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巻　頭　言

logMAR スコアと ETDRS チャート
長谷部　聡
（岡山大学）

本巻には，眼科医にとって興味深い研究報告が掲載されている。浅川氏の論文は，斜視矯正に使うフレネル膜プリ

ズムに関するもので，度数が 10 プリズムを超えるとコントラスト感度や視力の低下がみられたという。偏光角が大き

くかつ視機能に影響を及ぼしにくい膜プリズムはできないものか。山本氏の論文は，乱視眼の視機能に与える瞳孔径

の影響を検討した報告である。適度な残余乱視は焦点深度を広げる。瞳孔径が小さい症例で単焦点眼内レンズ＋軽度

の近視性乱視をねらうことは，裸眼での明視域を広げるだけでなく，矯正視力を担保できるという点で，多焦点眼内

レンズに劣らぬ選択肢かもしれない。

両論文で視力評価に用いられたのが logMAR スコアである。ご承知のように logMAR スコアは線形性が維持されて

いるために，直接統計解析に使用できる。また，低視力を細かく調べる上でも役に立つ。しかし小数視力に慣れ親し

んだ筆者からみれば，プラス・マイナスの極性をもつ視力は直感的になじめないと思っていた。

しかし ETDRS チャート（1982 年，糖尿病網膜症の多施設共同研究 Early Treatment Diabetic Retinopathy Study

で使用された視力表で，視力をアウトカムとする臨床研究のデファクト・スタンダードとなっている）を知るに至

り，そうかと膝を叩いた。logMAR は視力そのものではなく，標準視力 1.0（logMAR スコアで 0 ）の人が，ETDRS

チャート上で可読ラインを何段失ったかを示すスコアなのである。可読ラインを 1 段失うごとにスコアは 0.1 ずつ上

昇し，10 段すべてを失うとスコアは 1（小数視力で 0.1）になる。標準視力を超えれば（便宜上）過剰視力と考え，極

性はマイナスに転じる。

研究だけかといえば，そうではない。WHO は International Statistical Classification of Diseases（以下 ICD）「疾

病・傷害および死因統計分類提要」を刊行している。我が国でも診療報酬請求の IT 化の流れのなかで，ICD 疾患コー

ドはすべての診療科において保険診療上欠かせないものとなっている。ICD の目的は世界レベルでの医療情報の標準

化である。標準化された医療情報があれば，国内レベルでも医療機関の客観的な比較が可能になる。とくに ICD-9-C

では，ロービジョンを含めた視覚障害カテゴリー（ranges of vision loss）が提唱され，カテゴリーごとに視覚関連活

動能力が示されている。ここで視力基準として用いられているのは，小数視力でも分数視力でもなく，logMAR スコ

アである。医療情報の国際的標準化の流れのなかで，ETDRS チャートと logMAR スコアの重要性は，今後ますます

高まることが予想される。

図　ETDRS チャートの例（Precision Vision 社のホームページより）
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原　　著

コントラスト感度と視力に影響する
フレネル膜プリズムの最小度数
浅 川 　 賢1 ,  2），中山奈々美2），川守田拓志1 ,  2），魚 里 　 博1 ,  2）

1 ）北里大学医療衛生学部視覚機能療法学
2 ）北里大学大学院医療系研究科

Effects of Fresnel Prism Power on Contrast Sensitivity
and Visual Acuity
Ken Asakawa1, 2), Nanami Nakayama2), Takushi Kawamorita1, 2) and Hiroshi Uozato1, 2)

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

目的：コントラスト感度と視力が低下するフレネル膜プリズムの最小度数を検討する。
方法：平均 21.5 歳の健常者 19 名を対象に，フレネル膜プリズムを基底内方に 5～40⊿まで 5⊿間隔で付加

し，コントラスト感度と視力を測定した。コントラスト感度は 1.5，3，6，12，18 cycles/degree（c/d）の
空間周波数において対数値に換算，視力は logMAR 値に換算し，それぞれをプリズム付加前後にて比較した。

結果：1.5～18 c/d における log コントラスト感度はプリズム度数増加により低下し，有意差が認められた
最小度数と対数値はそれぞれ 35⊿で 0.66，20⊿で 0.69，15⊿で 0.49，15⊿で 0.34，10⊿で 0.17 となっ
た。また logMAR 値は 10⊿にて 0.1（小数視力 0.7）程度まで有意に低下する結果となった。

結論：10⊿の膜プリズム付加にて，高空間周波数のコントラスト感度と遠方視力の有意な低下を生じた。
この解像力低下は多要因が複雑に関連しているものの，これらの特性を把握すれば，光学的補助具としてよ
り有用となり得る。 （視覚の科学　31: 129−133，2010）
キーワード：フレネル膜プリズム，コントラスト感度，遠方視力，解像力

Purpose: To investigate the effect of a Fresnel prism on contrast sensitivity and visual acuity 
values.

