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巻　頭　言

プラスチック眼鏡レンズの時代に

高橋　文男
（㈱ニコン）

国内における眼鏡レンズのプラスチック化は，米国 PPG 社が開発した CR-39®が導入されたのをきっかけとして，

1970 年代後半のころから徐々に緩やかに浸透していた。しかし，その後の約四半世紀にも満たない 20 世紀の世紀末

前のころには，ほとんどの眼鏡レンズがプラスチックに代わっており，国内の眼鏡レンズはガラスの時代からプラス

チックの時代になった。

プラスチックレンズがこのような短期間に受け入れられた理由は，プラスチックの比重がガラスの約 1/2 と小さい

ことから，眼鏡レンズの「軽さ」が大いに支持された結果と考えられる。その反面，プラスチックはガラスに比べて

硬度が低いために表面にキズが付きやすい，当初のプラスチック材料は屈折率が低かったため強度レンズで厚さが増

すなど，多くの弱点が指摘されていた。それでも，ハードコートをはじめとする表面処理技術の開発や改良，高屈折

率材料の開発などが精力的に行われた結果，プラスチック眼鏡レンズの時代が到来したものといえる。

プラスチックレンズはガラスレンズと同様に研削研磨による製造加工も可能であるが，母型を使って成型ができる

ことに大きな意味があった。球面から大きく外れた形状であっても母型が正確に加工できていれば生産が容易である。

ガラス製の母型を加工する際の制約は伴うものの，成型による生産方式によって光学設計の自由度が増し，ガラスの

時代には考えられなかった非球面の採用に道が開かれた。それまで球面レンズがほぼすべてで，その光学性能確保の

ために自由に変えられなかったレンズカーブが，非球面の採用によって解消されて浅いカーブの非球面レンズが実現

した。現在では球面レンズに代わって非球面レンズが主に生産されている状況である。

更に研削研磨による製造加工においては，従来の硬くてもろいガラスと違って軟らかいプラスチックが材料になっ

たことで，刃先（バイト）を使った旋盤加工が可能なことから，数値制御を備えた旋盤で複雑な曲面のレンズ面をダ

イレクトに，短時間で精度よく加工できる装置が開発された。フリーフォーム加工装置と呼ばれて累進屈折力レンズ

（以下　累進レンズ）の自由曲面や非球面の加工に威力を発揮している。加えて，このフリーフォーム加工装置の高速

性と，高性能サーバーによるレンズ設計の機動性を生かして，受注時に入手したデータに基づき，装用者の特性や使

い方などに合わせてレンズ設計を行ってから加工するカスタマイズ製品や，処方度数や装用状態でレンズの収差を最

小になるよう設計して加工する最適化設計製品が実用化になっている。これらが実現した背景には多くの先行技術と，

切り開いてきた人々の先見性とたゆまぬ努力があったことは申すまでもなく，敬意を表したい。

ところで，ベークライトは 1907 年に最初に開発されたプラスチックだそうで，昨年 2007 年が丁度 100 年目にあた

り，また累進レンズは開発されて世に出てから昨年 2007 年で丁度 40 年目にあたる年とのことである。昨年はこの意

味で記念すべき年であった。

このように記念の年として後世に讃えられるような，眼鏡レンズの新しい技術とともに，新しい製品の登場を期待

したい。

2008 年 6 月
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日本眼光学学会総会開催記録
自昭和40年～至平成20年

回数 年代 会　長 所　属 開　催　場　所 ME学会と合同

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

不正乱視の基礎と臨床研究（5－1）
その他の高次収差の基礎

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 (5-1)

Higher-Order Aberration
Kazuhiko Ohnuma

Graduate School of Engineering, National University Corporation Chiba University

最終回は高次収差のトレフォイル（矢状収差）と 2次の非点収差を取り上げる。トレフォイルや 2次の非

点収差が球面収差とともにあると，単眼視での三重視や二重視が起きることが報告されている。ここではシ

ミュレーション光学像により，これらの収差とデフォーカスの関係を示す。更に，トレフォイルとコマ収差

の特別な組み合わせは偽調節に関係していることを示す。 （視覚の科学　29: 45－51，2008）

キーワード：トレフォイル，2 次の非点収差，球面収差，高次収差，偽調節

Trefoil and secondary astigmatism of higher-order aberration are introduced as the subject of the

last in this series.  It is reported that monocular triplopia and monocular diplopia are due to trefoil with

spherical aberration and secondary astigmatism with spherical aberration, respectively.  Here, the

relation between these aberrations and defocus is shown using simulated retinal images.  Also shown

is that a special combination of trefoil and coma aberration is related to apparent accommodation.

(Jpn J Vis Sci  29: 45-51, 2008)

Key Words : Trefoil,  Secondary astigmatism,  Spherical aberration,  Higher-order aberration,

Apparent accommodation

1.   は　じ　め　に

不正乱視の基礎と臨床研究というタイトルで収差
とその見え方について紹介してきたが，最終回はトレ
フォイル（矢状収差）と 2 次の非点収差を取り上げ
る。二重視 1），三重視 2，3）がそれぞれ 2次の非点収差
と球面収差の組み合わせと，トレフォイルと球面収
差の組み合わせで起こることが報告されている。
これらの高次収差については，このほかにも円錐
角膜の場合 4－ 6 ）や近視の場合の眼圧変化 7）によって
も大きな量としてあらわれることが報告されている。

また，眼内レンズ（以下 IOL）挿入眼 8，9）やソフト
コンタクトレンズ 10）においてもトレフォイルがあら
われることが報告されている。
さて，これらの収差があらわれる原因は，角膜や
水晶体あるいは IOL が変形するか，屈折率分布に変
化が生じるからである。これらの詳細は不二門先生
に説明していただくことにして，ここでは，トレフォ
イルと 2 次の非点収差に球面収差がある場合の網膜
上の光学像をシミュレーションにより求め，瞳孔径
とどのような関係にあるのか紹介する。
次に，網膜上の光学像シミュレーションを実行し

2008 年 6 月
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ていて，トレフォイルとコマ収差がある特定の角度
で重なり合うと偽調節の効果があることがわかった。
このような組み合わせが現実に起きるかどうかは定
かではないが，なにかの参考になればと思い紹介す
る。

2.   トレフォイルと三重視

トレフォイルはゼルニケの 3 次収差の一つであり，
Z3
－ 3と Z 3

3であらわされる二つの波面がある。二つの
波面は回転すると重なる波面である。そのうちの一
つ Z3

－ 3を図 1a に示す。この波面は 120°回転すると
同じものであり，3方向に進んだ面がある。
このトレフォイルと球面収差があるとき，単眼視
での三重視がみられるという報告がある。この報告
は，強度近視の場合のみのデータであった。それで
は，その論文の報告にある条件でシミュレーション

光学像をみよう。図 2 はトレフォイル Z 3
－ 3 の値が

－0.15µm（瞳孔径 6 mm の値）で球面収差 Z 4
0の値

が－0.2µmのとき，6 mm瞳孔の場合のフォーカス位
置から遠方に置かれたランドルト環の網膜上の光学
像である。この図では 0.15D ごとに距離を変えてい
るが，0.6 ～ 1.2D 遠方に置かれたランドルト環が三
重になっているのがわかる。強度近視の人であれば，
眼の前に置いた視標を遠点から遠ざけることでこれ
らの像を見ることになる。
それでは，この条件だけで三重視になるのであろ
うか？確かめるべく，瞳孔の大きさ，球面収差量を
変えた光学像を求めた。図 3 に図 2 の条件で 3 mm
瞳孔に変えた場合を示す。この条件では三重視には
ならないようである。次に，図 4に 6 mm瞳孔で球面
収差を 0にした場合を示す。この場合は，フォーカス
位置から遠方，あるいは近方に 0.3D ずれた視標の
ところのみで三重視になる。つまり，注意しない
と見えないことになる。次に，球面収差を－0.2µm
にしておき，トレフォイルの量を増減した場合を図 5，
6 に示す。半分の量にすると見えないと思われる。一
方，倍の量にすると，はっきりとしかもかなり広い
距離範囲で見えることがわかる。

3.   2次の非点収差と球面収差

2 次の非点収差はゼルニケの 4 次収差の一つであ
り，Z4

－ 2と Z4
3であらわされる二つの波面がある。二

視覚の科学　第29巻第 2号

図 2 トレフォイル Z3
－ 3：－ 0.15µm（瞳孔径 6 mmの値），

球面収差Z4
0：－0.2µmで 6 mm瞳孔の場合のフォー

カス位置から遠方に置かれたランドルト環の網膜上
の光学像（0.15D の距離ごと）

図 3 トレフォイル Z3
－ 3：－ 0.15µm（瞳孔径 6 mmの値），

球面収差Z4
0：－ 0.2µmで 3 mm瞳孔の場合のフォー

カス位置から遠方に置かれたランドルト環の網膜上
の光学像（0.15D の距離ごと）

図1 トレフォイルの波面（a）と2次の非点収差の波面（b）

a b



図 4 トレフォイル Z3
－ 3：－ 0.15µmのみで 6 mm瞳孔の

場合のフォーカス位置から遠方（上部），近方（下
部）に置かれたランドルト環の網膜上の光学像
（0.15D の距離ごと）

図 6 トレフォイル Z3
－ 3：－ 0.3µm（瞳孔径 6 mmの値），

球面収差Z4
0：－ 0.2µmで 6 mm瞳孔の場合のフォー

カス位置から遠方に置かれたランドルト環の網膜上
の光学像

図 7 2 次の非点収差 Z4
－ 2：－ 0.12µm（瞳孔径 4 mm の

値）で球面収差 Z4
0： 0.2µm（瞳孔径 4 mm の値）

で，4 mm 瞳孔の場合のフォーカス位置から近方に
置かれたランドルト環の網膜上の光学像（0.15D の
距離ごと）

つの波面は回転すると重なる波面である。そのうち
の一つ Z4

－ 2を図 1b に示す。この波面は 180°回転す
ると同じものであり，2次の非点収差の変化を複雑に
した波面である。
この 2 次の非点収差と球面収差があるとき，単眼
視での二重視が見られるという報告がある。
それでは，その論文の報告にある条件でシミュレー
ション光学像をみよう。図 7 は 2 次の非点収差 Z4

－ 2

の値が－0.12µm（瞳孔径 4 mmの値）で球面収差 Z4
0

の値が 0.2µm（瞳孔径 4 mmの値）のとき，4 mm瞳
孔の場合のフォーカス位置から近方に置かれたラン

ドルト環の網膜上の光学像である。この図では，
0.15D ごとに距離を変えているが，－0.75 ～－1.35D
近方に置かれたランドルト環が二重になっているの
がわかる。IOL 挿入眼の人であればフォーカス位置
から，あるいは普通の人でも近点から，このディオ
プターの距離に置いた視標を見ると二重の像を見る
ことになる。

その他の高次収差の基礎・大沼一彦2008 年 6 月
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図 5 トレフォイル Z3
－ 3：－ 0.07µm（瞳孔径 6 mmの値），

球面収差Z4
0：－ 0.2µmで 6 mm瞳孔の場合のフォー

カス位置から遠方に置かれたランドルト環の網膜上
の光学像
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それでは，この条件だけで二重視になるのであろ
うか？確かめるべく，瞳孔の大きさ，球面収差量を
変えた光学像を求めた。図 8 に図 7 の条件で 3 mm
瞳孔に変えた場合を示す。この条件では広い範囲に
わたって二重視が明確に見える。次に，図 9に 4 mm
瞳孔で球面収差を 0 にした場合を示す。この場合は，
フォーカス位置から遠方，あるいは近方に二重像が
広い範囲であらわれ，距離を離すことで二重像が分
離していくのがわかる。一度，球面収差補正板を作っ
て 2 次の非点収差がある人にこの補正板を通して見
ていただくと，明確に二重像を見ていただけるので
はないかと思われる。

4.   偽調節と焦点深度

以前，この不正乱視のシリーズでコマ収差がある
場合には偽調節があることを示した。そのときはコ
マ収差に球面収差が加わると像の変化には球面収差

の影響の方が大きいことも示した。次に，トレフォ
イルとコマ収差がある特別な角度で加わると，偽調
節の範囲が広がることをシミュレーションにより示
す。その前に偽調節と焦点深度について説明する。
焦点深度 11）は図10 にあるように，焦点位置から前
後にある許容錯乱円の間の距離である。許容錯乱円
は許容できるボケの大きさである。小数視力 1.0 とす
ると許容錯乱円の大きさは 1 分の大きさとなり，網
膜上でおよそ 0.01mm となる。レンズの F値，焦点
距離 fと有効径 D と焦点深度の間には次の式の関係
があり，

F＝
f
＝

（焦点深度の半分）
―
D （許容錯乱円の直径ε）‥‥‥‥‥（1）

焦点深度＝ 2ε F ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（2）
有効径 D（人眼で考えると瞳孔径）が小さくなると
焦点深度が大きくなるのがわかる。次に，図 11 に
被写界深度と許容錯乱円の関係を示す。被写界深度

視覚の科学　第29巻第 2号

図 8 2 次の非点収差 Z4
－ 2：－ 0.12µm（瞳孔径 4 mm の

値）で球面収差 Z4
0： 0.2µm（瞳孔径 4 mm の値）

で，3 mm 瞳孔の場合のフォーカス位置から近方に
置かれたランドルト環の網膜上の光学像

図 9 2 次非点収差 Z4
－ 2：－ 0.12µm（瞳孔径 4 mmの値）

のみで 4 mm 瞳孔の場合のフォーカス位置から近方
に置かれたランドルト環の網膜上の光学像 4 mm

図 10 焦点深度と許容錯乱円 図 11 被写界深度と許容錯乱円
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図 12 無収差で瞳孔径が 4 mm，2 mmのときで，遠方 0Dより 0.15D の
距離ごとの近方の光学像

はフォーカスが合う範囲である。図をみると，フォー
カス位置の後方の方が前方より広い深度であること
がわかる。許容錯乱円直径εと被写界深度には次の
関係式がある。

a2εF
前側被写界深度

f 2＋ aεF

a2εF
‥‥‥‥‥‥‥‥（3）

後側被写界深度
f 2－ aεF

ここで，aはレンズから被写体までの距離である。

これより，瞳孔を小さくすると F値が大きくなり被
写界深度が大きくなる。つまりピントの合う範囲が
広くなり，偽調節の効果が出てくることになる。
このようにフォーカスの合う範囲，つまり被写界深
度を偽調節の範囲として測定する。今までの論文では
許容錯乱円の大きさを，視力20/30（logMAR 0.18）12，13）

