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巻　頭　言

事業仕分け
市川　一夫

（社会保険中京病院眼科）

最近眼科医が集まると，挨拶代わりに交わす言葉がある。「来年 4月の保険改正は厳しくなりそうですね」「どう対

応しますか」というものである。民主党は，医療は予算を削らないという政策を掲げ政権を奪取したわけであるが，

事業仕分けの場で，医療費関連予算の厚生労働省の原案「医療費全体の増額」を議論し，開業医の平均年収から「整

形外科」「眼科」「皮膚科」を名指しで高額であると指摘し，これらの保険点数を下げ「産科」「小児科」の点数を増や

す見直しをすべきであると指摘した。その後，新聞各社もこの問題を取り上げ，政府の提灯持ちのごとく同じ論調で

指摘したことからこのような挨拶がはじまった。事業仕分けで削減が指摘された分野で，科学予算についてはすぐに

ノーベル賞受賞者が集まり予算削減が国の未来を危うくすると警告を発する記者会見を開いた。誠に適切な時期に適

切な行動をとられ，さすがにノーベル賞受賞者と感服した。翻って，眼科および視覚にかかわる者はどうだっただろ

うか。日頃，視覚は大事だ，社会情報の 80～90％は眼から入ると豪語していたにもかかわらず，日本眼科学会や日本

眼科医会が，高齢化社会が進み眼科治療対象者が増加して眼科予算が必要な現状を説明しただろうか。視覚研究や眼

科医療の成果として，高齢者でも治療により若者に負けない視力を獲得し社会に貢献できるようにしてきたこと，今

後もこの分野の進歩は日本の産業にもなくてはならないことなどを世間に訴えたのだろうか。これまでの政策の延長

である眼科医療分野の保険点数の削減が，眼科医療や視覚研究を衰微させ，老齢化して視力が衰え社会貢献をし続け

ることができなくなる人を増やしたり，高齢化して見えなくなり他者の助けを必要とする人を増やすことになること

を警告したのだろうか。国民の老齢化は国の衰えと決めつけて，医療費をどこか無駄とみなして削減に向かっている

のではないか，少なくとも加齢とともに個人の経験は増し，知識・技術・技量は進歩していく。この貴重な人材が増

えており，この資源を有効利用できるようにすると考えられないのだろうか。アジア・世界に先駆けて高齢化が進ん

でいることは，我が国が加齢医療の先駆者となり得，高齢化の下でも産業を発展させる機会と捉えることができない

のだろうか。当誌の読者は眼科医ばかりでないが，視覚にかかわる者達として，眼科にかかわる予算を減少せしめる

ことは国が衰微していくことになることを，ことあるごとに社会に訴えていくべきであることを述べて巻頭の言とし

たい。
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1.  盲視とはなにか

大脳皮質の後頭葉内側にある第一次視覚野は左右の
半球でそれぞれ右左半分ずつの視野の情報を処理して
いる。たとえば右側の第一次視覚野全体が損傷する
と，左右の眼ともに左半分の視野が見えなくなる（暗

点ができる）。このような症状は同名半盲と呼ばれ，
脳卒中などを原因として国内でも多くの患者がいる。
ところが，このような患者のなかに盲視という不思議
な能力をもつ例が報告されている。
同名半盲の患者である D.B.氏が見えないはずの視
野にあるものの位置を当てることができることに医師

別刷請求先：444‒8585　岡崎市明大寺町字西郷中 38　生理学研究所・認知行動発達研究部門　吉田正俊
（2009 年 7 月 31 日受理）
Reprint requests to: Masatoshi Yoshida Dept of Developmental Physiology, National Institute for Physiological Sciences
38 Nishigo-naka, Myodaiji-cho, Okazaki 444‒8585, Japan
(Received and accepted July 31, 2009)

総　　説

見えないのにわかる－「盲視」の脳内メカニズム
吉 田 正 俊

生理学研究所・発達生理学研究系・認知行動発達研究部門，総合研究大学院大学・生命科学研究科

Neural Mechanism of Blindsight
Masatoshi Yoshida

Department of Developmental Physiology, National Institute for Physiological Sciences

第一次視覚野が損傷を受けた患者において，視野上のものが見えないにもかかわらず，その位置を当てる
などの視覚情報処理能力が残存している「盲視」という現象がある。盲視の発現には数カ月のトレーニング
が必要であるという知見が集まってきている。マカクザルを動物モデルとして用いた研究では，第一次視覚
野の切除後にも盲視が起こることが明らかになっている。筆者らはこのような実験モデルを作成して，機能
回復トレーニングによって視覚機能がいかに回復するかを調べた。継続的なトレーニングによっておよそ 8
週間程度で視覚弁別の成績がほぼ正常と同等のレベルまで回復することが明らかになった。しかし，詳しく
調べると以下の違いがあることが明らかになった。1）サッカードの制御にも影響を与える，2）意志決定の
過程にも影響を与える。これらの知見は新しいリハビリテーションの方策と効果判定に役立つと考えられる。 

（視覚の科学　30: 109－114，2009）
キーワード：視覚，サッカード，機能回復，リハビリテーション，意識

Blindsight is a phenomenon in which patients with damage to the primary visual cortex of the 
brain can tell where an object is, although they claim they cannot see it.  The author examined the 
recovery process of monkeys with damage to one side of the primary visual cortex.  Eye movement 
task training for 2-3 months enabled the monkeys to move their eyes to the correct directions in which 
an object was located, even in the affected side of their visual fi elds.  Their brains became able to ‘feel’

where an object was, without ‘seeing’ it.  After recovery, their eye movements looked almost normal.  
However, the author found two differences from the normal: 1) the trajectory of their eye movements 
was straight, and 2) their eye movement response time was short.  The author concludes that after 
damage to the primary visual cortex, the monkeys’ eye movements were mediated by a qualitatively 
different vision, supported by brain circuits that bypass the primary visual cortex.  These fi ndings will 
provide a new strategy for rehabilitating such patients; similar training may help them to know where 
an object is even without ‘seeing’ it. (Jpn J Vis Sci  30: 109-114, 2009)
Key Words : Vision, Saccade, Functional recovery, Rehabilitation, Consciousness
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図 2  視覚誘導性サッカードに関連する回路（細矢印）お
よび第一次視覚野損傷後の残存視覚に関連する回路
（太矢印）

図 1  見えると意識しなくても，視覚機能は回復できる。
提供：鯉田孝和（生理学研究所 助教）

は気付いた。そこで医師はこんなテストをしてみた。
スクリーン上の暗点の中に光点を点灯させて当てずっ
ぽうでいいから位置を当てるように指示する。する
と，患者はそれが見えないにもかかわらず，光点を正
しく指差すことができた（図 1）。このテストの後で
患者に成績が非常によいことを医師が伝えると，患者
は驚いた。
医師 「 どのくらいうまくできたか，やっていてわか

りましたか？」
患者 「 いいえ，だって何も見えなかったのですか

ら。何も見えやしない。」
医師 「 どうやって当てたか言えますか？なにを元に

棒が縦か横かを言えたのですか ?」
患者 「 いや，だって何も見えなかったのですから。

わからずにやったのです。」
医師 「 では正しくできているとは本当に知らずにい

たのですね？」
患者 「はい。」（文献 1）より翻訳）
このような視覚情報処理（光点の位置を当てる）と
視覚意識（光点が眼前に見える）とが乖離している現
象は盲視と呼ばれる 1）。複数の患者で同様な現象が起
こることも明らかになった 1）。