Methods: We measured contrast sensitivity and visual acuity in 19 healthy subjects after they had 
worn Fresnel prisms ranging from 5 to 40⊿ , in 5⊿ steps.  Contrast sensitivity and visual acuity values 
were converted to log contrast sensitivity values and logMAR values, respectively.

Results: The log contrast sensitivity values in each spatial frequency area (1.5, 3, 6, 12 and 18 c/d) 
and the logMAR of visual acuity both gradually decreased when prisms of 5 to 40⊿ were worn.  Log 
contrast sensitivity decreased with increasing power of the prism; significant changes were obtained 
at each spatial frequency area: 0.66 at 35⊿, 0.69 at 20⊿, 0.49 at 15⊿, 0.34 at 15⊿ and 0.17 at 10⊿.  
Furthermore, the logMAR value at 10⊿, at which a significant decrease was seen, was 0.1.

Conclusions: These optical factors of low resolution are complex and controversial issues.  
However, the Fresnel prism proved to be more useful in orthoptics and low vision as these optical 
factors came to be understood. (Jpn J Vis Sci  31: 129-133, 2010)
Key Words : Fresnel prism, Contrast sensitivity, Visual acuity, Resolution
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1.　緒 言

フレネル膜プリズム（以下 膜プリズム）は，斜視
に代表される両眼視機能異常における視能矯正や半
盲，視野狭窄など，視野欠損のロービジョンに対する
光学的補助具として幅広く使用されている。その一方
で，膜プリズムは度数の増加とともに解像力低下を来
し，コントラスト感度1）と視力2）の低下を生じるこ
とが明らかになっている。それらの低下を生じる最小
度数や解像力低下の要因は多数の報告1−7）があるもの
の，一定の見解は得られていない。

本研究では，コントラスト感度と視力に影響する膜
プリズムの最小度数および解像力低下の要因を過去の
報告を踏まえて検討した。

2.　方 法

1 ）対　象
屈折異常以外に眼疾患を認めない年齢 20～29 歳

（21.5±2.6 歳，平均値±標準偏差，以下同様）の健常
者 19 名を対象とした。レンズ交換法にて得られた自
覚的等価球面屈折値は−3.5±2.9D であった。なお，
研究の趣旨に関して十分な説明を行い，書面にて承諾
を得た後に測定を行った。

2 ）膜プリズムの光学的情報2）

膜プリズムの材質は，塩化ポリビニル（polyvinyl 

chloride  以下 PVC）であり，屈折率は 1.53，アッベ
数は 59.3 である。形状は厚さが中央部 0.64 mm，端

部 0.76 mm で，すべての度数の最厚部が 1 mm 以下
に設計されている。また微小プリズムが連続配列して
おり，一つのプリズム幅は 2 mm で，溝（畝）の深さ
は 0.08 mm である。

3 ）測定方法
レンズ交換法により得られた自覚的屈折値の完全矯

正レンズを装用させ，膜プリズム（3M Health Care

社 ） を 5，10，15，20，25，30，35，40⊿ と 5⊿ 間
隔にて基底内方に優位眼（Hole-in-card test で決定）
のみに付加し，コントラスト感度と遠方視力を測定し
た。いずれも環境照度が約 500 lx の条件下にて測定
を行い，検査上での測定環境の影響を可能な限り除外
した。コントラスト感度は VCTS-6500 （Vistech 社） 

を用い，チャートの輝度が約 100 cd/m2 となるように
調 整 し， 空 間 周 波 数 1.5，3，6，12，18（cycles/

degree  以下 c/d）において up，right，left，blank の
いずれかを強制選択法にて求め，対数値に換算した。
遠方視力は，上下左右を選択する 25％の偶発的な正
答を除くため，5/5 の 100％の正答をもってその視力
値とし，logMAR 値に換算した。

検討項目は各空間周波数において，コントラスト感
度と遠方視力の有意な低下を生じる膜プリズムの最小
度数およびその低下を生じる要因を検討した。統計解
析には膜プリズム付加前の値を基準として，One-way 

ANOVA を用いて有意差を確認後，Scheffé test によ
り多重比較を行った。
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図 1  膜プリズム度数とコントラスト感度（平均値±標準偏差）
  1.5～18 cycles/degree （c/d）における log コントラスト感度は，プリズ

ム度数増加に伴い低下し，有意差がみられた最小度数と対数値は，そ
れぞれ 35 ⊿で 0.66，20 ⊿で 0.69，15 ⊿で 0.49，15 ⊿で 0.34，10 ⊿
で 0.17 となった。

 1.5 c/d， 3 c/d， 6 c/d， 12 c/d， 18 c/d 
 ＊＊＊p＜0.0001　Scheffé test 
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3.　結 果