が得られるところとして，度数の異なる眼鏡レンズ
を負荷して被写界深度を測定していた。そして同時
に瞳孔径を測定していた。瞳孔径が小さくなると収
差の影響が少なくなり，被写界深度が大きくなる。
瞳孔径が 2 mm より更に小さくなると，今度は回折
により網膜上の点像が大きくなり視力が低下してい
く。図12 に収差がないときで瞳孔径が 4 mm，2 mm

図 13 無収差で瞳孔径が 1 mmのときで，遠方 0Dより
0.25D の距離ごとの近方の光学像

図 14 コマ収差の波面（a），トレフォイルとコマ収差の
合成波面（b），6 mm瞳孔でトレフォイル Z3

－ 3：
0.2µm，コマ収差 Z3

－ 1： 0.17µm，Z3
1： 0.1µm

の組み合わせ

a b
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のときの距離ごとの光学像を示す。また，図13 には
瞳孔径が 1 mm のときのものを示す。これより，瞳
孔が 1 mmのとき logMAR 0.18 でみると，フォーカス
位置から 2.5D 手前までとなり，フォーカス位置から
奥もやはり 2.5D あるので，5Dが被写界深度となる。
これらの考察より，偽調節の測定を行うときは瞳
孔の大きさとの関係も示していただけるとわかりや
すい結果となるものと思われる。

5.   トレフォイルとコマ収差

トレフォイルとコマ収差の特別な組み合わせの波
面は図14b に示す。また，そのときのコマ収差の波面
を図14a に示す。6 mm 瞳孔でトレフォイル Z3

－ 3：
0.2µm，コマ収差 Z3

－ 1： 0.17µm，Z3
1： 0.1µm の組

み合わせのときの距離ごとの網膜上の光学像を図15
の上部に示す。比較のために下部にはコマ収差の
みの光学像を示す。図15 からも推測されるように，
6 mm瞳孔，無収差ではフォーカス位置近くに置かれ
た視標以外はぼけてしまうのがわかるので，コマ収
差があるだけで，±0.3D くらいまで被写界深度が大
きくなるのがわかる。更に，トレフォイルが加わる

と，±0.6D くらいまでになるのがわかる。しかし，
図 16 に示すように瞳孔が 3 mm になると，トレフォ
イルとコマ収差の組み合わせの効果はなくなるよう
である。

6.   ま　　と　　め

ここでは，高次収差のトレフォイルと 2 次の非点
収差が単眼の三重視，二重視の要因であることにつ
いてシミュレーション光学像を用いて示した。三重
視ではトレフォイルの量が大きくなるにしたがって
明確にあらわれ，また，球面収差があることで広い
範囲で見えることが理解できる。一方，二重視では
瞳孔が小さい方が明確にあらわれ，球面収差はそれ
ほど影響していないようである。
また，焦点深度，偽調節についてもシミュレーショ
ン光学像を用いて示した。瞳孔の大きさが重要な役
割を果たしていることが理解できる。
更に，トレフォイルとコマ収差との特別な組み合
わせでは，偽調節の範囲が広がることを示した。す
べての収差の組み合わせを行ってみたことはないの
で，このような場合が特別な場合であるのかどうか，

視覚の科学　第29巻第 2号

図 15 瞳孔径が 6 mm の場合で，図 14 に示すトレフォイ
ルとコマ収差の合成波面の距離ごとの光学像（上
部）とコマ収差のみの網膜上の光学像（下部）
0Dを挟んで，遠方と近方の像

図 16 瞳孔径を 3 mm としたときの図 14 に示すトレフォ
イルとコマ収差の合成波面の距離ごとの光学像
（上部）とコマ収差のみの網膜上の光学像（下部）



今後は検討してみる必要があるかもしれない。
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総　　説

不正乱視の基礎と臨床研究（5－2）
その他の高次収差の臨床

不二門　尚
大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学

Fundamentals of Irregular Astigmatism and Clinical

Research (5-2)

Higher-Order Aberration

Takashi Fujikado

Department of Applied Visual Science, Osaka University Graduate School of Medicine

単眼二重視，三重視は若年性の白内障の初期に時々認められる。水晶体の混濁が軽度であるため，屈折率

の不均一性に起因する高次収差の影響が見え方に反映されるためと思われる。単眼二重視は secondary

astigmatismと球面収差の相互作用，単眼三重視は trefoil（矢状収差）と球面収差の相互作用で説明でき

る。波面センサーで測定した高次収差を用いてシミュレーションした網膜像が，実際の見え方と類似してい

て角膜の高次収差が正常であれば，白内障の手術適応と考えられる。 （視覚の科学　29: 52－57，2008）

キーワード：単眼三重視，単眼二重視，Secondary astigmatism，矢状収差，球面収差

Monocular diplopia or monocular triplopia is occasionally complained in young patients with

cataract.  Because the scattering in the lens is slight, higher-order aberration originating from the

inhomogeneous refractive index in the lens may influence the retinal image.  Monocular diplopia is

explained by the combination of secondary astigmatism and spherical aberration, monocular triplopia

by trefoil and spherical aberration.  Cataract surgery is recommended if the subjective diplopia or

triplopia is similar to the simulated retinal images and the corneal higher-order aberration is slight.

(Jpn J Vis Sci  29: 52-57, 2008)

Key Words : Monocular triplopia,  Monocular diplopia,  Secondary astigmatism,  Trefoil,  Spherical aberration

1.   は　じ　め　に

高次収差のなかで 3次の収差である trefoil（矢状収
差）と 4 次の収差である secondary astigmatism は，
単独ではぼやけた見え方になるだけで，二重視や三
重視のように像が分離することはない。しかしなが
ら，これらの収差と球面収差が合併すると，三重視
や二重視が生じることを大沼先生に理論的に示して
いただいた。本稿では臨床例として，これらの現象
が実際に起きることを示し，水晶体の加齢変化によ

りこれらの高次収差がどのように発生するのかとい
う考察と，患者への説明の仕方，手術適応をどのよ
うに考えるかなどを説明する。

2.   三重視と核白内障

1 ）過去の報告

比較的若年の強度近視眼において核白内障が生じ
る場合があるが，水晶体の皮質の混濁は少ない。こ
のような場合，患者が物が二重，三重に見えると訴
えても白内障以外の原因が探られることが多い。若
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図 2 初期の核白内障による負の球面収差
スリット写真（a）および徹照写真（b）では，水晶体の中央部に軽度の核白内障を認める。Hartmann 像では中央 spot
が密集した形となり（c）,これは核の部分の屈折率が高いことに起因する（d）。Color coded-map では中央の波面が遅
れを示す（e）。
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年者の核白内障で三重視を訴える症例を，Kluxen は
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde に 3 例報
告している1）（ドイツ語なので読むのに苦労するが）。
特徴的なことは，近くの大きなものを見てもぼける
だけだが，遠方の信号などを見るとはっきり像が分
離するということである（図 1）。近方でも細かい文
字を見るときには，文字が分離して重なり見にくく
なる。
2 ）核白内障と負の球面収差

核白内障では，負の大きな球面収差が存在するこ
とを過去に報告した 2）。幾何光学的に考えると，網膜
から反射された光束は屈折率が高い核の部分では大

きく曲げられ，中央部で収束光線となる（図 2）。こ
れはHartmann 像で，中央に点が集中する像を形成す
ることと一致する。波面は光線と直行する面なので，
中央が凹面の形となる。これは中央の波面が遅れる
ことを示している。
3 ）三重視と 3 次，4 次の収差

三重視を訴える 3 例 9 眼について検討したところ，
平均年齢は 48.5 歳と若く，視力は緑内障を除く 8 眼
で矯正 0.8 以上，平均屈折度は－10.5D と強度近視で，
いずれも核白内障を伴っていた。高次収差を正常眼
と比較すると，3 次の収差である C3-3（trefoil）と 4
次の収差である C40（球面収差）が三重視群で有意
に大きいことが示された（図 3）。
これらの症例の高次収差の平均値を用いて網膜像
のシミュレーションを行うと，球面収差および trefoil
単独では網膜像がぼけるだけだが，両者が合併する
と網膜像は三重になることが示された（図 4）3，4）。水
晶体には，Y suture あるいはλsuture と呼ばれる縫
合がみられる（図 5）が，この部位の屈折率が加齢
に伴って変化して trefoil が増加することが推察され
る。これと球面収差が合わさると，point spread
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a b c

d e

図 1 核白内障による三重視の見え方（文献 1）より改変）
遠方の視標ほど三つに像が分離して見える。



function（以下 PSF）は 3 峰性となり，網膜像は三つ
に分離すると考えられる。
球面収差と球面値（近視や遠視などの低次の収差）
は，そもそも球面のレンズの収差が正の球面収差で
あることからもわかるとおり，屈折系に与える効果
は類似している。Trefoil は単独では三重視とならな
いが，球面値が十分に矯正されていない場合には三
重視となることに注意する必要がある（図 6）。また，
皮質白内障に trefoil が合併した場合でも三重視は生
じる可能性がある。

3.   二重視と皮質白内障

二重視は，円錐角膜などコマ収差が大きい場合で
も訴えがあるが，像の分離は強くなく，尾を引いた
ような見え方となる。これに対して，若年性の皮質
白内障で皮質部の混濁は強くなく屈折率が不均一な
場合に，はっきり像が二つに分離する二重視が起き

視覚の科学　第29巻第 2号
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図 4 Trefoil，球面収差およびその合併による網膜像のシミュレーション
Trefoil 単独（a）および球面収差単独（b）では網膜像はぼけるだけだが，trefoil と球面収差が合併する
と三重視が生じる（c）。

図 3 三重視の症例の高次収差の平均
三重視群（triplopia）では，正常群（normal）と比
較して C3-3（trefoil）および C40（球面収差）の有
意な増大（p＜ 0.001）がみられる。
＊＜ 0.05，＊＊＜ 0.001
：Triplopia， ：Normal

c

b

a

（µm）
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る 5）（図 7）。これは 4 次の収差である正の球面収差
（C40）と，secondary astigmatism（C4-2）の合併が
原因であることが，網膜像のシミュレーションから
わかる（図 8a）。
皮質白内障では，皮質部の屈折率が低下して正の

球面収差が生じると考えられる。また，secondary
astigmatism は皮質に車軸状の屈折率が変化した部分
により生じると推察される。混濁が強くなく高次収
差が大きい若年性の皮質白内障には，このような単
眼二重視が生じると考えられる。しかしながら，未
矯正の乱視と球面値の合併によっても，類似の二重
視が起きることに留意する必要がある（図 8b）。

4.   高次収差による網膜のシミュレーション画像

と実際の見え方

混濁の強い白内障眼では，高次収差が大きくても
単眼多重視の訴えがないことが多い。これは，散乱
により像がぼけて多重視がはっきりしなくなるため
と思われる。また，混濁は加齢の要素が強く，徐々
に進行するため中枢の適応も働く可能性がある。

5.   単眼二重視，三重視への対応

単眼二重視および三重視は，高次の収差同士の相
互作用のみでなく，低次の収差の相互作用，あるい
は高次と低次の収差の相互作用でも起きるので，屈
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図 5 三重視が生じる機構
水晶体の Y縫合部の加齢による屈折変化（a）と，核白内障による水晶体中央部の屈折率増大（b）が合併すると，高
次収差マップでは中央の波面が遅れ，周辺にクローバー型の波面が速い部分ができる（c）。その結果，point spread
function は 3 峰性（e）になり，網膜像は三つに分離する（d, f）。

図 6 Trefoil と球面値のずれ（defocus）の合併による三
重視
Trefoil のみでは像はぼけるだけ（b）だが，trefoil
と defocus が合併すると三重視が生じる（a）。

a C3-3: －0.185µm＋ S－0.5D

C3-3: －0.185µmb

a c

d
b

e

f
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図 7 単眼二重視の症例の術前（左）と術後（右）
角膜の高次収差は術前・術後とも小さい。眼球の高次収差は，術前は中央に正の球面収差と周
辺部に非対称な高次収差を認めたが，術後は小さくなった。また，網膜像は術前に二重視を示
したが，術後には消失した。

図 8 単眼二重視の原因
単眼二重視は，secondary astigmatism と球面収差の合併により生じる（a）が，未矯正の乱視および球
面値によっても起きる場合がある（b）。

a

b

C4-2: 0.158, C40:0.089

S＋0.3DDC－0.6D Ax45°

網膜像の
シミュレーション

網膜像の
シミュレーション
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折矯正を十分に行う必要がある。完全矯正しても複
視が残る場合は，視力やコントラスト感度が良好で
も手術の適応となる。また，対眼にもいずれ同様の
症状が起こる可能性が高いことを患者に説明する必
要がある。

6.   ま　　と　　め

単眼二重視，三重視は若年性の白内障の初期に
時々認められる。水晶体の混濁が軽度で屈折率の不
均一性に起因する高次収差の影響が，見え方に強く
反映されるためと思われる。進行が比較的速いので，
中枢での適応が起きにくいことも関係する可能性が
ある。波面センサーで測定した高次収差を用いてシ
ミュレーションした網膜像が実際の見え方と類似し
ていて，角膜の高次収差が正常であれば，白内障の

手術適応と考えられる。
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フルフィールド Optical Coherence Tomography の取り組み
と眼組織の高解像度断層画像計測

秋 葉 正 博
㈱トプコン

High-Resolution Imaging of Ophthalmic Tissues Using Full-

Field Optical Coherence Tomography

Masahiro Akiba

TOPCON Advanced Biomedical Imaging Laboratory (TABIL)

フルフィールド（FF）optical coherence tomography（OCT）は，低干渉顕微鏡光学系を利用した水

平断層イメージング法であり，水平断面を charge-coupled device（CCD）カメラなどの 2次元検出器で

撮像することを特徴とする。よって，光ビームの 2次元走査を必要とせず，熱光源などの超広帯域光源と結

像光学系を利用することで，現行のスキャン型 OCTでは困難であった高い深さ分解能と高い横分解能の両

立が可能である。本稿では，FF-OCT 技術の進歩について顧み，これまで我々が取り組んできた高解像度

FF-OCTによる細胞レベルの断層画像化結果を紹介する。 （視覚の科学　29: 58－63，2008）

キーワード：光コヒーレンストモグラフィ，フルフィールド，細胞レベル，干渉顕微鏡

Full-field optical coherence tomography (FF-OCT) is a non-scanning horizontal cross-sectional

imaging technique based on low-coherence interference microscopy.  Use of a spatially incoherent

broadband light source incorporating relatively high-NA (numerical aperture) objectives enables FF-

OCT imaging with both ultrahigh axial and lateral resolutions.  This paper gives a brief history of FF-

