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巻　頭　言

高精度な網膜像解析から
素晴らしい視生活を探し出す眼光学へ

畑田　豊彦
（東京眼鏡専門学校）

日本眼光学学会は，昭和 40（1965）年に第一回総会を東北大学主催で開催して以来，眼科を中心とした医系，光

学，映像・情報工学などの理工系，視覚心理学などの文系分野にわたる視覚関連の融合領域での学会として特色ある

活動を続け，来年には 50 年を迎えることになります。初期のころから参加し，異なった分野の研究発表や議論を聴き

ながら，視覚工学分野からの仕事を続けてきた者としては，この半世紀における大きな技術進展には驚かされていま

す。

参加し始めたころは，眼球の光学的構造も解剖データによる模型眼から結像特性を解析し，眼底カメラを赤外観

察＋パターン投影型に改良して，眼球光学系の modulation transfer function（MTF）測定を試みていました。それが

近年の技術進歩で，眼球光学系の波面計測，optical coherence tomography（OCT）を活用した眼球の三次元形状計

測，更には補償光学系による高解像度眼底観察装置が実現され，想像以上の詳しい網膜像特性や超微細な網膜構造解

析が可能になっています。その結果，実測による眼球結像系に含まれる収差成分が整理され，その高次収差を補正す

る屈折矯正法にまで進展するとともに，視細胞分布の観察から網膜神経回路における信号化機能を生体状態で計測・

解析ができる段階にまできています。

このような高度な計測技術に対して，眼球結像系はナノテクノロジーなどでの超精密光学系と比べ，ピント調節時

に水晶体の形状が変化する“かなりラフな動的光学系”で，動的信号処理機能により網膜像を補正し，適切な物の見

えを確保しています。見事な機能を備えている高次中枢での微妙な見えの違いを定量的に評価する手法の方は，伝統

的な主観的視力検査に加え，空間周波数特性による解析も導入されていますが，臨床的には定着していないのが現状

のようです。

人間が物を見ている状態にかかわる中枢は外部影響を防御する構造になっているため，磁場や電位変動の計測，脳

内血流変化を示す functional magnetic resonance imaging（fMRI）や光トポグラフィなどによって，間接的な脳機能

解析が進んでいますが，微妙な見えの変化を臨床レベルで的確に定量計測するには更なる工夫が必要です。

人間がどのように物を見ているかを，三次元表示刺激を用いて自然視状態での生体計測法によって定量化する手法

を見い出すことは，様々な研究分野からの協力体制が成立する眼光学の最大の目標で，かつ視生活を支える視機能に

負荷や悪影響を与える視覚刺激を防ぐ対策も本学会の特徴を活かした研究対象です。是非，この半世紀の歴史を期し

て，学会が主体となって具体的な研究活動を始められることを期待しています。
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1.  は じ め に

近年の 3D ブームは，眼科診療においてもいくつか
の影響をもたらせた。一つは，「3D 映像が楽しめな
い」という主訴で眼科診療所を受診する患者が増えた
ことである。3D ディスプレイが，両眼視に異常を来
す眼疾患のスクリーニングの役を果たしたといえる。
一方，3D ディスプレイを長時間聴視することで，新

たに斜視が発症するのではないかと危惧された。こ
の問題に関する専門家の反応は，日米でかなり異
なっているように思える。我が国では，ゲーム機使
用後に斜視が起こったとする少数の症例報告を理由
に，6 歳以下の幼児の使用が禁じられている。因果関
係こそ明確ではないが，リスクがあれば避けるのが
好ましいとする考え方である。逆に Boston Children 

Hospital（Harvard 大 学 ） の 主 任 眼 科 医 の David 

Hunter は，New York Times の紙面上で，「市販され

別刷請求先：700⊖₈₅₀₅　岡山市北区中山下 2⊖1⊖80　川崎医科大学附属川崎病院　長谷部　聡
（2013 年 1 月 14 日受理）
Reprint requests to: Satoshi Hasebe　Dept of Ophthalmol 2, Kawasaki Medical Univ, Kawasaki Hosp
2⊖1⊖80 Nakasange, Kita-ku, Okayama 700⊖8505, Japan
(Received and accepted January 14, 2013)

総　　説

両眼視の病理と眼科診療
長谷部　聡

川崎医科大学眼科学 2 教室
川崎医科大学附属川崎病院

Binocular Vision Disorders and Clinical Treatment 
Satoshi Hasebe

Department of Ophthalmology 2, Kawasaki Medical University,
Kawasaki Hospital

両眼視の働きについて病理学的な視点から考えるため，両眼視の異常を来す眼疾患やその診断法や治療法
について解説した。斜視や眼球運動制限が起こると複視が生じ，両眼視差に基づく奥行感覚が得られなくな
る。抑制や網膜対応異常などの感覚的適応力によって複視は時間とともに解消するが，その場合も両眼視は
回復しない。斜視手術により眼位ずれを矯正することで，両眼視の回復が期待できる。しかし，立体視発達
の臨界期である乳児期を両眼視の経験なしに過ごした先天性斜視症例では，後日眼位ずれが矯正されても，
高いレベルの立体視の回復は困難である。 （視覚の科学　34: 3－9，2013）
キーワード：両眼視，立体視，斜視，眼科

To understand mechanisms of binocular vision from a pathological viewpoint, diseases with 

abnormal binocular vision, their clinical diagnosis and treatment are reviewed.  Strabismus and/or 

limitation of eye movement induce diplopia and prevent depth perception, due to binocular disparities.  

Diplopia may disappear with time by way of sensory adaptation, such as suppression in the deviated 

eye or abnormal retinal correspondence, but this does not necessarily imply recovery from abnormal 

binocular vision.  Strabismus surgery to correct misalignment of the eyes usually reestablishes 

binocular vision.  However, even if the surgery is successful, high-grade stereopsis cannot be achieved 

in patients with congenital strabismus who have grown up without the experience of binocular vision 

during the critical period of stereopsis development. (Jpn J Vis Sci  34: 3-9, 2013)
Key Words : Binocular vision, Stereopsis, Strabismus, Sensory adaptation
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ている 3D ディスプレイは，日常視で奥行き感覚を把
握する際に利用される両眼視差を用いるものであるか
ら，視覚の発達に危害するという意見には科学的根拠
が乏しい」とコメントした。意見の違いは，日米の国
民性の違いがあらわれたものであると筆者は思う。い
ずれにしても，このような新しい視覚的デバイスの普
及が，眼科診療に影響を及ぼすという意味で，興味深
い社会現象であった。

そこで本稿では，筆者が診療を行っている両眼視の
異常を来す眼疾患−斜視や眼球運動異常とその診断法
や治療法について概略を解説したい。とくに眼科以外
の視覚研究者に，両眼視を病理学的な視点から眺める
ヒントになれば幸いである。なお，詳しくは成書1−3）

を参照されたい。

2.  斜視疾患と分類

斜視（strabismus）とは両眼の視軸にずれ（眼位ず
れ）があるため，両眼視機能を発揮できない眼科疾患
の一つである。斜視の有病率は報告により差がみられ
るが，人口の 1～4％といわれている。斜視はすべて

の年齢層にみられ，年齢を問わず治療の対象となり得
る。視力や立体視の発達過程にある乳幼・小児期，更
に，視覚的な負荷が増え，両眼視機能上のまたは容貌
上のハンディキャップが問題となる思春期においては
とくに重要視すべき疾患である。また加齢とともに，
脳血管障害，脳神経麻痺，外傷などによる後天性斜視
の頻度が増加する傾向がある。
「斜視」と一言でいっても 30 を超える疾患が含ま

れ（表 1），病因，病態，治療法，治療時期が異なる。
以下のように病態を分類して考えるとわかりやすい。
1 ）眼位ずれの方向による分類（表 1，図 1）
外斜視，内斜視，上下斜視，回旋斜視（視軸を軸と

した眼球のねじれ）に分類できる。これらの要素のう
ち複数を示す症例も多い。
2 ）眼位ずれの変動の有無による分類（表 1）
注視方向によらず眼位ずれの角度がほぼ一定の斜視

を，共同性斜視（comitant strabismus）という。逆に，
注視方向により眼位ずれの角度が変動する斜視を，
非共同性斜視（noncomitant-, incomitant strabismus）
という。小児期にみられる内・外斜視の多くは共同性

表 1　主な斜視疾患と分類

内斜視 外斜視 上下回旋斜視

共同性斜視 乳児内斜視 恒常性外斜視
後天性内斜視 間欠性外斜視
急性内斜視 術後外斜視
開散不全 輻湊麻痺
輻湊痙攣 代償不全性外斜位
術後内斜視 斜位近視
調節性内斜視 感覚性斜視
部分調節性内斜視
眼振抑制症候群
隔日性内斜視
微小斜視
感覚性斜視
固定内斜視

非共同性斜視 外転神経麻痺 動眼神経麻痺 動眼神経麻痺
Duane 症候群 Duane 症候群 先天性上斜筋麻痺
進行性核上麻痺 滑車神経麻痺

眼窩吹き抜け骨折
筋無力症
甲状腺眼症
下斜筋過動症
double elevator 麻痺
Brown 症候群
交代性上斜位
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斜視に属し，多くの場合，原因は不明である。左右い
ずれか一眼（優位眼）で固視し，反対眼は斜視（偏
位）眼になる。しかし，必ずしも斜視眼が罹患眼とい
うわけではない。

一方，外眼筋麻痺（動眼神経，外転神経，滑車神経
や筋無力症），神経の異常連合運動（Duane 症候群），
鈍的打撲による吹き抜け骨折など，機械的眼球運動制
限は非共同性斜視の代表である。非共同性斜視では，
罹患筋を特定できることが多い。また通常，罹患（麻
痺）筋の作用方向で眼位ずれが最大になるため，患者
は無意識にこの注視方向を避けようとして，代償性頭
位異常（abnormal head posture）を示すことが多い。
3 ）斜視が恒常性か間欠性かによる分類
健常者であっても，潜在的に小角度（＜5°）の眼

位ずれがみられることはまれでない。しかし両眼開放
下（日常視）においては，こうした眼位ずれは融像性
の輻湊・開散運動（fusional vergence）によりカバー
されている。この状態を斜位（heterophoria）といい，
複視や眼精疲労などの代償不全症状がなければ，治療
は不要である。

しかし眼位ずれが 10°を超えると，運動性融像によ
る代償が困難になり，眼位ずれは顕在化し，斜視

（heterotropia）となる。両眼視が発揮できなくなるた
め，治療が必要になる。また眼位ずれが比較的小さく
ても，融像力が機能不全である場合，眼位ずれが顕性

化する場合もあり，これを微小斜視（microstrabismus）
という。

また，眼位ずれの大きさと融像力が拮抗状態にある
とき，視距離や，集中力の度合いによって斜視が間欠
的にみられる場合がある（間欠性斜視）。この場合，
両眼視が不安定で，眼精疲労や複視などの代償不全症
状がみられることが特徴で，治療の対象になる。

3．斜視の治療

斜視を矯正する最も確実な治療法は，外眼筋手術で
ある（眼位ずれが小さい場合はプリズム眼鏡で矯正す
ることもある）。眼球には 6 本の外眼筋（内，外直筋，
上，下直筋，上，下斜筋）が付着しており，視線を任
意の方向に向けることができる。回旋運動を含む 3
軸の眼球運動がみられるが，自発的にコントロール
できるのはこのうち水平・垂直眼球運動にほぼ限ら
れる。手術は，任意の外眼筋の付着部（図 2）を，
いったん眼球強膜から切り離し，経験的に確立され
た術量−矯正効果のテーブル（°/mm または prism 

diopters/mm）に基づいて，適切な位置に縫合糸で再
固定することによって達成される。基本的には，矯正
効果は注視方向によらず一定であるため，非共同性斜
視では，正面位における眼位ずれの矯正のみに止まる
場合が少なくない。

図 1　眼位ずれの方向による斜視の分類

図 2  上方 （a），正面 （b），下方 （c） からみた外眼筋の構造
  矢印は内外直筋，上下直筋，上下斜筋の付着部を示

す（Orbit 1.8, Eidactics で作図）。

a

b

c
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4.  なぜ斜筋が存在するのか？

先に述べたように，注視方向は，水平，上下，回旋
方向の 3 軸でコントロールされている。回旋運動は
主に，神経的な反射によって第三（斜め方向の）眼位
を含むすべての注視方向で，両眼網膜の経線方向を一
致するために作用していることが，生理的な研究によ
り明らかになっている4）。もし斜筋がないと，眼球運
動に伴って両眼網膜の経線方向が変動するため，剪断
性視差が生じて三次元の視空感覚（スラント感）の正
確な把握が困難になる5）。

上下斜筋と上下直筋の連携は非常に巧妙に行われ
る。解剖学的な構造により，上下斜筋と上下直筋の作
用方向は，水平方向の眼球運動に伴って変化する。
上，下斜筋は，内転位（図 3a）では，それぞれ下転，
上転作用であるが，外転位 （b）ではそれぞれ内方回
旋，外方回旋作用に変わる。一方，上，下直筋は，内
転位 （c）では，それぞれ内方回旋作用，外方回旋作
用であるが，外転位 （d）ではそれぞれ上転，下転作
用に変わる。例えば上転作用に注目すると，内転位で
は下斜筋が，外転位では上直筋が担当することにな
る。一方，外方回旋作用に注目すると，内転位では下
直筋が，外転位では下斜筋が担当することになる。

したがって，上下直筋や上下斜筋のいずれか一つで
も麻痺が起これば，このような連携が困難になり，両
眼視機能に様々な影響があらわれる。図 4 は，右眼
の滑車神経（上斜筋）麻痺の典型的な 9 方向眼位を
示している。上斜筋は内転位で下転作用をもつため，
上斜筋が麻痺すると内転位（左方視）で明らかな垂直
方向の眼位ずれが生じ（c, f, i），上下複視の原因とな
る。一方，麻痺の影響は，外見的には正常にみえる罹
患眼の外転位（右方視）にもあらわれている。上斜筋
は外転位で内方回旋作用をもつため，右方視（a, d, 

g）では外方回旋斜視が生じることになる。回旋偏位
は，上下斜視や水平斜視と違って，交代遮蔽試験では
検出できない。しかし，両眼の網膜に剪断性の視差を
もたらし三次元空間感覚の把握に支障を来すことを忘
れてはいけない。このような症例に，垂直方向の眼位
ずれを上直筋または下直筋に対する手術のみで矯正し
ようとすることは基本的には誤りであり，上下直筋と
上下斜筋の連携を保つためには，麻痺筋の張り合い

（拮抗）筋である下斜筋の減弱（後転）術を考慮すべ
きであろう。

5.  斜視患者のハンディキャップ

斜視患者は二つのハンディキャップをもっている。
両眼視の障害と容貌上の問題である。両眼単一視が失
われると，両眼視差に基づく奥行き感覚が得られなく
なる。ただし奥行き感覚が全く失われるわけではな
く，遠近法，パララックス，きめの細かさ，陰影な
ど，片眼性の情報（monocular cue）は残されるため，

図 3  注視方向の移動に伴う上下直筋と上下斜筋の連携
  内転位では上斜筋は下転作用，下斜筋は上転作用

（a），上直筋は内方回旋作用，下直筋は外方回旋作用 
（c）を示す。外転位では上斜筋は内方回旋作用，下
斜筋は外方回旋作用 （b），上直筋は上転作用，下直
筋は下転作用に変わる （d）。