全例とも膜プリズムの度数が増加することで，コン
トラスト感度と視力が低下した。

コントラスト感度（図 1）において，1.5 c/d の低
空間周波数では統計学上，有意な低下を生じた最小度
数は 35⊿であった（p＜ 0.0001）。また 3，6 c/d の結
果も膜プリズムの度数増加によりコントラスト感度が
低下し，有意に低下した 最小度数はそれぞれ 20⊿，
15⊿であった（p＜ 0.0001）。更に 12，18 c/d の高空
間周波数領域では，15⊿，10⊿でも著明な低下を生
じる結果となった（p＜ 0.0001）。

以上をまとめると，低空間周波数領域では 40⊿の
膜プリズム装用でも約 0.2 log の低下であるのに対
し，中～高空間周波数においては 10⊿程度の膜プリ
ズム度数にて著明な感度低下を生じた（図 2）。

遠方視力も膜プリズム度数の増加とともに視力低下
を生じ，有意差がみられた最小度数は 10⊿であり，
logMAR 値 0.1（小数視力換算 0.7）程度まで低下す
る結果となった（p＜ 0.0001，図 3）。

4.　考 按

膜プリズムの度数増加によりコントラスト感度と視
力が低下することは，これまで多数の報告 1 − 7）がみ
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図 2  膜プリズム度数と各空間周波数におけるコントラスト感度（平均値の
み表記）

  1.5 c/d では 35⊿にて有意な感度低下を生じたが，0.2 log 程度であっ
た。一方，18 c/d では 10⊿でも有意に低下するなど，空間周波数に
よって感度低下を生じる最小度数が異なった。

  付加前， 5⊿， 10⊿， 15⊿， 20⊿，
 25⊿， 30⊿， 35⊿， 40⊿
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図 3  膜プリズム度数と logMAR 値（平均値±標準偏差）
  遠方視力の有意な低下を生じる最小度数は 10⊿であり，5⊿の装用ご

とに約 0.1 log の低下を生じた。
 ＊＊＊p＜0.0001　Scheffé test 
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られるが，本研究ではそれらに影響する膜プリズムの
最小度数と解像力低下の要因を検討した。その結果，
コントラスト感度は 1.5 c/d では 35⊿にて統計学的に
有意な感度低下を生じたが，0.2 log 程度の低下であ
り，一方，18 c/d では 10⊿でも著明に低下するなど，
空間周波数によって感度低下を生じる膜プリズム度数
が異なっていた。また遠方視力の有意な低下を生じる
最小度数は 10⊿と既報1 − 7）の値とほぼ同様の結果で
あり，5⊿の装用ごとに約 0.1 log の低下を生じるこ
とが明らかとなった。

これらの要因に関しては，膜プリズムによって生じ
る色分散1）や散乱2 ,  6），光量低下2）や反射3）などが既
報により検討されている。Woo ら1）によれば，膜プ
リズムの材質が PVC であるため色分散を著明に生
じ，解像力低下の要因と報告されている。しかし膜プ
リズムのアッベ数は 59.3 で，色分散は物質に固有の
値であるため，プリズム度数が増加しても色分散は変
化しないことから，大きな要因ではないと考えられ
る。しかし，色収差に関連した要素で，倍率色収差の
量はプリズムの頂角の大きさにほぼ比例8）し，プリ
ズム度数をアッベ数で除することで近似的に算出9）

さ れ る た め，5⊿ で は 5 /59.3 ≒ 0.08⊿，40⊿ で は
40 /59.3 ≒ 0.67⊿と，プリズム度数の増加に伴い大き
くなる結果となり，解像力低下の要因の一つと考えら
れる。

散乱は小さなプリズムが連続して配列している形状
から，度数の増加によりプリズム幅が狭くなることで
著明に生じ，解像力低下を来すとされている2）。すな
わち前述のごとく，プリズムの構造上，厚さを一定に
する必要があるため，度数が増加するとプリズム幅が
狭くなり，溝（畝）のみならずエッジ（不連続点）の
数が増えることで散乱を著明に生じると考えられる。
またコントラスト法にて前方散乱係数を算出すると，
膜プリズム 12⊿以上で有意に増加するとの報告6）や，
散乱を生じることで物体像を不明瞭にさせ，像形成に
有効な光量を低下させるとの報告10）からも，本研究
にて 10⊿以上で高空間周波数領域のコントラスト感
度や視力が低下した要因の一つと考えられる。

既報において膜プリズム度数が増加するほど，プリ
ズムに入射した光で基底方向に進む成分が視方向に屈
折されず，光量低下を生じるとされる2）。概して
PVC の表面反射では 4％程度の光量低下とされるが，
実際に輝度計 LS-100（コニカミノルタ社）を用い，
Maddox 正切尺の点光源の輝度を測定し，プリズム付