OCT development and presents some of the ultrahigh resolution FF-OCT results for ex-vivo

ophthalmologic tissues. (Jpn J Vis Sci  29: 58-63, 2008)

Key Words : Optical coherence tomography,  Full-filed,  Cellular level,  Interference microscopy

1.   緒　　　　　言

眼は外界からの光を収集し，脳に伝える重要な役
割を果たす。光の受容機構である眼底構造を，その
光を用いて計測することは，眼にやさしく，眼底の
内部構造を生きたまま（in vivo），その場（in situ）
で観察できる唯一の方法であるといえる。光コヒー
レンストモグラフィ（optical coherence tomography
以下 OCT）は広帯域光源の短い可干渉距離を利用し
た高解像度の断層画像化法であり，光波のもつ安全
性と卓越した分解能により，主に眼科学の分野で発

展してきた 1）。OCT は網膜組織構造の弁別が可能で
あるゆえ，神経線維層厚，網膜層厚の分離検出により，
病気の早期発見，進行状態のモニタリングが可能で
ある。近年発表された文献 2）によると，OCT の論文
の 50 ％が眼科関連分野での発表であり，眼科学の分
野においてのOCT 観察の知見はいまだに高いインパ
クトをもつものと考えられる。また，残る約 50 ％の
うち，約 25 ％が光学技術分野の論文として発表され
ていることから，いまなおOCT の技術革新が進めら
れており，進化し続ける技術分野であると考えられて
いる。現在，従来のタイムドメインOCT から第 2 世
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代のフーリエドメインOCT へと変革を遂げ，従来と
同じ画質を維持しつつも，50 倍もの高速化が可能に
なった 3）。これにより日米独の各社より眼科用 OCT
装置が競い合って販売されるに至り，診療方針など
のガイドラインの取りまとめ作業がはじまったばか
りである。本稿では，これらのOCT を高度化したも
のとして，フルフィールド（full-field  以下 FF）
OCT 4）に関して総説する。FF-OCT は従来の組織レ
ベルをこえ，細胞レベルの分解能を有する高精細な
断層画像化法と期待される。

2.  FF-OCTの特徴

FF-OCT は，広帯域光源の短い可干渉距離を利用し
て水平方向の断層画像を測定する画像化法である。
サンプルに対して光を 2 次元で照明し，サンプルか
らの反射光を charge-coupled device（以下 CCD）カ
メラなどの 2 次元検出器で並列に検出することを特
徴とする。光ビームの 2 次元走査なしに水平方向の
断層画面（鉛直断面）を 2 次元検出器で“撮像”す
ることからフルフィールド（全画面）OCT と呼ばれ
ている。FF-OCT ではサンプルの鉛直面と 2次元検出
器の間で結像関係を保つため，対物レンズの開口を
十分に活用することができ，高い横分解能の断層画
像測定を実現できる。また，試料に対して光を 2 次
元で照明するため，空間コヒーレンスが低く，かつ
超広帯域の熱光源を積極的に利用することができる。
これにより，現行のOCT で斑点状の模様として画像
にあらわれるスペックルノイズによる断層画像の劣
化が少ないばかりか，高い深さ分解能の両立も可能
となり，組織切片顕微鏡画像に迫る高精細な断層画
像計測が期待される。

3.   FF-OCTの歴史

FF-OCT は低干渉顕微鏡を基本構成としている。低
干渉顕微鏡は，高精度で表面の粗さ計測を行う装置
としてよく知られた技術であるが，FF-OCT は試料の
“内部”構造を深さ分解して測定できることが新しい。
ここで，FF-OCT の技術発展に関して回顧してみる。
FF-OCT は 1998 年にフランスの Prof. Boccara のグ
ループによって発表された偏光変調型の干渉顕微鏡
がはじまりである 5）。Light-emitting diode（LED）を
光源として干渉顕微鏡を作成し，偏光成分を変調す
ることによって位相の異なる 4 枚の画像から断層画
像を構築するものであった。次に，同グループほか

により，光源として超広帯域のハロゲンランプを用
いた FF-OCT が紹介され，組織切片顕微鏡画像に迫
る約 1 µmの分解能の断層画像計測を具現化した 6，7）。
空間的にインコヒーレントな熱光源により，スペッ
クルノイズが最小化された断層画像結果を報告して
いる。ハロゲンランプの超広帯域性は広く認知され
ていた 8）が，シングルモードファイバへの集光効率
が低いことから現行のビームスキャン型OCT に対し
て実用上の問題となっていた。しかしながら，先の
論文では，熱光源は面照明を行う FF-OCT に対して
好適な広帯域光源であることを実証した。他方，
我々は FF-OCT の 2 次元検出の有効性を活かし，一
度の参照鏡の走査で 3 次元データを取得できる並列
ヘテロダイン検出法を考案し，FF-OCT でビデオレー
トでの計測を実現した 9）。その後，Prof. Boccara の
グループも in vivo 測定を実現するため，ストロボ
光源と高速な CMOS（Complementary Metal Oxide
Semiconductor）カメラを併用し，生体の動きをあた
かも瞬時に止めたかのような FF-OCT 断層画像計測
を実現した10）。
上記のような技術的進展と平行して，FF-OCT を用
いた応用展開も進められてきた。深さ方向，横方向
ともに組織切片画像に迫るほどの高解像度化により，
これまでのOCT 画像とは一目置かれる断層画像が紹
介された11）。その後，ラット眼などの摘出眼組織の細
胞レベル計測を行い12），ビデオレート計測も行えるよ
うになった13）。近年では 1 µm以上の波長領域を用い
た FF-OCT 計測により，より深い領域での断層画像
計測を実現した例14，15）や，偏光感受型の FF-OCT 計
測16）も紹介されるようになり，光のもつ様々な特性
を利用した応用例が発表された。我々も，並列ヘテ
ロダイン検出法を用いて昆虫などの生きた状態での 3
次元計測を行った。その後 FF-OCT 装置の眼科応用
に注力し，眼組織の高解像度画像取得を目指した研
究開発を進めてきた17）。ここではその 1例として，豚
眼組織の高解像断層画像化例を紹介する。

4.   FF-OCTの代表的な装置構成

図 1 にリニク型の干渉顕微鏡をベースとした装置
構成図を示す17）。リニク型とは，マイケルソン干渉計
の両アームに同一の対物レンズを挿入した構成であ
る。ハロゲンランプから放射された光は光学フィル
タにより，中心波長 750nm，波長幅 95nm のガウス
分布に近い波形分布に整形してマイケルソン干渉計
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へ入射する。深さ分解能の理論値は水中で 2.1µmで
ある。入射した光はビームスプリッタで信号光およ
び参照光に 2 分され，対物レンズを用いてサンプル
および参照鏡を 2 次元で照明する。サンプルからの

後方散乱光と参照鏡からの反射光を BS で重ね合わ
せ，CCDカメラ上に結像する。CCDカメラ上では背
景成分と干渉成分が重畳されて検出される。CCD カ
メラの出力から干渉成分のみを抽出するために，参
照鏡に PZT（piezo electric translator）を付加し，4
フレーム位相シフト法を適用した。サンプルを深さ
方向に移動することで，サンプル内部の異なる深さ
からの鉛直断層画像を計測することができ，3次元ボ
リュームデータの計測が可能となる。横方向分解能
はサンプル表面において実験的に 2.4µmと測定され
た。参照アームと信号アームの間に発生する分散量
を補正するために，参照側にガラス板（GP）を挿入
した。計測視野は 850 × 850µmであり，サンプルに
照射したパワーは 200µW以下であった。画像のビジ
ビリティを向上させるため，各断層画像は 10 回の画
像平均を行った。

5.   FF-OCTによる豚眼組織の断層画像化結果

FF-OCT による高い空間分解能の断層画像を実証す
るため，以下に屠蓄後 3,4 時間の新鮮な豚眼の角膜，
水晶体，網膜を用いた断層画像化結果を示す。
1 ）豚眼角膜

摘出した豚眼球を生理食塩水に浸し，角膜と水浸
対物レンズの間も生理食塩水で満たして計測を行っ
た。図 2 に異なる深さで撮影された豚眼角膜の断層
画像を示す。図 2（a），（b），（c）はそれぞれ角膜上皮，
実質，角膜内皮部分で測定されたものである。図 2
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図 2 摘出した豚眼角膜の FF-OCT 実験結果例
（a）：角膜上皮
（b）：実質上層　ボウマン層（矢印）
（c）：角膜内皮　デスメ膜の posterior band（矢印），anterior band（矢頭）

図 1 フルフィールド（FF）optical coherence tomography
（OCT）実験システムおよび FF-OCT 画像化に使用
したスペクトル分布
BS：beam splitter，PZT：piezo electric translator，
CCD：couple-charged device，NA：numerical aperture
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図 3 摘出した豚眼水晶体の FF-OCT 実験結果例
（a），（c）：異なる深さで計測された FF-OCT 画像，（b）：（a）のダッシュ領域の 2 倍拡大図，（d）： FF-OCT
画像スタックから再構成した断層画像，（e）： 3次元ボリュームレンダリングの断面切り出し結果例

図 4 豚眼網膜（アイカップ）の FF-OCT 実験結果例
（a）～（c）：異なる深さで計測された豚眼網膜の FF-OCT 画像
（d）： FF-OCT 画像スタックから再構成した断層画像



（a）では角膜上皮の表層細胞を確認することができ，
明るい細胞質と暗く丸く抜けた核が観測されている。
更に，核の内部には明るく光る核小体のようなもの
も確認される。一方，図 2（b）は実質の最上層で観
測されたものであり，実質細胞であるケラトサイト
が映し出されている。ケラトサイトがお互い連結し
あって，横方向に広がっている様子が観測されてい
る。更に，実質中に細長い実質神経も認められる。
画像上部の明るい帯は高反射の角膜上皮基底膜であ
ろうと思われ，基底膜と実質との間にはケラトサイ
トの存在しないボウマン層（矢印）が観測されてい
ることがわかる。図 2（c）は角膜表層から約 600µm
内部で観測された画像であり，八角形に密に配列さ
れた角膜内皮細胞が認められる。細胞質は明るく，
細胞の境界は暗く写し出されている。角膜内皮層は
角膜表面に平行な弓状になっており，FF-OCT の高い
深さ分解能のため，光路長の合致する一部の領域の
みが同心円状のリングとして観測されている。一方，
角膜内皮細胞の外側にある 2 本のリング状のものは，
それぞれデスメ膜の posterior band（矢印）と
anterior band（矢頭）であると考えられる。
2 ）豚眼水晶体

眼球から水晶体のみを摘出し，FF-OCT にて 3次元
断層画像化を行った。昇降ステージ上に配置した水
晶体を深さ方向に 1 µmごとにステップ移動すること
で 3次元データを取得した。図 3（d）は 3次元データ
から断面を切り出した深さおよび横方向の断層画像
例である。上部には薄い上皮層が観測されており，
内部には水晶体線維が密に集結していることが確認
されている。図 3（a）および（c）は異なる深さで測定
した断層画像例であり，水晶体線維の 1 本 1 本が弁
別して観測されている。また，画像の左側には水晶
体線維の縫合部分も認められる。図 3（b）は（a）の
破線で示した領域を 2 倍に拡大した画像である。拡
大することで水晶体線維がより明瞭に観測されてい
ることがわかる。図 3（e）は 3 次元データを利用し
てボリュームレンダリングした結果を示したもので，
内部の任意の断面を切り出した例である。ボリュー
ムレンダリングにより，水晶体の内部構造をより明
確に頭の中で捉えることができ，あたかも数多くの
組織切片を切って重ね合わせたかのような立体像と
して水晶体内部の構造を理解することができる。
3 ）豚眼網膜（アイカップ）

最後に，眼球をアイカップにし，対物レンズを硝

子体中に浸して網膜を測定した断層画像を図 4（a）～
（c）に，3次元画像から再構成した断層画像を図 4（d）
に示す。図 4（d）の矢印は，（a）～（c）の断層画像が
計測された深さを示している。図 4（a）～（c）の右側
にみえるのは眼底血管で，直径約 100 µm であるこ
とがわかる。図 4（b）の血管中には血球らしきものが
認められるが，摘出眼であるため静止したままであ
る。画像の左側には，神経線維が縦方向の小束構造
として明るく映し出されている。この小束構造は断
層画像図 4（d）からも明らかである。神経線維束の直
下には神経節細胞層であろう，暗く映し出されてい
る輝度の弱い層が確認されている。以上のように，
本研究で明らかになった高精細な OCT 像の特徴は，
神経節細胞層と神経線維束の可視化である。

6.   結　　　　　言

本稿では，主に FF-OCT の歴史と眼球組織の細胞
レベルの断層画像化結果について述べた。スペック
ルノイズによる劣化の少ない FF-OCT 画像は，細胞
一つ一つを染色せずに高精細に捉える可能性を秘め
ている。近年我々は，FF-OCT の高速化を目指した開
発を進めており，2 台の CCD カメラを用いた FF-
OCT システムを新たに考案した。本システムではビ
デオレートで断層画像の計測を実証し，アフリカツ
メガエルのオタマジャクシの細胞構造の描出と同時
に血管中を流れる血球の可視化に成功した18）。今後，
この技術を眼科臨床で活用できる装置にするために，
眼光学を考慮した数多くの基礎実験を継続的に進め
ている。FF-OCT を用いて人眼の眼底細胞を測定でき
るようになれば，緑内障の早期診断と経過観察を細
胞レベルの変化に基づいて行うことが可能となるで
あろう。また，神経保護薬の研究や投薬治験にも威
力を発揮する装置になり，眼科学診断の新しい展開
に役に立てる装置になると期待される。
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目的：前眼部測定装置には様々な測定原理による機器があるが，近年登場した光学式測定の前眼部測定装
置 Visante™（Carl Zeiss Meditec）を用いて正常眼での中心角膜厚（CCT），前房深度（ACD）の測定
精度について検討した。
方法：対象は屈折異常以外の眼疾患を認めない 12例 24眼（平均年齢 31.0±4.3歳（23～37歳））に対し，

Visante™および Orbscan®Ⅱz（Bausch&Lomb）を用いて，各眼をそれぞれの機器で 5 回ずつ測定し，
CCT，ACDについて比較した。
結果： Visante™の測定値は CCTが 524.6±1.9µm，ACDが 3.625±0.02mm，Orbscan®Ⅱzの測定値
は CCTが 553.5±5.3µm，ACDが 3.562±0.03mmであり，両測定機器は高い相関を示したが，測定値に
は有意差を認めた。
結論： Visante™は Orbscan®Ⅱzとの測定相関性を認め，前眼部の生体計測において有用な検査機器と

なり得ると考えられる。 （視覚の科学　29: 64－66，2008）

キーワード： Visante™，中心角膜厚，前房深度，Orbscan®Ⅱz

Purpose: Anterior chamber measuring instruments employing various principles are available

today.  In this study, we measured central corneal thickness (CCT) and anterior chamber depth (ACD)

in normal volunteers, using a recently developed optical measuring system: anterior chamber optical

coherence tomography, Visante™ (Carl Zeiss Meditec).  We then considered its measurement accuracy.