図 4  右眼上斜筋麻痺の 9 方向むき眼位
  左方視（c, f, i）で上下偏位が増大し，右方視（a, d, 

g）では外方回旋偏位が増大する。回旋偏位は目には
捉えられにくいが，3D 空間知覚に影響を与える。

	 a	 b	 c

	 d	 e	 f

	 g	 h	 i
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普通自動車の運転を含めて日常生活で決定的なハン
ディキャップとなることはない。しかし，いったん細
かな奥行き感覚が要求される状況におかれると（例え
ば，野球など小型ボールによる球技，階段の昇降，
葉っぱの紋理など微妙な形状を把握，静脈注射を行
う，3D ディスプレイを聴視する場合など），ハン
ディキャップが生ずることに疑いはない。

容貌上の問題も，小さくない。「目は口ほどにもの
をいう」という言葉のとおり，眼球運動は輻湊開散運
動を含めて，言語外コミュニケーションの最大の手段
である。視線の方向や視点の距離は，その時点におい
て最も興味をもっている対象を端的にあらわすからで
ある。斜視患者は，この豊かなコミュニケーションの
手段を利用できない。

6.  感覚的検査法とその解釈

眼科診療では，眼位ずれや眼球運動など運動面での
評価とあわせて，両眼視や立体視などの感覚面での評
価を行う。Bagolini 線条レンズ検査や近見立体視検査
はその代表的検査法である。
1 ）Bagolini 線条レンズ検査
両眼で 45°と 135°で直交する平行線条（グレー

ティング）が刻まれた眼鏡（Bagolini 線条レンズ）を
通して，点光源を観察させる。線条光の見え方を患者
に答えさせ，両眼視の状態を評価する。両眼単一視が
みられる場合，点光源を中心とし，斜めに直交する 2
本の線条が観察される（図 5a）。複視があると，眼位
ずれの方向によって異なるパターンが観察される

（b）。一眼を遮蔽して，遮蔽と同側の光源や線条が消
失する場合（同側性複視）は内斜視が原因である。遮
蔽と反対側の光源が消失する場合（交差性複視）は外
斜視が原因である。上下に光源が分かれるとき（b

右）は，上下斜視が原因である。一眼を遮蔽して，上
にある光源が消失するなら遮蔽眼の下斜視，下にある
光源が消失するなら遮蔽眼の上斜視である。

発生したばかりの斜視では，複視が日常生活上を行
う最大の問題である。しかし興味深いことに，たとえ
眼位ずれが残ったとしても，感覚的な順応により数カ
月後には複視は知覚され難くなる。先天性斜視の多く
は，すでにこのような感覚的順応が成立しているた
め，複視を自覚することはまれである。感覚的な順応
が成立した斜視患者を検査すると，図 5c のようなパ
ターンがみられる。この状態を抑制（suppression）
と呼び，両眼開放下では偏位眼からの視覚的情報が利
用されていないことを示している。複視の問題こそな
いが，完治したわけではなく，両眼の視差情報を活用
できない点では複視の場合とかわりない。斜視手術は
両眼単一視を回復させるために行うが，非共同性斜視
のように，眼位ずれを完全に矯正できない症例は，抑
制を待つことは次善の策となる。

更に先天性の斜視の一部では，図 5a のパターンを
示す場合があり，これを網膜対応異常（abnormal 

retinal correspondence）と呼ぶ。健常者では，両眼の
網膜中心窩に同じイメージが投影されたときのみ，単
一視ができる。これに対し網膜対応異常の患者では，
固視眼の網膜中心窩と偏位眼の中心窩以外の網膜上

（通常，斜視角だけ偏位した位置）に同じイメージが
投影されたとき，両眼単一視がみられる。眼位ずれに
対する感覚的な順応によって，両眼の網膜対応点を変
化させ両眼単一視を回復させたと解釈できる。しかし
網膜の解像力（視力）は，中心窩から離れるにした
がって低下する。したがって Bagolini 線条レンズ試
験で正常なパターンがみられたとしても，網膜対応異
常の症例では，中心窩同士で微小な両眼視差を検出す
るには至らず，精密な立体視は得られない。
2 ）立体視の検査
偏光フィルターを利用した検査として Titmus fly 

testⓇが一般的である（図 6 上）。蠅の羽の浮き上がり
でスクリーニングを，九つの円形視標と三つの動物視
標により立体視閾値を測定する。ランダムドット・ス
テレオグラムを利用した検査法として TNO stereo 

testⓇが用いられる（図 6 下）。プレートⅠ～Ⅲでスク

図 5 Bagolini 線条レンズ検査の結果と解釈
 a：正常または網膜対応異常（眼位異常がある場合），
 b：複視，c：抑制

a

b

c
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リーニングを，プレートⅣでは抑制の有無を調べ，プ
レートⅤ以降で閾値を測定する（15～480 秒）。臨床
的には，立体視閾値 60 秒がパスできれば正常と判断
する。ランダムドット・ステレオグラムの長所として
は偽陽性がない点が挙げられるが，アナグリフ眼鏡を
使うため，弱視眼を伴う斜視症例では視標コントラス
トに不均衡が生じ，偽陰性を発生しやすいという意見
もある。

7.  視力と立体視発達の感受性期間

新生児の視力は 0.02 といわれ，その後，視覚的な
刺激を受けることで解像力は向上し，5 歳ころには成
人とほぼ等しい視力を獲得する。この期間に，何らか
の原因（斜視，屈折異常，遮蔽など）により十分な視
覚刺激が得られないと，大脳視覚中枢は発達障害を来
し，弱視が発症する。弱視はふつう片眼性に起こり，
アイパッチで健眼を一定時間遮蔽し，弱視眼のみを使

用させるトレーニングで治療する。しかし，視力の感
受性期間とされる生後 6 ～ 8 歳を超えると治療は無
効になるので，早期発見早期治療が大切である。

一方，立体視発達の感受性期間は，視力のそれに比
べて短く，1.5 歳までには終了する（図 7）。立体視機
能の発達には，両眼視による視差刺激が必要になる
が，先天性斜視症例ではこの刺激が得られず，立体視
は発達しない。立体視感受性期間を超えると，後日手
術により眼位ずれが矯正できたとしても，立体視は期
待できない。そこで一部の施設では，感受性期間内

（生後 6 ～ 9 カ月ころ）に手術が試みられている。し
かし，乳児に対する斜視手術には検査精度上の限界も
あり，報告された早期手術の有効性も限定的なもので
ある。

8.  お わ り に

両眼視に異常を来す眼疾患とその検査法，治療法に
ついて概要を解説した。両眼視差を利用した映像技術

（3D ディスプレイ）が日常社会に普及しつつある現
在，疾患によりいったん失われた両眼視機能を回復さ
せる医療技術の進歩とともに，こうした視覚的ハン
ディキャップをもつ人々へ目を向ける社会的配慮が必
要であろう。
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Proposal of New Indices of Pupil Perimetry
Ryu Kinugawa1), Fumiatsu Maeda2), Akio Tabuchi2), Mihoko Okada3), Hiroaki Kato4),             
Jun Yamada5) and Yoshiro Kondo3)

1) Graduate School of Health Informatics, Kawasaki University of Medical Welfare, 
2) Department of Sensory Science, Kawasaki University of Medical Welfare,
3) Department of Health Informatics, Kawasaki University of Medical Welfare,
4) Ophthalmology, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural School of Medicine,
5) Department of Ophthalmology, Meiji University of Integrative Medicine

目的：瞳孔視野において個体間変動および個体内偏差を示す評価指標の考案を目的とした。
方法：健常若年者 57名 （平均年齢 20.2±1.1歳） の両眼に対して対光反射を測定した。同一の光刺激を

45，135，225，315度方向の偏心度 0，5，10，15，20，25度の 21箇所に提示し，全刺激部位で縮瞳率を
算出した。個体間変動において要約縮瞳率を考案し，個体の代表的な反応の数量化を行った。個体内偏差に
おいて縮瞳率偏差を考案し，刺激部位における反応の凹凸の数量化を行った。
結果：縮瞳率は刺激部位が視野中心から偏心するにしたがい単調減少した。相関の分析により 21箇所の刺
激部位の縮瞳率，要約縮瞳率 （左眼 20.8±6.0％，右眼 20.3±5.8％），縮瞳率偏差 （左眼 2.3±0.9，右眼 2.3±
0.7） において両眼間で対称性が示され，要約縮瞳率と縮瞳率偏差の間では独立的な関係性が示された。
結論：本研究では，瞳孔視野を従来の 2倍以上の情報量で評価できる方法を考案し，眼科臨床の 2次元的
追跡評価につながると考えられる。 （視覚の科学　34: 10－19，2013）

キーワード：瞳孔視野，個体内偏差，個体間変動，縮瞳率偏差，要約縮瞳率

Purpose: To propose new indices of pupil perimetry, indicating inter-individual variability and 
intra-individual deviation.

Methods: Pupillary light reflex was measured in 57 young normal subjects (mean age: 20.2±
1.1 years).  The light stimuli were supplied from 21 stimulation points (on the visual field meridians 
of 45, 135, 225, 315 degrees direction, each of which had 0, 5, 10, 15, 20, 25 degrees); percent pupil 
contraction was then computed.  Regarding inter-individual variability, we proposed summarized 
percent pupil contraction, quantifying the individually representative response.  Regarding intra-
individual deviation, we proposed percent pupil contraction deviation, quantifying the roughness of 
pupillary responses between stimulation points.

Results: Percent pupil contraction monotonically decreased as eccentricity from the center of 
visual field increased.  Correlation analysis showed bilateral symmetry in percent pupil contraction, 
summarized percent pupil contraction (left eyes 20.8±6.0％, right eyes 20.3±5.8％), percent pupil 
contraction deviation (left eyes 2.3±0.9, right eyes 2.3±0.7), also showing an inter-independent 
relationship between summarized percent pupil contraction and percent pupil contraction deviation.

Conclusions: We propose a method for assessing pupil perimetry with doubled size of 
measurements, offering potential for two-dimensional assessment in clinical ophthalmology.
 (Jpn J Vis Sci  34: 10-19, 2013)
Key Words :  Pupil perimetry,  Intra-individual deviation,  Inter-individual variability,                                             

Percent pupil contraction deviation,  Summarized percent pupil contraction
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1.  緒 言

瞳孔視野は，対光反射の閾値1）や反応量2−6）を指
標とした他覚的視野評価であり，その非侵襲的測定に
おいて，患者の主観的応答を簡便に除去できる点で有
用である。Maeda ら2）は，液晶ディスプレイを用い
た新しい瞳孔視野計の試作ならびに瞳孔視野測定に特
化した専用システムを作成している。その結果，瞳孔
視野の測定や解析は自動化が可能となったが，いまだ
実用化には至っていない。

Kardon 3）は，局所刺激に対する対光反射にはばら
つきが存在し，それが瞳孔視野の実用化を阻む一つの
要因であると報告している。吉富ら4）は，正常人だ
けではなく，症例間あるいは同一症例内でもばらつき
があり，対光反射の誤差率は 20～30％に達すると報
告している。浅川ら5）は，正常者の年代別縮瞳率に
ついて検討し，その 1 標準偏差は平均縮瞳率の 3 割
程度であることを示している。これらの研究は，瞳孔
視野には個体間変動の問題が存在することを共通して
示しており，実用化においてはそれを考慮した新たな
評価法の導入により解決していく必要がある。

瞳孔視野では健常者の縮瞳率において個体間変動の
解決に向けた新たな試みが行われている。田淵7）は，
正常の高齢者および若年者の縮瞳率の分析結果に基づ
き，分散を小さくする正常者の基準線の設定法を考案
している。この手法は一定の成果をあげているが，基
準線の設定により新たに伴う個体間変動の問題までは
深く検討していない。

その一方で，瞳孔視野では個々の視野障害を有する
患者の反応特性についても検討が行われている。
Asakawa ら8）は，視野障害を有する患者に対して瞳
孔視野の測定と Humphrey 視野計を用いた測定の両
方を行い，結果を測定間で比較した上で，両測定が視
野障害の検出において補完的な関係にあることを見い
出している。Wilhelm ら9）は，網膜電位では検出で
きなかった視野障害の反応を瞳孔視野の反応において
見い出している。両研究では，ほかの評価法との比較
により，瞳孔視野は視野障害を有する患者の他覚的評
価において有用であることを示している。その一方
で，個体間変動の問題を含めて健常者の瞳孔視野を十
分に解析しておらず，臨床データの解析はその上での
比較および検討には至っていない。

そこで，本研究では健常若年者の瞳孔視野を測定
し，瞳孔視野の個体間変動および個体内偏差を示す

新しい評価指標を考案した。個体間変動では全刺激
部位の縮瞳率の相加平均値を求め，個体の反応の程
度を示す代表値の数量化を行い，それを新たに要約
縮瞳率と定義した。個体内偏差では個体の刺激部位
における反応の凹凸の程度の数量化を行い，それを
新たに縮瞳率偏差と定義した。これらの数量化では
まず瞳孔視野のデータ特性を詳細に捉えておく必要
があり，従来どおりに縮瞳率の個体間平均値および
標準偏差の算出を行い，更にそれらの解析値に対し
てほかの新たな統計解析を試みた。すなわち，各刺
激部位の縮瞳率および要約縮瞳率の分布の正規性の
検定，それらの反応値において両眼で対応し合う網
膜部位間の相関関係の解析および等分散性の検定，
また両眼を含めた分布の正規性の検定を行った。そ
の上で，刺激部位に対する反応の重み付けおよび対
応する刺激部位の左右眼評価を行い，個体内偏差を
示す縮瞳率偏差の数量化を行った。縮瞳率偏差では，
統計解析において健常被検者全体の特性をあらわす
代表値としての妥当性が示された解析値を利用し，
個体の代表的な反応値を求める標準化処理を行い，
その反応値を基準として個体の測定値自体を相対的
に捉える新たな数量化法を考案した。

2.  方 法

1）対　象
分析対象は，屈折異常以外に眼疾患のない年齢

19～26 歳（20.2±1.1 歳，平均値±標準偏差，以下同
様）の健常若年者 57 名（男性 26 名，女性 31 名）
で，左眼 57 眼，右眼 57 眼の計 114 眼であった。
2 ）測定機器および測定条件
瞳孔視野の測定には，Maeda ら2）が開発した液晶

ディスプレイを利用した瞳孔視野計を用いた。光刺激
の提示は，45，135，225，315 度方向の偏心度 0，5，
10，15，20，25 度の計 21 箇所とした（図 1）。この
21 箇所において光刺激をランダムに 2 回ずつ提示し
た。光刺激は白色円形で，刺激サイズを直径 4 度，
刺激輝度を 350 cd/m2 に設定した。刺激は，1 周期
100 msec の矩形パターンを 4 周期繰り返した。
3 ）対光反射の分析と縮瞳率の算出
対光反射の分析は，C 言語によるプログラミング処

理を用いて，瞬目などのアーチファクトの除去の上縮
瞳率の算出を行った。縮瞳率 C（％） は，刺激提示時
の瞳孔径を a （mm），最大縮瞳時の瞳孔径を b （mm） 

としたとき，
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であらわされる値である（図 2）。縮瞳率は，左眼，右
眼ともに 21 箇所すべての刺激部位に対して算出した。
4 ）個体間変動を示す要約縮瞳率の算出
対光反射の個体の反応の程度を示す代表値として要