加前の値を 100％としてその低下率を算出すると，
5⊿でも 15％近くの光量低下を生じていた。材質の屈
折率が高い場合は反射が大きくなり光透過率も低くな
るが，膜プリズムの屈折率を考慮すると，その主な要
因としては前述の色収差や散乱が影響していると考え
られる。とくに膜プリズムにはコーティング加工が施
されていないため，その影響がより顕著であったと考
えられる。また反射は注視方向によって異なり，基底
側でみるとより著明で，視力を低下させる主な要因と
の報告もある1, 3）。すなわちプリズム面からの反射が
仮像を形成することで，プリズムの頂角に向かい凹
形，基底に向かって凸形の像の歪み（拡大）を生じる
ためとされるが，本研究でも被検者が視標を明視しよ
うとプリズムの基底方向に顔を回すことがあり，解像
力低下の要因とともに，上記の報告を支持するものと
考えられる。なお光量低下は網膜照度を減少させるこ
とで瞳孔径にも影響するが，瞳孔径はコントラスト感
度や視力のみならず様々な視機能に影響するため，今
後は瞳孔径との関連を含めて検討することが，本研究
の結論を見い出す解決策の一助となり得る。

以上を踏まえて解像力低下の要因をまとめると，膜
プリズムは材質上，色分散を生じ，度数が増加すると
倍率色収差が大きくなり，構造の問題から散乱や反射
を生じること，これらの光学特性とともに光量が低下
し，コントラスト感度や視力の低下を来すと考えられ
る。更にコントラスト感度と視力もそれ自体が関連し
ていることもあり，上記以外にも様々な要因が複雑に
関連して解像力を低下させていると考えられる。

本研究では，眼科臨床において幅広く普及している
膜プリズムが，コントラスト感度と視力を低下させる
最小度数を検討した。その結果，視力，コントラスト
感度ともに 10⊿で有意な感度低下を生じることが判
明した。このような欠点を有するものの，視能矯正や
ロービジョンにおいて必要不可欠であり，これらの特
性を把握した上で使用すれば，より有用なものとなり
得る。

本論文の要旨は，第 46 回日本眼光学学会総会において発
表した。
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Pupil Size and Astigmatism
−Effect on Visual Function−
Shinya Yamamoto1, 3), Hiroshi Uozato2, 3), Takushi Kawamorita2, 3), Nanami Nakayama2),
Katsumi Nakatani2) and Ken Onda1)

1) Fuchinobe General Hospital
2)  Department of Ophthalmology and Visual Science, Kitasato University Graduate School of Medical Sciences
3)  Department of Orthoptics and Visual Science, Kitasato University School of Allied Health Sciences

目的：乱視眼において瞳孔径は最小錯乱円サイズ（直径）を変化させるため，同じ乱視度数でも瞳孔径により
網膜像への寄与が異なることが考えられる。そこで，乱視と瞳孔，視機能との関係を調査したので報告する。

方法：対象は 11 名 11 眼（平均年齢 21.9±1.4 歳）である。測定にはコントラスト視力装置に電子瞳孔計
を内蔵した改良型 CAT-2000（Menicon 社）を用いた。また，実瞳孔径のコントロールができないため，本
実験は人工瞳孔を使用した。視力測定はシクロペントラート塩酸塩（サイプレジン®）点眼後，人工瞳孔 2.0～
5.0 mm （0.5mm 単位）と乱視 0～3.0 D （0.5 D 単位）を組み合わせ，昼間視コントラスト 100％にて行った。

結果：乱視が 1.0 D 以上では，瞳孔径が大きくなると視力は有意に低下した。乱視が強くなるほど瞳孔径
拡大に伴い視力がより低下する傾向が認められた。

結論：乱視眼では，瞳孔径が大きいと最小錯乱円サイズ拡大による網膜像の質の劣化を導き，その結果，
視機能に影響を与えている可能性が示唆された。 （視覚の科学　31: 134−139，2010）
キーワード：乱視，瞳孔，視力，最小錯乱円，眼内レンズ

Purpose: We investigated the effect of astigmatism and pupil size on visual function.
Methods: Included in this study were 11 eyes of 11 normal subjects.  We used a modified CAT-2000 

(Menicon, Aichi), with an electronic pupillometer built into the contrast visual acuity measuring device.  
Because control of pupil size was not possible, we used artificial pupils.  Visual acuity with artificial pupil 
(2.0～5.0 mm,  0.5 mm step) and astigmatism (0～3.0 D, 0.5 D step) after cyclopentolate (Cyplegin®) 
instillation were measured by 100 % contrast photopic vision.

Results: Visual acuity decreased significantly, pupil size becoming large at astigmatism over 1.0 D.  
Visual acuity decreased as astigmatism and pupil increased.