Methods: We measured 24 eyes of 12 subjects (mean age: 31.0±4.3 (23-37) years) with no ocular

diseases, but with refractive errors, using Visante™ and Orbscan®Ⅱz (Bausch&Lomb).  Each subject

eye was measured five times with the two devices; CCT and ACD data were then compared.

Results: CCT was 524.6±1.9 µm and ACD was 3.625±0.02 mm, as measured by Visante™.  In

contrast, CCT was 553.5±5.3 µm and ACD was 3.562±0.03 mm, as measured by Orbscan®Ⅱz.  This

study confirmed high correlation and significant difference between the two devices.

Conclusions: The observed data confirmed correlation between Visante™ and Orbscan®Ⅱz; which

fact suggests that Visante™ will be useful in biometric studies of the anterior chamber.

(Jpn J Vis Sci  29: 64-66, 2008)

Key Words : Visante™,  Central corneal thickness,  Anterior chamber depth,  Orbscan®Ⅱz
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図 2 Anterior segment scan にて撮影したVisante™の画像
中央にみえる角膜と水晶体に対して垂直な輝線が
specular reflection である。
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1.   緒　　　　　言

前眼部測定装置には様々な測定原理による機器が
あるが，新しい測定装置を使用する際に，これまで
報告されていた他の装置との相関性を把握しておく
ことは重要である。近年登場した光学式測定の前眼
部測定装置 Visante™（Carl Zeiss Meditec）を用いて
正常眼での中心角膜厚（central corneal thickness  以
下 CCT），前房深度（anterior chamber depth  以下
ACD）について Orbscan®Ⅱz（Bausch&Lomb）との
測定相関性について検討した。
Visante™ の測定原理を図 1 に示す。従来の 820nm

光源を用いた後眼部光干渉断層計（optical coherence
tomography  以下 OCT）と同様の測定原理であるが，
本装置は 1,310nm の近赤外線光源を用いて，資料か
ら反射した測定光と参照光を干渉させて測定を行う
ものである 1）。また，測定軸が従来の OCT では視軸
で測定するのに対し，Visante™ は光軸で測定すると
いう違いがある。

2.   対象および方法

屈折異常以外の眼疾患・手術歴のない正常者 12 例
24 眼を対象とした。平均年齢は 31.0±4.3 歳（23～37
歳），等価球面度数は－0.9±1.2D（－4.3～0D）であっ
た。

同一検者により CCT および ACD を Visante™で 5
回，Orbscan®Ⅱzで 5 回ずつ測定した。Visante™は被
検者に内部固視灯を固視させ，測定画面に specular
reflection と呼ばれる輝線が出るように（図 2），固視
灯を移動させてアライメントをとり，光軸上で測定
した。Specular reflection は角膜前面，後面，水晶体
前面からの測定光の反射であると考えられ，この反
射があらわれる部位で測定すると，光軸での測定と
なると考えられる。
Visante™の CCT 測定は pachymetry scan モードで
行い，自動測定後に表示される CCT の値のうち平均
値を用いた。ACDは anterior segment scan モード で
測定画面上において，検者がキャリパにて角膜前面
と水晶体前面を同定し測定を行った。Orbscan®Ⅱzは
角膜後面から水晶体前面の距離を測定した後，角膜
前面から水晶体後面までの距離に変換した。

3.   結　　　　　果

CCT の測定において，Visante™ とOrbscan®Ⅱz は
強い相関を認めた（p＜0.001，Pearson の相関係数の
検定）が，測定値は Visante™が 524.6±1.9 µm，
Orbscan®Ⅱzが 553.5±5.3µm と，Visante™ の方が小
さな値を示した（p＜0.01，paired t-test）（図 3）。
ACD の測定においても Visante™ と Orbscan®Ⅱz

は強い相関を認めた（p＜0.001，Pearson の相関係数
の検定）が，測定値は Visante™が 3.625±0.02mm，
Orbscan®Ⅱz が 3.562±0.03mm と，Visante™の方が
大きな値を示した（p＜0.01，paired t-test）（図 4）。

前眼部測定装置の比較・前田真理子他2008 年 6 月

図 1 Visante™ optical coherence tomography（OCT）の原理
光源から発せられた 1,310nm の近赤外線ビームは
ビームスプリッタにより測定光と参照光に分光され
る。測定光は眼内の各層で反射し，各層における時
間の遅延と異なる強度の反射で再びビームスプリッ
タに戻る。参照光は Reference Mirror で反射し，再
びビームスプリッタに戻り，眼内からの反射光と合
流することで干渉波が発生する。その信号を検出器
で捉え，二次元の断層像が表示される。
L：測定される角膜厚



4.   考　　　　　察

Visante™ と Orbscan®Ⅱz で測定値に差を認めた。
ACD の測定値が Visante™ で大きかった原因として
は，Orbscan®Ⅱzは視軸での測定であり，Visante™ は
光軸での測定であることから，測定軸の違いによる
ものである可能性が考えられた。Lavanya ら2）は，測
定原理は同じであるが視軸で測定する IOLMaster ®

と光軸で測定する Visante™ で ACD の測定値を比較
し，光軸で測定する Visante™ の方が視軸で測定する
IOLMaster® よりも平均で 62µm大きな値を示したと
しており，今回の我々の結果とも一致する。
一方，CCT の測定では Orbscan®Ⅱz の測定値が大
きく測定されたが，これも測定軸の違いによって，
角膜の測定部位が異なっているためと考えられる。
大川ら 3）は，Visante™と同様に光軸で光干渉原理

にて測定を行う ACMaster™（Carl Zeiss Meditec）を
用いて，2 名の検者で Orbscan®Ⅱz と CCT 測定値の
比較を行い，Orbscan®Ⅱz の測定値が平均で 32.7µm
大きな値を示している。今回の測定値の差は 28.9µm
とほぼ同様の測定値を得ており，光軸で測定する
Visante™と ACMaster™ の両機器の測定差はわずかで
あることが推察される。
また，Visante™ における CCT の測定は，検者が

キャリパを用いて手動で測定する場合，測定画面に

おいて specular reflection の角膜前面での反射が強い
ため，角膜前面の同定に習熟を要する。そのため手
動の場合，実際よりも前方を角膜前面として測定す
る可能性があるため，pachymetry scan モードで測定
を行った。
酒井ら 4）は光干渉式の ACMaster™，Scheimpflug
の原理を用いた Pentacam®，スリットスキャン式の
Orbscan®Ⅱz および超音波式の AL-2000® の比較を行
い，強い相関性を報告している。今回，Visante™が
Orbscan®Ⅱz と強い相関を示したことから，Visante™

はこれら他の前眼部測定装置とも強い相関をもつと
考えられ，前眼部の生体計測において有用な検査機
器となり得ると考えられた。
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図 3 中心角膜厚（central corneal thickness，CCT）測定
値の比較
横軸に Visante™の測定値，縦軸にOrbscan®Ⅱz の測
定値を示す。両者の測定値には高い相関を認めるが，
Visante™ の方が小さな値を示した。
y＝ 1.138x －43.75，R2＝ 0.935

（µm）

（µm）

図 4 前房深度（anterior chamber depth，ACD）測定値の
比較
横軸に Visante™ の測定値，縦軸にOrbscan®Ⅱzの測
定値を示す。両者の測定値には高い相関を認めるが，
Orbscan®Ⅱzの方が小さな値を示した。
y＝ 0.842x ＋0.508，R2＝ 0.928

（mm）

（mm）
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Measuring Contrast Acuity in Contact Lens Users
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目的：コンタクトレンズ（CL）装用者において，異なったコントラスト視標を使用してコントラスト視力
を測定し，各種 CL装用者と非装用者の結果を比較検討する。
方法：コントラスト視力測定の対象は 15～ 51歳（平均年齢 24.8歳）の CL装用者 85名（男性 27名，
女性 58名）である。CLの種類は 1日使い捨てタイプ 16名，2週間頻回交換タイプ 23名，通常ソフト CL

（SCL）24名，酸素透過性ハード CL 22名であった。健常者群として CL非装用者 15名（25~40歳，平均
年齢 28.0歳）も視力を測定した。コントラスト視力はWangおよび Katsumiにより開発されたW-Kマル
チコントラストチャートを使用した。使用されたコントラストは 90％，15％，5％および 90％逆位相のコン
トラスト視標である。コントラスト視力は正解答数の合計であらわした。
結果：健常者群ではコントラスト視力は平均 78.6ポイントであった。CL装用群では 2週間頻回交換タイ

プ SCL装用群（70.6ポイント）が他の 3群と比較して（73.1~73.5ポイント）低い値を示した。統計学的
には有意ではないが，コントラスト視力は 1日の装用時間が長いと低下する傾向がみられた。
結論： CLを安全に使用する目的でコントラスト視力を測定することは，角膜の状態を正確に把握する上
で有用であると考えた。 （視覚の科学　29: 67－74，2008）

キーワード： 1日使い捨てソフトコンタクトレンズ，頻回交換型ソフトコンタクトレンズ，酸素透過型ハ－ドコンタクトレンズ，
通常型ソフトコンタクトレンズ，コントラスト視力

Purpose: To measure contrast visual acuity in contact lens (CL) users.

Methods: Contrast visual acuity was measured in 15 normal subjects，ranging in age from 25 to

40 years (mean: 28.0 years) and 85 CL users, aged 15 to 51 years (mean: 24.8 years).  Of the subjects,

16 used daily disposable soft CL (SCL), 23 used 2-week frequent replacement SCL, 24 used conventional

SCL and 22 used rigid gas-permeable (RGP) CL.  Contrast visual acuity was measured with the

multiple-contrast visual acuity chart developed by Wang and Katsumi, which consists of four parts

with different contrast levels 5%, 15%, 90% and 90% with reverse polarity.  Contrast visual acuity score

was determined by the total number of correct answers.

Results: In 15 normal subjects, the contrast visual acuity score was 78.6 points.  In the CL users,

the total score was 73.5 points in the daily disposable SCL group and 70.6 in the 2-week frequent

replacement SCL group, lowest among the CL users.  In the conventional SCL and RGPCL groups, the

score was 73.1 points.  Overall, contrast visual acuity showed a decrease compared with normalcy,

especially in the low contrast optotypes.

Conclusions: Measurement of contrast visual acuity is helpful in assessing corneal function, so

may be of use preventing CL-related problems. (Jpn J Vis Sci  29: 67-74, 2008)

Key Words : Daily disposable soft contact lens,  Frequently replacement soft contact lens,

Rigid gas-permeable contact lens,  Conventional soft contact lens,  Contrast visual acuity

2008 年 6 月
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1.   緒　　　　　言

近年，我が国におけるコンタクトレンズ（以下CL）
の装用者は増加の傾向にあり，現在では約 1,500 万人
の CL 装用者がいると考えられている 1）。この増加の
原因の一つには使い捨てソフトコンタクトレンズ
（daily disposable soft CL）および頻回定期交換ソフト
コンタクトレンズ（frequently replacement SCL）の
普及が挙げられる。そしてこの傾向は今後継続する
と考えられる。使い捨ておよび頻回定期交換 SCL の
特徴は取り扱いが簡単で，装用感が非常によいこと
であるが，近年における CLの保存液の簡素化も重要
な要素の一つである。いままで煩雑とされた SCL の
ケアも，近年開発された，洗浄，すすぎ洗い，保存
が一つの液体でできる multipurpose solution の普及
により，飛躍的に簡単なものとなった 2）。このよう
な背景による CL の装用者数，とくに SCL の装用者
数の増加は近年顕著である。その一方，CL 装用者の
増加にしたがい，不適切なレンズ装用，すなわち長
時間装用，長期間装用，不適切なレンズケアの選択，
装用中の睡眠，などにより種々の眼合併症も増加し
ており，社会的問題となってきつつある 3，4）。とくに
CL 装用開始年齢が低下しており，若年者層における
角膜障害数は増加している。CL 装用者の眼の健康を
守る意味で，CL の処方を多く取り扱うクリニック
あるいは病院においては，CL 装用者に対する定期的
な眼の健康状態のチェック，眼科専門医による CLの
取り扱いの丁寧な指導，そして CL装用者の角膜，結
膜の状態を注意深く観察，記録することは極めて重
要である。
一方，コントラスト感度曲線（contrast sensitivity
function，CSF）の測定は近年眼科臨床に取り入れら
れてきた新しい視機能評価方法である。コントラス
ト（比）とは，輝度の異なる二つの面における輝度
の比である。もし明るい面が 100cd/m2で暗い面が

10cd/m2であったなら，コントラスト比は
（100 － 10）
（100 ＋ 10）

＝ 0.818（コントラスト＝ 81.8 ％，Michaelson の方
式）となる。もし明るい面が 60cd/m2 で暗い面が

40cd/m2であったなら，コントラスト比は
（60 － 40）
（60 ＋ 40）

＝ 0.20（コントラスト＝ 20 ％）となる。一般にコン
トラスト比 50 ～ 90 ％は高コントラスト，15 ～ 50 ％
は中コントラスト，15 ％以下を低コントラストとし

ている。コントラスト感度はコントラスト比の逆数
であらわされる。コントラスト感度曲線は視機能を
通常の高コントラスト視標による評価だけでなく，
コントラストの高低というスケールと空間周波数，
つまり視標の大きさという二つのスケールから，二
次元的に視機能を評価するものであり，通常の視力
検査より，より日常に近い状態で視機能を分析する
ことができると考えられている。コントラスト感度
は，水晶体，硝子体，網膜，視神経の異常に敏感で
あるが，また角膜の状態にも敏感であると考えられ
る。この CSF の概念をもとにして，高コントラスト
だけでなく，中コントラスト，低コントラストの視
標を使用して視機能を測定するのがコントラスト視
力である。
コントラスト感度の測定は比較的複雑な装置を必
要とし，測定時間が長くかかるため眼科臨床には応
用されにくかったが，近年，Arden のチャート5），
Ginsburg のチャート6）などにより簡略化した方法
が紹介されている。また，コントラスト視力の測
定法としては Mainster らのチャート7），Regan-
Neima のチャート8），Pelli-Robson のチャート9）など
が知られている。
今回我々は，Wang および Katsumi により開発され
たコントラスト視力表を使用して，CL 装用者におけ
るコントラスト視力の測定を行い，健常者のそれと
比較することにより角膜の機能についての情報を得
られるものと考えた 10－ 13）。今回我々は，15 名の健常
者と 85 名の CL 装用者のコントラスト視力を測定し，
若干の知見を得たので報告する。
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図 1 今回の測定対象になった 85 名の年齢分布
横軸は年齢を示し，縦軸は症例数を示す。
（平均 24.83 歳；標準偏差 6.73）（n＝85）