2.  盲視にかかわる脳部位

このような現象はなぜ起こるのだろうか。図 2は視
覚刺激に目を向ける急速眼球運動（サッカード）にか
かわっている経路をあらわしている。視覚情報は網膜
から視床，第一次視覚野の順序で情報処理が進められ
てゆく（図 2細矢印）。第一次視覚野から頭頂葉にあ
る外側頭頂間野や前頭葉にある前頭眼野を経由して，
中脳にある上丘でサッカードの指令が生成され，脳幹
を介して外転筋を働かせることによって眼球を回転
させる。一方で，第一次視覚野を介さない回路もある
（図 2太矢印）。この回路によって網膜から上丘へ直接
サッカードのための情報を伝達することが可能だ。盲
視の現象では，この進化的に古い経路によって，視覚
意識を伴わない視覚情報処理が行われているのではな
いかと考えられている。
盲視が本当にこのような皮質下の回路を使って行わ
れているかどうかについては，これまで様々な議論が
なされてきた。一見盲視のようにみえる現象が，高解
像度の視野検査によって，部分的に残存している第一
次視覚野によって担われていることが判明した症例も
報告されている2）。しかし，盲視は半球皮質切除術を
受けた患者でもみられる3）。この症例では「部分的に
残存している皮質」の寄与の可能性は排除できるため，
皮質下の脳領域が盲視にかかわっているとする強力な
証拠である。

3.  機能回復にはトレーニングが大事

同名半盲の症例数と比べると盲視の報告例は非常に
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少ない。これはどうしてだろうか。一つの説明は，第
一次視覚野だけを広くしかも限局して損傷することが
まれだからというものだ。もう一つの説明は，これま
での同名半盲の患者では機能回復のトレーニングが十
分行われてこなかったからというものだ。事実，盲視
という能力の発現には数カ月のトレーニングが必要で
あるという知見が集まってきている。

Sahraieらの研究4）では，12 人の視覚皮質損傷患者
を被験者として視覚弁別のトレーニングを行った。視
覚刺激としては格子模様を用い，刺激は各試行の期間
1または期間 2のどちらかに必ず提示される。被験者
は刺激がどちらに提示されたか強制的に選択する。こ
のようなトレーニングを被験者は自宅で継続して行う
ことで，その成績は数カ月をかけて向上した。別のグ
ループによる報告 5）では，5人の患者でランダムドッ
トモーション刺激の方向弁別のトレーニングを行った
ところ，9～18 カ月後には正常レベルに近いところ
まで感度が向上していた。これらの研究での被験者は
成人であり，脳損傷を受けてから年月が経っている。
よって，これらの研究は，成人の脳でも大規模な構造
的な変化が起こっている可能性を示唆している。
これを支持するデータもいくつか報告されている。
半球皮質切除術を受けた患者での神経の結合様式を調
べたところ註），盲視の能力をもつ患者では，損傷と同
側の上丘から反対側大脳皮質へと向かう投射がみられ
た 6）。このような投射は盲視の能力をもたない患者
および健常者ではみられなかった。また，第一次視覚
野に限局した損傷をもつ盲視患者では，損傷と同側の
視床から正常半球の大脳皮質への投射がみられた 7）。
これらのことは，成人脳でも機能回復に伴って脳の結
合様式が可塑的変化を受けること，しかもそれが感覚
系の機能回復でもみられるということを示している。

4.  動物モデルにおける機能回復

ヒト患者の症例報告では損傷部位は必ずしも第一次
視覚野に限局しているわけではないので，それぞれの
症例で解釈の不確かさがつきまとう。これを克服する
ためには，第一次視覚野を選択的に除去して作成した
モデル動物を使った研究が必須である。また，実験動
物ではサーチコイル法を用いた正確な眼球運動の計測

も可能である。よって眼球運動の影響を排除した上
で，より厳密に制御された条件を用いて盲視について
研究することが可能になる。
マカクザルを動物モデルとして用いた研究では，
第一次視覚野の切除後にも視覚弁別能力が残存するこ
と8－10），つまりマカクザルでも盲視が起こる。また，
このようなモデル動物で上丘を薬理的に抑制する
と，視覚弁別能力が消失することが明らかになってい
る 9）。このことは盲視が上丘を介する皮質下の経路
（図 2太矢印）によって担われていることの強力な証
拠となっている。以降ではこのようなモデル動物を用
いた，盲視における機能回復の脳内メカニズムに関す
る筆者らの研究 10－12）について紹介する。
筆者らの研究グループはマカクザルの第一次視覚
野を除去した実験モデルを作成して，機能回復トレー
ニングによって視覚機能がいかに回復するかを調べ
た 10）。視覚機能の評価のためにサッカードを行動の
指標として用いた。サッカードはそれにかかわる脳部
位もよく同定されており，また，腕を用いた到達運動
などと比べて運動の自由度が少ないために運動の解析
も行いやすいといったメリットがある。
図 3に機能回復トレーニングとして行った視覚誘
導性サッカード課題を示す。1）サルはモニタの中心
に提示された注視点（白丸）を注視する（視点を十字
で表示）。2）注視点が消失し，標的刺激（白丸）が右
上下，左上下の 4箇所どれかに提示される。3）サッ
カードによって視点を標的刺激に移動させると報酬が
与えられる。
図 4に機能回復トレーニングの時間経過を示す。そ
れぞれの色は 4箇所の標的刺激それぞれの条件での
サッカードの終止位置を示している。術前 1週間（左）
ではそれぞれの標的刺激に正確にサッカードを行って
いる。つまり，サルは課題を十分に理解している。し
かし術後 1週間（中）では，損傷に対応した視野（右
側，上下の 2方向）へのサッカードは上下の 2箇所
を弁別できなくなっていた。なお，正常視野（左側，
上下の 2方向）へのサッカードは正確に行うことが
できているので，課題のルールを忘れたわけでもない
し，モチベーションが下がっているのでもない。また，
右側に目を動かすこと自体は可能であるので，サッ
カード自体ができなくなったわけでもない。継続的に
トレーニングを行ったところ，およそ 8週間程度で損
傷視野の成績はほぼ正常視野と同等のレベルまで回復
した。図 4右には術後 23 週目での結果を示している。

註） これらの研究では diffusion tensor imaging（DTI）とい
う技術が使用された。DTIは核磁気共鳴（MR）のシグ
ナルから非侵襲的に脳の神経線維（白質）の走行を可視
化する。
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ほとんどの試行で上下の弁別ができていることがわか
る。
機能回復後のサッカードを用いた視覚弁別は正常時
と比べると同じようにみえるが，詳しく調べると三つ
の違いがあることが明らかになった。1）標的刺激の
輝度コントラストを下げて提示すると視覚弁別の成績
はたちまち悪化する。つまり，輝度コントラストに関
する感度が下がっている。2）図 4右の損傷視野への
サッカードの終止点の分布をよくみると，ばらついて
いることがわかる。つまり，損傷視野へのサッカード
は不正確になっている。図 5でサッカードの軌跡の例
を示す。注視点から標的刺激（白丸）までサッカード
を行ったときに，正常視野（左側）では軌跡（黒線）
が曲がっているのに対して，損傷視野（右側）では軌
跡はまっすぐになっている。これはつまり，正常視野
では視線の動きは途中で調整され標的刺激に正確に終
止するが，損傷視野では視線の動きを途中で調整する

ことができないためバラつきが大きくなっているとい
うことを示唆している。つまり，第一次視覚野の損傷
はサッカードの制御にも影響を与える。3）標的刺激
が提示されてからサッカード運動を開始するまでの応
答潜時は，損傷視野ではかえって短くなっていた。つ
まり，第一次視覚野の損傷は意志決定の過程にも影響
を与える。