約縮瞳率を考案した。対象眼が左眼であるとき，まず
対象眼 （左眼） の 21 箇所の各刺激部位の縮瞳率を C

（％） として，刺激部位が 5 度から 25 度に偏心するに
したがい昇順に，45 度方向では C1 ，C2 ，…，C5

（％），135 度方向では C6 ，C7 ，…，C10（％），225 度
方向では C11 ，C12 ，…，C15（％），315 度方向では C16 ，
C17 ，…，C20 （％）と付番し，中心 0 度の刺激部位では
C21 （％） とした。対象眼（左眼）の要約縮瞳率 S（％） 

は，対象眼 （左眼） の縮瞳率 Ck（％）（ k ＝1，2，…，
21）を用いて，

 ……………………………………（1）

により相加平均値を算出した。
対象眼が右眼のときは，同様の方法で 21 箇所の各

刺激部位の縮瞳率を C1 ，C2 ，…，C21 （％）と付番し，

対象眼 （右眼） の縮瞳率 Ck（％）（ k ＝ 1，2，…，21）
に対して，（1） 式で示される対象眼 （右眼） の要約縮
瞳率 S（％） を算出した。

要約縮瞳率 S（％） は，各眼に対して 1 つの値を算出
し，対光反射を両眼で測定したため各被検者に対して
2 つの値を算出した。
5 ）個体内偏差を示す縮瞳率偏差の算出
個体の刺激部位における反応の凹凸の程度を示す代

表値として縮瞳率偏差を考案した。
対象眼（左眼）の縮瞳率偏差 N（S） の算出では，対

象眼（左眼）の要約縮瞳率の算出値を利用するが，そ
の具体的な計算方法は数式を用いて以下のように示さ
れる。

まず対象眼 （左眼） の要約縮瞳率の標準得点 Z（S）
では，対象眼 （左眼） の要約縮瞳率 S（％），統計解析
で求められた解析値である左眼 57 眼の要約縮瞳率の
個体間平均値 μ′（％） および標準偏差σ′を用いて，

 ……………………………………（2）

により算出した。この標準得点 Z（S） の算出では，標
準正規分布において通常行われる z 得点の計算法を利
用し，対象眼（左眼）において（1）式で計算された要
約縮瞳率 S（％）の 1 次式で示される。

換算縮瞳率 Tk（S）（％）の付番は 21 箇所すべての刺

図 2  対光反射
  対光反射における瞳孔径の時系列変動を代表的に示

す。縦軸は瞳孔径，横軸は光刺激の onset 時を 0 と
した時刻 （sec） である。図の左上の bar は，1 回の光
刺激の提示において 400msec の持続提示が行われた
ことを示す。縮瞳率は，図の a および b で示される
数値に対して算出した。b 付近で瞬目が発生したと
きは，縮瞳率の算出値への影響を考え，その除去処
理を慎重に行った。

図 1  刺激提示位置
  本研究の瞳孔視野測定で光刺激の提示を行った計 21

箇所の刺激部位を示す。刺激の形状，提示位置およ
びその大きさは，この縮小図によって忠実に再現さ
れている。光刺激は直径 4 度の円形の白色光で，隣
り合う刺激の中心間の距離は 5 度であった。1 回の
光刺激の提示はこのうちの 1 箇所から行われた。光
刺激の提示が行われない背景の部分は，黒色で一定
の輝度を示すが，その背景輝度は 0.5cd/m2 であった。

  破線は，上方視野と下方視野，あるいは耳鼻視野と
鼻側視野の境界を補助的に示す。瞳孔視野の測定は，
被検者が中心 0 度の位置を固視し，単眼視の状態で
行われた。
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激部位において，対象眼 （左眼） の縮瞳率 Ck（％）（k＝ 

1, 2,  …，21）の付番と 1 対 1 で対応させ，（2）式で
計算された標準得点 Z（S） に対して，統計解析で求め
た解析値である左眼 57 眼の各刺激部位の縮瞳率の個
体間平均値 μk（％）および標準偏差σk（k＝ 1, 2,  …，
21）を用いて，

　 ………（3）

により算出した。したがって，対象眼 （左眼） の各刺
激部位の換算縮瞳率 Tk（S）（％）（k＝ 1, 2,  … , 21） は，
対象眼 （左眼） において（1）式で計算された要約縮瞳
率 S （％） の 1 次式で示される。

対象眼 （左眼） の縮瞳率偏差 N（S）は，対象眼 （左
眼） において（3）式で計算された 21 箇所の各刺激部
位の換算縮瞳率 Tk（S）（％）および実測値としての縮瞳
率 Ck（％） （k＝ 1, 2,  … , 21） を用いて，

 ……………………（4）

により，縮瞳率偏差 N（S）を算出した。（1）式，（2）式，
（3）式において，換算縮瞳率 Tk（S）（％）は要約縮瞳率 

S（％） の標準得点 Z（S）に対して計算されるため，各
刺激部位の換算縮瞳率 Tk（S）（％）の相加平均値は，縮
瞳率 Ck（％） （k＝ 1, 2,  … , 21） の相加平均値でもあ
る要約縮瞳率 S（％） の値に近接している。本研究の縮
瞳率偏差 N（S）の計算では，瞳孔視野の個体内偏差を
数量化する目的があるが，差をそのまま相加平均する
と相殺されて 0 に近い値が算出される。そのため，本

研究では（4）式に示すように両者の差の絶対量に対
して相加平均を行った。

対象眼が右眼のときは，対象眼 （右眼） の縮瞳率 Ck

（％） （k＝ 1, 2,  … , 21） および要約縮瞳率 S（％），統
計解析で求めた右眼 57 眼の解析値を用いて，同様の
方法で （4）式で示される対象眼 （右眼） の縮瞳率偏差  

N（S）を算出した。
縮瞳率偏差 N（S）は各眼に対して 1 つの値を算出

し，対光反射を両眼で測定したため各被検者に対して
2 つの値を算出した。
6 ）	統計解析
本研究では，すべての統計解析において統計ソフト

R （R-2.14.1） を利用した。正規性の検定では，Shapiro-

Wilk 検定を利用した。等分散性の検定では，Fisher

の F 検定を利用した。2 標本の平均値の検定では，
Student の対応のある t 検定を利用した。相関の分析
および検定では，Pearson の相関積率に基づく検定を
利用した。

3.  結 果

1）	縮瞳率の分析結果
表 1 および表 2 は，各刺激部位の縮瞳率の個体間

平均値および標準偏差の分析結果を示す。縮瞳率は，
刺激部位が視野中心から偏心するにしたがい単調減少
した （図 3）。21 箇所の刺激部位における縮瞳率の標
準偏差は，左眼 6.7±0.3，右眼 6.5±0.3 であり，そ
れらの刺激部位間で大きな差異がなかった （左眼 p＝
0.209～0.998，右眼 p＝0.052～0.991）。縮瞳率の分布

表 1　左眼 57 眼における縮瞳率と要約縮瞳率の解析値

刺激部位 平均値（％）±標準偏差 刺激部位 平均値（％）±標準偏差

45 度方向 225 度方向

5 度 μ1±σ1＝24.23±6.70 5 度 μ
11±σ11＝24.39±6.60

10 度 μ2±σ2＝21.40±6.71 10 度 μ
12±σ12＝21.58±6.63

15 度 μ3±σ3＝20.47±6.32 15 度 μ
13±σ13＝20.20±6.61

20 度 μ4±σ4＝19.10±6.79 20 度 μ
14±σ14＝18.61±7.07

25 度 μ5±σ5＝18.86±7.21 25 度 μ
15±σ15＝17.02±6.64

135 度方向 315 度方向

5 度 μ6±σ6＝25.01±6.34 5 度 μ
16±σ16＝23.65±7.06

10 度 μ7±σ7＝21.46±7.27 10 度 μ
17±σ17＝20.74±6.65

15 度 μ8±σ8＝19.97±6.70 15 度 μ
18±σ18＝19.62±6.40

20 度 μ9±σ9＝18.91±6.61 20 度 μ
19±σ19＝17.60±6.92

25 度 μ10±σ10＝18.47±6.14 25 度 μ
20±σ20＝15.98±6.28

要約縮瞳率 μ'±σ'＝20.77±5.97 中心 0 度 μ
21±σ21＝28.85±6.58
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は，両眼ともに 21 箇所すべての刺激部位に対して正
規 性 が 示 さ れ た （ 左 眼 p＝0.076～0.984， 右 眼 p＝
0.058～0.891）。両眼を含めた 114 眼の縮瞳率の分布
は，両眼で網膜部位が対応し合う 21 箇所の刺激部位
間に対して，19 箇所では正規性が示され （p＝0.083～
0.734），残りの 2 箇所では正規性の傾向が示された 

（p＝0.043，p＝0.045）。
両眼で網膜部位が対応し合う縮瞳率の等分散性は，

21 箇所すべての刺激部位間で示され （p＝0.222～

0.990），その平均値は 18 箇所では有意な差がなかっ
た （p＝0.109～0.871） が，残りの 3 箇所では有意な差
が あ っ た （p＝0.013，p＝0.023，p＝0.035） （ 図 3）。
縮瞳率は，両眼 21 箇所のすべての刺激部位間で有意
な相関があった （r＝0.452～0.762，p＜0.001）。
2 ）	要約縮瞳率の分析結果
要約縮瞳率は，左眼 57 眼 20.8±6.0％，右眼 57 眼

20.3±5.8％であり （表 1，2），両眼ともに分布の正規
性が示された （左眼 p＝0.909，右眼 p＝0.381）。これ

図 3  縮瞳率の解析結果
  健常若年者 57 名の両眼における縮瞳率の解析結果を示す。L は左眼，R は右眼の反応であり，○は上半視野の

縮瞳率の個体間平均値 （破線は 1 標準偏差），●は下半視野の縮瞳率の個体間平均値 （実線は 1 標準偏差） である。
縦軸は縮瞳率，横軸は刺激部位の偏心度を示す。縮瞳率は刺激部位が網膜中心窩を起点として偏心するにしたが
い単調減少した。刺激部位間の変動について，縮瞳率の標準偏差 （左眼 6.1～7.3，右眼 5.6～7.3） は縮瞳率の個体
間平均値 （左眼 16.0～28.9％，右眼 16.8～29.0％）に比べて小さかった。

  縮瞳率の個体間平均値は，対応する両眼の 3 箇所の刺激部位間で有意な差があり，それらの刺激部位を標準偏差
の bar 近辺の＊において示す。

表 2　右眼 57 眼における縮瞳率と要約縮瞳率の解析値

刺激部位 平均値（％）±標準偏差 刺激部位 平均値（％）±標準偏差

45 度方向 225 度方向

5 度 μ1±σ1＝24.48±6.18 5 度 μ
11±σ11＝23.44±6.53

10 度 μ2±σ2＝22.74±6.17 10 度 μ
12±σ12＝19.95±6.69

15 度 μ3±σ3＝20.75±6.63 15 度 μ
13±σ13＝17.75±6.50

20 度 μ4±σ4＝19.30±6.59 20 度 μ
14±σ14＝17.03±6.67

25 度 μ5±σ5＝17.83±5.63 25 度 μ
15±σ15＝16.77±6.41

135 度方向 315 度方向

5 度 μ6±σ6＝23.56±6.24 5 度 μ
16±σ16＝23.94±6.47

10 度 μ7±σ7＝20.63±5.98 10 度 μ
17±σ17＝20.92±6.60

15 度 μ8±σ8＝18.87±6.75 15 度 μ
18±σ18＝19.32±6.62

20 度 μ9±σ9＝18.12±6.52 20 度 μ
19±σ19＝18.33±6.32

25 度 μ10±σ10＝17.13±7.31 25 度 μ
20±σ20＝16.88±7.00

要約縮瞳率 μ'±σ'＝20.32±5.83 中心 0 度 μ
21±σ21＝29.00±6.45
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は，両眼を含めた 114 眼においても同様に示された 

（p＝0.314）（図 4）。要約縮瞳率は，両眼間で等分散
性が示され （p＝0.859），その平均値は，両眼間で有
意な差がなかった （p＝0.422）。要約縮瞳率は，両眼
間で有意な相関があった （r＝0.753，p＜0.001）。
3 ）縮瞳率偏差の分析結果
縮瞳 率 偏 差 は， 左 眼 57 眼 2.3±0.9， 右 眼 57 眼

2.3±0.7 であり，両眼ともに正規分布ではないことが
示された （左眼 p＜0.001，右眼 p＜0.001）。これは，
両眼を含めた 114 眼においても同様に示された（p＜

0.001） （図 5）。縮瞳率偏差は，両眼間で等分散性が
示され （p＝0.250），その平均値は，両眼間で有意な
差がなかった （p＝0.434）。縮瞳率偏差は，両眼間で
有意な相関があった（r＝0.460，p＜0.001）。
4 ）要約縮瞳率と縮瞳率偏差の関係性
要約縮瞳率と縮瞳率偏差との間には，両眼ともに有

意な相関がなかった（左眼 r＝−0.150，p＝0.226，
右眼 r＝−0.058，p＝0.666）。これは，両眼を含めた
114 眼においても同様に示された（ r＝−0.106，p＝
0.263）（図 6）。
5）	代表例における要約縮瞳率と縮瞳率偏差の算出法
本研究おいて，21 歳の女性被検者 1 名の左眼の実

測 値 と し て の 縮 瞳 率 は，C1＝18.9（％），C2＝16.2
（％），…，C21＝29.0（％）であった（表 3）。この被検
者の左眼を対象眼とし，その測定値に対して要約縮瞳
率および縮瞳率偏差を算出する方法を以下に代表的に
示す。

対象眼（左眼）の要約縮瞳率 S（％）の算出では，実
測値としての縮瞳率 C1 ，C2 ，…，C21（％）の値を要
約縮瞳率 S（％）を示す（1）式に代入し，

により，S＝18.0（％）を算出した。

図 6 要約縮瞳率と縮瞳率偏差の関係性
  健常若年者の両眼 114 眼における要約縮瞳率と縮瞳

率偏差の関係性を示す。縦軸は縮瞳率偏差であり，横
軸は要約縮瞳率である。両評価指標間には，有意な
相関がなかった （左眼 57 眼 r ＝−0.150，p＝0.226，
右眼 57 眼 r ＝−0.058，p＝0.666，両眼 114 眼 r ＝
−0.106，p＝0.263）。

図 4 要約縮瞳率の分布
  健常若年者の両眼 114 眼における要約縮瞳率の分布

を示す。縦軸は眼数，横軸は要約縮瞳率（％）の算出
値である。眼数は要約縮瞳率 0％を基準とし，階級区
間 2％に対する値を示す。要約縮瞳率の分布では正規
性が示された （左眼 57 眼 p＝0.909，右眼 57 眼 p＝
0.381，両眼 114 眼 p ＝0.314）。

図 5 縮瞳率偏差の分布
  健常若年者の両眼 114 眼における縮瞳率偏差の分布

を示す。縦軸は眼数，横軸は縮瞳率偏差の算出値で
ある。眼数は縮瞳率偏差 0 を基準とし，階級区間 0.2
に対する値を示す。縮瞳率偏差の分布は，正規分布
ではないことが示された （左眼 57 眼，右眼 57 眼，
両眼 114 眼いずれも p＜0.001）。
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左眼 57 眼の統計解析において，要約縮瞳率の個体
間平均値は μ′＝20.8（％），標準偏差はσ′＝ 6.0 であっ
た （表 1）。対象眼 （左眼） の要約縮瞳率 S＝18.0（％）
の標準得点 Z（S）の算出では，これらの解析値を利用
し，標準得点 Z（S）を示す（2）式に代入し，