Conclusions: This study suggests that in the astigmatic eye, dilated pupil size diminishes retinal 
image quality by enlarging the circle of least confusion, affecting visual function.
 (Jpn J Vis Sci  31: 134-139, 2010)
Key Words : Astigmatism, Pupil, Visual acuity, Circle of least confusion, Intraocular lens
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図 1　瞳孔径計測用小型カメラとモニターを取り付けた改良型 CAT-2000 （Menicon 社）

1.　緒 言

近年，多焦点眼内レンズ（以下  IOL）1）や非球面
IOL 2）などの付加価値レンズの登場や，quality of 

vision の観点から乱視と視機能の関係が注目されてい
る。乱視が強いと裸眼視力3）やコントラスト感度4）

が低下することが報告されており，とくに多焦点
IOL を挿入した白内障術後では，角膜乱視の影響で
良好な裸眼視力が得られず満足度にも影響することが
懸念されている5）。いかに乱視を評価し軽減するかが
論点となっている。しかしながら，これらは乱視度の
みが議論され，最も視機能に影響する因子の一つであ
る瞳孔6）が考慮されていない。乱視眼において瞳孔
径は最小錯乱円サイズ（直径）を変化させているた
め，同じ乱視度でも瞳孔径により網膜像への寄与が異
なる可能性が示唆される。したがって，瞳孔径を考慮
した乱視と視機能の調査は重要課題である。そこで，
本実験では乱視眼における瞳孔径が視力に及ぼす影響
について調査した。更に，瞳孔径と最小錯乱円サイズ
の関係についても検討したので報告する。

2.　対象および方法

 1 ）対　象
対象は，屈折異常以外に眼科的疾患のない正常被検

者 11 名 11 眼，平均年齢 21.9±1.4 歳（21～26 歳） で
ある。ハードコンタクトレンズ装用者，logMAR−0.1

（小数視力 1.3）未満の者は除外した。被検眼は全例
右眼とした。

 2 ）測定機器
視 力 測 定 に は， 瞳 孔 計 測 用 の 小 型 カ メ ラ 15- 

BC20CML（Security System 社）と 7 インチ液晶モ
ニター TW-7ML1（Panasonic 社）を取り付けて改良
したコントラスト視力計 CAT-2000（Menicon 社）を
用いた（図 1）。本機器の視標はランドルト環を用い，
表示方法は字ひとつ表示である。視標コントラストは
100，25，10，5，2.5％の 5 段階，視標面輝度は昼間
視と薄暮視の 2 段階である。なお，視標輝度と背景
輝度の平均輝度が常に一定（昼間視 100 cd/m2，薄暮
視 5 cd/m2）になるように設定されている。本実験
は，前順応 10 分後，昼間視のコントラスト 100％に
て行った。視力値は，遠方視オートモードにて 3/5 以
上正答したときの値を採用した。

 3 ）実験条件
実瞳孔径のコントロールができないため，本実験は

シクロペントラート塩酸塩（サイプレジン®） 1.0％にて
散瞳し，人工瞳孔（ピンホール板：2.0～5.0 mm，0.5 

mm 単位）を用いて有効径を変化させた。乱視（0～
3.0 D，0.5 D 単位）は，最小錯乱円を網膜面位置に
矯正するために完全屈折矯正値に凸円柱レンズ（被検
眼の自覚乱視軸に挿入；直乱視 10 名，倒乱視 1 名）
と凹球面レンズを組み合わせて作成した。このときの
完全屈折矯正値の決定には，シクロペントラート塩酸
塩点眼 50 分後，瞳孔径が 5.0 mm 以上に散瞳してい
ることを確認し，基準瞳孔径として 3.0 mm を用いて
logMAR 値−0.1（小数視力 1.3）の段を 3/5 以上正答
したときの自覚屈折値（球面値：−1.95±2.18 D，
円柱値：−0.68±0.61 D）を採用した。そして，各乱
視度に各々の人工瞳孔径を組み合わせて視力値を測定
した。このとき，視軸と人工瞳孔の孔の中心がズレな
いように配慮する必要がある。そこで，モニター観察
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のもと孔の中心がアイレベルラインの水平ライン上の
中心にくるように，被検者の顎台の高さと額位置を調
整した（図 1）。更に，被検者には孔の中心に視標が
見えているか否かを確認しながら測定を行った。ま
た，基準瞳孔径より大きい人工瞳孔径を使用する場
合，球面収差の増加により最良像面が網膜前方にシフ
トする可能性が示唆される 7）。そこで球面レンズを追
加して自覚的な見え方が向上する症例に対しては追加
矯正を行った（表 1）。

 4 ）瞳孔径と最小錯乱円サイズの関係
Listing の省略眼8） （像側焦点距離 22.22 mm，屈折

力 60 D，屈折率 1.333）を参考に，標準眼軸眼（主平
面 H から網膜 R までの距離（以下 AL）22.22 mm，屈
折力 60 D）と長眼軸眼（AL 23.80 mm，屈折力 54 

D；AL 25.63 mm， 屈 折 力 52 D）， 短 眼 軸 眼（AL 

20.83 mm，屈折力 64 D）の各モデルに各々の乱視度
（1.0～3.0 D，1.0 D 単位）があるときの最小錯乱円サ
イズを計算した。また，各モデルの最小錯乱円が網膜
面に位置していることを仮定して算出した。そして，
強主経線の屈折力 D1 ，像側焦点 F1 とその焦点距離を
f1，弱主経線の屈折力 D2 ，像側焦点 F2 とその焦点距
離を f2，瞳孔径（1.0～6.0，1.0 mm 単位）を P として，