図 4  機能回復の時間経過
  4 色の点は視覚誘導性サッカード課題での 4箇所の標的刺激それぞれの条件でのサッカードの終止位置を

示す。（文献 10 より改変）

図 5　 視覚誘導性サッカードの軌跡（黒線）
 標的刺激の位置を白丸であらわす。
（文献 10 より改変）

図 3  機能回復のための視覚誘導性サッカード課題を用いたトレーニング
  1）注視点（白丸）の提示，2）標的刺激（白丸）の提示，3）サッカード（黒矢印）による標的刺激の選択。



̶ 113 ̶

2010 年 1 月 盲視のメカニズム・吉田正俊

5.  盲視の脳内メカニズムの解明

第一次視覚野を切除して作成した盲視モデル動物は
本当にヒト患者での盲視と同じだろうか？ この問い
に答えるためには，モデル動物でも視覚弁別ができる
ことだけではなく，視覚意識が失われていることを示
す必要がある。筆者らは「視覚検出課題」を考案する
ことでこの問いに答えた 11, 12）。この課題は，ある試
行では視覚刺激が提示されてサルは標的へのサッカー
ドが要求される。一方で，ある試行では標的は提示さ
れず，サルは注視し続けることが要求される。この課
題は視覚刺激の有無を報告させることによって，視覚
標的が見えているかどうかを評価することができる。
盲視モデル動物は多くの試行で標的を無視して注視を
続けた。このことは第一次視覚野損傷ザルには視覚標
的が見えていないことを示唆している 11－13）。つまり，
サルも盲視になる。更に筆者らは視覚検出課題中の上
丘からニューロン活動を記録することで，上丘がこの
ような情報処理にかかわっていることを明らかにし
た 11, 12）。盲視の脳内メカニズムを明らかにすること
は，「意識」が脳の中にどのようにして生成するのか
を明らかにするための鍵となるかもしれない。

6.  今 後 の 展 望

筆者らの研究グループはマカクザルを用いた盲視の
モデル動物での解析から，1）リハビリテーションを
数ヵ月にわたって繰り返し行うことで，サッカードを
用いた視覚弁別能力を回復させることができること。
2）一方で，サッカードの制御や意志決定の過程など
には影響が残り続けることを明らかにした10）。このこ
とは，今後の視覚皮質損傷患者での機能回復法の開発
において重要な意味をもつといえる。
このような機能回復トレーニングの臨床応用に際し
ては，機能回復の評価をいかに正確に行うかが課題に
なるであろう。ここで参考にすべき前例がある。同
名半盲の患者に対して，暗点の境界に視覚刺激の提
示を繰り返すというトレーニング（vision restoration 

therapy, VRT）をすることによって暗点が縮小したと
いう報告14）がある。しかしその後に，そのトレーニ
ング効果がないかもしくは元の報告と比べて非常に小
さいこと15），眼球運動の影響によってその効果が十分
正確に評価できていないこと16），などが指摘されて
いる。むしろ，同名半盲における機能回復トレーニン
グとしては，損傷視野に向けて効率的にサッカードを

行うことを目指す scanning compensation therapy（以
下  SCT）の方がより広く実践されている17）。
以上のことは盲視での機能回復の知見と関連させて

考察することができる。VRTでの機能回復は視野計
による暗点の大きさによって評価される。これは「刺
激が見えるかどうか」の評価であり，盲視でも回復し
ない。一方で，盲視ではサッカードを用いた視覚弁別
能力が回復する。もしかしたら SCTでの成績向上に
は盲視の能力が寄与しているのかもしれない。
脳損傷からの機能回復のメカニズム解明には，筆者
らの研究のような動物モデルを使ったアプローチが有
用である。しかし，それも臨床への応用を通してその
成果がフィードバックされて初めて意味がある。この
総説がそのための対話のきっかけになったらよいと考
えている。
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1.  は じ め に

ここ 10 年間の眼科診断において，最も革新的な進
歩が得られた分野は光干渉断層計（optical coherence 

tomography  以下 OCT）である。今日では眼科診
療に必須のものとなっている。このトピックスでは
OCTの歴史や最新の機器，新しい使用方法について
述べる。

2.  歴 史

物体に光が当たると，その反射光は位相が異なる
ことを利用して画像化する OCTの原理は山形大学の
丹野ら1）によって 1990 年に考案された。一方，マ
サチューセッツ工科大学（MIT）の Fujimotoら2）の
グループも同時期に同様の原理を利用した OCTを
開発し，1991 年に網膜の断層像を得られることを報
告した。1997 年に Humphrey社（現在の Carl Zeiss 

Meditec社）から最初の臨床応用 OCTである OCT2
（OCT2000）が米国で発売され，眼科における疾患概
念に大きな影響を与えた。2002年にWojtkowskiら3）

が spectral-domainという新しい技術を用いた OCT

の画像化に成功し，2006 年には臨床応用できる OCT

が発売され，飛躍的に鮮明な画像となった。
OCTを用いた眼底検査は Bスキャン超音波検査に
似ている。超音波検査にある A（amplitude：振幅）
スキャンでは超音波を発した場所からの反射音を，そ
の距離を横軸，反射波の強さ（振幅）を縦軸に表示す
る。この振幅を輝度に変換して断層像に構築した画像
が B（brightness：輝度）スキャン画像である。OCT

は超音波ではなく近赤外光を用いる。眼底から反射さ
れた光は，リファレンスミラーに反射した光と重ね合
わせることで光の干渉を起こして，その干渉像から網
膜の断層像を得る装置である。OCTの解像度は用い
る波長に依存している。初期の OCT2000 は解像度が
20µmであった。後継器の OCT3000 では 10µmとな
り，最新の OCT装置（OPTOPOL社製 SPOCT-HR，
キャノンマーケティング）では 3µmの解像度が可能
となっている。

縦方向の解像度は光源を広帯域化することで，
OCTの解像度は 2µmまで向上させられることは
2003 年に Drexlerら4）がすでに報告していた。しか
し横方向の解像度向上には眼球自体の収差の影響を
受けてしまい，高い解像度が得にくい。1999 年に
Roordaら5）は補償光学（adaptive optics: AO）を眼
底カメラに応用して，ヒト網膜上の短（S）・中（M）・
長（L）波長光に感受性のある 3種類の錐体の分布が
示せることを見い出した。Hermannら6）は補償光学
を OCTに応用し，横方向の解像度を 2～ 3倍に向上
させた。更に OCTの進歩も相まって視細胞そのもの
の構造描出の段階にきている7, 8 ）。OCTの応用は眼
科領域だけでなく，内視鏡と組み合わせて組織学的に
病理診断と同様の診断（光バイオプシー）を非侵襲的
に行えるようにも研究されている。

3.  タイムドメインからフーリエドメインへ

OCTは非侵襲的な検査であり，近年タイムドメイ
ン OCT（time-domain OCT  以下 TD-OCT）からフー
リエドメイン OCT（Fourier-domain OCT  以下 FD-

OCT）へと進化し，測定時間が高速化し，画像の解像
度が飛躍的に向上した。TD-OCTは光干渉を時間領
域（実空間）で行う9）。TD-OCTでは 1回のスキャ
ンで網膜のある一点の像しか得られなかった（図 1）。

最近のトピックス

光干渉断層計
杏林アイセンター　井上　真

図 1  タイムドメイン optical coherence tomography（TD-

OCT）とスペクトラルドメイン OCT（SD-OCT）
  TD-OCTでは 1回のスキャンで網膜のある一点のあ

る層の像しか得られなかったが，SD-OCTでは 1回
のスキャンで網膜全層の像が得られる。
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そこで 1個の Aスキャンを得るために何回かの撮像
が必要であった。FD-OCTは光干渉を Fourier空間
（周波数領域または波長領域）で行う検出技術を用い
ている。FD-OCTは波長固定光源と分光器を用いて
Fourier空間で検出するスペクトラルドメイン OCT