により，標準得点 Z（S）＝−0.46 を算出した。
また，左眼 57 眼の縮瞳率の統計解析において，21

箇所の各刺激部位の縮瞳率の個体間平均値は，μ1＝ 

24.2（％），μ2＝21.4（％）， …，μ 21＝28.9（％）で あ り，
その標準偏差はσ1＝6.7，σ2＝6.7，…，σ21＝6.6 で
あった（表 1）。対象眼（左眼）の要約縮瞳率の標準
得点 Z（S）＝−0.46 に対する換算縮瞳率 Tk（S）（％）

（k ＝ 1, 2, …, 21） の算出では，これらの解析値を利
用し，換算縮瞳率 T1（S），T2（S），…，T21（S）（％）を
示す（3）式に代入し，

T1（S）＝μ1＋Z（S）・σ1＝24.23＋（−0.460）×6.70＝21.15
T2（S）＝μ2＋Z（S）・σ2＝21.40＋（−0.460）×6.71＝18.31

 ⋮⋮ ⋮⋮ ⋮⋮ ⋮⋮                      

T21（S）＝μ21＋Z（S）・σ21＝28.85＋（−0.460）×6.58＝25.82
により， T1（S）＝21 . 2（％）， T2（S）＝18 . 3（％），…，
T21（S）＝ 25.8（％）を算出した。

対象眼（左眼）の縮瞳率偏差 Z（S）の算出では，実
測値としての縮瞳率 C1 ，C2 ，…，C21（％）（表 3）お
よび算出した換算縮瞳率 T1（S），T2（S），…，T21（S）

（％）の値 （図 7） を縮瞳率偏差 N（S）を示す（4）式に代
入し，

表 3　被検者 1 名の左眼における実測値としての縮瞳率

刺激部位 縮瞳率 （％） 刺激部位 縮瞳率 （％）

45 度方向 225 度方向

5 度 C
1＝18.89 5 度 C

11＝21.62
10 度 C

2＝16.16 10 度 C
12＝17.71

15 度 C
3＝15.46 15 度 C

13＝23.31
20 度 C

4＝14.07 20 度 C
14＝17.25

25 度 C
5＝21.42 25 度 C

15＝15.79

135 度方向 315 度方向

5 度 C
6＝21.23 5 度 C

16＝16.47
10 度 C

7＝19.30 10 度 C
17＝18.20

15 度 C
8＝19.07 15 度 C

18＝12.84
20 度 C

9＝14.82 20 度 C
19＝16.41

25 度 C
10＝18.12 25 度 C

20＝11.23

中心 0 度 C
21＝29.03

図 7 縮瞳率偏差の計算過程の実測値としての縮瞳率および換算縮瞳率
  健常若年者 1 名の左眼において，実測値としての縮瞳率およびそれに対して算出された換算縮瞳率を代表的に示

す。縦軸は縮瞳率，横軸は刺激部位の偏心度を示す。a は対象眼 （左眼） の実測値としての縮瞳率の値を示す。a
において，△は上半視野，▲は下半視野の値である。これらに対して，要約縮瞳率の算出値は 18.0％，標準得点
の算出値は−0.46 であった。b はこの標準得点に対して算出された各刺激部位の換算縮瞳率を示す。b において◇
は上半視野，◆は下半視野の値である。縮瞳率偏差は，図の a と b の差の絶対量，すなわち実測値としての縮瞳
率と換算縮瞳率の差の絶対量を各刺激部位で求め，それらの 21 箇所の刺激部位に対して相加平均を行って算出し
た。対象眼 （左眼） の縮瞳率偏差の算出結果は 2.30 であった。

a b
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により，縮瞳率偏差 N（S）＝ 2.3 を算出した。

4.  考 按

1）瞳孔視野の反応特性
本研究で用いた刺激サイズや刺激部位は，先行研

究4 −7）の実験と比べて若干異なるが，得られた瞳孔視
野の反応傾向は同様であった。対光反射の縮瞳率の個
体間平均値は，刺激部位が網膜中心窩から偏心するに
したがい単調減少がみられたが，標準偏差は刺激部位
間で大きな変動がみられなかった。今回の結果から
は，個体間変動が大きかったものの両眼間では高い相
関があり，更にほとんどの刺激部位で縮瞳率の正規性
が示されたため，縮瞳率の標準偏差が解析値として妥
当であることが示された。
2 ）要約縮瞳率と縮瞳率偏差の考案
本研究では，これらの瞳孔視野の反応特性の解析結

果に基づき，新しい瞳孔視野指標として個体間変動を
示す要約縮瞳率および個体内偏差を示す縮瞳率偏差を
考案した。

Hong ら10） は， 健 常 被 検 者 の 両 眼 に 対 し て，
Humphrey 視野計による閾値測定と瞳孔視野の閾値測
定の両方を行った。測定結果では両者間で相関関係が
みられず，瞳孔視野測定は Humphrey 視野測定に比
べて大きな個体間変動を伴うことが明らかにされた。
その一方で，同一被検者の瞳孔視野の測定結果では，
両眼の対応する網膜部位間で有意な差がなく，瞳孔視
野では同一個体内で測定値を比較することの有用性が
示唆された。本研究ではこの瞳孔視野の特性に着目
し，新たに瞳孔視野の個体内偏差を数量化する方法を
考案した。

個体内での標準化では，田淵 7）が各刺激部位の縮
瞳率を刺激部位全体の縮瞳率の相加平均値で除算し，
個体間変動の減少を目的とした計算処理を試みてい
る。縮瞳率の個体間平均値は，刺激部位が視野中心か
ら偏心するにしたがい単調減少するが，標準偏差は刺
激部位間で大きな変動がみられない特性がある。その
ためこの標準化処理を行うと，本来の反応特性とは無
関係な個体間変動が捻出され，とりわけ中心 0 度で
は各眼の縮瞳率の相加平均値の大きさに依存し，除算
処理後には過大な評価がなされてしまう。

そのため本研究では，まず個体の反応に対して個体
間変動の数量化を行った。その際，個体の反応の程度
を刺激部位全体で捉えることを目的とし，各刺激部位
の縮瞳率の相加平均値を算出し，それを要約縮瞳率と

定義した。これと同様に患者の主観的応答で行われる
Octopus 視野計を用いた視野測定では，視野全体の平
均感度を捉えるために，以下の計算式で示される
Mean Sensitivity （以下 MS）という評価指標がすでに
搭載されている11, 12）。

 ……………………………………（5）

ここで I は測定点の総数，Xi は Octopus 視野計の
測定点 i に対する実測値としての感度であり，（1）式
で示される本研究の要約縮瞳率 S（％）の計算法では，

（5）式で示される MS の計算法を取り入れている。両
者ともに各刺激部位の反応に対して視野全体で相加平
均値を算出するが，測定点の総数は相異なっている。

本研究において個体内偏差の数量化が行われる縮瞳
率偏差 N（S）では，個体間変動を示す要約縮瞳率 S

（％）の計算値を計算式の中に組み入れ，刺激部位にお
ける反応の凹凸の程度を個体内で捉えた。視野の凹凸
の程度においても，Octopus 視野測定では，視野障害
を捉えるために Loss Variance （以下 LV） という評価
指標がすでに搭載されており11, 12），その計算式を
Mean Defect （以下 MD） の計算式とともに以下に示
す。

 ……………………………（6）

 …………………（7）

ここで I は測定点の総数，Xi は Octopus 視野計の
測定点 i に対する実測値としての感度，Ni はその年
齢別正常値である。LV の計算過程では，まず（6）式
の計算式において MD の計算が行われるが，MD は
各測定点の実測値に対して同年代の年齢別正常値から
の欠損量を相加平均した値である。次に（6）式で計算
された同じ値の MD がすべての測定点の年齢別正常
値に対して一律に減算され，この算出値と各測定点の
実測値との差を求めた上で，すべての測定点に対して
その差の平方和が求められ，最後にそれが測定点の総
数によって除される。ここで算出された値が LV であ
るが，その計算過程は（7）式において示される。

また，ほかの主観的応答による視野検査においても
臨床上同様の目的ですでに評価指標が搭載されており，
Humphrey 視 野 計 の Mean Deviation お よ び Pattern 

Standard Deviation がそれらに該当する11−13）。Mean 

Deviation は全体的な感度低下を捉え，Octopus 視野計
の Mean Defect（MD）に対応する。Pattern Standard 
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Deviation は局所的な感度低下を捉え，Octopus 視野
計の Loss Variance（LV）に対応する。Humphrey 視
野計のこれらの両評価指標では，年齢別正常値におい
て測定点が視野中心から偏心するにしたがい，その標
準偏差が大きくなる特性を考慮し，標準偏差の値によ
る重みづけ処理が計算式のなかに組み込まれている。
これに関して松本12）は，実際の臨床ではこれらの臨
床上の目的が互いに対応し合う評価指標の計算値は
Humphrey 視野計と Octopus 視野計との間で差が非
常に小さく，臨床的に両者は同等の意味をもっている
と考えられていると指摘している。しかし本研究で
は，代表的な計算式として，Octopus 視野計の評価指
標である Mean Defect（MD）および Loss Variance

（LV）を（6）式，（7）式において示している。
Loss Variance（LV）の計算過程では，刺激部位に

対する視野の凹凸の程度の数量化が行われて，この点
では（4）式で示される縮瞳率偏差 N（S）の算出と共通
している。一方で，両者の計算目的および計算方法は
大きく異なっている。本研究の測定対象はすべて健常
眼であったが，（1）式で計算される要約縮瞳率 S（％）
の解析結果においても大きな個体間変動を伴うことが
明らかにされた。この特性は先行研究1−6）において
も報告されている。その新たな解決策を見い出すため
に，本研究では健常眼における瞳孔視野の個体間変動
の特性を踏まえ，各眼に固有の代表値が存在すること
を前提とした新たな標準化法を考案した。この標準化
処理では，統計解析により健常被検者全体の特性とし
ての妥当性が証明された解析値を利用し，個体におけ
る代表的な反応値を算出し，その反応値を基準として
個体の測定値自体を相対的に捉える数量化を行った。
すなわち，統計解析により求められた各刺激部位の縮
瞳率の個体間平均値および標準偏差を解析値として利
用し， （2）式， （3）式の計算式により換算縮瞳率 Tk（S）

（％） （k＝ 1, 2,  … , 21） を個体の代表的な反応値とし
て算出し，その算出値を基準として実測値としての縮
瞳率を相対的に捉え， （4）式で示される縮瞳率偏差
N（S）を算出した。本研究の標準化処理は瞳孔視野の
特性を踏まえた上で行うという観点から，Octopus 視
野測定の Loss Variance（LV） の計算式の（7）式で行
われる各刺激部位の反応値から一律に同じ値を減算す
る処理は行っていない。
3 ）要約縮瞳率と縮瞳率偏差の課題と可能性

本研究では，個体の反応の程度を捉える評価指標と
して要約縮瞳率を考案し，その算出値に基づいて視野

の凹凸を捉える評価指標として新たに縮瞳率偏差を考
案した。

Asakawa ら8）は，視野障害を有する患者に対して
瞳孔視野測定と Humphrey 視野測定の両方を行った。
その解析では，縮瞳率のカットオフ値を全測定点に対
して 10 段階で設定し，瞳孔視野測定で求められた縮
瞳率の値がこれらの段階の各測定点のカットオフ値と
比べて大きい点および小さい点の数を求め，それらの
結果と Humphrey 視野計で測定された視野障害の検
出結果との比較照合を行っている。瞳孔視野の個体間
変動および個体内偏差の影響が示唆され，十分な成果
が得られなかったと報告しているが，それに対する解
決策あるいは解決に向けた数量化法については具体的
な明示を行っていない。縮瞳率は瞳孔視野の評価にお
いて有用な一つの評価指標であると考えられるが，縮
瞳率の単独利用による評価では縮瞳率の個体間変動が
大きいという特性のために，視野障害の評価ではおの
ずと限界が生じてしまう。本研究の縮瞳率偏差の考案
では，この評価上の問題を緩和していくことを目的に
含め，個体内偏差の数量化を行っている。

個体の視野の凹凸が示される本研究の縮瞳率偏差に
おいて，57 眼の統計解析の結果は両眼とも標準偏差
が個体間平均値に対して 1/3 以上の値であったが，
分布では正規性がみられなかった。その主たる要因で
は，視野の凹凸が大きいときは要約縮瞳率自体に反応
値としての十分な信頼性が伴われず，それを用いて算
出を行う縮瞳率偏差ではその影響が更に及んだことが
考えられる。すなわち，健常眼において瞳孔視野のノ
イズ成分の数量化が行われている可能性が示唆され，
測定法の改善を含めてその平均値およびばらつきを小
さくする手法が必要となる。また瞳孔視野では，同一
被検者に対する複数回の測定においても測定間で大き
な変動を伴う可能性が示唆される。これについては，
再現性テストを行い，縮瞳率における変動の特性を詳
細に観察した上で検討していく必要がある。

これら以外に瞳孔視野の特性を解明する方法として
は，健常眼における対光反射の生体信号波形の解析が
挙げられる。Wilhelm ら9）は，視野障害を有する患
者において対光反射時にみられる生体信号波形の特性
を報告している。その一方で，健常眼については個体
間変動の特性の解析を含めて十分な検討を行っていな
い。臨床データの評価においても，健常眼と視野障害
を有する被検者眼との間で波形の形状が類似する頻
度，健常眼に典型的な形状およびそのばらつきの度合
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などに関して十分な解析が行われていれば，高い実証
性に基づき評価を行うことが可能になる。

また Maeda ら2）は，緑内障性視野障害を有する患
者 4 名の瞳孔視野を測定し，縮瞳率における局所的
な感度低下を報告している。これは視野障害における
視野の凹凸の評価にもあたり，本研究の縮瞳率偏差と
も関係している。本研究で新しく考案した評価指標で
は，数量化の方法の有用性，弱点，限界点を踏まえ
て，臨床応用につながる新たな評価法や解決策につい
ても今後更に検討していく必要がある。

それらの臨床的検討が重要課題として残されている
が，本研究では新しい瞳孔視野指標の考案と同時に，
健常若年者の瞳孔視野において縮瞳率偏差が要約縮瞳
率と独立的な関係性にあることが証明された。すなわ
ち両評価指標間には相関関係がなく，個体内偏差を示
す縮瞳率偏差は同一個体内において単独の要約縮瞳率
の値からだけでは概算できないことが明らかにされ
た。これは個体の瞳孔視野の測定値を従来の 2 倍以
上の情報量により評価できる方法が考案されたことに
ほかならない。更に縮瞳率偏差は，各刺激部位の縮瞳
率の統計解析および要約縮瞳率の数量化に基づいて考
案されている。したがって本研究の 2 つの評価指標
の考案は，眼科臨床において加齢に伴う変化や病的変
化に対する 2 次元的追跡評価の可能性を示唆し，そ
の利用法の検討次第で更に的確な瞳孔視野の評価につ
ながると考えられる。
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1.  は じ め に

光干渉断層計（Optical coherence tomography  以下 

OCT） は，光の干渉を利用して光の進行方向の距離を
計測する技術として知られている。山形大学大学院
の丹野直弘教授がその原理の特許を取得した。その
技術を発展させ装置へと導いたのが，Massachusetts 

Institute of Technology （MIT）の James G. Fujimoto

教授である。光軸方向の奥行一次元のスキャン（以下 

A スキャン）を横へずらして連続スキャン（以下 B ス
キャン）することで二次元の断層画像化に成功した。
更に，B スキャンを少しずつそれとは垂直方向にず
らすことで，3D 画像を得るところまできている。現
在，国内販売だけでも，国内メーカー 4 社（トプコン，
ニデック，キヤノン，トーメー社）と海外メーカー
3 社（Carl Zeiss Meditec，Optovue，Heidelberg 