図 2　瞳孔径と最小錯乱円サイズ
（a）： 最小錯乱円サイズの決定法
 CS：最小錯乱円サイズ，P：瞳孔径，D1：強主経線の屈折力，D2：弱主経線の屈折力，F1：強主経線の像側焦点，
 F2：弱主経線の像側焦点，f1：強主経線の像側焦点距離，f2：弱主経線の像側焦点距離

（b）： 省略眼を用いて算出された瞳孔径と最小錯乱円サイズの関係
 長眼軸眼モデル （AL 25.63 mm）： 乱視 1.0 D …△…  乱視 2.0 D …□…  乱視 3.0 D …○…
 長眼軸眼モデル （AL 23.80 mm）： 乱視 1.0 D — —△— — 乱視 2.0 D — —□— —  乱視 3.0 D — —○— —
 標準眼軸眼モデル （AL 22.22 mm）： 乱視 1.0 D ——▲—— 乱視 2.0 D ——■—— 乱視 3.0 D ——●——
 短眼軸眼モデル （AL 20.83 mm）： 乱視 1.0 D ——△—— 乱視 2.0 D ——□—— 乱視 3.0 D —○——

a b

表 1　各乱視度と各瞳孔径の組み合わせにおける視力および追加矯正した割合とその度数

瞳孔径 （mm） 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

乱視度 （D）

0.0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0

0.5 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.1±0 −0.09±0.03

1.0 −0.09±0.03 −0.07±0.06 −0.08±0.04 −0.05±0.07 −0.04±0.05 0.00±0.08 　0.01±0.08

1.5 −0.07±0.05 −0.05±0.08 　0.00±0.10 　0.05±0.05 　0.08±0.11 0.09±0.09 　0.15±0.11

2.0 −0.03±0.05 　0.02±0.11 　0.12±0.13 　0.20±0.13 　0.21±0.08 0.23±0.08 　0.31±0.11

2.5 　0.07±0.11 　0.13±0.09 　0.21±0.08 　0.25±0.14 　0.30±0.16 0.36±0.12 　0.35±0.15

3.0 　0.15±0.08 　0.21±0.10 　0.26±0.10 　0.32±0.13 　0.37±0.11 0.38±0.13 　0.45±0.14

追加矯正した

割合と度数

割合（人数）

追加度数

0 / 11 0 / 11 基準瞳孔径 0 / 11 2 / 11 2 / 11 4 / 11

− − 基準瞳孔径 − −0.25±0 −0.25±0 −0.25±0

※視力は logMAR で表示している（平均値±標準偏差）
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最小錯乱円サイズ CS は，

　CS ＝ P
（D1−D2）
（D1＋D2）

　　（図 2a）

にて求めた。

3.　結 果

1 ）瞳孔径と最小錯乱円サイズ
乱視度をパラメータとした瞳孔径と最小錯乱円サイ

ズとの関係を図 2b に示す。瞳孔径が大きくなると最
小錯乱円サイズは大きくなった。そして，乱視が強い
ほど瞳孔径拡大に伴う最小錯乱円サイズの変化はより
大きくなった。また，眼軸長が長いほど最小錯乱円サ
イズは大きくなったが，乱視が弱い場合や小瞳孔では
眼軸長が最小錯乱円サイズの変化に及ぼす影響はわず
かである。ただし，長眼軸で，かつ乱視が強く瞳孔径
が大きいと最小錯乱円サイズの変化は大きくなる傾向
を認めた。

2 ）乱視眼における瞳孔径と視力
各乱視度と各瞳孔径の組み合わせにおける視力

（logMAR）の結果を表 1 に示す。乱視 0 D および
0.5 D では，各瞳孔径において遠方視力の有意な低下
を認めなかった（ANOVA，p＞0.05）が，乱視が 1.0 

D 以上では瞳孔径が大きいほど遠方視力は有意に低
下した（ANOVA，p＜0.01）（図 3a）。乱視が強く，
かつ瞳孔径が大きい眼ではより低下傾向を認めた。た
だし，瞳孔径が 3.0 mm 以下なら乱視 1.0 D でも遠方
視 力 の 有 意 な 低 下 は な く（Scheffé test，p＞0.05）

（図 3b），更に瞳孔径が 2.0 mm では乱視 1.5 D でも
有意な低下を認めなかった（Scheffé test，p＞0.05）。
乱視が 2.0 D 以上では，すべての瞳孔径において乱視
0 D および 0.5 D の遠方視力より有意に低下した