2.   対象および方法

1 ）対　象

今回コントラスト視力測定の対象となったのは 15～
51 歳（平均年齢：24.83±6.73 歳）で通常の CL 装用
（終日装用）に問題のない，CL装用者 85 名（男性 27
名，女性 58 名）である。CL の装用状態については，
CL 常用者であり，終日装用者に限った。自覚的に訴
えはなくても，スリットランプ検査にて角膜に異常
が認められた場合は対象から除外した。図 1 は今回
コントラスト視力を測定した 85 名の年齢分布を示し
たものであり，やはり 20 歳代が最も多く認められて
いる。CL装用時の矯正視力の平均視力は 1.11（0.8～
1.5）となっている。屈折異常の分布については，今
回は近視症例のみとし，遠視症例，また強い乱視を
有する症例は対象に含めなかった。近視は－1.0 ～
－10.0D 以上と広く分散しており，平均は－4.38D で
ある。使用した CL の種類は 1 日使い捨てタイプ 16
名，2 週間頻回交換タイプ 23 名，通常 SCL 24 名，
酸素透過性ハードコンタクトレンズ（rigid gas-
permeable contact lens  以下 RGPCL）22 名であった。
今回の対象者はコントラスト視力を測定できた者を
選んでおり，この数は西葛西井上眼科こどもクリニッ
クにおける，処方された CLの割合を反映するもので
はない。
また健常者として 15 名の CL 非使用者，15～40 歳

（平均年齢 28.0 歳）の視力を測定した。健常者の遠見
視力については平均視力は 1.23（1.0～1.5）であり，
CLを装用している者はいなかった。
表 1は今回のコントラスト視力測定者の条件をま
とめたものである。年齢は 1日使い捨てタイプと
RGPCL 装用者が 28.2～28.9 歳と，ほかのレンズ装用
者に比べて高くなっている。屈折異常の状態につい

てはCLの種類に分けると，RGPCL 装用者が－5.32D
とほかの群と比較して著明に近視の度が高くなって
いる。CLによる矯正視力は 1.10～1.15 と，各群間に
おいてほとんど差はなかった。次にCL装用時間であ
るが，2週間頻回交換タイプのレンズ装用者が 1日平
均 14.2 時間と最も長い値を示した。またCL装用年
数については RGPCL 装用者が平均 9.1 年と最も長い
平均装用年数を示した。
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表 1 　今回の測定対象者の使用コンタクトレンズ（CL）別の装用状況 

 
レンズ 症例数（眼数） 年齢（歳） 屈折状態（D） 矯正視力 装用時間 装用期間 

健常者 15（30） 28.0/6.1 －0.59/1.61 1.23（1.0～1.5） 

1Day 16（32） 28.9/5.9 －3.95/2.28 1.15（1.0～1.5） 12.9/2.4 5.4/6.5 

2Week 23（46） 21.7/2.9 －3.95/3.52 1.11（0.8～1.2） 14.2/2.5 4.4/3.4 

SCL 24（48） 22.6/7.4 －3.16/1.82 1.13（0.9～1.5） 11.2/2.5 4.4/7.5 

RGPCL 22（44） 28.2/7.1 －5.32/1.94 1.10（0.9～1.2） 12.7/3.5 9.1/7.6

分析項目は年齢，屈折異常の程度，1 日の CL 装用時間，CL の装用年数である。 
1Day：1 日使い捨てタイプ，2 Week：2 週間頻回交換タイプ， SCL：ソフトコンタクトレンズ， 
RGPCL：酸素透過性ハードコンタクトレンズ 

図 2 W-K マルチコントラストチャート
チャート 1 は 90％コントラスト，チャート 2 は
15％コントラスト，チャート 3は 5 ％コントラスト
を示す。チャート 4 は 90％コントラストであるが，
白黒逆転の逆位相チャートになっている。
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2 ）方　法

（1）W-K マルチコントラスト視力表
図 2 は今回使用したW-K マルチコントラスト視力
表（以下 W-K チャート）を示している。W-K チャー
トについてはすでに報告されている10－13）が，ここで
重要な点について述べたい。W-K チャートは四つの
部分よりなっている。チャート 1 ～チャート 3 まで
は三つの異なるコントラストを有する視力表であり，
そのコントラストはそれぞれ 90％，15％，そして
5 ％である。チャート 4 はチャート 1 と同じ 90％の
コントラストであるが，チャート 1 と異なり，黒い
背景に白い指標で示されている逆位相（reverse
polarity）となっている。
各チャートは 13 組の大きさの異なる二つの視標よ
り構成されており，それぞれ大きい方から小さい方
に向かってレベル 1 ～レベル 13 となっている。レベ
ル 1 ～レベル 13 まではそれぞれ 0.12，0.15，0.20，
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図 3 健常者群におけるコントラスト視力曲線（n＝15）
横軸はチャートの種類を示しており，検査した順に
1，4，2，3 の順序で示してある。縦軸は正解した視
標の数（ポイント）を示している。

図 4 コンタクトレンズ（CL）装用群におけるコントラスト視力曲線
a： 1日使い捨てタイプ装用者群（n＝32）， b： 2週間頻回交換タイプ装用者群（n＝46），
c：通常ソフトCL（SCL）装用者群（n＝48）， d：酸素透過性ハードCL （RGPCL）装用者群（n＝44）
各図の は，健常者群のコントラスト視力曲線をあらわす。

a b

c d



0.25，0.30，0.40，0.50，0.60，0.75，1.0，1.2，1.5 そ
して 2.0 に相当する。W-K チャートの視標の変化は
幾何学的（geometric progression）に変化している。
W-K チャートでは 3 レベルの視力の差は 1 オクター
ブ（2倍あるいは 1/2）の差に相当する。
（2）W-K チャートによる測定
W-K チャートを使用する際には，もし裸眼視力が
正常以下の場合には，通常の視力測定方法にて遠方
における視力矯正を施しておく必要がある。検査距
離は 5 メートル（または 3 メートル）で，検査は片
眼ずつ行う。
測定はチャート 1 より開始し，右眼よりはじめる。
最初に一番下の列のレベル 1の E視標（0.12 の視標）
がどの方向を向いているか聞き，順番に上方のより

小さい視標に移る。各チャートのスコアは正解した
指標の数であらわす。もし被検者がレベル 9 の視標
（0.75）まで正解し，レベル 10（1.0）で誤ったとした
ら，レベル 10 が両方とも誤答であれば，チャート 1
のスコアは 18 ポイントとなり，1 個が正解したら 19
ポイントとなる。以前にMiyajima らが発表したデー
タでは，健常者のチャート 1 の正常値は 20 ポイント
以上である10）。
次に同様の手順でチャート 4に移るが，チャート 4
における測定はレベル 1より行う必要はなく，チャー
ト 1 の測定結果の 1 ～ 2 段階低いレベルから開始し
てよい。もしチャート 1 の測定結果が 20 ポイントで
あれば，レベル 8くらいからはじめてよい。
チャート 2，チャート 3 はチャート 1，チャート 4
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図 5 健常者との比較を％低下（％ decrease）であらわしたものである。横軸は測定したチャートの
種類，縦軸は低下の割合％である。
a： 1日使い捨てタイプ装用者群， b： 2週間頻回交換タイプ装用者群，
c：通常 SCL 装用者群， d： RGPCL 装用者群
T：トータル

a b

c d
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と異なり，視標の配列が逆方向であるので上から下
へと進行する。チャート 2，チャート 3 のスコアの
つけ方はチャート 1，チャート 4 と同じ方法で行わ
れる。チャート 2，チャート 3 の正常値はそれぞれ
18 ポイントと 12 ポイント以上である。したがって，
W-K チャートの正常値は総合点で 70 ポイント以上と
いうことになる。

3.   結　　　　　果

W-K チャートを使用してCL装用者 85 名（170 眼）
についてコントラスト視力を測定し，健常者 15 名
（30 眼）と比較した。
図 3 は 15 名の健常者群におけるコントラスト視力
曲線を示したものである。横軸はチャートの種類を
示しており，検査した順に 1，4，2，3 の順序で示し
てある。チャート 1は 22.47 ポイント，チャート 4は
22.70 ポイント，チャート 2 は 18.97 ポイント，そし
てチャート 3は 14.50 ポイントとなり，合計スコアは
78.64 ポイントであった。図 4 は CL 装用者群におけ
るコントラスト視力曲線を示したものである。比較
の目的で健常者群の視力曲線を各図に取り入れてい
る。CL 装用群のそれは健常者群と比較して曲線の形
は同じでも，コントラスト視力値は低下しているの
がわかる。1 日使い捨てタイプ装用者群（図 4a）に
おいては，健常者群と比較してチャート 1 と 4 では
4.1 ％，チャート 2 では 5.5 ％，チャート 3 では
11.8 ％の低下が認められ，全体としては 6.7％の低下
を示した。2 週間頻回交換タイプ装用者群（図 4b）

では，1 日使い捨てタイプ装用者群（図 4a）と比較
してその低下は更に大きく，チャート 2 では 9.2 ％，
チャート 3 では 24.2 ％，全体では 70.63 ポイントで
10.2 ％の低下であった。通常 SCL 装用者群（図 4c）
および RGPCL 装用者群（図 4d）では，合計スコア
では 1 日使い捨てタイプ装用者群（図 4a）とほぼ同
じ傾向を示したが，チャート 3（5 ％コントラスト）
においては通常 SCL 装用者群が 18.3 ％とより高く，
また RGPCL 装用者群も 13.7 ％とやや高い値を示し
た。
図 5 は健常者との比較を％低下（％ decrease）で
あらわしたものである。高コントラスト指標ではだ
いたい 4～ 7％の低下であるが，中～低コントラスト
指標では低下率が増加しているのがわかる。また 2週
間頻回交換タイプ装用者群ではチャート 1よりチャー
ト 4 がよい値を示しており，角膜の浮腫による乱反
射が考えられる。図 6はコントラスト視力合計スコア
と 1 日の平均装用時間（図 6a），そして CL 装用年数
（図 6b）との相関関係をみたものである。どちらも有
意な相関は認められなかった（R 2＝0.005～0.015）
が，ともに装用時間，装用年数が増えると，スコア
が低下するという傾向を示した。

4.   考　　　　　按

近年における CLはその材質やケア用品などの目覚
ましい発達，改良がもたらされ，以前には CLが装用
できなかったような人も CLを装用できるようになっ
たのは喜ぶべきことであるが，その便利さ，快適さ
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図 6 コントラスト視力合計スコアと 1日の平均装用時間（a），CL装用期間との相関関係（b）
横軸は 1日の CL装用時間（a）そして CL装用期間（b）を示す。縦軸は両図とも眼数を示す。

a b



のあまり，使用法，またケアの方法に不注意な点が
みられ，思いがけない CLによる角膜障害が増加して
いるのも事実である。その意味で CL装用者が定期検
診に来院したときには，CL の装用時間などについて
詳しくチェックする必要があることはいうまでもな
い。CL の装用時間が長くなると，角膜輪部に血管侵
入（corneal neovascularization）が起こることはよく
知られている。今回我々は，CL 装用者のコントラス
ト感度あるいはコントラスト視力を測定することに
より，角膜の機能を推測できるのではないかと考え
た。すなわち，CL の装用時間が長くなると，角膜の
浮腫が増加し，そのために光が角膜を通過したとき
に光の散乱が起こり，その結果低いコントラストの
指標が見にくくなるのではないかと考えた。正常者
のコントラスト視力値はチャート 1 が 22.47 ポイン
ト，チャート 4 は 22.70 ポイント，チャート 2 は
18.97 ポイント，そしてチャート 3 は 14.50 ポイント
となり，合計スコアは 78.64 ポイントであった。CL
装用者の結果と比較すると，高コントラストのチャー
ト 1 と 4 においては 1 日使い捨てタイプ装用者群に
おいては，健常者と比較して約 4 ％，通常 SCL 装用
者群と RGPCL 装用者群では約 5 ％，2 週間頻回交換
タイプ装用者群では約 6 ％の低下を示した。しかし
ながら最も著明な低下を示したのはチャート 3 であ
り，レンズのタイプにより約 12～24％の低下が認め
られた。まだ症例数が少ないので統計的に有意な分
析は得られないが，1日使い捨てタイプ装用者群が比
較的良好なコントラスト視力を示したのに対し，2週
間頻回交換タイプ装用者群では 1 日使い捨てタイプ
装用者群と比較して，その低下は更に大きかった。
通常 SCL 装用者群においてはチャート 3（5％コント
ラスト）における低下は 18.3％と 2 週間頻回交換タ
イプ装用者群より低い値を示した。ここで注目した
いのは RGPCL 装用者群である。装用年数および近視
の度合いが他の群に比べて高いにもかかわらず，比
較的良好なコントラスト視力値を示したことである。
CL 装用時の矯正視力は各群に差が認められないため
に，この差については CLの装用条件，例えば装用時
間などに差があるのではないかと考えた。この点に
ついては，今後より条件をコントロールして比較検
討をする必要がある。
また今回のコントラスト視力測定の結果は，我々
の予想に反して，CL の材質が異なるのにもかかわら
ず，2週間頻回交換タイプ装用者群を除けば，有意な