（spectral-domain OCT以下 SD-OCT）と，発信波長
を高速に変化できる光源（swept source）を用いて光
干渉を Fourier空間で検出する波長走査型 OCTがあ
る。SD-OCTの光源として，後眼部では一般的には
近赤外波長の赤色ダイオード（スーパールミネッセン
スダイオード：820µm）が用いられている。これは
患者がまぶしさを感じにくい波長であることや，中間
透光体の混濁の影響を受けにくいため広く用いられて
いる。その波長にある幅をもたせ，その後に分光器
でスペクトロ分解することで 1回のスキャンで 1個
の Aスキャン，つまりは各層の画像を得ている（図
1）。結果として，毎秒当たりに得られる Aスキャン
数（縦線で得られる情報）が増加したため，検出速度
が増加した。更に画像を重ねること（multiple B-scan

averaging）で OCT特有のスペックルノイズが軽減で
き，より細かく描出されるようになった。解像度の向
上以上に画像が明瞭になったため，硝子体の牽引や網
膜の構造変化までも明確に捉えることができ，網膜硝
子体疾患には欠くことのできない検査方法となってい
る。
波長走査型 OCTは TOMEY社から前眼部 OCT

（SS-1000）として発売されている。この OCTは組織
深達度の高い波長である 1,310nmの光源を使用して
いる。通常の OCTの波長である 800nm帯の波長で
は描出し難い隅角や角膜混濁例での前眼部解析も可
能となっている（図 2）。OCTの光源の中心波長は
800nm前後であるため，入射光の多くが網膜色素上

皮で吸収されてしまう。そこで網膜色素上皮下の病変
は不鮮明であり，より波長の長い光源を用いて深部を
観察することが考えられた（高深達 OCT）。波長が長
くなると組織への吸収が減り，深達度が向上するが，
一方で水への吸収が増えるために眼底へ届く光量が減
少する。したがって，適度な光量があり深部の観察が
できる 1,040nm前後の光源を用いると網膜色素上皮
下の描出が改善し，網膜色素上皮下や篩状板の病変の
観察が向上する。

4.  内節 /外節ラインと第三のライン

中心窩を含む黄斑部を OCTでスキャンすると，中
心窩では網膜が薄くなり神経網膜は低反射となる。中

図 3  正常者の SD-OCT画像（上）と走査レーザー検眼鏡
（SLO）画像（下）

  横方向の OCT画像 SLO画像では OCTの切断面が
示されている。Heidelberg社の Spectralisでの白黒
反転像として表示している。神経線維層，内・外網
状層が高反射（黒）となり，神経節細胞層，内・外
顆粒層は低反射（白）となっている。

図 2  前眼部 OCT解析画像
  三次元画像構築によって詳細な解析が行える。

（TOMEY社より許可を得て転載）
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心窩の周囲では神経網膜の層構造がみられる（図 3）。
神経線維層，内・外網状層が高反射となり，神経節
細胞層，内・外顆粒層は低反射となる。水平方向の
断層像では鼻側に神経線維層の高反射があるが，耳側
は神経線維の縫線（raphe）に相当し神経線維層がな
い。OCTでの高反射層である網膜色素上皮層の前に
もう 1層高反射領域があることが知られていた。TD-

OCTの時代では再現性に乏しかったが OCT3000 で

は注意すると観察でき，それが視細胞の内節（inner 

segment  以下 IS）と外節（outer segment  以下 OS）
の境界線に相当することが判明してきた。網膜外層に
障害が加わると視細胞外節が障害され IS/OSライン
が明瞭でなくなることから，視細胞の代謝や網膜の機
能を反映する像として注目されている。実際に黄斑疾
患になり視力が低下すると境界が不鮮明になる。黄斑
前膜では IS/OSラインが術前の視力のほかに術後視
力を予想するパラメータとなり得ることが報告され，
その評価は SD-OCTになって更に再現性と信頼度を
向上させている10）。

SD-OCTでは中心窩付近の網膜外層には高反射ラ
インが 4本存在する（図 4）。一番内層にあるのが外
境界膜（external limiting membrane  以下 ELM），IS/

OSライン，第三のラインとして知られる視細胞外節
外縁，網膜色素上皮（RPE）である11）。ELMの臨床
的な価値については不明であったが，Wakabayashi

ら12）によって ELMに障害がないと IS/OSが再生し
てくるものの，ELMが障害されていると IS/OSの回
復がみられないことから，視細胞そのものの機能を反
映している可能性があり注目されている。内境界膜

図 4 SD-OCTでの四つの高反射ライン
  内層から外境界膜（ELM）ライン，IS/OS（内節／外
  節）ライン，視細胞外節外縁（第三のライン），網膜

色素上皮（RPE）と四つの高反射ラインがある。

図 5  視神経乳頭周囲の網膜神経線維マップ
  緑内障眼では網膜神経線維厚が標準範囲（緑色）から外れて

減少している（矢印）。
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（internal limiting membrane：ILM）がミュラー細胞
の基底膜であり，実際に 4型コラーゲンで構成される
膜組織が存在するのに対して，外境界膜という膜組織
は存在しない。ELMは視細胞とミュラー細胞の接合
部（zonula adheens）に相当するためで，光学顕微鏡
での観察によってこの接合部の連なりが膜組織にみえ
たため ELMと呼ばれた歴史的経緯による。そうする
と，ELMがみられなくなることは視細胞とミュラー
細胞の接合部が障害されていることであり，視細胞が
障害されると観察できなくなることは理論的に正しい
と推察される。

IS/OSラインと網膜色素上皮細胞との間にある高反
射層が第三のラインである。視細胞の中の桿体細胞の
OSは錐体細胞の OSの長さより長く，その OS先端
は網膜色素上皮細胞の中に入り込んでいる。一方，錐
体細胞 OSはその長さが桿体細胞の約半分しかないた
め，その OSの先端は網膜色素上皮に達しておらず網
膜色素上皮細胞から突き出た cone sheathに包まれて
いる。そこで第三のラインは，この錐体細胞 OS先端
ではないかと考えられている11）。錐体細胞が障害され
る錐体ジストロフィなどではこの第三のラインが消失
する可能性もあり，今後の検討が期待される。

5.  網膜神経線維層

緑内障は視野が徐々に狭くなる疾患であるが，その
進行では視神経乳頭陥凹が先行することが知られて
いる。網膜神経線維層厚や網膜厚も視野欠損の進行
に先行して菲薄化し，網膜神経線維の 4割以上が障
害されて初めて視野が障害される。OCTは網膜神経
線維層および網膜を直接的に描出してその菲薄化を検
出し，視神経乳頭の形状解析が可能である（図 5）。
SD-OCTでは視神経乳頭周囲の神経線維厚や黄斑部
の神経節細胞関連網膜厚（神経線維層，神経節細胞，
内網状層の合計）の精密な測定が三次元的により明確
に可能となった。緑内障では視野欠損がまだ出現して
いなくても視神経乳頭陥凹や神経線維層の菲薄化が先
行して出現するため，緑内障の早期発見に貢献してい
る。OCTは緑内障検出においてコンフォーカル走査
レーザー眼底鏡（confocal SLO）を応用した緑内障
診断装置（HRT, Heidelberg社）や GDx（Carl Zeiss

Meditec社）に匹敵する検出能力がある。網膜神経線
維厚は数値化されているため経時的な解析を行うこと
ができる。網膜神経線維層の著しい菲薄化部位ある
いは網膜が部分的に牽引される不完全硝子体A離が