Engineering 社）の計 7 社から OCT 装置が販売され
ていて，高い診療レベルには OCT 装置が必須となっ
てきている。今回，最近のトピックスとして取り上げ
るのは Swept source OCT（以下 SS OCT）である。

それは，もっと速く，広い範囲を一度に，高解像度
でデータを取得すれば，更に，新しい知見が得られる
のではないかという願望が生んだものである。ここで
は，SS OCT の測定原理と特徴，そして，臨床応用例
をトプコン社 DRI OCT-1 で取得した画像について示
す。なお，この記事を書くにあたり，春名正光先
生1 ,  2）と板谷正紀先生3）の記事を参考にした。タイ
トルに「図解」と冠をつけたのは，数式なしで OCT

の原理を説明してみようと思ったからである。

2.  Fourier Domain （以下 FD） OCTの原理

SS OCT も原理は FD OCT と同じである。ここで
は，FD OCT，そして，SS OCT の原理について説明
する。FD OCT においては図 1 に示すように，光源
からある波長幅をもった光がハーフミラーで二つに分
けられて，一方は参照ミラーで跳ね返って回折格子で
分 光（ 波 長 ご と に 分 け ら れ る ） さ れ て，charge-

coupled device（以下 CCD）に入る。もう一方は，

物体で跳ね返って，同じように回折格子で分光されて
CCD に入る。CCD の上では，同じ波長の光が重なり
合い，参照ミラーからハーフミラーまでの距離 L0 と
物体からの距離 L1 が L0≠L1 であるときは，Δt の時
間の差があり，その差が光の振動の一周期のとき，一
番強め合い，半周期のとき，弱め合う。その中間のと
ころでは，中間の値を示す。このことは，波長に依存
する。このため，一次元 CCD の上には，明暗の縞が
あらわれる。

ここで使われる回折格子はカードやお札に使われて
いるホログラムや CD の仲間で，細かい，のこぎり状
の表面をしていて，プリズムと同様に，白色光をその
成分の虹の七色に分解する。さて，更に物体の奥から
返ってくる光は図 2 に示すようにΔt が大きくなり，
明暗のパターンの繰り返しが多くなり，その縞の間隔

（ピッチ）が狭くなる。ここで大切なことは，物体の
奥であるということと，縞の繰り返し回数が多い（周
波数が高い）ことが対応していることである。もっと
たくさんの反射が異なる位置から返ってくると図 3
に示すようになる。また，反射の強さが，明暗のコン
トラストに対応していることである。一次元 CCD で
検出した明暗の重なったパターンからどのピッチの縞
がどれくらいのコントラストであるかを分解して調べ
ることができれば，どの奥行にどれくらい強い反射成

最近のトピックス

図解　Swept Source OCTの測定原理と臨床応用
千葉大学大学院工学研究科　大沼　一彦

図 1  Fourier Domain 光干渉断層計（FD OCT）の原理
  一次元 charge-coupled device（CCD）上に干渉パター

ンが生成される。
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分があるのかを知ることができる。このとき，図の左
に示すように光源の分光強度分布が縞の強さに影響す
るので，この影響を補正する処理を加えてある。さ
て，複雑な波を分解して，単純な波がどれくらい含ま
れているかを知るにはフーリエ変換を用いる。図 4
に示すように，得られた信号をフーリエ変換すると，
含まれている周波数（細かさ）の強いところにピーク
があらわれる。先程も述べたように，細かさと深さが
対応するので，図の下の方に示すように，物体の内部
での強い反射を示した場所が特定される。

さて，それでは SS OCT の原理であるが，これは
特別な光源を用いる。図 5 に示すように，時間とと
もに波長が変わる光源である。しかし，わずかな時間
の間では波長は一定である。一回波長を走査する時間

（図では 0 から TN までの時間）もとても速い。この
光源を FD OCT に使ってみると一次元 CCD の上に，
わずかな時間の間に明暗のパターンが動いてあらわれ
ることになる。それは，時間と波長が対応していて，

回折格子は，波長に分解する素子だからである。そう
なると，一次元の CCD はいらないことがわかる。一
つの素子で，時間に対する強度の変化を記録すれば，
一次元の CCD で得られたデータと同じであるから
だ。つまり，回折格子もいらない。とても高速に検出

図 3  たくさんの物体からの反射があるときの干渉パター
ンと光源の強度分布

図 4  フーリエ変換による分解
 干渉縞のピッチと奥行きが対応している。

図 2　奥にある物体からの反射光による干渉パターン

図 5　Swept source OCT（SS OCT）の光源

図 6　SS OCT の光学系
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できるディテクターが一つあればよいことがわかる。
それで，図 6 のように簡単な光学系となる。

3.  FD OCTの特徴

ここでは，FD OCT を構成している素子の特性か
ら装置のもつ特徴を説明する。
1 ）奥行き分解能と波長幅と波長分解能の関係
波長幅は奥行き分解能と関係している。極端な例で

あるが，波長が一つの場合はどうなるであろうか？
FD OCT の場合，回折格子で分光すると，多くの素
子からなる一次元 CCD の一つの素子だけに光が行く
ことになり，情報は得られない。また，これも極端な
例であるが，波長幅があっても CCD の一個の素子
に，たくさんの波長が対応するときは検出される縞の
細かさに限度があり，これも奥行き方向の情報が得ら
れないことになる。つまり，ある程度の波長幅がある
こと，一個の素子に対応する波長幅が小さいことが，
奥行き分解能（どれだけの細かさで奥行を検出できる
か）にかかわっているのがわかる。

SS OCT でも同様に，波長幅の広い光源を用いる。
しかも分解能が高い情報を取得するためには，サンプ
リング時間がとても短い，高速読み出しができる素子
が必要であることがわかる。

さて，今までの Spectral-domain（以下 SD）OCT

光源は中心波長 840nm で，波長半値幅が 50nm であ
り，深さ分解能は 6 μm である。一方，図 7 に示すよ
うに Swept source と呼ばれる Axsun Technologies

社4）の光源は中心波長が 1,050nm（赤外）で波長掃
引幅が 100nm であり，奥行き方向の分解能は 8 μm

であり，大きな違いはない。
2 ）横分解能

横分解能は眼底でのビーム径に依存する。図 8 に
示すように焦点位置での点像の径を小さくしたけれ
ば，角膜，水晶体の位置でのビーム径を大きくとるこ
とが必要になる。しかし，眼の収差があれば，大きく
とってもビーム径を小さくすることは難しくなる。そ
こで，収差の影響を受けない 1～2 mm くらいの径を
用いる。そのため，20μm くらいが横分解能となる。
これは，FD OCT でも SS OCT でも同じである。
3 ）測定深度
カメラのような普通の光学系における焦点深度は，

図 8 の右に示すように，許容ボケ直径をε（ここでは
横分解能に対応する）とし，三角形の相似から

の関係が得られ，

となる。この式で，ε＝20μm，D＝1mm，f＝20mm,

とすると，2Δd＝0.8mm となる。しかし，実際は，
ここで示すトプコン社の SS OCT が 2.6mm の測定深
度をもっている。これは，Δd を超えると許容ボケ直
径よりも大きな範囲を照明することになるが，この照
明された中心からの反射散乱光が，照明されている周
辺よりも強く戻ってくるため，横分解能を落とさず
データが得られることになる。
4 ）	CCD 一次元アレー素子と InGaAs フォトダイ
オードの感度特性

FD OCT に使われている CCD 一次元アレー素子の
感度は，図 9 に示すように，FD OCT の光源の中心
波長である 840nm 付近では感度域ギリギリのところ

図 7　Swept source の波長域
図 8　 開口径と点像の大きさおよび一般的なレンズの焦点

深度
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となる。そのため，中心波長が 1,060nm の SS OCT

における光検出には CCD は使われない。
一方，SS OCT に使われている光検出器の InGaAs

フォトダイオードは 950～1,650nm に感度があり，中心
波長が 1,050nm（赤外）で波長掃引幅が 100nm の光
源に対して十分な感度がある。
5 ）干渉距離の役割
今までの SD OCT では，可干渉距離は約 6 mm で

あったが，Swept source と呼ばれる Axsun Technologies

社の光源の可干渉距離 Lc は 13.5mm である。干渉が
起きなければ，干渉縞があらわれないので，この干渉
距離もとても重要である。

4.  1µm SS OCTの特徴

ここでは，図 10 に示す Swept source を使ったトプ
コン社の DRI OCT-1 Atlantis 5）をとりあげ，そこで
使われている光源の特徴と，眼底データの取得におけ
る特徴について述べる。

この OCT に用いた光源を図 11 に示す。この光

源（Ahern B: Axsun Technologies Inc. Swept Laser 

Engines for OCT Imaging，September 26, 2012　
2012 Bio Opto Japan プレゼンテーション PDF File よ
り http://www.systems-eng.co.jp/products/oct_engine/

index.html）は Axsun Technologies 社 の swept laser 

engine と呼ばれる部分である。SOA（光源）と二つ
のレンズ，そして，Micro-Electro-Mechanical system

（以下 MEMS）tunable filter からできている。図 12
に 示 す MEMS Tunable FP Filter（Ahern B: Axsun 

Technologies Inc. Swept Laser Engines for OCT 

Imaging，September 26, 2012　2012 Bio Opto Japan 

プレゼンテーション PDF File より http://www.systems-

eng.co.jp/products/oct_engine/index.html）はエタロ
ンの構造をしている。エタロン構造の役割は，二つ

図 9　CCD と InGaAs との波長と感度分布の関係

図 11 Axsun Technologies 社の swept laser engine
 SOA：光源

図 10　Topcon 社　DRI OCT-1 Atlantis

図 12  Micro-Electro-Mechanical system（MEMS）
tunable filter
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の鏡で起きる多光束干渉を用いて波長を選択するため
のもので，MEMS Tunable FP Filter は電圧を上げる
と，曲面が光軸方向に膨れて移動することで，裏面
の鏡との間の距離を長くして，特定の波長を選択して
いる。この走査時間が 10 μsec であり，電圧を切る
と，10 μsec で元に戻る。この走査を繰り返してい
る。

さて，図 7 に示すように，このレーザーの中心波
長が 1,050nm（赤外）であることは，眼球光学系の
観察にはとても優れている。従来の 850nm の近赤外
光に比べて，網膜色素上皮の透過性が高く，脈絡膜更
に強膜の奥まで行って，返ってくる信号の強度が以前
のものに比較して高いので，ノイズに埋もれることが 図 14　岸ポケット

図 15　網膜セグメンテーションマップ

図 13　840nm Spectral-domain（SD） OCT と 1,050nm SS OCT の画像の比較
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ない。そのため，脈絡膜更に強膜を観察することが
できる。図 13 には，840nm SD OCT と 1,050nm SS 

OCT の像の比較（飯田知弘他：トプコンパンフレッ
ト　第 116 回 日本眼科学会総会ランチョンセミナー   

1 ミ ク ロ ン Swept Source OCT の 魅 力，http://www.

topcon.co.jp/eyecare/ より）を示す。この像からも脈
絡膜，強膜までがよく見えているのがわかる。

また，信号強度の強さ，測定時間の短さゆえに，今
までよく見えなかった硝子体と網膜の関係も観察する
ことができる。図 14 に示すように，硝子体が網膜か
ら剝離している（岸ポケットと呼ばれる）様子をみる
ことができる。

この信号の強さの特性は，網膜の各層のセグメン
テーションにも威力を示す。図 15 に示すように，明
瞭に神経線維から脈絡膜と強膜の界までを分離5）で
きているのがわかる。

ここで示す画像はモノクロでわかりにくいが，カ
ラー画像はトプコン社のホームページにあるので，そ
ちらを参照していただきたい。これにより，各層の厚
さマップも作成提示することができる。このことは，
脈絡膜のもつ特性の評価につながる。Ikuno ら4）は，
強膜の中の大血管と中小血管層を分離，解析すること
により，中心性漿液性脈絡膜網膜症（CSC）の解析
を行い，その有効性を示している。図に示すマップは
簡単にそれぞれの層の厚み分布を調べることができ，
様々な診断に有効と思われる。しかし，この図ではま
だ，大血管と中小血管層のセグメンテーションの結果
は出ていない。この技術はこれからの課題であると思
われる。

次に，走査速度であるが，これが従来の 2 倍の速
さなので，高速にデータを取得することができ，眼球

の動きにも対応できることになり，また，高速に同一
場所を何回もとり，重ね合わせることで，スペックル
ノイズを軽減することができる。更に，広範囲のデー
タを取得することも可能となる。トプコン社製の比較
をすると，図 16 に示すように従来の 6 ～12mm の広
範囲の像の取得が可能（飯田知弘他：トプコンパンフ
レット　第 116 回 日本眼科学会総会ランチョンセミ
ナー　1 ミクロン Swept Source OCT の魅力，http://

www.topcon.co.jp/eyecare/ より）となっている。
最後に，京都大学の板谷正紀先生のご研究から，

白内障の患者の眼底観察結果（飯田知弘他：トプコン
パンフレット　第 116 回 日本眼科学会総会ランチョ
ンセミナー　1 ミクロン Swept Source OCT の魅力，
http://www.topcon.co.jp/eyecare/ より）を示す。図 17
に示すように，今まで，白内障の患者の眼底を OCT

では観察することはできなかったので，諦め状態で

図 16　測定範囲

図 17　白内障眼の眼底写真と SS OCT の画像
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あったが，すべての場合で観察可能ではないが，ある
程度の白内障の場合にも，眼底観察が可能になったこ
とは，とてもすごいことである。このほか，東京医科
歯科大学の大野京子先生の強度近視の場合の眼底観
察 5）についても報告が多数あるが，ここでは，省か
せていただいた。

5.  ま と め

なんという時代がきたことか，あまりの技術開発の
速さに驚くばかりである。この OCT の出現により，
更なる新しい知見が導かれ，新しい診断技術が生まれ
ることが期待できよう。ここでは，ほんとに微力なが
ら，OCT の原理や特性を数式なしで，図を使って紹
介した。少しは，お役に立てることを願う次第であ
る。将来はもっと速く，もっと測定距離の長い，解像
度の高いことなどを要求することになると思われる
が，もっと速くとなると，光源をああすればいいかと
か，解像度を上げるには，収差補正のできる補償光学
系を使うのはどうであろうかとか，測定距離が長く，
広い範囲をとるのはそんな難しいことではなく，あれ
を使えばいいのではないかとか，何かアイデアが生ま
れた方もいらっしゃるのではないでしょうか。医師

も，技術者も一緒になって考え議論し，工夫すること
で新しい展開がみられるのはとても興奮することでは
ないでしょうか。
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1.  は じ め に

技術の進歩とともに，数々の新しい医療機器が生ま
れ，また手術手技も大きな進歩を遂げ，今日では手術
用顕微鏡は眼科手術には必要不可欠な存在となりまし
た。かつては拡大観察そのものを求められるだけで
あったその役割も，眼内レンズ（以下 IOL）手術や
硝子体手術の発生発展とともに，高度な医療を安全に
早く行うアプリケーションを提供するものへと変遷し
つつあります。マイクロサージェリーの発達は，手術
用顕微鏡の飛躍的な光学性能の向上をもたらしました
が，これは単に顕微鏡の性能ではなく，検査機器，手
術装置の進歩がもたらす新しい手術に対するアプリ
ケーションによって発展したものでした。ここで，手
術用顕微鏡とはどういったものであったかを考えるこ
とで，今後の手術顕微鏡の発展性について考察したい
と思います。