変化は認められなかった。ほとんど同じ材質である 1
日使い捨てタイプ装用者群と比較して，なぜ 2 週間
頻回交換タイプ装用者群のコントラスト視力値がよ
くないのかということについては，装用時間がほか
のタイプに比べて長いことより，CL の材質の差とい
うよりも CLの使用法に多少の問題があるのではない
かと推察したが，もちろんこれはより多くの症例を
調べる必要がある。また RGPCL 装用者群のコントラ
スト視力値が比較的よかったことは，今後の検討課
題ではないかと考える。
最後に，コントラスト視力合計スコアと 1 日の平
均装用時間そして CL装用年数との相関関係について
は，ともに装用時間，装用年数が増えるとスコアが
低下するという弱い傾向を示した。しかしながら，
今回はすべての対象例を一つの群として処理してし
まったため，相関関係がより不明瞭になった可能性
は否定できない。レンズのタイプ別の分析や近視の
強度による影響も検討することが必要であると考え
る。
今後は，最近市場に紹介された急激に装用者数が
増加しているシリコーンハイドロゲルレンズのコン
トラスト視力値について比較検討したいと考えてい
る。
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眼の収差に関する研究は，波面センサーが眼の測
定に使えるようになってから，学会や学会誌で頻繁
に報告されるようになっている。眼の収差が視機能
とどのような関係にあるのか，病眼の収差はどのよ
うになっているのかなどは，臨床的にも直接役立つ
内容であろう。とくに収差と視機能の関係は，通常
の他覚屈折測定に加え，収差も測定する意義となる
重要な項目だと思う。
これとは別に，眼の収差を測定することにより，
眼の構造，とくに光学的な構造を探ることもできる。
眼の収差を詳細に測定すれば，眼の構造をそこから
類推することが可能である。ここでの詳細とは，眼
のどの部位で収差が発生するかを測定する，あるい
は軸外収差を測定するなど，単に軸上の眼の収差を
測定するよりも多くの情報を得ることを指す。その
収差が眼のどの部位で発生しているかは，眼の基本
的な光学的構造を調べる上で重要なデータになり，
また病眼でも同様の測定を行い正常眼と比較できれ
ば，病眼の診断がより正確に行えるであろう。今回
のトピックスでは，角膜と眼球内部に起因する収差
に関する研究の動向と，研究の実際について簡単に
説明する。
筆者が関係する研究グループ 1）は，この角膜と眼
球内部の収差について興味をもっており，数年前に
論文を出した。この論文では，角膜の乱視，水平方
向のコマ収差，球面収差が眼球内部の光学系で補正
されていること，水平コマ収差は補正量が角膜の収
差量に比例することを確認した。更に，補正量が収
差と比例関係にあることから，なんらかの収差フィー
ドバック機構があり，それによる補正機構が働いて
いると主張した。その後，Artal ら 2）はコマ収差に対
して，眼の光学系はロバストであることを示した。
これは模型眼の収差構造を調べてわかったことであ
るが，前出の我々の論文でも同様の検討を行ってい
る。更に Tabernero ら 3）は，これらの眼の収差構造

の考察を発展させて，コマ収差を考慮した眼内レン
ズについて収差論的な検討を加えた。
これらの論文では，角膜形状と眼球収差の測定と，
収差の解析的な検討が行われている。角膜収差は，
実際に角膜前面の形状を測定し，それを解析するこ
とにより求めている。眼球全体の収差は，シャック
ハルトマン波面センサーにより直接測定されている。
また，収差の解析的な検討には，適当な眼のモデル
を使って光線追跡を行って収差を計算したり，収差
論による検討を加えたりしている。一般的な光学設
計・製造では，設計が終わり製作されたレンズ（系）
の面精度や結像性能を，干渉計などを用いて検査す
る。これらの眼の測定は，従来の手法と比較すると，
眼の評価に光学技術的な取り扱いができるようになっ
たことを示している。
ここで，角膜収差の眼球内部収差を計算するため
の測定に関して注意事項を述べたい。角膜と眼球の
収差を比較する場合，収差測定の基準軸を一致させ
ることが重要である。基準軸がずれると，球面収差
がコマ収差に化けてしまって，同じ収差であるはず
のものが違う収差として計算されてしまう。角膜形
状測定装置と屈折測定系列に属する眼球波面センサー
では，装置の制約もありアライメントに関して異なっ
たアプローチをしていることがある。角膜形状測定
装置では，固視は有限距離の固視標，有限距離から
投影された光に対するプルキンエ第一像の強度の重
心，眼球波面センサーでは，光学的に遠点に置かれ
た固視標を注視している状態で，アライメントの基
準は瞳孔中心だったりする（必ずしも，ここに述べ
たとおりではないと思うので念のため追加しておき
ます）。更に，瞳孔領の大きさによりその中心が偏位
し，瞳孔領の中心は定点ではないことが知られてい
る。両者で瞳孔中心を基準として採用していたとし
ても，基準位置がずれる可能性がある。しかし，角膜
形状と眼球波面収差を同一の装置で同時に測定すれ
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最近のトピックス

角膜および眼球内部に起因する
収差に関する最近の研究動向

（㈱トプコン　研究所） 三橋　俊文
広原　陽子
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ば，基準軸を一致させることは容易である。角膜収
差と眼球収差を同時に測定できる市販の装置はNidek
の OPDScan と，筆者らが開発した Topcon の
Wavefront Analyzer がある。OPDScan は眼球収差測
定に検影法を使っているのに対し，Wave f r on t
Analyzer はシャックハルトマン波面センサーを使っ
ている。Topcon のWavefront Analyzer では両者をほ
ぼ同時に（正確には連続して）測定している（時間
的なずれは，せいぜい露光時間程度である）。我々の
以前の論文 1）では Wavefront Analyzer を使用した。
模型眼を使って，十分に論文の目的に合う精度の測
定を行うことができることが確認されている。
また，モデル眼のデータなどから収差を計算した
い場合，既成のレンズ設計用のプログラムを使えば
簡単である。筆者は光学メーカーに所属しており，
フルスペックのレンズ設計プログラムを使うことが
できる。しかし，このようなフルスペックのプログ
ラムは高価であり，光学の非専門家がモデル眼の評
価に使うにはオーバースペックである。安価または
無料で利用できるプログラムもあるので，これらを

利用すれば様々な研究が可能になるであろう。収差
係数（収差構造を見通しよくする便利な数値：もと
もとは，計算機パワーが貧弱だった時代に，効率よ
くレンズを設計するために考えられた）のみに関し
ていえば，既成のプログラムなどがなくても，適当
な教科書 4）を参考にすれば，簡単にプログラムを作
成できる。プログラムを書かなくても，エクセルな
どの表計算が使えればそれでも十分なぐらいであり，
むしろ結果を確認しながら計算できるので，表計算
の方が便利かもしれない。
モデル眼による収差係数の計算例について説明す
る。表 1 には必要なレンズデータを，図 1 には光学
系の図を示す。このモデルは Escudero-Sanz and
Navarro（JOSA，1999）で報告されており，その球面
収差は内部光学系による補正まで含めた現実的な値
である。このモデルの基本構成は単純で，角膜と単
一の屈折率の水晶体からなる。第 1 面（角膜前面），
第 3 面（水晶体前面），第 4 面（水晶体後面）が非球
面で，表 1a ではコーニックと表記した。そのコー
ニック定数は表 1c に示してある。表 1全体に示した
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表 1　モデル眼のレンズデータ 

 面番号  曲率半径（mm） 面間隔（mm） ガラス名 

 0  ∞（平面） ∞（無限遠） AIR 

 1 コーニック 7.72 0.55 CORNEA 

 2  6.5 3.05 AQUEOUS 

 3 コーニック 10.2 4 LENS 

 4 コーニック -6 16.323 VITREOUS 

 5  -12 -0.00269 VITREOUS 

 

 

    屈　　　　折　　　　率 

 波長（nm） 458 543  589.3 632.8 

CORNEA 1.3828 1.3777  1.376   1.3747 

AQUEOUS 1.3445 1.3391  1.3374 1.336   

LENS 1.4292 1.4222  1.42     1.4183 

VITREOUS 1.3428 1.3377  1.336   1.3347 

 

 

 面番号 コーニック定数 

 1 46.63  

 3 39.89  

 4 38.73  

 

 
  アッベ数（458～632 nm） 

CORNEA 46.63  

AQUEOUS 39.89  

LENS 38.73  

VITREOUS 41.69  

a

b

c d
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図 2 各収差ごとの角膜および眼球全体からの収差
：角膜前面， ：眼球全体

図 3 左右眼の対称性

数値は，レンズ設計プログラム（ORA 社，CodeV を
使用）の入力として必要とされる量である。表記ま
で含めてほぼ元論文と同じであるが，このような表
記に不慣れな読者のために簡単に説明を加える。レ
ンズデータは通常，曲率半径，面間隔，屈折率から
なる。表 1a の左側のインデックスは面番号で，最初
の面は物体面，最後の面は像面（ここでは眼底）で
ある。曲率半径の単位は mmで，∞記号は平面をあ
らわす。面間隔も単位は mmで，ここでの∞記号は
物体が無限遠にあることを意味する。
一番右側は通常は使用するガラス名であるが，こ
の場合には角膜や水晶体などの眼の構成要素になる。

これらの名前が計算時に具体的な屈折率に展開され
るが，その情報は表 1内の bと dである。
表 2 は，球面収差とコマ収差のザイデル収差係数
である。まず，球面収差について，球面部分の寄与
のみを考察すると，球面収差の補正効果は球面レン
ズのザイデル収差係数では説明できないことがわか
る。つまり，眼の光学系の各面ごとの屈折力の基本
的な配分では，球面収差の内部光学系による補正の
説明ができないことを示している。これを説明する
ためには，非球面を導入する必要がある。この観点
からいえば，このモデルでの球面収差は各面での非
球面性による補正が主と考えられる。
コマ収差に関しては，第 1 面（角膜前面）の負の
収差係数が第 4 面（水晶体後面）の正の係数により
補正されていることが表 2 からわかる。球面の寄与
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表 2　ザイデル収差係数 

 面番号  寄　与 球面収差 コマ収差 

 
1  

球　面 -0.0285 -0.0157 
   非球面 　0.0141 -0.0050 

 2  球　面 　0.0028 　0.0013 

 
3 絞り面 

球　面 -0.0003 -0.0005 
   非球面 　0.0098 　0.0000 

 
4  

球　面 -0.0226 　0.0045 
   非球面 　0.0078 　0.0039 

 計   -0.0169 -0.0116

 

25° 

15° 

画角 0° 

図 1 モデル眼の光学図
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のみでもコマ収差は補正されているので，眼の光学
系の基本的な屈折力の配分，虹彩と各面の位置関係
がコマ収差に有利に働いていると考えられる。
以前測定した正常眼のデータで，我々の以前の論
文 1）と同様の解析を行ったのが図 2，3 である。まず
図 2をみると，正/倒乱視（C22），コマ（C3－1, C31），球
面収差（C40）で角膜収差が眼球収差よりも大きく
なっており，内部補正が行われていそうな雰囲気で
ある。図 3 では，左右に非対称な収差，ここでは水
平コマ（C31）を取り上げ，左右眼の収差量を検討し
たグラフである。これまでの研究で左右眼に対称性
があることが知られている。図 3 をみると，顕著で
はないが，左右眼になんらかの対称性があるように
みえる。左右の対称性では遺伝が関係しているし，
収差の傾向にもそれが関係していると考えられる。
Kelly 論文の被検者は Cornell University の学部学生

（20 歳前後）であったが，ここで示したグラフの被
検者はトプコン社員（20～40 歳）で，被検者の違い
もある。今後，被検者の比較や，より的確なコント
ロール検査を行い，データを整理するとよいのかも
しれない。
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最近，学会ではないがそれに準じた二つの研究会
の会合に参加した。一つは感覚代行シンポジウムで
あり，他は知覚コロキウムである。いずれも 30 年以
上前から存続しており，多くの感覚・知覚の研究者
が参加する会合である。
2007 年 12 月 3 日，4 日に第 33 回感覚代行シンポ
ジウムが東京にある独立行政法人産業技術総合研究
所，臨海副都心センター別館にて開催された。この
シンポジウムは感覚代行研究会（会長 和氣典二）に
よって主催されており，その目的は視覚障害や聴覚
障害などの支援に関する基礎研究・応用研究を行っ
ている関連領域の研究者間の情報交換の場とするこ
とである。
本年は 2 件の特別講演と 29 件の一般講演があっ
た。初日の特別講演は川崎医療福祉大学感覚矯正学
科の田淵昭雄氏の「視野の発達と加齢の変化」であっ
た。視野の定義，視野に及ぼす諸因子，背面輝度と
背面色，動的計測と静的計測，両眼開放下の視野闘
争と累加現象あるいは抑制などを話された後，視野
の発達，加齢変化についてご自身の資料を含めて研
究の現状を紹介していただいた。2日目には，東京聖
栄大学健康栄養学部管理栄養学科の酒田英夫氏の
「頭頂葉と空間視」があった。最近，氏は「頭頂葉」
という本を出版されており，大脳の中心後回の頭頂
連合野について，視覚的空間定位障害などの例をひ
きながらMST 野の知見を紹介した。MST で回転運
動に選択的に反応するニューロンをみつけ，どのよ
うにして回転運動を識別するかを調べた。また，回
転感受性ニューロンの大部分が奥行き回転運動に反応
することから，MST ニューロンが 3 次元空間での運
動をあらわすことを観察した。その例として，Ames
の窓の錯視と同じく回転方向の逆転を示すニューロ
ンがみつかっている。その他，種々の関連する研究
にふれた。
一般講演では，東京工芸大学の植田未有氏他の「視

覚障害教育用図形模写評価システムの活用」，東京大
学工学部の葭田貴子氏他の「緑内障患者の視覚探索成

績から推定される周辺視機能の役割」，国立身体障害
者リハビリテーションセンター病院の中西　勉氏他の
「ロービジョン者の歩行中の視認状況について」，電
気通信大学の山本　卓氏他の「重度視覚障害者用開発
環境の構築」，首都大学システム学部の登坂繁行氏他
の「視線による簡易コミュニケーションエイドシステ
ムの開発」，独立行政法人国立特別支援教育総合研究
所の大内　進氏他の「3 次元 CAD を活用した絵画の
半立体的翻案作品の造形とその評価」などが視覚に
関連した報告，あるいは障害者エイドの報告であっ
た。
第 41 回知覚コロキウムは 2008 年 3 月 28～30 日に
千葉厚生年金休暇センターで開催された。この会は
泊まり込みで行われるのが特徴である。4 件の招待
講演，17 件の口頭発表，23 件のポスター発表があっ
た。招待講演は次のとおりであった。千葉大学大学
院融合科学研究科の溝上陽子氏の「自然な環境に適
応する視覚・色覚メカニズム」，産業技術総合研究所
の河原純一郎氏の「経験や被験者の特性に基づく知
覚的構えの選択と維持」，千葉大学大学院工学研究科
デザイン科学専攻の小山慎一氏の「頭痛と幻肢痛の
神経心理学」，東北大学電気通信研究所の栗木一郎
氏の「色の見えの脳内表現」。いずれも高次の情報処
理に関する話題である。とくに，恒常性は Zeki が指
摘する視覚系の未解決な問題であり，溝上氏と栗木
氏の講演はそれに関するものである。河原氏の講演
はボトムアップに対するトップダウンにおける注意
に関する内容であり，小山氏の講演は脳と知覚の関
係を片頭痛患者と幻肢痛患者の知覚から論じている。
口頭発表やポスター発表でも，従前とは異なり
色々な情報処理レベルにおける統合問題，トップダ
ウン，現象記述に関するものが多かった。感覚代行
シンポジウムと合わせて考えれば，研究者の関心が
より高次な情報処理の方向あるいは臨床的な応用研
究，機器の開発研究に向かっていることが示唆され
よう。
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学会印象記

