものを JPEG ファイルに保存

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に

し，フロッピー，CD-ROM，あるいは MO でお送
り下さい。

限ります。
2.

3.

原著論文は査読者の意見を参考に，編集委員会が

3.

医学用語は，原則として日本医学会医学用語委員

採否を決定します。なお，査読者の意見により原

会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語

稿の加筆，修正，削除などをお願いすることがあ

集

りますのでご承知おき下さい。原稿修正等に要す

本眼科学会）1999 年によって下さい。外国人名，

る日数は特に定めませんが，3 カ月以上になると

地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外

取り下げと判断する場合があります。

来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は

原著論文は，査読者に送られますので論文原本の

固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞

ほかに必ずコピー 2 部（原本も含め計 3 部）を提

を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文

出して下さい。

字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ

第 4 版」Terminology in Ophthalmology（日

内に入れ（------ ®）として下さい。
原著・総説の執筆要項
1.

4.

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，

SI 単位を用いて下さい。
5.
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