ある部分では，神経線維層が浮腫で厚くなっているた
め，正確な網膜神経線維層境界の検出が困難となる場
合もある。そこで，OCTによる網膜神経線維層の分
析には限界があり，眼底所見や視野検査を含めて総合
的な判断が必要となる。しかし，他覚的検査としては
定量性があり非侵襲的で短時間に測定可能，経時的な
比較ができるといった利点などから有力な検査であ
り，視野検査と並行して緑内障診断のツールとして確
立している。

図 6 Enhanced depth imaging OCT

 A：通常の OCT像。
 B： 検査機械を近づけて得られた鏡面画像で脈絡膜

がより明確に描出されている。その反面，網膜
の像が減弱している。

 C： 鏡面画像を更に反転すると，通常の OCTに対応
した画像になる。
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6.  Enhanced depth imaging OCTとドプラOCT

OCTの像は画面の上方が詳細な性質をもつ。また
OCTの装置を眼に近づけると像が鏡面像として翻転
することが知られていた。Spaideら13）はこれを利用
して，網膜よりも後方にある脈絡膜を明瞭に描出す
る方法を発見し，その手技を enhanced depth imaging 

OCTと命名した（図 6）。脈絡膜厚が正常眼であって
も年齢とともに減少することを報告した。また高度近
視眼では網膜厚が減少することが知られていたが，脈
絡膜厚も減少することを報告した。その後，様々な疾
患で脈絡膜厚が相関することが報告され，網膜厚のほ
かに疾患の進行や治療経過などを判断するためのパラ
メータとなりつつある。
また一方で，網膜や脈絡膜血流に対しても OCTに
よるアプローチが可能となっている。赤血球など動い
ているものに光が当たって返ってくればドプラシフト
（ドプラ効果）を受ける。つまり，観測者と相対的な
速度によって波の周波数が異なって観測される。通常
の OCTでは反射して返ってきた信号光波に参照光波
を重ね合わせ，検出器の受光面上における二光波の干
渉を検出している。周波数の異なる二光波を重ね合わ
せると，二つの光の周波数差が光の検出器の応答周波
数内であるなら，光の強度がその差分周波数で時間的
に変動する。その差分周波数をもつ信号がヘテロダイ
ンビート信号である。OCTでは，ヘテロダインビー
ト周波数のみを画像化しているため，血液などによっ
てドプラシフトを受けた反射光は見過ごされて血流は
映像化できない。その点に着目し，逆にビート周波数
のみを画像の情報とすれば，血管の所在と血流の速度
と方向が表示されるという考えに基づいたものがドプ
ラ OCT である。ドプラ OCTは網膜血管の画像構築
やその場所での血流速度の測定が可能である。Makita

ら14）はドプラ OCTによって網膜血管や脈絡膜血管が
画像化されることを示した。これらは更に三次元化さ
れ血流速度も測定可能になってきている。
眼光学を応用した OCTは形態解明のため，その解
像度を改善させ，また得られた画像を加算することで

細胞レベルでの検討が可能になる時期にきている。ま
た機能的な評価も可能になってきており，ますます眼
科診断において中心的な役割を担っていくと考えられ
る。
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第 27 回ヨーロッパ眼内レンズ屈折手術学会
（ESCRS）は 2009 年 9 月 12～17 日まで，スペイン
のバルセロナで開催された。今年は参加者数の記録が
更新されたそうで，世界中から 5,500 名以上の参加者
があった。また，今年は the fi rst World Congress of 

Paediatric Ophthalmology and Strabismus（WCPOS）
が同じ会場で共催されていて，こちらには 900 名以
上の参加があり，これに展示場への参加者を加えると
合計 10,000 名を超える非常に大きな学会であった。
この学会には毎年日本からも白内障，屈折矯正手
術分野の眼科医がかなりの人数参加している。学会
の特徴としては，アメリカの FDA（Food and Drug

Admistration）の承認と比較してヨーロッパの CE

マークが比較的短期間で取得できるためか，角膜イン
プラントや眼内レンズ（以下  IOL）などの医療用具
や検査・手術機器が多様で，種類が豊富であることで
ある。白内障手術の話題としては，難症例の手術に関
するビデオセッションなど，定番で行われているもの
があり，知識の確認とアップデートのために有用で
あった。ビデオセッションはかなり大きな会場で行わ
れていたが，いつもほぼ満席であった。IOLに関して
は，昨年までに引き続き多焦点 IOL，調節 IOL，トー
リック IOLなど付加価値 IOLの話題が多かった。日
本ではアルコン社のトーリック IOLが発売されたば

かりであるが，ヨーロッパではすでに多くのトーリッ
ク IOLが発売されており，矯正度数も幅が広い。ま
た，IOL挿入眼に対して，パワー変更や多焦点効果
をねらってもう一枚 IOLを追加する Add onタイプ
のレンズや，様々な調節 IOLなど非常に多様であっ
た。屈折矯正分野では，フェムトセカンドレーザーの
話題が更に増え，また使用法も LASIK（laser in situ

keratomileusis）のフラップ作成，角膜インプラント
の補助や角膜移植以外に，水晶体手術（前I切開や水
晶体線維の切断）や老視手術にも及んだ。そのほか，
昨年から 1セッション設けられていた角膜コラーゲ
ンクロスリンキングの演題もかなり増えていた。これ
らの新しい手術のなかで最終的にどれが残っていくの
かは不明であるが，これだけ多様な手術が一部臨床例
でもすでに行われ，発表されているのはヨーロッパの
学会ならではである。
受賞関係では，ポスターの白内障部門でYutaro 

Nishi先生の“Evaluation of phacoemulsifi cation induced 

oxdative stress and damage of cultured human corneal 

endothelial cells using redox fl uorometry microscopy”が
1st place, ビデオではOverall winnerに Junsuke Akura

先生の“KITARO, Handy Surgical Simulator for Dry Lab

and Wet Lab”,そのほかにも T. Sugiura先生，T. Urano

先生，T. Shimowake先生，T. Hara先生が各部門で入賞

学会印象記

ⅩⅩⅦ ESCRS Congressに参加して
慶應義塾大学　根 岸 一 乃

図 2　ePosterと eVideoのモニター図 1　会場入り口
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されており，日本人ドクターの活躍が目立った。
全体として会場は広く，キャパシティも十分で，人
気のあるセッションでも立ち見となることはなく快適
であった。また，e-ポスターや e-ビデオ用のパーソ
ナルコンピュータも数箇所にあり，数も多く，それほ
ど待つこともないし，セッション間のちょっとした空
き時間にみることができ有用だった。更に ESCRSで
は，会員であればインターネット上からアクセスして

on demandでポスターやビデオの全容と講演のアブス
トラクトを数年分みることができるので，学会中に話
題のビデオを見逃してもあとで好きなときに視聴する
ことができる。このシステムはとても便利である。ど
れくらいの費用がかかるのかはわからないが，可能で
あれば日本の学会でも取り入れていただきたい方式で
ある。来年の ESCRS Congressは，2010 年 9月 4～8
日までパリで行われる。
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環太平洋地域（アメリカ合衆国全土を含む）での
眼光学，生理光学，視覚心理がミックスした，どち
らかというと理科系の研究者が大きな顔をして参加
できる学会というと，我が日本眼光学学会のほか
に ARVO（Association for Research in Vision and

Ophathalmology） や BIOS（Biomedical Optics） な
どの巨大な学会，Optical Society of America（OSA）
関係の Annual Meetingと Vision Meetingが挙げられ
る。
そのなかでは比較的小規模な学会である OSA

Vision Meetingに 参 加 し た。 今 年 の OSA Vision

Meetingはシアトルで 9月 23～27 日に開催された。
例年，OSAの annual meetingと日程，場所を，両方
の学会に連続して参加できるように設定されるが，今
年は日程も場所も離れた開催であった（10 月 11～15
日，サンホセ）。筆者は心理物理や生理的な視覚の研
究と光学技術の両方に興味があるので，分離した開催
は残念である。残念といえば，シアトルといえばマリ
ナーズのイチロー，学会期間中は遠征中でシアトルで
のゲームがなかった。あと数日学会開催が早ければ，
イチローの逆転サヨナラホームランを見ることができ
たかもしれない。