第 33 回感覚代行シンポジウムと
第 41 回知覚コロキウムに参加して

中京大学心理学部　和 氣 典 二



American Society of Cataract and Refractive Surgery
（ASCRS）主催の毎年 4 月ごろに行われる眼科臨床系
の学会で，今年は 4 月 4 ～ 9 日までシカゴで開催さ
れた。最近は学会の初日に ASCRS Glaucoma Day と
ASCRS Cornea Day という二つの専門別研究会があ
り，白内障や屈折矯正手術ばかりでなく，前眼部の
他の分野の発表も行われるようになっている。
世界各国より参加者は 1 万人を超え，日本からも
約 50 名ほどのドクターが参加していた。
全体的に同じ系統の主要国際学会である，ヨー
ロッパ白内障眼内レンズ屈折手術学会（毎年 9 月ご
ろ開催）と比較すると，コマーシャリズムが強く
（自分がコンサルタントをしている会社の製品につい
て不利な発表はしない），新しい製品が少ない（ヨー
ロッパよりも規制が厳しい）という印象であるが，
この分野で世界最大であることには変わりがない。
内容としては数題の特別講演，招待講演と 15 のシ
ンポジウム，750 題以上の一般口演，330 題のポス
ター，157 本のビデオ発表があった。そのほか無料の
138 のインストラクションコース，五つのスキルトラ
ンスファーコースも開催された。
眼光学，屈折関係の演題は，私が聴講した範囲で
は昨年と比較して目新しいものはなかった。
眼内レンズ（IOL）の分野では，非球面 IOL，乱視
矯正 IOL，多焦点 IOL，調節 IOL，有水晶体 IOL の
成績が昨年と変わらず報告されていた。このうち，
乱視矯正 IOL は成績が良好で，ある一定度数以上で
は，白内障と同時に行われる乱視矯正手術（輪部減
張切開術，LRI）と比較すると安定しているとのこと
であった。老視矯正法としては，アメリカでは従来
より，調節 IOL や多焦点 IOL，モノビジョン，
conductive keratoplasty（CK），presbyopic laser in
situ keratomileusis（LASIK）などが用いられており，
大きな革新はなかった。そのなかで調節 IOL につい
て，アメリカで老視矯正 IOL として承認されている

AT-45 の後継型で光学部がやや大きく支持部の幅が広
い AT-50 が非常によいという発表（Financial interest
あり）を聞いたが，個人的には疑問を感じた。多焦
点 IOL では優位眼に屈折型多焦点 IOL，非優位眼に
回折型多（二重）焦点 IOL を挿入するというMix &
Match の成績が昨年に引き続き報告されていた。Mix
& Match の効用については，期待は大きいものの，
更に追試が必要であろう。
屈折矯正の分野ではとくに新しい話題はなかった
が，フェムトセカンドレーザーの普及が広がり，演
題数が増えている印象であった。将来的には，エキ
シマレーザーを使用せず，フェムトセカンドレーザー
だけで屈折矯正手術を完了したいという各社の目標
もあるようだが，まだ実現までにはいくつかのハー
ドルがありそうである。
屈折矯正手術ではないが，本学会の話題として，
角膜コラーゲンクロスリンキングを紹介する。以前
よりヨーロッパを中心としてスタディが行われてお
り，以前にもこの学会で少数の発表はあったが，今
年はCharles D. Kelman Innovator’s Lecture と称され
る講演も角膜コラーゲンクロスリンキングの創始者
であるDr. Seiler の講演であった。角膜コラーゲンク
ロスリンキングとは，Dr.Seiler らが 1990 年代後半か
ら開発した円錐角膜の治療法で，角膜に riboflavin
（ビタミン B2）を点眼しながら，370nm の紫外線
（UVA）を照射することで，角膜実質のコラーゲンを
架橋し，強度を上げ，進行を抑える治療法である
（図 1）。1990 年代後半に豚眼を用いた実験で至適条
件が検討され，2000 年以降にウサギを用いた in vivo
での実験へと進み，2003 年にヒト円錐角膜眼に対す
る治療成績が発表されている（Am J Ophthalmol 135:
620-627, 2003.）。現状ではヨーロッパのグループを中
心として行われている。手術方法は，まず角膜上皮を
A離（直径 9 mm）した後，0.1 ％ riboflavin solution
を 3 分おきに 30 分間点眼，5 分おきに riboflavin
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学会印象記

アメリカ白内障眼内レンズ屈折手術学会
ASCRS: Symposium on Cataract, IOL and Refractive Surgery,

April 4-9, 2008
慶應義塾大学医学部眼科学教室　根 岸 一 乃
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solution を点眼しながら，365nm UVA を 30 分間照射
するという方法で，プロトコールは発表者によって
riboflavin 点眼の間隔やUVの波長などが微妙に異なっ
ていた。UV の safety distance が 330µmなので，角
膜厚 400 µm 以上を適応症例とする。Dr. Seiler が
Charles D. Kelman Innovator’s Lecture 内で発表した
内容によると，円錐角膜 23 例中，合併症としてはヘ
イズと 1 例のみ上皮障害治癒に関する問題があった
が，すべての症例で円錐角膜の進行は停止し，角膜

屈折力測定値はおよそ 50 ％程度に減少し，最良眼
鏡矯正視力が向上したという。また，con foca l
microscopy による検査ではケラトサイトにダメージ
はなかったとのことであった。円錐角膜ばかりでな
く，医原性角膜拡張症に対する効果も示されてい
た。最近では，intrastromal corneal ring との併用に
より相助効果があることも報告されており，今後の
展望としては角膜コラーゲンクロスリンキングと
phtorefractive keratectomy（PRK）を組み合わせた治
療などが考えられると結ばれていた。長期予後につ
いてはまだ不明であるが，当面は追試・改良が行わ
れていくものと考えられる。うまくいけば，円錐角
膜や医原性角膜拡張症の患者にとって福音となる可
能性があるが，この治療法が普及するのであれば，
角膜の弾性を変化させたときの眼圧測定など，検査
機器の改良も必要になるであろう。
展示場では，前眼部 optical coherence tomography

（OCT）やフェムトセカンドレーザーでも，日本には
まだ入ってきていない機種が多数あり，興味深かった
（置いてあるだけで，アメリカでは未承認のため動か
してもらえないものもあった）。
来年の同学会は 2009 年 4 月 3 ～ 8 日まで，米国サ

ンフランシスコにて開催される予定である。

2008 年 6 月

図 1 角膜コラーゲンクロスリンキングの原理

リボフラビン

＋紫外線（UVA）



◆ 編集部からのお願い ◆

視覚の科学をお読みになったご感想，ご意見などをお寄せ下さい。
送付先：大阪大学大学院医学系研究科応用医工学講座感覚機能形成学教室

〒 565 － 0871  吹田市山田丘 2 － 2
TEL 06 － 6879 － 3941 FAX 06 － 6879 － 3948
E-mail: hisyo10＠ophthal.med.osaka-u.ac.jp
日本眼光学学会　編集部

◆ 日本眼光学学会入会のお勧め ◆

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

さい。ご入金が確認できた時点で入会日，会員番号をお知らせいたします。

◆送付先： 567 － 0046  茨木市南春日丘 7 － 5 － 10  第二山本ビル 203 JMC佐々木内
日本眼光学学会事務局

◆問合先： TEL 072 － 631 － 3737 FAX 072 － 631 － 3738
E-mail jmcfuji@ops.dti.ne.jp

◆年会費：入会金不要　年会費 (個人) 5,000 円
◆学　会：年 1回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物：学会誌「視覚の科学」年 4回発行，学会プログラム・抄録集など，刊行物

はすべて会員に無料配布いたします。





日本眼光学学会変更届 

移動が生じた場合は、速やかに変更届をFAX (072-631-3738)で事務局へお届けください。 
事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。 

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

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

 変更の内容 
 （該当箇所に〇を 
 お付け下さい） 

ふ り が な  ふりがな 

新住所ふりがな 

氏　　　　名 旧　姓 

会員番号 

新勤務先住所 

新勤務先名称 

新電話番号  新FAX番号 

新FAX番号 

変更届出年月日 年　　月　　日 

新自宅住所  

新電話番号  

文書および  
雑誌送付先  

1．勤務先 
2．自　宅 

E-mail

E-mail

新勤務先英文名 

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先 

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

ご氏名 

新住所ふりがな 

〒 

〒 



「視覚の科学」編集者

編集委員長 大沼　一彦 （千葉大学大学院工学研究科）

編 集 委 員 魚里　　博 （北里大学医療衛生学部・大学院医療系研究科）

〃 大鹿　哲郎 （筑波大学臨床医学系眼科）

〃 奥山　文雄 （鈴鹿医療科学大学医用情報工学科）

〃 梶田　雅義 （梶田眼科）

〃 加藤桂一郎 （財団法人　仁泉会医学研究所　プライムケア桃花林）

〃 北原　健二 （東京慈恵会医科大学）

〃 古野間邦彦 （㈱ニデック研究開発本部技術開発部）

〃 小林　克彦 （㈱トプコン技術品質グループ）

〃 西信　元嗣 （奈良県立医科大学）

〃 斎田　真也 （防衛医科大学校応用科学群　応用物理学科）

〃 佐藤　美保 （浜松医科大学眼科）

〃 高橋　文男 （㈱ニコン光学設計研究室）

〃 根岸　一乃 （慶応義塾大学医学部眼科）

〃 長谷部　聡 （岡山大学医学部眼科）

〃 畑田　豊彦 （東京眼鏡専門学校）

〃 原　　直人 （神奈川歯科大学附属横浜クリニック眼科）

〃 平山　典夫 （HOYA ㈱メディカル事業部）

〃 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）

〃 松本富美子 （近畿大学医学部堺病院眼科）

〃 和氣　典二 （中京大学心理学部心理学科）

（敬称略，50 音順）

第 29 巻 2 号をお届けします。

毎日うだるような暑い日が続いています。新幹線に乗っていると，帰省客や行楽客が一気に増え

るので，世間が夏休みになったことを実感します。

今年の夏のメインイベントは，なんといっても北京オリンピックでしょう。「より速く，より高

く，より強く」が近代オリンピックのモットーですが，最近の選手達をみていると，「より美しく」

も加わっているように思います。「冷房の効いた部屋でオリンピック三昧」の方が，混み合った行

楽地に行くよりいいかもしれません。

さて，最新の視覚の科学をお届けします。フルフィールド OCT の近未来像が，大変美しい画像

とともに掲載されています。臨床的に用いられるのも，それほど遠くはないでしょう。各社が開発

を競いあっているOCT をオリンピックにたとえるなら，そのモットーは「より速く，より細かく，

より美しく」といったところでしょう。「より安く」も入るでしょうか。この分野でも，ぜひ「日

の丸」が高く揚がって欲しいものです。

シリーズ「不正乱視の基礎と臨床研究」もいよいよ最終回です。じっくりと腰を落ち着けて，本

書に目を通していただくのも，夏休みの正しい過ごし方かもしれません。

編　集　後　記

佐 藤 美 保 記
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第 44回日本眼光学学会総会　開催概要

第 56 回日本臨床視覚電気生理学会と合同で行う。
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）

会　場：日本教育会館　一ツ橋ホール
〒 101-0003  東京都千代田区一ツ橋 2-6-2 TEL: 03-3230-2831 ㈹

会　長：日本臨床視覚電気生理学会　　山本修一（千葉大学）
日本眼光学学会　　　　　　　奥山文雄（鈴鹿医療科学大学）

学術プログラム（予定）

【合同プログラム】
・合同特別講演　9月 6日（土）11 : 00 ～ 12 : 00

座長；奥山文雄（鈴鹿医療科学大），山本修一（千葉大）
「視覚連合野における物体像の表現と物体像の視点に依存しない認識のメカニズム」

谷藤　学（理化学研究所）
・合同シンポジウム 1 9 月 6 日（土）14 : 30 ～ 16 : 15
「Functional Imaging」 オーガナイザー；宇治幸隆（三重大），不二門　尚（大阪大）
「Functional OCT」 角田和繁（東京医療センター感覚器センター，

理化学研究所）
「網膜内因性信号」 大川賀孝（大阪大）
「多局所網膜電図による網膜機能の 3次元解析」 近藤峰生（名古屋大）
「眼底自発蛍光」 石龍鉄樹（福島県医大）
・合同シンポジウム 2 9 月 6 日（土）16 : 15 ～ 18 : 00
「高次収差と視機能」 オーガナイザー；奥山文雄（鈴鹿医療科学大），溝田　淳（順天大・浦安）
「眼内レンズと収差」 大沼一彦（千葉大・工学部）
「波面センサーによる涙液動態の測定と光学的評価」

広原陽子（㈱トプコン，大阪大・感覚機能形成学）
「波面収差とコントラスト感度」 大鹿哲郎（筑波大）
「収差と補償光学」 不二門　尚（大阪大）

【第 56 回日本臨床視覚電気生理学会】
・一般演題
【第 44 回日本眼光学学会】
・学術奨励賞受賞講演　9月 6日（土）14 : 00 ～ 14 : 30 座長；不二門　尚（大阪大）
「瞬目が瞳孔径と他覚屈折値に与える影響」 山本真也（北里大）
「AC Master Rを用いて測定したピロカルピン点眼後の水晶体厚の変化」

前田征宏（社会保険中京病院）
・一般演題

（15）
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【併催研究会等】
・第 4回視機能研究会シンポジウム　9月 6日（土）9 : 20 ～ 11 : 00
「多局所 ERGの正しいとり方，使い方」
～『VERIS を買ったが使えない』そんな問題を解決します～

オーガナイザー；堀口正之（藤田保健衛生大），山本修一（千葉大）
「局所 ERGの歴史と多局所 ERG」 堀口正之（藤田保健衛生大）
「多局所 ERGの基本原理と波形成分」 佐藤栄寿（千葉大）
「多局所 ERGの問題点 1ノイズの起源とその除去方法」 町田繁樹（岩手医大）
「多局所 ERGの問題点 2 眼球運動とその制御方法」 近藤峰生（名古屋大）
「多局所 ERGの問題点 3 結果の変動：なぜ生じ，どう読むか」 島田佳明（埼玉医大）
「多局所 ERGの臨床での使い方」 谷川篤宏（藤田保健衛生大）