2.  顕微鏡の歴史

諸説あるものの，顕微鏡は西暦 1590 年ころに，オ
ランダの Janssen 親子によって考案されたとされてい
ます。その後様々な改良がなされ，オランダの Antoni 

van Leeuwenhoek は 17 世紀末までに 200 倍を超え
る，レンズ一群からなる単式顕微鏡を製作，イギリス
の Robert Hooke は凸レンズ二群からなる複式顕微鏡
を用いて観察したスケッチを基に Micrographia を出
版しています（図 1）。現在では収差の激しい単式顕
微鏡は一般的ではありませんが，当時の製作技術では
レンズを複数用いた複式顕微鏡ではレンズの歪みによ
り解像力が大変乏しく，Leeuwenhoek が心血を注い
だ単式顕微鏡は，当時の複式顕微鏡よりも高倍率でク
リアな像が得られたといいます。顕微鏡は長らく製作
者の経験と腕に頼って製作されていました。それは顕
微鏡というものの解像力やレンズの収差，硝材の光学
特性などについて体系的な研究がなされていなかった
ためでした。現在の光学設計に通じる複式顕微鏡の基
礎的理論は，19 世紀後半になりドイツの器械技師で
あった Carl Zeiss と，その共同研究者 Ernst Abbe に

よって確立されました。以来，顕微鏡は実験と勘のみ
に頼ることなく計算に基づく仕様で光学系が決定され
るようになり，その設計に相応しい光学特性をもつ光
学ガラスが開発され，新しい発明による顕微鏡が次々
と生み出されました。立体視を可能とする実体顕微鏡
のアイデアは，1896 年のアメリカの Horatio Saltstall 

Greenough の考案によるものでした。これは左右眼
用に独立した顕微鏡をそれぞれに角度をもたせ焦点面
で一致させるもので，それまであったルーペとは倍率
も解像度も異なるものでした。その年のうちに Carl 

Zeiss によって製品化され，現在もグリノー式実体顕
微鏡として，Stemi の名称で販売されています。この
光学系は低コストでコンパクトな設計ができるため，
今でもスリットランプや双眼ルーペ，実体顕微鏡に応
用されていますが，倍率や焦点距離の変更が煩雑で，
まだまだ改善の余地がありました。とくにこの光学系
は，左右独立した対物レンズをもち，その光路は左右
眼から焦点面へ一直線となるよう輻湊角をもっている
ため，光路の途中にアクセサリを取り付けることが難
しく，とりわけ供覧のための光路分割が困難でした。
それを可能としたのはプリズムと平行光路を用いた
Common Main Objective（以下 CMO）光学系であ
り，1920 年代に登場したのでした。

最近のトピックス

手術用顕微鏡の光学と今後の発展
カールツァイスメディテック株式会社　横 濱 　 陽

図 1　Robert Hooke の複式顕微鏡
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3.  医療への応用

古くから顕微鏡を用いない拡大観察の方法といえ
ば，ルーペや直像鏡，倒像鏡による観察がなされてい
ま し た。Carl Wilhelm von Zehender 博 士 は 1886 年
に双眼ルーペにスタンドと光源を取り付け，このス
リットランプの前身ともいうべき装置を角膜の観察に
用い，診断に役立てました（図 2）。また，これを額
帯式にしたものから眼鏡式のルーペが生まれました。
また，Carl Olof Nylén 博士は 1921 年，顕微鏡にスタ
ンドを取り付け耳の手術に用いました。これはマイク
ロサージェリーの先駆けでした。翌年 Nylén の上司
であった Gunnar Holmgren 博士もこの新しい手法を
取り入れ顕微鏡下手術を行っており，このころから術
野を拡大して双眼で観察する試みが行われました。

イ）術野を拡大して観察する
ロ）直像で観察できる
ハ）一定の作業距離を得ることができる
ニ）遠近を表現できる
ホ）観察箇所を移動できる
ヘ）清潔を保てる
確かに，観察系としてはこれらの要求を満たせば立

体観察による手術が可能です。しかし，光源や，顕微
鏡の据え付けに難がありますし，またルーペなどでは
高倍率を得ようとした場合にその重量や形状によって
制限が生まれ，倍率に比例して観察像も暗くなりま
す。何より，顔の動きと一緒に動くため，眼科などの
深く狭い術野に用いようとした場合，照明の当て方と

観察する角度を工夫しながら手術をしなければなら
ず，これでは手術に集中できません。現在でも双眼
ルーペは顕微鏡と比較して大掛かりでもなく，低予算
で手軽に拡大観察を行えるため，眼科をはじめ様々な
診療科で使われていますが，複雑で繊細な手術を要求
される場合，とくに長時間の手術を快適で安全に行う
ために，次の要件が必要となるでしょう。

ト）ルーペ以上の高倍率に対応できること
チ）倍率は容易に変更できることが望ましい
リ）作業距離が術式に応じて変更できること
ヌ）高倍率時に収差を生じないこと
ル）とくに高倍率時の解像力が可能な限り高いこと
ヲ）倍率や作業距離によらず立体視ができること
ワ）一定の焦点深度をもつこと
カ）深い観察対象のための照明をもつこと
ヨ）助手と同時に観察できること
タ）供覧や録画ができること
レ）仕様変更時にバランス調整ができること
ソ）軽い操作でアームを動かせること
ツ）様々な方向に安定して向けられること
ネ）工具なしでアクセサリを取り付けられること
ナ）アクセサリは互換性を保つこと
ラ）メンテナンスが容易であること
ム）故障しにくく，信頼性が高いこと
この要求を満たすために，手術用顕微鏡が生まれま

した。1953 年のことでした。

4.  手術用顕微鏡の誕生

ヴュルツブルク大学の耳鼻咽喉科教授 Horst Wullstein

博士，チュービンゲン大学の眼科教授 Heinrich Harms

博士らとの共同開発として，Hans Littmann の手によ
り設計された OPMIⓇ1 は，世界で初めての手術用顕
微鏡としてその産声を上げました。立体視が可能な実
体顕微鏡を手術に応用する試みは，それまでルーペに
頼っていた拡大観察の分野にとって革新的なものであ
りました。Wullstein によってアムステルダムで開催
された国際耳科学会に手術顕微鏡が紹介されたのを皮
切りに，多くの診療科の医師達が大変な興味をもって
この新しい装置を迎え入れたと聞きます。OPMI 1 に
よってマイクロサージェリーの礎が築かれ，次々に新
しい術式が発展していきました。1965 年，新たに電
動ズーム，電動フォーカスを備えた OPMI 2 が開発
されると，手術顕微鏡は眼科の領域にも普及していき
ました。そして 1970 年に発表された OPMI 6 によっ図 2　Zehender-Westien 式双眼ルーペ（1886）
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て，現在医療に供される手術顕微鏡の原型が形成され
たのです。

5.  手術用顕微鏡の光学

OPMI 1 以降，各診療科の用途に合わせた様々な手
術顕微鏡が登場しましたが，その背景には各診療科に
おいて求められる操作性や観察対象が異なることが理
由として挙げられます。例えば眼科分野では，仰臥位
での狭い術野の観察のために X-Y 水平移動装置が取
り付けられましたし，IOL 手術が普及するようにな
ると，徹照をよく返すことを求められるようになりま
した。しかし，実はこの機器の基本的な仕様は，当時
も今も変わっていません。一般的に手術用顕微鏡は
CMO 光学系を用いています（図 3）。立体視を可能
とするために左右 2 本の術者用光路をもち，機種に
よっては助手用に更に 2 本，または供覧用に 1 本の
光路を備えています。この光路間の距離はすなわち視
差となり，大きいほど立体感が増しますが，輻湊によ
り疲れを生じやすくなります。CMO 光学系はグリ
ノー光学系と比べ，その名のとおり各光路共通の大き
な対物レンズをもち，集光力が大きいために明るく解
像力の高い像が得られます。そしてこの対物レンズを
通して得られる光線は，結像せず平行光となる無限遠
補正光学系（Infinity Corrected Optics）となっていま
す（図 4）。無限遠補正光学系では，光路上でフィル
タの設置や光路分割を行っても，倍率の変化や焦点の
変化による収差を伴うことがなく光路上に様々なアク

セサリを置くことが可能で，このことは設計上の最大
の特徴と実用上の利点であり，今日では倍率変換はも
ちろんのこと，映像供覧，蛍光観察，視野内表示など
に応用されています。またこの光路に導かれた平行光
はそのままでは中間像を結ばないため，観察鏡筒

（Binoculars） に 組 み 込 ま れ た 結 像 レ ン ズ（Tube 

Lens）を通して焦点を結び，接眼レンズによって拡
大された虚像を観察することになりますが，結像レン
ズによって投影される像は倒像であるため，この鏡筒
には正立プリズムが組み込まれており，像を直像に変
換する機能も有します。なお，平行光を結像させると
いうことから，この鏡筒を取り外して外へ向けると，
その名のとおり双眼鏡と同様に無限遠を拡大して観察
することができます。

以下に，手術用顕微鏡の主要な構成品を述べます
（図 5）。

図 3  グリノー光学系 （左）と Common Main Objective
（CMO）光学系 （右）

図 4  無限遠補正光学系（Infinity Corrected Optics）
 ・ 対物レンズと結像レンズの間隔を変えても倍率が

変わらない。
 ・ 平行光路内にアクセサリを置いても像のずれが起

こらない。

図 5　光路概観
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1 ）対物レンズ（Objective）
焦点距離に応じた先にある対象物を拡大し，平行光

束にします。対物レンズの焦点距離は，眼科用顕微鏡
では固定焦点が一般的ですが，外科用顕微鏡では可変
焦点式が普及しています。
2 ）変倍装置（Magnification	changer）
平行光路内に倍率の変換が容易にできるよう，変倍

装置を設置します。OPMI 1 は，凸レンズと凹レンズ
からなる，2 本のガリレイ式望遠鏡を回転ドラムに組
み込んだ 5 段階変倍器（通称ガリレイチェンジャー）
を内蔵していました。これは望遠鏡を前から覗いたり
後ろから覗いたりすると，像が大きくなったり小さく
なったりする性質を利用したものでした。その後，複
数枚のレンズ群の位置を連続して変更することで，自
由に倍率を変更できるズーム式が登場しました。変倍
比は鏡体の大きさと解像力の都合から，おおむね 1：
6 程度が用いられます。
3 ）観察鏡筒（Binocular	tube）
無限遠補正光学系では，結像レンズの焦点距離を対

物レンズの焦点距離で除した数が対物レンズの倍率と
なります。また，観察する方向に応じて様々な角度に
対応する必要があります。このため観察鏡筒は真っ直
ぐ覗くものや，斜めから覗くもの，焦点距離の違うも
の，自由に角度を変更できるもの，倒像観察に対応す
るために正立プリズムをキャンセルできるようにした
もの，結像レンズの焦点距離を変更できるようにした
ものなど，用途に応じて様々なタイプが用意されてい
ます。また，瞳孔間距離はプリズム幅の変更により自
由に変更できるようになっています。
4 ）接眼レンズ（Eyepiece）
結像レンズによって作られる実像を，更に拡大して

虚像を観察するためのレンズです。倍率や視野数，ア
イポイントの違いによって，いくつかの種類がありま
す。また，視度調整機能の付いたものや，焦点面に取
り付ける十字線やカメラ用フレームガイドなどのレチ
クルも用意されています。
5 ）分光器（Beam	splitter）
供覧用の側視鏡やテレビ（以下 TV）カメラなどを

取り付けるために，光路を分割するプリズムです。分
光比や，取り出す方向によりいくつかの種類がありま
す。横 2 方向が主流ですが，横と背面等多方向に取
り出すタイプもあります。

5.  観察像に及ぼす影響

手術用顕微鏡は，実に 200 以上のレンズやプリズ
ムなどの光学素子からなる複雑で精密な装置であり，
光源からの光を対象物へ照明し，その反射光がそれら
を通して結像します。このとき，各光学素子での表面
反射による光の減衰を抑えることは非常に重要なこと
で，各部品には効率的に光を透過させるための反射防
止コーティングが施されています。コーティングがな
い場合の反射率は 4％にも達するといわれ，フレアや
ゴーストの原因ともなります。また，一つの物点から
入る光が，すべて一つの像点に結像するのが理想的な
レンズですが，現実はそうとはならず，設計や製造の
過程でずれを伴います。この理想の像点からのずれを
収差（aberration）と呼び，光学機器に大きな影響を
及ぼします。1856 年に Philipp Ludwig von Seidel 博
士は近似を用いて光線追跡を定量的に扱い，五つの収
差に分類して論じる収差理論を考案しました。これは
ザイデル収差と呼ばれ，5 種のレンズ形状にかかわる
収差があります。
1 ）球面収差（Spherical	aberration）
レンズが球面形状であるがための宿命であり，レン

ズの形状や組み合わせた硝材の屈折率の違いによって
起こります。解像力に影響しレンズの中心を通る光線
と，周辺の光線との焦点が 1 点に集まらず，酷いと
濁ったような見え方をします。凸凹レンズの組み合わ
せや，レンズを非球面とすることで補正します。
2 ）コマ（Coma）
光軸外からの光線が 1 点に焦点を結ばず，流れる

ように非対称なボケを作る現象です。これは軸外の球
面収差であり，Abbe は Zeiss との研究のなかで，こ
のコマ収差と球面収差との関係を示す正弦条件を見い
出し，解像力の向上に役立てました。球面収差とコマ
収差は顕微鏡の解像力に大きな影響を及ぼすため，極
限まで取り除くことが要求されます。
3 ）非点収差（Astigmatism）
点が点として映らないため，非点収差と呼ばれま

す。人の眼の乱視はこの非点収差のことで，レンズの
縦断面と横断面を通る光が 1 点に集光しないため，
焦点の前後で点が縦長や横長に変化します。光学系の
設計とレンズの製作精度を向上させることで改善でき
ます。
4 ）像面湾曲（Field	curvature）
結像面が平坦ではなく歪んでいる場合に焦点の偏り
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を起こします。この焦点面からのずれを像面湾曲と呼
びます。TV カメラや写真機を接続した際にとくに目
立ち，周辺部の焦点ずれは顕微鏡の奥行方向の視覚的
な印象に影響を与えます。一般的に非点収差を補正す
ることで改善できます。
5 ）歪曲（Image	distortion）
これもレンズが球面であることに由来しますが，物

体の形状を再現できずに歪んでしまい，格子状の方眼
を観察すると樽状に膨らんだり糸巻上にへこんだよう
に見えたりする現象です。レンズを対称に配置するよ
うに設計したり，非球面レンズを用いたりすることで
補正します。

これらの収差は，倍率を上げれば上げるほど，また
視野を広げれば広げるほど大きくなり，同時に補正が
難しくなるため，メーカーの技術により性能の差があ
ります。しかし，人間が知覚できる収差で，とくに補
正が難しく解像力に影響を及ぼすレンズの大敵が，色
収差です。
6 ）軸上色収差（Longitudinal	chromatic	aberration）
物質間の屈折率は光線の波長に依存します。このこ

とは，虹のように波長によって屈折の仕方が変化する
ことを意味します。一般に波長が短くなると屈折角が
増し，長波長の光よりも手前に集光します。レンズ光
軸上の最短集光点と最長集光点のずれが軸上色収差で
す。
7 ）倍率色収差（Lateral	chromatic	aberration）
屈折率の波長による影響により，短波長側は強く屈