OSA Vision Meetingの発表者は，Journal of Optical

Society of America（JOSA）Aに投稿している視覚研
究者と考えてよく，その研究者達が独立して学会を開
催していると考えてよいと思う。研究の傾向としては
色関係の研究が多い。これらの視覚研究者は光学技術
には興味がない人がほとんどなので，annual meeting

のほとんどが光学的な内容のためそれに参加するため
の参加費を払うのには抵抗がある，それで自分達だけ
の学会を始めた，というのがこの学会のルーツだった
と記憶している。
多くのセッションはテーマを決めた招待講演から
なっており，テーマは表 1のとおりであった。内容的
には眼光学系の研究者であれば，臨床系でも理工学系
でも非常に魅力を感じるセッションとなっていたと思
う。Contribution paperの口頭発表のセッションは 2
セッション，そのほかにポスターセッションも設けら

れた。
更に，Robert Boyntonを記念した Boynton Lecture

で は，David Williamsの“Imaging retinal mosaics in

the living eye”と題した講演を聞くことができた。も
ちろん，といっては何であるが，新しい内容はない
がWilliamsらしく，今後眼光学の研究者が解明して
いかなければいけない基礎的な課題を含めた内容を，
わかりやすく解説してくれた。Williamsはご存知の
方が多いと思うが，眼底の補償光学による高解像度
imagingの先駆者でありリーダーとして認められてお
り，講演でも高解像度 imagingにおける光量の理論と
実際や，超高解像度 imagingにおける蛍光撮影の結
果についての解説があった。更に筆者にとって興味深
かったのは，Williamsのレーザー干渉を使った人の
視覚の解像限界を調べる仕事に関する解説であった。
筆者が素人的な興味としてもっているのは，アッベ
の再回折結像の理論によれば，この干渉計により確か
に網膜に高解像で高コントラストの干渉縞が形成でき
るかもしれないが，実際には入射光が瞳を通過すると
ころが理論どおりにはいかないのではないかというこ
とと，もし，通常の自覚検査で知覚できるより高い解
像力が得られたとしても，それは低周波数にあらわれ
るエイリアシングを被験者が見て答えた結果ではない
か，ということであった。実際，会場からは，エイリ
アシングの問題について指摘が出ていたが，Williams

の答えは，それもあり得るため対策してあるが，今後
の検討も必要というようなものであったと理解してい
る。
今回の学会でも，色関係のセッションの発表が多
かった。筆者は色については素人であり，多くの貴

学会印象記

OSA Vision Meeting 2009 に参加して
㈱トプコン　研究開発センター　三 橋 俊 文

表 1　OSA Vision Meetingのセッション

Glaucoma

Melanopsin Pathway

Where and Whether to Mover the Eyes

Computational Approaches to Color Constancy

Visual Cortical Maps on Multiple Scales

Therapeutic Approaches to Vision Loss
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重な講演を馬の耳に念仏状態できいてきたが，David 

Fosterのグループの発表は筆者にも興味深かった。彼
らの研究では，マルチスペクトル画像を解析して照明
光を変化させて CIELAB均等色空間での色情報を評
価している（さっそく，我々のグループでも以前，眼
底のマルチスペクトル画像をもっていたので，これに
均等色空間を用いた解析を行い，論文を作成した）。
眼光学的な発表も数件あったので紹介する。ポス
ターセッションで，UC Berkleyの Chris Wildsoet

がひよこの錐体の Adaptive Optics Scanning Laser 

Ophthalmoscope（以下  AO-SLO）観察について発表
した。ひよこは発達がはやい，眼球が大きい，収差は
あまり大きくないことから，屈折のモデルとして向い
ているため，近視の発達モデルとして屈折の測定でよ
く行われる。とくに眼球が大きいことはかなり特徴的
で，頭部はほとんど眼といっても，ちょっとおおげ
さぐらいで済む程度である。Wildsoetのグループで
は，人眼用の AO-SLOをアライメントと瞳孔領が多
少小さいことに対応するために改良して，軸外の錐体
の観察にも成功していた。このように近視の動物モデ
ルとして使われてきたひよこで錐体の観察ができるよ
うになれば，眼軸長の変化と錐体密度なども実験的
に調べることができる動物モデルとなる。個人的に
残念であったのは，主著者の Yuhua Zhangが参加で
きなかったことであった。Yuhuaは現在アラバマ大
学の教官であるが，つい最近まで Berkleyの Austin 

Roordaの研究室で博士研究員をやっていた。もとも
と中国からの留学生であるが，独立して AO-SLOを
開発できる大学の研究者として有望株と思っている。
また，この学会の運営に貢献の大きい Joseph Carroll

は， 眼 白 子 症 の Fourier domain optical coherence 

tomography（以下  OCT）と補償光学眼底カメラとい
う二つの最新のmodalityによる観察について発表し
た。OCTは眼底の三次元構造をみることができる画
期的な技術で臨床的にも実用化されているが，補償光
学の応用はまだ実用的な診断装置にはなっていない。
筆者も大阪大学において不二門　尚教授らと同様の研
究を行っているが，OCTで三次元構造を，補償光学

眼底カメラで二次元的な微細構造（Carrollによれば
complimentary imagingという分野として）の将来性
を，Carrollや我々の研究では探っているということ
になる。
色研究の世界では，最近ちょっとびっくりするエ
ポックメイキングな研究の報告が Natureに掲載され
た。２色性のリスザルの眼に人の L錐体の遺伝子を
導入すると，赤が見えるようになるという研究であ
る。単に錐体にその色に感度をもつ opsinができて
も，より高次に伝達する神経回路が備わっていない
ので追加した色は見えない，というのが大方の予測
であった（この研究を行った研究者も podcastのイン
タビューで同様のことを言っている）。その人が Jay

Neitzであるが，なんと今年の学会に合わせるように
University of Washingtonに移動していた。色の研究
の世界に詳しくない筆者は，Jay Neitzの移動を知ら
なかったので，Jay Neitzのラボツアーという声がか
かったとき，なにを言っているのかよくわからなかっ
た。
最近，このような小規模の scientifi cなmeetingに

参加すると，日本人の参加者が少ないと感じる。昨年
の近視学会でも，日本人の参加者は不二門教授と筆者
だけであったが，今回も，東京工業大学からアメリカ
でサバティカル中の内川先生と日本から来たその学
生，ほかにカリフォルニアに留学されている若手研究
者が 2，3人いたと思うが，それだけである。アメリ
カ人が多いのはともかく，中国，韓国，インド系の参
加者は，現地で研究をしている人達とは思うがかなり
いて，そのような隣国，今後競争していく国との比較
だけではなく，自国内でのオリジナルな研究の発展に
影響するのではないかと危惧する。民主党政権になっ
て“仕分け”というパフォーマンスの結果を聞くと，
研究者としてはがっかりするような内容もある。我々
としては無駄を排除して，本質的なことをしている基
礎研究に回ってくることを期待したが，基礎研究は目
標設定が具体的でなく無駄である，となってしまうと
がっかりである。



◆  編集部からのお願い  ◆

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

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

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

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

はすべて会員に無料配布いたします。
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（敬称略，50 音順）

第 30 巻第 4 号をお届けします。

今回の総説は吉田正俊先生の「盲視のメカニズム」です。つい先日私の病院にまさしく“盲視”