【[全体討論］私が多局所 ERGを記録する時に注意していること】
・第 4回 JRPS 網脈絡膜変性フォーラム　9月 7日（日）10 : 00 ～ 12 : 00
「網膜色素変性の診療，過去から未来へ」 座長；村上　晶（順天大）
「網膜・視路疾患の長期経過」 国吉一樹（近畿大）
「網膜色素変性の遺伝子診断」 中村　誠（名古屋大）
「網膜色素変性のQOL」 菅原岳史（千葉大）
「網膜色素変性の治療の展望」 町田繁樹（岩手医大）

・教育セミナー（眼鏡シンポジウム） 9月 7日（日）14 : 15 ～ 17 : 15
「コメディカルのための視機能検査」 オーガナイザー；所　　敬（東京医歯大）
「屈折検査と処方」 梶田雅義（梶田眼科）
「コンタクトレンズ処方－材料から見た選択－」

佐野研二（あすみが丘佐野眼科・東京医歯大）
「静的視野からみたGoldmann 視野」 藤本尚也（井上記念病院）
「電気生理検査」 菅原岳史（千葉大）

【その他】
・ランチョンセミナー
・第 1回眼科画像診断研究会
・器械展示・書籍展示

主　催：第 56 回日本臨床視覚電気生理学会
会長：山本修一（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
会長：奥山文雄（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 ハービス ENT 11F
TEL: 06-6348-1391 FAX: 06-6456-4105
E-mail: 56jscev-44jsoo@jtbcom.co.jp
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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で 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）

担当；高木峰夫
〒 951-8510 新潟市中央区旭町通 1-757

TEL: 025-227-2296 FAX: 025-227-0785
E-mail: mtakagi@med.niigata-u.ac.jp

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-Ophthalmol, 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（慶應大），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 6回　帝京弱視斜視研究会
日本眼科学会専門医制度生涯教育事業認定（認定事業番号 18953）
日本視能訓練士協会生涯教育制度事業認定（認定事業番号 0022）

会　期： 2008 年 10 月 7 日（火）19 : 00 ～ 21 : 00
会　場：帝京大学医療技術学部棟 3階 1031 教室
演　題： 1．毛様網膜動脈 座長；小林義治（帝京大）

演者：木田淳子（帝京大）
2．正常者の視機能 座長；林　孝雄（帝京大）

演者：池田結佳（帝京大）
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3．第 20 回眼科専門医試験問題　斜視・弱視関連問題検討
オーガナイザー；坂上達志（帝京大）
演者　　　　　　小鷲宏昭（帝京大）

清水香奈（帝京大）
露無陽子（帝京大）

担　当：林　孝雄　帝京大学医療技術学部視能矯正学科
〒 173-8605  東京都板橋区加賀 2-11-1

TEL:  03-3964-1328 FAX: 03-3963-0303
E-mail: ortho@med.teikyo-u.ac.jp
http://www.med.teikyo-u.ac.jp/̃ortho/med/index.htm

第 32回日本眼科手術学会総会

会　期： 2009 年 1 月 23 日（金）～ 1月 25 日（日）
会　場：ポートピアホテル　〒 650-0046  神戸市中央区港島中町 6-10-1

TEL: 078-302-1111 ㈹
神戸国際展示場　　〒 650-0046  神戸市中央区港島中町 6-11-1

TEL: 078-303-7516
会　長：根木　昭（神戸大学大学院医学研究科外科系講座眼科学）
テーマ：－未来への連帯－
学術プログラム（予定）

・【特別講演 1 】「緑内障」 座長；根木　昭（神戸大）
演者　新家　眞（東京大）

・【特別講演 2 】「斜視」 座長；山本　節（兵庫県立こども病院）
演者　不二門　尚（大阪大）

・【特別講演 3 】「網膜硝子体手術」 座長；荻野誠周（新城眼科医院）
演者　門之園一明（横浜市大・総合医療センター）

・【会長企画シンポジウム】
「みんなで考えよう眼科手術の諸問題」
オーガナイザー；大橋裕一（愛媛大）

山岸直矢（山岸眼科医院）
田倉智之（大阪大）
村上　晶（順天大）

シンポジスト　：常岡　寛（東京慈恵医大），ビッセン宮島弘子（東京歯大水道橋病院），
永本敏之（杏林大）

「眼形成－新しい夜明け」
オーガナイザー；安積　淳（神戸海星病院），柿R裕彦（愛知医大）
シンポジスト　：柿R裕彦（愛知医大），一瀬晃洋（神戸大・形成外科），

酒井成身（国際医療福祉大・三田病院），安積　淳（神戸海星病院）
【シンポジウム】
【スキルトランスファー】
【コメディカルプログラム】

・ナーシングプログラム

視覚の科学　第29巻第 2号
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・薬剤師プログラム
【ビデオ展示】
【市民公開講座】
「目の健康講座　黄斑疾患と緑内障（仮）」 座長；根木　昭（神戸大）
演者　大路正人（滋賀医大），富田剛司（東邦大医療センター大橋病院）

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

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

会　費： 1,000 円（当日登録）
主　催：近畿弱視斜視研究会

（不二門　尚，初川嘉一，三村　治，三宅三平，西田保裕，野村耕治，近江源次郎，佐々本研二，
関谷善文，菅澤　淳，杉山能子，山縣祥隆，横山　連，内海　隆）（以上 14 名・ ABC順）

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

第 33回角膜カンファランス・第 25回日本角膜移植学会

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

〒 530-0001  大阪市北区梅田 2-5-25 TEL: 06-6343-7000 FAX: 06-6343-7001
会　長：前田　直之（大阪大）
学会ホームページ： http://www.cornea.gr.jp/
主なプログラム：
・一般口演　　・学術展示　　・器械展示，書籍展示
・第 6回日本角膜学会学術奨励賞受賞記念講演
・シンポジウム
・コメディカルプログラム
・セミナー
モーニングセミナー，ランチョンセミナー，イブニングセミナー，フェアウェルセミナーを予定。

演題募集：インターネットにて 2008 年 8 月 5 日（火）より受付けいたします。
演題応募〆切日： 2008 年 11 月 13 日（木）正午
事前登録〆切日： 2008 年 12 月 22 日（月）消印有効
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登録料： （円）
事前登録 当日登録

会　　　員 13,000 18,000
非　会　員 15,000 20,000
コメディカル 11,000 13,000

「日本の眼科」11 月号および「あたらしい眼科」10 月号に郵便振込取票（事前登録振込用紙）を綴じ
込む予定です。

主　催：大阪大学医学部眼科学講座　　
〒 565-0871  吹田市山田丘 2-2

宿泊手配：株式会社 JTB西日本 EC営業部がお手配致します。
詳細は，本会ホームページ[宿泊案内］をご覧下さい。

事務局：第 33 回角膜カンファランス・第 25 回日本角膜移植学会事務局
㈱ジェイコム　コンベンション事業本部内
〒 530-0001  大阪市北区梅田 2-2-22 ハービス ENT 11F
TEL: 06-6348-1391 FAX: 06-6456-4105 E-mail: 33cornea@jtbcom.co.jp

第 45回日本眼光学学会総会

第 48回日本白内障学会総会・第 24回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・ 22nd Asia Pacific Association of Cataract
and Refractive Surgeons Annual Meeting と合同で行う。
会　期： 2009 年 6 月 26 日（金）～ 28 日（日）
会　場：東京国際フォーラム

〒 100-0005  東京都千代田区丸の内 3-5-1 TEL: 03-5221-9000 ㈹
会　長：大鹿　哲郎（筑波大学大学院人間総合科学研究科眼科学）
運営事務局：株式会社コングレ

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

視覚の科学　第29巻第 2号
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学 会 会 合 案 内

◆ 2008 年　◆

開催日 名　　称 開 催 場 所 問　合　せ　先 演題〆切

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/

（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/

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

（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: jspe_taikai@jspe.or.jp
URL: http://www.jspe.or.jp/

石田隆行（広島国際大学）
E-mail: t-isida@hs.hirokoku-u.ac.jp
URL: http://www.mii-sci.jp/

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/

OPJ2008 事務局　㈱アドスリー内
TEL: 03-5925-2840
FAX: 03-5925-2913
E-mail: https://www.adthree.com/ssl/
opj/eml.html
URL:  http://www.opt-j.com/opj2008/

〆切りました
2008/4/8, 14:00

〆切りました
2008/4/18

〆切りました
2008/4/28

〆切りました
2008/6/15

〆切りました
2008/7/31

〆切りました
2008/7/1

2008/8/1

＜事前登録＞
2008/10/3

芝浦工業大学
（東京都江東区豊洲）

福岡工業大学
（福岡県福岡市東区）

大阪大学
コンベンションセンター
（大阪府吹田市山田丘）

中部大学
（愛知県春日井市）

東北大学
青葉山キャンパス
（宮城県仙台市）

広島国際大学
国際教育センター
（広島県，広島市中区）

釧路市生涯教育センター
（北海道釧路市幣舞町）

つくば国際会議場
（茨城県，つくば市竹園）

平成 20 年度（第 41 回）照
明学会
全国大会

2008 年映像情報メディア
学会
年次大会

ヒューマンインタフェース
シンポジウム 2008

2008 年（平成 20 年）秋季
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

医用画像情報学会（MII）
平成 20 年度秋季（第 152
回）大会

可視化情報学会全国講演
会（釧路 2008）

日本光学会年次学術講演会
Optics & Photonics Japan
2008

8/27（水）
～ 8/28（木）

8/27（水）
～ 8/29（金）

9/1（月）
～ 9/4（木）

9/2（火）
～ 9/5（金）

9/17（水）
～ 9/19（金）

10/4（土）

10/11（土）
～ 10/12（日）

11/4（火）
～ 11/6（木）
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開催日 名　　称 開 催 場 所 問　合　せ　先 演題〆切

カラーフォーラム JAPAN事務局
TEL: 090-3913-0384
TEL&FAX: 03-3398-0708
E-mail: ren-net@vega.ocn.ne.jp
URL: http://www.ren-associates.com/
ColorForumJ/cfp/home_jp.html

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

2008/8/5

工学院大学
（東京都，新宿区西新宿）

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）

カラーフォーラム
JAPAN2008

第 34 回（2008 年）
感覚代行シンポジウム

11/25（火）
～ 11/27（木）

12/1（月）
～ 12/2（火）

◆ 2009 年　◆

開催日 名　　称 開 催 場 所 問　合　せ　先 演題〆切

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

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

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

（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

Paper: 2008/10/20
Poster: 2009/ 2/23

中央大学
後楽園キャンパス
（東京都文京区春日）

筑波大学
（茨城県つくば市）

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

富山大学
（富山県富山市）

2008 年度精密工学会
春季大会
学術講演会

2009 年（平成 21 年）春季
第 56 回
応用物理学関係連合講演会

HCI International 2009

2009 年（平成 21 年）秋季
第 70 回
応用物理学会学術講演会

3/11（水）
～ 3/13（金）

3/30（月）
～ 4/2（木）

7/19（日）
～ 7/24（金）

9/8（火）
～ 9/11（金）



原著の投稿規定

1. 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学
会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

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

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

原著・総説の執筆要項

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

Word あるいはテキストファイルで，図は A4 サ
イズ一杯の大きさのものを JPEG ファイルに保存
し，フロッピー，CD-ROM，あるいはMOでお送
り下さい。

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

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

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

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

記し，本文中に重複して記載しないように注意し
て下さい。

7. 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

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

9. 文献の書き方は，引用番号）著者名：題名．誌名
巻：頁（始頁－終頁），発行年（西暦）．の順に書
いて下さい。単行本の場合は，著者名：書名．編
者名，頁（始頁－終頁），発行所名，所在都市名，
発行年（西暦）．の順で書いて下さい。
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共著の場合は原則として全員の氏名を書いて下さ
い。3 名以上の場合は最初の 2 名を書いた上でそ
れ以後は他または et al と略してもかまいません。
例 1）光学太郎，光学次郎，眼光学一郎：調節の

研究．生理光学 1: 1-10, 1990.
例 2） Yamaguchi L, Yamane J & Yagi K:

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

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

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

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

12.  英語訳文の原稿も受付けますが，事前に編集委員
会にご連絡下さい。

13.  別刷は 30 部を無料とし，これ以上の部数は有料

として 50 部単位で受付けます。
14.  筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4 頁までは無料とし，5 頁からは 1 頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します
（目安として本誌 1 頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，
図と表はそれぞれ 400 字原稿用紙ほぼ 1枚に相当
します）。
依頼による総説の場合，掲載料は無料ですが，カ
ラー印刷のみ実費を申し受けます。

15.  原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565 － 0871  吹田市山田丘 2 － 2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06 － 6879 － 3941

Fax 06 － 6879 － 3948

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



視覚の科学投稿用タイトルページ 

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚，  

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

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚 

別刷請求先，氏名： 

住　所  〒 

所　属 

氏　名 

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい） 

住　所  〒 

所　属 

氏　名 

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

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。 

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

 

受付   No.

題　名： 

簡略題名： 
（Running Head） 

著者名＊・所属名： 

 ＊（原稿の大きさは全てA4 以内） 

（裏面にもご記入下さい） 

フロッピー 
ＭＯ 
ＣＤ 

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　） 

（TEL 　　　　　　　　　　　　） 
（FAX　　　　　　　　　　　　） 

（TEL 　　　　　　　　　　　　） 
（FAX　　　　　　　　　　　　） 

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） 



ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可） 

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。 

（英文題名） 
Title ： 

（英文著者・所属名） 
Author＊(s)・Affiliation： 

（英文別刷請求先，氏名） 
Reprint requests to： 

1 

2 

3 

4 

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.



著 作 権 譲 渡 同 意 書  
＊ 受付日　　　年　　　月　　　日 

日本眼光学学会　殿 

No.

論文名 

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

されたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。 

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

とに同意します。 

＊注意 

　全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記して下さい。捺印は不要です。 

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

　＊印の部分は記入しないで下さい。 

筆頭著者署名 

共著者署名 

共著者署名 

共著者署名 

共著者署名 

共著者署名 

西暦　　　年　　　月　　　日 

西暦　　　年　　　月　　　日 

西暦　　　年　　　月　　　日 

西暦　　　年　　　月　　　日 

西暦　　　年　　　月　　　日 

西暦　　　年　　　月　　　日 