折し，長波長側はそれより緩いため，像面で倍率が大
きくなります。この像の大きさへの影響が倍率色収差
です（図 6）。

6.  手術用顕微鏡の性能

手術用顕微鏡は現在まで様々な機種が登場してきま
したが，前述の基本仕様はそう大幅には変わっていま
せん。しかし，過去の顕微鏡と現在の顕微鏡では当然
性能が違いますし，現行の顕微鏡でも，機種ごとに性

能の違いがみられます。これは主にレンズの設計その
ものや製造技術，光源や照明の違いが性能の差となっ
てあらわれるものです。顕微鏡の性能についての評価
は大変難しく，いかに解像力の高い顕微鏡であって
も，対象物を捉えることができなければ意味がありま
せん。とくに眼科向けの手術用顕微鏡は，透光体とい
う一見透明にしか見えない組織を見るための装置で
す。このために，見えない対象物を見るための多くの
工夫がなされてきました。最近の機種では，Stereo 

Coaxial Illumination（SCI）や OttoFlex といった各
社独自の照明を開発し，透明な組織を可視化するた
め，物質間の屈折率の違いをコントラストの違いとし
て描出できるようになっています。また一番重要なは
ずの解像力についての印象は，観察者がそれを知覚で
きるかどうかによっても大きく変わってきます。例え
ば，色収差はそれを補正しない場合，観察像に色の渗
みが生じます。アクロマートレンズは材質と形状の異
なる二つのレンズを組み合わせることで赤と青緑の二
つの波長について補正したもので，多少の色渗みは残
るものの製造コストの安さから今でも低価格機に使わ
れます。色収差を更に赤，緑，青の 3 色について補
正したものをアポクロマートレンズと呼び，色の渗み
は最早肉眼では知覚できないほど高性能ですが大変高
価であり，観察者がアクロマートで十分であれば，単
にオーバースペックとなってしまいます。これを対物
レンズだけに用いたもの，結像レンズにも用いたも
の，律儀にも変倍機構やアクセサリにも用いているも
のと，メーカーによって違いがあるものの，一概に解
像力の高いものだけが優れているということではな
く，同時に，明度，立体感，焦点深度など，実体顕微
鏡ならではの主観的な「見やすさ」，操作性や安定性，
機能性といった「使いやすさ」についても，観察に大
きな影響を及ぼします。これらの要素を統合した一つ
のシステムこそが手術用顕微鏡であり，この装置が診
療科ごとに特化していった所以なのです。

7.  手術顕微鏡の今後の発展

現在，視野内表示や広角眼底観察にも対応した顕
微鏡など各社から種々の高機能製品が販売されている
ほか，術中 OCT（光干渉断層計 以下 OCT）や術中
Wavefront といった複合製品，カメラメーカーからは
手術顕微鏡用 3D カメラなど様々なアプリケーション
が発達しました。一方でスリットランプや倒像鏡など
から応用されていった検査機器は，デジタル技術の発

図 6　軸上色収差と倍率色収差
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展から，従来では不可能であった高解像撮影や断層像
を，走査レーザー検眼鏡（SLO）や OCT といった
レーザー光学系で電子的に得る装置などを生み出すに
至りました。時代に応じた観察への要求の積み重ね
と，技術の複合的な組み合わせが医療機器の発達を促
してきたことを考えれば，デジタル技術の更なる発達
は，手術顕微鏡の分野にも大きな影響を与え，例えば
鏡筒ではなくヘッドマウントディスプレイによって術
野を観察しながら検査装置の情報を確認する，などと
いった，今までは考えられなかったような複雑な手術
を可能とするかもしれません。しかしながら，デジタ
ルカメラとは違い，手術用顕微鏡は直接術者が観察を
しながら手術を行うための装置です。実はここまで何
度か取り上げた OPMI 1 は，マイナーチェンジを繰

り返しながらも今なお Carl Zeiss Meditec 社より販売
されている現役機種です。1953 年の登場から半世紀
以上も販売され続けているという事実は，実用上の利
便性を追求しつつも，基本的な「手術のための拡大観
察」こそがこの装置の本質であり，発展のための鍵で
あると考えます。幅広い手術への対応とともに，「よ
く見える」光学系を追求し，更なる発展をしていくに
違いありません。

文　　　　　献

  アドルフミールケ：マイクロサージャリーの歴史．1 ）
田中博之訳，シーエーピー出版，東京，2000.
  Kang WH & Muchel F: ZEISS Microscopes for 2 ）
Microsurgery.  Springer-Verlag,  Berlin,  1981.
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私は，2006 年 1 月～2008 年 3 月まで米国・カリフォ
ルニア州にあるスタンフォード大学に留学しました。
留学のきっかけは，それ以前にスタンフォード大学
に東京慈恵会医科大学眼科学講座から留学中であっ
た仲泊　聡先生からの電子メールでした。留学先の
心理学科の Wandell 研究室は，functional Magnetic 

Resonance Imaging（以下 fMRI）や心理物理手法を
用いた脳視覚野研究で著名なところでした。スタン
フォード大学での留学生活は素晴らしいので，後任と
して来ないかという内容でした。もともと仲泊先生の
研究に興味があったことと家族も賛成してくれたこと
もあり，勢いで留学することに決めました。

Wandell 教授は，私にも黄斑変性患者の脳機能デー
タについて解析するよう指示されました。ヒト fMRI

研究では，動物実験と異なり様々なタスク（視覚刺激
の特徴を判断して，ボタンを押すタスクなど）を被験
者に課すことができます。あるとき黄斑変性患者にタ
スクを課してみたところ，それまでのデータでは認め
たことのない有意な反応を，網膜変性部からの投射領
域である視覚中枢で認めました。その反応は，タスク
を課さないと無反応に変わりました。つまり，黄斑変
性患者の視覚中枢は，網膜変性部から視覚入力がない
ので何の活動もしないであろうと考えられていました
が，タスク依存で大いに活動していることが判明しま

した。恐らく普段の生活でも多くの場面で，黄斑変性
患者の視覚中枢は活動していることが推測されます。
この結果に Wandell 教授とともに大興奮し，北米神
経科学会（Society for Neuroscience）で口演発表し，
また論文発表することができました。学会場では他大
学の研究グループとこの現象の解釈について白熱した
議論となることが多く，相手を説得するためにロジッ
クをしっかりもつ重要性を痛感しました。

留学当初は研究成果を出すことができるかどうか不
安でしたが，この発見がきっかけで，眼疾患患者にお
ける視覚野研究の重要性を改めて認識するようにな
り，研究にのめりこんでいくことになりました。その
重要性というのは，末梢受容器である眼球からの情報
を視覚として認知する視覚中枢が眼疾患を罹患後にど
のように構築と機能の変化をきたしてしまうかを知る
ことが，眼科診療において重要であるということで
す。いくら眼の病気を治しても中枢が変化して機能し
なければ，治療の意味がないことになってしまいま
す。このような研究が将来の視覚再建医療に貢献で
きるのではないかと感じるようになりました。留学
に送り出してくださった慈恵医大眼科学講座の故・
北原健二教授が，「日頃からリサーチマインドをもち
なさい」とおっしゃっていましたが，この留学がきっ
かけでその必要性を理解できた気がしています。

留学印象記

大脳視覚野 fMRI 研究
東京慈恵会医科大学眼科学講座　増 田  洋 一 郎

図 1 Wandell 教授宅にて
  後ろ中央で帽子を着用しているのが Wandell 教授，

その前が筆者
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また，スタンフォードには多岐の分野にわたる研究
者が留学していました。週末に一緒にサッカーをし
て，その後ナパバレーのワインを酌み交わしながら，
研究や人生についての語り合いが，自分の研究への新
たなモチベーションとなりました。恵まれた気候と豊
かな自然に囲まれたなかで仲間とキャンプやバーベ
キューをするなど大変よい思い出となりました。こう
いった出会いもまた，留学ならではの経験だと思いま
す。

以上のように留学経験は私と家族にとってかけがえ
のない経験となりました。異文化での生活は不安も多
いですが，その不安を上回る人生経験ができたと思い
ます。留学を考えている方には是非お勧めしたいと思
います。

最後に留学の機会を与えてくださいました故・
北原健二教授と仲泊　聡准教授，慈恵医大眼科学講座
の方々に心より御礼申し上げます。
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第 53 回日本視能矯正学会は 2012 年 11 月 10～11
日に公益社団法人日本視能訓練士協会主催，自治医科
大学の運営でパシフィコ横浜において開催された。
テーマは“前進―かわりゆくもの，かわらないもの”
とされ，秋晴れの横浜に 2,200 名の参加者があった。
日本視能矯正学会は視能訓練士が主体となる学会で

“視能”に関する研究を発表する場である。教育講演
は自治医科大学の緑内障専門医師　國松志保先生が

「緑内障～視野と日常生活」という演題で話された。
緑内障患者の多くは，その疾患が長年にかけて徐々
に進行するためか，末期の狭窄した視野異常になるま
で自覚がなく，自動車運転を行い続けていることが
多いということであった。そこで自動車メーカー
HONDA 社の協力を得て，“緑内障患者用ドライビン
グシミュレーター”を製作され，緑内障患者に施行し
視野異常の危険性を教え，今後危険性のない運転方法
の指導へと結びつけていくツールにしていくと話され
た。治療から一歩踏み込んだ日常生活との関係を強調
した興味深い内容であった。特別講演Ⅱは内海眼科医
院の内海　隆先生が「神経眼科の切り口からみたやさ
しい弱視斜視臨床」とし，調節麻痺薬であるアトロピ
ンの作用について，また調節・輻湊運動の関係につい
て，神経眼科的に詳細な文献的説明をされた。生涯教
育受講者向けの生涯教育セミナーでは，岡山大学の
長谷部　聡先生に“学童期の近視進行予防に関する最
新の知見”として過去の近視研究，近視進行の解説，

治療原理，現在までの予防成績について話された。近
視進行を予防することは，社会的な重要関心事項であ
り治療方法の確立が待たれる。一般口演では本題の視
能に関することは残念ながら減少し，光干渉断層計

（OCT）や白内障手術前後の検査など形態検査に関す
るものが多かった。視能訓練士本来の視能についての
研究発表がもっと望まれるところである。

招待講演は国立天文台の平松正顕先生が「アルマ望
遠鏡：驚異の視力がもたらす新しい宇宙像」を担当さ
れた。アルマ望遠鏡は電波を発する物・人がいない，
乾燥し空気の薄い電波観測に最も適した南米北部標高
5,000m のアンデス山中アタカマ高原に現在建設中
で，日本を含む東アジア・欧州・北米がチリの協力を
得て共同で進め，2013 年完成予定の大規模な電波顕
微鏡である。平松先生は国立天文台チリ観測所の担当
をされている。以前北里大学が主催した日本眼光学学
会総会で，国立天文台の家　正則先生がスバル望遠鏡
について講演をされ，宇宙の広さを見ることは時間を
遡ることと拝聴し，また天文学で発達した補償光学が
眼科応用された事実を知り感動した思い出がある。電
波望遠鏡はスバル望遠鏡のような可視光による天体観
測ではなく，宇宙から微弱に届く電波のミリ波，サブ
ミリ波を高性能なパラボラアンテナでキャッチし，気
温が低すぎるため可視光を発しない星間物質の塵やガ
スを観測できるとのことである。可視光による観察は
宇宙の骨格を，電波望遠鏡では肉や血を観るようなも

学会印象記

第 53 回日本視能矯正学会
近畿大学医学部堺病院眼科　松 本 富 美 子

アルマ望遠鏡  電波望遠鏡像 光学望遠鏡像
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のであるとも解説された。アルマ望遠鏡は 66 台の高
性能なパラボラアンテナを 18.5km の広さに配置し，
各パラボラアンテナからの情報を宇宙と地球の自転の
動きを利用することによって様々な角度から多数の情
報を集約する。パラボラアンテナの直径は解像度に比
例するため，多数を設置した大口径の本機の解像度は
なんと視力 6,000 にもなり，東京から大阪に置いた 1
円玉を見るぐらいの視力に相当するそうである。星や

惑星の誕生，銀河の誕生や進化，ひいては生命誕生の
謎にまで迫る研究へと進む可能性があると，天体観測
と生命の起源の結びつきという壮大で限りなく深いお
話であった。アルマ望遠鏡の完成が心より待たれ，今
後宇宙，生命起源に関する様々な解明がなされていく
ことが非常に興味深く楽しみとなった印象的な講演で
あった。
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◆  編集部からのお願い  ◆

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

◆  日本眼光学学会入会のお勧め  ◆

日本眼光学学会は，医師と視能訓練士，物理，光学，視覚研究者をメンバーとし，眼
の機能特に視覚科学，レンズ，光学器械，眼の計測器等に関する基礎的，応用的問題
の研究，発展に資することを目的として昭和 40 年に発足し，以来この方面において
多大の成果を挙げております。
入会をご希望の方は，次ページ挟み込みの入会申込書に必要事項（特に学歴，現在の
専門，紹介者）を漏れなくご記入の上，下記事務局宛にお送り下さい。
◆記入上の注意
※眼科医の方は日本眼科学会の認定番号を備考欄にお書き下さい。
※理工系の場合は，大学教授，施設長のご紹介をいただいて下さい。
※ 視能訓練士の方で，視能訓練士協会にご在籍の方は，会員番号を備考欄にお書き下

さい。
※申込者は，忘れずに捺印し郵送して下さい。
※  2005 年 4 月より個人の守秘義務に関する法律が設定されました。入会申込書にも

記載しておりますが，名簿に記載してよい項目には忘れずに○印をお付け下さい。
○印がついていない場合はすべて掲載いたしますのでご了承下さい。

◆	会費は，常任理事会にて承認後，改めてご請求いたしますので，折り返しお振込下
さい。ご入金が確認できた時点で入会日，会員番号をお知らせいたします。

◆送付先：567 − 0047  茨木市美穂ケ丘 3 − 6 − 302  日本眼科紀要会内
　　　　　日本眼光学学会事務局
◆問合先：TEL 072 − 623 − 7878　FAX 072 − 623 − 6060
　　　　　E-mail folia@hcn.zaq.ne.jp
◆年会費：入会金不要　年会費 ( 個人 ) 5,000 円
◆学　会：年 1 回開催。巻末の学会案内をご参照下さい。
◆刊行物： 学会誌「視覚の科学」年 4 回発行。
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34 巻の第 1 号をお届けします。

巻頭言で，畑田豊彦先生から日本眼光学学会にがーんと課題を与えられた気がします。

“動的信号処理”と“自然視状態での生体計測”というのがキーワードですね。新しい治療法や検査

装置は，様々な分野の叡智と努力を集めてこれからもどんどん進歩していくことでしょう。一方，人を

含む生体には，物理的な構造の中に視覚機能や脳の機能を発揮するためのメカニズムができていて，

その解明を目的とした研究の進歩も興味のあるところです。日本眼光学学会は装置開発，生体の機能の

解明のどちらもテーマとして取り上げられる学会だと思います。本号でも様々な内容の記事を揃えるこ

とができました。私自身，トピックスとして掲載した横濱　陽氏の眼底カメラの歴史と基礎の話を勉強

してみたいと思います。

ところで，今年から奨励賞に加えて論文賞が新設されました。広く学会刊行物に掲載された眼光学関

係の原著論文の著者を表彰する制度です。正確には視覚の科学や web page に掲載されている（されて

いるはずの？）規定を参考にしてください。自薦，他薦が必要ですので条件を満たしている方はぜひ忘

れずに候補になっていただきたいと思います。

編　集　後　記

三橋　俊文	記
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日本眼光学学会誌 ｢視覚の科学｣ 投稿規定