（Scheffé test，p＜0.01）。

4.　考 按

本検討により，同じ乱視度であっても瞳孔径が視力
に影響を及ぼしていることが確認された。乱視 1.0 D

以上で視力の瞳孔依存性を認め，乱視が強く，かつ瞳
孔径が大きい眼では視力はより低下傾向を示した。こ
の原因として，瞳孔径が最小錯乱円サイズや角膜乱視
に及ぼす影響が挙げられる。前者は図 2b に示すよう
に，同じ乱視度であっても瞳孔径拡大に伴い最小錯乱
円サイズは大きくなる。その結果，網膜像の質の劣化
を導いたことが示唆される。後者は OPD-Scan Ⅱを
用いて瞳孔径と角膜乱視の関係を検討（川守田拓志
他：乱視矯正における瞳孔径が網膜像に与える影響．
第 45 回日本眼光学学会総会，2009）したところ，角
膜の弱主経線と強主経線の屈折度勾配が異なる結果，
瞳孔径拡大に伴い他覚乱視は強くなることを報告して
いる。よって，これらが乱視眼において瞳孔径が視力
に及ぼす主な影響因子であることが考えられる。

乱視は裸眼視力を低下させ，とくに眼鏡からの解放
を目標とする多焦点 IOL 眼では角膜乱視の影響で良
好な裸眼視力が得られず，満足度にも影響することが
懸念されている5）。したがって，良好な裸眼視力を獲

図 3　乱視と瞳孔，視力の関係
（a）： 各瞳孔径における乱視度と視力
 ANOVA，p＜0.01（乱視 1.0 D 以上） 

（b）： 各乱視度における瞳孔径と視力
 ANOVA，p＜0.01
 ＊：Scheffé test，  p ＜0.01 （乱視 0 D の結果）＊：Scheffé test，  p＜0.01 （乱視 0.5 D の結果）
 ※図スペースの都合上，乱視 0 D および 0.5 D の統計結果のみを図示
 ※——●—— と——｜—— は重なっている。

a b

— 137 —

2010 年 12 月 乱視の瞳孔依存性・山本真也他



得するのに許容される乱視度はどの程度までかが論点
となっている。本検討から，良好な裸眼視力を獲得す
るには瞳孔依存性がなく，かつ視力の有意な低下のな
い乱視 0.5 D 以下が最適といえる。瞳孔径を考慮すれ
ば，瞳孔径（入射瞳）3.0 mm 以下なら乱視 1.0 D，瞳
孔径 2.0 mm なら乱視 1.5 D であっても視力の有意な
低下はなく，良好な裸眼視力を獲得できる可能性が示
唆される。つまり，乱視 1.0 D で瞳孔径が 3.0 mm よ
り大きい場合，乱視 1.5 D で瞳孔径が 2.0 mm より大
きい場合，瞳孔径は関係なく乱視 2.0 D 以上の場合，
輪部減張切開術（LRI）9）や laser in situ keratomileusis

（LASIK）10），トーリック IOL11）などによる乱視矯正
の適応と考えられる。瞳孔径が大きい眼ほど乱視矯正
の必要性が高くなることが示唆され，瞳孔依存性のな
い乱視 0.5 D 以下を目標にするとよいと思われる。た
だし，瞳孔は常に変動し，とくに環境照度に大きく依
存しており一定ではない12）。低照度下では瞳孔径は大
きくなり，その結果，乱視眼では網膜像の質が劣化す
ることに留意する必要がある。したがって，乱視 1.0 

D 以上では昼間視および薄暮視下での瞳孔径を測定し
考慮すべきである。

本結果は，眼科臨床において白内障術前の角膜乱視
度や瞳孔径が術後の視力に及ぼす影響を予測でき，
IOL 選択の一助としても有用であるといえる。一つ
は多焦点 IOL である。屈折型と回折型とに分けるこ
とができるが，前者はレンズの構造上，近用ゾーンを
有効に，かつ良好な近方視力を獲得するためには，約
3.4～3.8 mm 以上13, 14）の近方視の瞳孔径（入射瞳）
が必要になる。しかし，角膜乱視がある症例では，瞳
孔径が大きすぎると乱視の影響を強く受けるため，良
好な裸眼視力を獲得することが難しくなる。したがっ
て，視力への瞳孔依存性がない角膜乱視 0.5 D 以下が
望ましい。一方後者は，レンズの構造上，視力が瞳孔
径の影響を受けにくいという利点がある。良好な裸眼
視力を獲得するには瞳孔径を考慮すれば角膜乱視 1.5 

D まで可能ではあるが，前述したように極めて小瞳
孔であることが条件となる。よって，瞳孔は環境照度
の影響を受けやすい点から良好な裸眼視力が獲得でき
るボーダーラインは角膜乱視 1.0 D までと考える。も
う一つは単焦点 IOL である。単焦点 IOL は，遠方か
ら近方のある一点に焦点を合わせることになる。焦点
合わせを遠近どちらにするかで，良好な裸眼視力を獲
得できる乱視度のボーダーラインに影響する可能性が
ある。すなわち瞳孔径の影響である。瞳孔径は遠方視