の患者さんが来院されました。病巣は両側後頭葉の脳梗塞です。患者さんはご家族に手を引かれて

いるものの，とくに物にぶつかることなく歩けます。診察台にも顔をぶつけずに座れます。ところ

が視力を測定すると指数弁しか見えず，視野は中心部に 3度程度右側同名半盲の形で残っているだ

けでした。網膜色素変性症などで求心性の視野狭窄がある患者さんでは，手探りの状態となり，誘

導や白杖なしにはこの方のようにはとても歩けません。視機能の検査結果としては同じようでも，

疾患のメカニズムによってこれだけ異なるのは興味深く，不思議に感じます。両側の脳梗塞は臨床

的に非常にまれですが，片側の脳梗塞による同名半盲はたびたび経験する疾患です。吉田先生の研

究結果のようにメカニズムが解明され，トレーニングの重要性が示唆されたことは，眼科医療にお

ける一つのリハビリテーションとして生かしていかなければならないと考えます。

編　集　後　記

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

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

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

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

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

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

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

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

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

記し，本文中に重複して記載しないように注意し
て下さい。

7.　 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.   原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565－0871  吹田市山田丘 2－2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06－6879－3941

Fax 06－6879－3948

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



視覚の科学投稿用タイトルページ

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

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

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属
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第 9回　帝京弱視斜視研究会　ご案内
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）2 単位
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：2010 年 5 月 18 日（火）　19 時～ 21 時
会　場：帝京大学新本部棟 2階　臨床大講堂
会　費：無料
演　題：
　　 1．もっと知って欲しい「無眼球症・小眼球症」 　　　　　座長；小林義治　　（帝京大）
 　　　　　演者：金子博行　　（帝京大）
　　 2．4⊿ base out testによる両眼視機能検査 　　　　　座長；松岡久美子（帝京大）
 　　　　　演者：野口説子　　（帝京大）
　　 3．第 40 回視能訓練士国家試験　　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：中島貴友　　（帝京大）
 　　　　　　　　中込亮太　　（帝京大）
 　　　　　　　　加藤可奈子（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

ホームページ：http://www.med.teikyo-u.ac.jp/˜ortho/med/index.htm

第 80回　九州眼科学会　第 3回ご案内

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

プログラム（予定）：
　　特別講演　　「血管新生疾患に対するベバシズマブの奏効メカニズム」　座長；未定
 　　　　　　　　　　演者：久保田敏昭（大分大）
　　教育講演 1　「未熟児網膜症の治療について」 演者：直井信久（宮崎大）
　　教育講演 2　「小児の白内障・緑内障」 演者：山川良治（久留米大）
　　教育講演 3　「硝子体手術入門」 演者：北岡　隆（長崎大）
　　教育講演 4　「アミロイドーシスと緑内障（仮）」 演者：谷原秀信（熊本大）

会　　　報
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平成 22 年度九州ブロック眼科講習会「眼科診療アップデート」　座長；沖波　聡（佐賀大）　他 1名
　　 1．「眼科保険診療について」 演者：山岸直矢　（山岸眼科医院） 
　　 2．「黄斑浮腫の診断と治療　画像診断」 演者：板谷正紀　（京都大）
　　 3．「黄斑浮腫の診断と治療　薬物治療（仮）」 演者：近藤峰生　（名古屋大）
　　 4．「黄斑浮腫の診断と治療　手術治療」 演者 :荻野誠周　（新城眼科医院）
第 23 回九州眼科医会従業員教育講座 座長；未定
　　 1．「眼鏡処方のノウハウ」 演者：梶田雅義（梶田眼科）
　　 2．「斜視の診断と治療」 演者：皆良田研介（皆良田眼科医院）
第 26 回九州緑内障カンファレンス
　　　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
演題募集：原則として，インターネットでのお申込みとさせていただきます。
　　　　　詳細は，本会ホームページ（http://80kos.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧下さい。
演題募集〆切日：2010 年 3 月 4日（木）　11：00AM

登録料：  （円）

参加登録 事前登録 当日登録 懇親会

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

2,000コメディカル  3,000  4,000

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

第 66回日本弱視斜視学会総会
第 35回日本小児眼科学会総会 合同学会

日　時：2010 年 7 月 2日（金），3日（土）
会　場：品川プリンスホテル　アネックスタワー 5階
　　　　108-8611　東京都港区高輪 4-10-30　TEL：03-3440-1111（代）
プログラム：招待講演，特別講演，シンポジウム，一般講演，ランチョンセミナー，講習会など
演題募集：公募いたします。学会ホームページよりご応募下さい。
　　　　　（https://apollon.nta.co.jp/japos2010/test/program.html）
演題申込期間：2010 年 2 月 1日（月）～ 3月 19 日（金）
会　費：  （円）

事前登録 当日登録 講習会

医師
会　員 12,000 15,000 3,000
非会員 14,000 17,000 3,000

コメディカル 会　員   7,000 10,000 2,000
非会員   9,000 12,000 2,000

学生   2,000   2,000 1,000
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事前登録方法は郵送，もしくはホームページ上の web登録をご利用下さい。
　郵便振替口座　　記号 00100-3　　番号 789571
　加入者名　第 66 回日本弱視斜視学会総会・第 35 回日本小児眼科学会総会合同学会
　※郵便振替をご使用の方は，web登録は不要です。
事前登録期間：2010 年 3 月 1日（月）～ 5月 10 日（月）
事務局：第 66 回日本弱視斜視学会総会
　　　　総会長：林　孝雄
　　　　173-8605　東京都板橋区加賀 2-11-1　帝京大学医療技術学部視能矯正学科
　　　　TEL：03-3964-1328　　FAX：03-3963-0303
　　　第 35 回日本小児眼科学会総会
　　　　総会長：杉山能子
　　　　920-8641　金沢市宝町 13-1　金沢大学付属病院眼科
　　　　TEL：0766-265-2000
問合先：第 66 回日本弱視斜視学会総会・第 35 回日本小児眼科学会総会　合同学会運営事務局
　　　160-0017　東京都新宿区佐門町 16-1
　　　株式会社日本旅行東京法人・コンベンション営業部
　　　E-mail：japosba_2010@nta.co.jp

眼光学チュートリアルセミナー
― 眼科医・視能訓練士のための ―

会　期：2010 年 7 月 24 日（土）9：30 ～ 18：00
　　　　　　　　　25 日（日）9：00 ～ 15：55　 2日間
本チュートリアルの趣旨と特長
日本の QOV（quality of vision）は，眼光学に関心の深い眼科医，視能訓練士，理工系の研究者，それと関連

する企業の尽力により，世界的にみても高品位に保たれていますが，実際の臨床現場ではより深い眼光学の知識
を必要とする機会が多くなっています。そこで，知っておくべき，あるいは臨床で困ったときに役立つ光学知識
を，眼光学の観点からわかりやすく解説するセミナーを開催します。
一昨年に引き続き，昨年も 130 名を超える参加をいただき，たいへん好評を博しました。本年度も，アンケー
ト結果を踏まえて更に眼科医，視能訓練士向けの内容としましたので，是非より多くの方のご参加をお待ちして
おります。
昨年度のアンケートより（一部抜粋）
・とても勉強になりました．同僚 ･後輩にも勧めたいと思います。来年も参加を希望します。
・非常に内容の濃い，待ち望んでいたセミナーです。わからなかったことが解決できました。
・テキスト以外に CDの配布は有難い。また内容も充実しておりもうー度読み直したい。
・原理を知らずに使っている機器が多いので，オートレフなどの原理は参考になりました。
主　催：日本眼光学学会 ＆ ㈳日本オプトメカトロニクス協会（JOEM）
後　援：㈳日本視能訓練士協会
会　場：日本薬学会 長井記念館 地下 2階 長井記念ホール
　　　（東京都渋谷区渋谷 2 - 12 - 15　渋谷駅下車 徒歩 8分）
参加費：日本眼光学学会会員：25,000 円　　　JOEM 会員：　25,000 円
　　　視能訓練士：　　　　15,000 円　　　研修医／学生：15,000 円
　　　一　　　般：　　　　30,000 円 　　　（テキスト代，消費税込）