原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

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

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

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

・ タイトルページ：題名，簡略論文タイトル，所属
名，著者名，校正などの連絡先を記入して下さい。

・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。

・ 英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，
1,000 文字とします。なお，英文の題名，氏名，
所属名，住所を明記して下さい。英文要約は，和
文要約に沿って書き，あらかじめ英語の堪能な方
の校閲を受けて下さい。

・ キーワード：日本語のキーワードを，5 個以内で
重要な順に列記して下さい。

・ Key words：英語の key words は日本語と同じもの
を，5 個以内で重要な順に列記して下さい。

・ 本文：原則として，緒言，方法，結果，考按の各
項目に区分して下さい。ただし，内容によっては
この限りではありません。総説の場合，本文の構
成は自由です。

・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明

2.　 論文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
8,000 字以内とします。ただし，編集委員会が認
める場合は，この限りではありません。専門用語
以外は当用漢字，現代かなづかいを使用し，句読
点を正しく付けて下さい。アップロード可能な本
文 Microsoft Word あるいはテキストファイルで，
アップロード可能な図のファイル形式は，JPEG，

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

3.　 医学用語は，原則として日本医学会医学用語委員
会編「医学用語辞典」Japan Medical「眼科用語
集　第 5 版」Terminology in Ophthalmology（日
本眼科学会）2006 年をご参照下さい。外国人名，
地名，薬品名は原語で書き，日本語化している外
来語はカタカナを用いて下さい。文中の欧米語は
固有名詞，商品名，商品名略語および独語の名詞
を除き，すべて小文字として下さい（文頭は大文
字）。薬品名は一般名を使用し，商品名はカッコ
内に入れ（------®）として下さい。

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

5.　 図と表の大きさは原則として A4 以内で，解像度
は 300dpi 以上で作成してください。

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。

7.　 図（写真）と表の説明は，読めばその内容がわか
るように明記し，本文中に重複して記載しないよ
うに注意して下さい。

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

9.　 説明は，読めばその内容がわかるように明記し，本
文中に重複して記載しないように注意して下さい。

10.   掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

11.   文献は本文中に引用されたもののみを書き，文献
の記載順序は引用順とします。本文中の引用箇所
には肩番号を付して照合して下さい。

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

在都市名，発行年（西暦）．



　　 著者が 3 名以上の場合は最初の 2 名を書いた上
で 3 名以降は，他または et al として下さい。

　　例 1 ） 北原健二：色覚の個人差と分子生物学．日
眼会誌 102：837-849, 1998.

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

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

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

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

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

15.   筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4 頁までは無料とし，5 頁からは 1 頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します（目
安として本誌 1 頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，図
と表はそれぞれ 400 字原稿用紙ほぼ 1 枚に相当
します）。依頼による総説の場合，掲載料は無料
で す が， カ ラ ー 印 刷 の み 実 費（1 頁 当 た り
20,000 円から 32,000 円）を申し受けます。



日本眼光学学会　奨励賞規定

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

第 2条
次の各号所定の用件をすべて充たす者に対して奨励賞を授与する。
　1 ）日本眼光学学会の会員資格を有する者
　2 ） 研究業績が当該奨励賞授与前年に発行された「視覚の科学」第 1 ～ 4 号のいずれかに原著論文として掲

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

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

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

第 5条
奨励賞受賞者は，受賞年度の日本眼光学学会総会において記念講演を行う。

第 6条
この規定の改廃は，理事会の決議をもって行う。

付則
この規定は､ 平成 21 年 1 月 1 日から施行する。



日本眼光学学会　学術論文賞規定

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

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

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

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

第 5条
論文賞受賞者は受賞年の日本眼光学学会時に記念講演を行う。

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

付則
この規定は､ 平成 25 年 1 月 1 日から施行する。
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2013 年 3 月

会　　　報

第 15回　帝京弱視斜視研究会
日本眼科学会専門医制度生涯教育事業認定（認定事業番号 18953）
日本視能訓練士協会生涯教育制度事業認定（認定事業番号 0022）

日　時：2013 年 5 月 14 日（火）　19 ～ 21 時
場　所：帝京大学新本部棟 2 階　臨床大講堂
演　題：
　 1 ．小児における網膜記録法の進歩　
　　　～特に手持ち OCT，RetCam，OPTOMED M5 を中心に～
 　　　　　　　　羅　錦營（羅眼科・帝京大）
 　　　　　座長；小林義治（帝京大）
　 2 ．生と死のバイオエシックス 　　　　　　　　冲永隆子（帝京大）
　 　　　　　座長；木田淳子（帝京大）
　 3 ．症例検討会 オーガナイザー；林　孝雄（帝京大）
　　①複視を主訴とした外斜視の網膜異常対応を治療した 1 例

鈴木裕太1），森　啓太1），羅　錦營1 ,  2）（羅眼科 1），帝京大2））
　　②眼位の変化に伴い網膜対応が変化した 2 例 　　　　　　　　安藤嘉奈子（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
　　　　http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~ortho/med/index.htm

【会場が変更になりました】

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

本チュートリアルの趣旨と特長
　日本のQOV（Quality of Vision）は，眼光学に関心の深い眼科医，視能訓練士，理
工系の研究者，それと関連する企業の尽力により，世界的に見ても高品位に保たれてい
ますが，実際の臨床現場ではより深い眼光学の知識を必要とする機会が多くなっていま
す。そこで，知っておくべき，あるいは臨床で困ったときに役立つ光学知識を，眼光学
の観点から解りやすく解説するセミナーを開催します。
　今回で第6回目を迎えますが，既に約800名の方が受講され，たいへん好評を博して
おります。本年度も，前回アンケート結果をふまえて眼科医，視能訓練士向けの内容と
しておりますが，オプティカルエンジニアの方にも有益な内容となっておりますので，
ぜひより多くの方のご参加をお待ちしております。

2013 眼光学チュートリアルセミナー
－ 眼科医・視能訓練士のための －
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☆昨年度のアンケートより（一部抜粋）
・ 学会に参加するよりも臨床的で，基礎の復習から実践までと，わかりやすかったです。
・  大変興味深い内容ばかりで参加してよかったです。基礎からご講義頂いたので，他の

スタッフにも参加を薦めたいと思います。
・  基礎光学については噛み砕いて説明して頂き，難しかったですが楽しく聴くことがで

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

とが出来て，とても勉強になりました。

2013 眼光学チュートリアルセミナー 講義内容

8

月

3

日

（土）

9：30
｜

9：45

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

9：45
｜

10：45

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

（休憩10分）

10：55
｜

11：45

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

11：45
｜

12：35

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

（昼食60分）

13：35
｜

14：25

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

14：25
｜

15：15

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

（コーヒーブレイク15分）

15：30
｜

16：30

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

（休憩10分）

16：40
｜

17：40

近視矯正，進行予防
　近視矯正手術はエキシマレーザー屈折矯正手術と有水晶体眼内レンズ手術，非
手術法ではオルソケラトロジーの光学的特徴について解説する。また，近視進行
抑制可能な光学系についても解説してみたい。
 京都府立医科大学 眼科学教室 助教　稗田　牧氏
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8

月

4

日

（日）

9：00
｜

10：10

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

（休憩10分）

10：20
｜

11：20

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

（休憩10分）

11：30
｜

12：30

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

（昼食60分）

13：30
｜

14：30

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

（コーヒーブレイク15分）

14：45
｜

15：55

眼球構造の観察・治療装置（眼底カメラ，眼科手術顕微鏡・細隙灯顕微鏡）
　眼底カメラの基本構造，カラー・蛍光眼底撮影，走査型レーザー撮影装置

（SLO）のメカニズムについてわかりやすく解説する。また，手術顕微鏡や細隙
灯顕微鏡を用いた眼底観察光学系について，各種の前置レンズと観察される眼底
像の違いについてわかりやすく述べる。
 国立病院機構東京医療センター 眼科 医長　野田　徹氏

※本カリキュラムは講師の都合により，変更する場合がございます。

【スケジュール】上記をご覧ください。（多少の変更はご了解下さい）
　　　　　 ※JOEMのホームページからもご覧頂けます。URL：http://www.joem.or.jp/

【主　　催】 日本眼光学学会（日眼生涯教育事業認定）＆ 一般社団法人日本オプトメカト
ロニクス協会（JOEM）

【後　　援】公益社団法人日本視能訓練士協会（生涯教育認定事業）
【会　　場】機械振興会館地下2階ホール（東京都港区芝公園3－5－8）
　　　　　 （アクセス　http://www.jspmi.or.jp/kaigishitsu/access.html）

【交　　通】【地下鉄】東京メトロ日比谷線（神谷町駅下車　徒歩8分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄三田線（御成門駅下車　徒歩8分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄大江戸線（赤羽橋駅下車　徒歩10分）
　　　　　　　　　　都営地下鉄浅草線・大江戸線（大門駅下車　徒歩10分）
　　　　　 【ＪＲ】　 山手線・京浜東北線（浜松町駅下車　徒歩15分）
　　　　　 【東京モノレール】浜松町駅下車　徒歩15分

【参 加 費】日本眼光学学会会員：25,000円　　JOEM会員：25,000円
　　　　　 （公社）日本視能訓練士協会正会員：15,000円　　研修医／学生：15,000円
　　　　　 一般：30,000円 （テキスト代，消費税込）

【申込期限】2013年7月26日（金）まで（定員（200名）になり次第締め切ります。）
【申込方法】お申込みフォームは下記のURLからお入りください。
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第 49回日本眼光学学会総会

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

区分 事前登録 当日登録

会員 12,000 15,000

非会員・企業 14,000 18,000

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

　　　　　 お申込み受付後，JOEMから申込責任者宛に受講票と請求書をご郵送いたします。
　　　　　　 http://www.joem.or.jp/moushikomi（g）.htm

【振 込 先】口 座 名：一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
　　　　　 取引銀行：みずほ銀行　神谷町支店　普通預金　2187994

【申込先及び問合せ先】
　　　　　 一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会
　　　　　 〒105－0011　東京都港区芝公園3－5－22
　　　　　 TEL：03－3435－9321　FAX：03－3435－9567　E-mail：info＠joem.or.jp



（ 5 ）

2013 年 3 月

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

第 61回日本臨床視覚電気生理学会

会　期：2013 年 10 月 4 日 （金） ～ 5 日 （土）
会　長：不二門　尚（大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学）
　　　　〒565-0871　吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　TEL： 06-6879-3941  FAX： 06-6879-3948
会　場：千里ライフサイエンスセンター　URL: http://www.senrilc.co.jp/
　　　　〒560-0082　豊中市新千里東町 1-4-2
　　　　TEL：06-6873-2010　FAX：06-6873-2011
学会ホームページ：http://web.apollon.nta.co.jp/jscev61/
プログラム（予定）：
・招待講演：「人工網膜ドイツグループの現況（仮題）」 Florian Gekeler（Tuebingen Univ）
・韓日合同シンポジウム：
　　　　　　「Retinal degeneration-physiology, pathogenesis, and reconstruction」

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

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

登録料： （円）

区分 事前登録 当日登録

医師（会員，非会員） 12,000 15,000

コメディカル 4,000 5,000

上記以外 12,000 15,000

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

本学会に関するお問合せ
・学会事務局：〒565-0871　吹田市山田丘 2-2　大阪大学医学部 G4
　　　　　　　大阪大学大学院医学系研究科医用工学講座感覚機能形成学
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会
　　　　　　　Tel：06-6879-3941　Fax：06-6879-3948
・運営事務局：〒 530-0001　大阪市北区梅田 1-11-4　大阪駅前第 4 ビル 5 階 



（ 6 ）

視覚の科学　第34巻第 1 号

　　　　　　　㈱日本旅行 西日本 MICE 営業部　企画営業部　制作チーム
　　　　　　　第 61 回日本臨床視覚電気生理学会運営事務局　
　　　　　　　Tel：06-6342-0212　Fax：06-6342-0214　E-mail: jscev_61@nta.co.jp

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

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

会　期：2014 年 7 月 11 日（金）～ 13 日（日）
　　　　第 32 回日本眼腫瘍学会　　　　　　2014 年 7 月 11 日（金）午後～ 12 日（土）午前（予定）
　　　　第 29 回日本眼窩疾患シンポジウム　2014 年 7 月 12 日（土）午後～ 13 日（日）午前（予定）
会　場：プレスタワー　静岡新聞ホール
　　　　住所：〒 430-0927　浜松市中区旭町 11-1　17F
　　　　問合先：静岡新聞社・静岡放送 21 世紀倶楽部　TEL：053-455-2001

【第 32 回日本眼腫瘍学会】
会　長：辻　英貴（がん研有明病院眼科部長）
事務局：がん研有明病院
　　　　〒135-8550　東京都江東区有明 3-8-31 （臨海副都心）
　　　　TEL：03-3520-0111 （大代表） 　FAX：03-3520-0141
　　　　担当；辻　英貴，小野崎　操

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

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

5/5（日）～
5/9（木）

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

Washington State 
Convention Center, 
Seattle, WA, USA

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

2012/12/7

5/10（金）～
5/15（水）

Vision Sciences Society 
12th 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

2012/12/4

6/9（日）～
6/14（金）

CLEO 2013 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, 
USA

c/o OSA Customer Service - CLEO/
QELS Management
E-mail: custserv@osa.org
Tel: +1 202.416.1907
URL: http://www.cleoconference.org/

2013/1/30

7/5（金）～
7/8（月）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2013

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

2013/4/15

7/24（水）～
7/26（金）

日本視覚学会 2013 年
夏季大会

札幌市立大学桑園キャン
パス（北海道札幌市中央
区）

8/25（日）～
8/29（木）

European Conference on 
Visual Perception （ECVP）

Bremen Exhibition and 
Conference Centre, 
Bremen Germany

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

9/16（月）～
9/20（金）

2013 年応用物理学会
秋季講演会

同志社大学 京田辺キャン
パス（京都府京田辺市）

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

10/4（金）～
10/6（日）

Fall Vision Meeting 2013 Houston, Texas, USA

10/6（日）～
10/10（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2013（OSA）

Hilton Bonnet Creek, 
Orlando, FL

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

2013/5/6

10/31（木）～
11/3（日）

第 67 回日本臨床眼科学会
総会

パシフィコ横浜（神奈川
県横浜市）

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

2013/5/7

11/16（土）～
11/19（火）

AAO Annual Meeting 
2013

Ernest N. Morial 
Convention Center, New 
Orleans, LA

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

2013/4/9
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◆　2014 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/17（金）～
1/19（日）

第 37 回日本眼科手術学会
総会

京都国際会館（京都市左
京区）

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

2/1（土）～
2/6（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

The Moscone Center
San Francisco, CA, USA

URL: http://spie.org/x2584.xml

3/17（月）～
3/20（木）

2014 年応用物理学会
春季講演会

青山学院大学（神奈川県
相模原市）

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

日本眼光学学会変更届
移動が生じた場合は、速やかに変更届を FAX (072-623-6060)で事務局へお届けください。
事務局には全て届けていただきますが、名簿に記載しない項目には×印を忘れずお付け下さい。

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

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

 変更の内容
（該当箇所に〇を
　お付け下さい）

ふ り が な ふりがな

新住所ふりがな

氏　　　　名 旧　姓

会員番号

新勤務先住所

新勤務先名称

新電話番号 新FAX番号

新FAX番号

変更届出年月日 年　　月　　日

新自宅住所

新電話番号

文書および
雑誌送付先

1．勤務先
2．自　宅

E-mail

E-mail

新勤務先英文名

1．氏名　　　　　　2．自宅住所　　　　　　3．勤務先

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

ご氏名

新住所ふりがな

〒

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

〒

〒