申込期限：2010 年 7 月 16 日（金） （定員（150 名）になり次第締め切ります。）
申込方法：お申込みフォーム http://www.joem.or.jp/moushikomi.html をご利用下さい。
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　　　　　お申込み受付後，JOEMから申込責任者様宛に受講票と請求書をご送付いたします。
申込先および問合せ先：㈳日本オプトメカトロニクス協会 

　　　　　　　　　　　105-0011　東京都港区芝公園 3-5-22
　　　　　　　　　　　TEL：03-3435-9321　FAX：03-3435-9567　E-mail：info@joem.or.jp

スケジュール：（下記のとおりですが多少の変更はご了承下さい）

日　時 科　　　目 講　義　内　容 講　師

7

月

24

日

9:30～9:45 オリエンテーション 不二門　尚

9:45～10:45 視力とコントラスト感度 視力 ,コントラスト感度 同上

10:50～11:35 他覚的屈折検査 オートレフ :測定原理，測定結果の意味するところ 小林克彦

11:45～13:05 屈折矯正
眼鏡処方における乱視性不等像の問題，動的検影法の
勧め，近視予防法の EBM（evidence-based medicine）

長谷部　聡

14:05～15:15 光学基礎（2）眼球光学 波面収差，PSF，コントラスト 大沼一彦

15:25～16:25 眼球前部形状の評価装置 ビデオケラト，波面センサー，シミュレーション 三橋俊文

16:40～18:00 眼球後部構造の評価装置 SLO，OCT，測定原理と使い方 石子智士

7

月

25

日

9:00～10:00 光学基礎（1）幾何光学 屈折 ･反射 ･収差，眼鏡レンズの種類 関谷尊臣

10:10～11:10 眼内レンズの光学 多焦点，トーリック，着色眼内レンズの原理／検査 根岸―乃

11:20～12:30
眼球構造の観察 ･治療装置
（眼底カメラ，眼科手術顕微鏡）

基本構造と最新テクノロジー，蛍光眼底撮影，
3D立体観察

野田　徹

13:30～14:30 眼科用レーザー光治療装置 レーザー光源，レーザー光の制御方法，生体との関係 山田　毅

14:45～15:55 ロービジョンエイドの光学 視覚補助具，屈折異常と拡大率 川瀬芳克

※ 詳細は JOEMホームページ U R L : http://www.joem.or.jp / をご覧下さい。

第 46回　日本眼光学学会総会

会　期：2010 年 9 月 4日（土），5日（日）
会　場：パシフィコ横浜　会議センター
　　　　220-0012　横浜市西区みなとみらい 1-1-1　TEL：045-221-2155
会　長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学）
主　催：北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻
　　　　228-8555　相模原市北里 1-15-1
　　　　TEL：042-778-8958　FAX：042-778-8958
ホームページ：http://46jsoo.jtbcom.co.jp

演題募集：原則として，インターネットでのお申込みとさせていただきます。
　　　　　詳細は上記学会ホームページの演題募集ページをご覧下さい。
演題募集〆切日：2010 年 5 月 27 日（木）　午前 11：00
参加登録：事前登録〆切日：2010 年 7 月 1日（木）消印有効
事務局：第 46 回日本眼光学学会総会事務局
　　　　㈱ジェイコム　コンベンション事業本部内
　　　　TEL：06-6348-1391　FAX：06-6456-4105　Email：46jsoo@jtbcom.co.jp
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学 会 会 合 案 内

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

3/17（水）～
3/20（土）

2010 年応用物理学会
春季講演会

東海大学
（神奈川県平塚市）

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

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

4/15（木）～
4/18（日）

第114回 日本眼科学会総会 名古屋国際会議場
（愛知県名古屋市熱田区）

株式会社ジェイコム
TEL: 06-6348-1391
FAX: 06-6456-4105
E-mail: 114jos@jtbcom.co.jp

URL: http://114jos.jtbcom.co.jp/

4/19（月）～
4/21（水）

The7th International 

Conference on Optics-

photonics Design &

Fabrication,（ODF'10）

パシフィコ横浜
（神奈川県横浜市西区）

ODF'10 Secretariat Tsuyoshi Hayashi

Proactive Inc.

E-mail: odf10@odf.jp

URL: http://www.odf.jp/index.html

5/2（日）～
5/6（木）

The Association for 

Research in Vision and

Ophthalmology（ARVO）
Annual Meeting

Conference center, Fort 

Lauderdale, FL, USA

The Association for Research in Vision

and Ophthalmology

E-mail: arvo@arvo.org

URL: http://www.arvo.org

〆切りました。
2009.12.4

5/7（金）～
5/12（水）

Vision Sciences Society

10th Annual Meeting

Naples Grande Hotel

475 Seagate Drive Naples 

FL, USA

Vision Sciences Society

E-mail: VSSMeeting@visionsciences.org

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

meeting.html

5/16（日）
～5/21（金）

CLEO/IQEC 2010 San Jose McEnery 

Convention Center

San Jose, California, USA

Technical Papers staff

E-mail: cstech@osa.org

URL: http://www.cleoconference.org/

7/8（木）～
7/9（金）

第35回 光学シンポジウム 東京大学生産技術研究 An

棟　コンベンションホール
（東京都 目黒区）

岡野　英明
株式会社　東芝　研究開発センター
TEL: 044-549-2329
FAX：044-520-2057
E-mail: optsympo35@beetle.ocn.ne.jp 

URL: http://annex.jsap.or.jp/OSJ/meet/

symposium/

2010.3.5

7/23（金）～
7/26（月）

Asia Pacifi c Conference

on Vision（APCV）2010
Taipei, Taiwan

7/26（月）～
7/29（木）

13th International Myopia

Conference 2010
Neue Aula

Tübingen, Germany

Prof. Dr. rer. nat. Frank Schaeffel

e-mail: imc2010@klinikum.uni-

tuebingen.de

URL: http://www.imc-2010.org/

8/22（日）～
8/26（木）

European Conference on 

Visual Perception（ECVP）
Lausanne, Switzerland Prof. Michael Herzog

E-mail: michael.herzog@epfl .ch

URL: http://lpsy.epfl .ch/ecvp2010/
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

9/14（火）～
9/17（金）

2010 年応用物理学会 秋季
講演会

長崎大学（長崎県長崎市） ㈳応用物理学会
TEL :03-3238-1041 ㈹
FAX :03-3221-6245
E-mail: technical-meetings@jsap.or.jp

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

10/16（土）～
10/19（火）

AAO Joint meeting with 

the Middle East Africa 

Council of Ophthalmology

（MEACO）

McCormick Place

2301 S. Lake Shore Drive,  

Chicago, IL, USA

General questions:

meetings@aao.org

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

annual_meeting/ chicago.cfm

2010.4.13

10/22（金）～
10/24（日）

OSA Fall Vision Meeting Rochester, NY, USA General Attendee Information

c/o OSA Customer Service - FiO/LS 

Management

E-mail: custserv@osa.org

URL: http://www.frontiersinoptics.

com/

10/24（日）～
10/28（木）

Frontiers in Optics 2010
（OSA）

Rochester, NY, USA URL: http://www.osavisionmeeting.

org/

11/11（木）～
11/14（日）

第 64 回 日本臨床眼科学
会総会

神戸国際会議場 /神戸国
際展示場 /神戸ポートピ
アホテル（神戸市）





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

〒

〒