より近方視で縮小するため，近方合わせの方が視力は
乱視の影響を受けにくいことが考えられる。一方，遠
方合わせでは薄暮視力も重要となり，低照度下で瞳孔
径は更に大きくなることを考慮する必要がある。この
ことから，遠方合わせでは角膜乱視 1.0 D 以下，近方
合わせでは角膜乱視 1.5 D 以下をボーダーラインにす
ると良好な裸眼視力が得られる可能性が高くなること
が示唆される。視力が乱視の影響を受ける可能性があ
る眼では，トーリック IOL の適応が望ましいと考え
る。ただし，本結果は主に直乱視眼における結果であ
り，乱視軸の違いによる視力の影響は検討していな
い。更に，乱視が強い眼では眼軸長の影響も無視でき
ない可能性があり，瞳孔を含め今後調査が必要とされ
る。また，乱視は視機能を低下させる一方で明視域拡
大に貢献する可能性があり15），まだ明らかとなって
いない偽調節16）への関与など瞳孔径や乱視軸，眼瞼
の影響を考慮して今後検討していく予定である。今回
我々は，乱視眼において瞳孔径が視力に及ぼす影響に
ついて検討した。同じ乱視度でも，瞳孔径が大きいと
乱視が視力に及ぼす影響は大きくなる。瞳孔径が大き
くなると主に最小錯乱円サイズ拡大による網膜像の質
の劣化を導き，その結果，視力に影響を与えている可
能性が示唆された。
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※ 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。
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31 巻 4 号をお届けいたします。
昨今，3D 映像のゲーム機器やテレビなどが普及（？）しつつあり，両眼視機能をはじめとした

生体への影響が危惧されています。これらの新しい視覚提示装置の広がりにより，子供達の親か
らどのような影響があるのかと問われる機会が増えています。同様な不安は繰り返されるもので，
映像の不安として 1980 年代後半～1990 年代の VDT（visual display terminal）症候群が思い出さ
れます。とくに眼精疲労が危惧され，発生メカニズムの研究・予防の啓蒙が行われたこともあり，
PC（パーソナルコンピュータ）作業が必須となった現在でも，画面に対して生体は順応してきて
いるのか，あまり問題視されなくなっています。“ユビキタス”という用語が流行りましたが，今
やほとんど聞かれない。現在はやや意味合いが異なりますが “クラウド”に変わっています，流行
りと廃れは速いものです。3D 映像の全身に対する影響の研究も，今後ますます進められるものと
思われます。今号の原著 2 報は，フレネル膜プリズムのコントラスト感度への影響と瞳孔径の乱視
への影響を研究したものです。“古い”ものを対象としていますが，“新しい”視点に基づいてアプ
ローチしたもので，やはり時代は繰り返すもので温故知新といった研究であり，とても興味深く勉
強させていただきました。

編　集　後　記

原　 直 人 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
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会　　　報

第 65 回　日本臨床眼科学会

会 　期：2011 年 10 月 7 日（金）～ 10 日（月）
会　 場：東京国際フォーラム
　　　　〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-5-1　TEL：03-5221-9000
会　長：湯澤美都子（日本大学医学部視覚科学系眼科学分野）
副会長：濱崎　陞（東京都眼科医会）
プログラム委員長：井上幸次（鳥取大学医学部視覚病態学）
一般演題・インストラクションコース登録締切日：2011 年 5 月 30 日（月）正午
事前登録は 2011 年 8 月 17 日（水）17:00 に〆切りました。
事務局：【担当校】
　　　　日本大学医学部視覚科学系眼科学分野（事務局長；中静裕之）
　　　　〒101-8309　東京都千代田区神田駿河台 1-8-13
　　　　TEL：03-3293-1711　 
　　　　【運営事務局】
　　　　株式会社コングレ内
　　　　〒 102-8481　東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館 6 階
　　　　TEL： 03-5216-5318　FAX： 03-5216-5552
　　　　E-mail：ringan2011@congre.co.jp 
学会ホームページ：http://www.congre.co.jp/ringan2011/index.html 
日程表（予定）：

午前 昼 午後 夜

10月7日（金） 専門別研究会
学術展示
医療機器展示 ランチョンセミナー

学術展示
医療機器展示

シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示 イブニングセミナー

10月8日（土） シンポジウム
受賞講演
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示
モーニングクルズス/セミナー

ランチョンセミナー
学術展示
医療機器展示

招待講演 2
特別講演 2
シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示

イブニングセミナー

10月9日（日） シンポジウム
一般口演
インストラクション
モーニングクルズス/セミナー
学術展示
医療機器展示

ランチョンセミナー
学術展示
医療機器展示

招待講演 1
特別講演 1
シンポジウム
インストラクション
一般口演
学術展示
医療機器展示

専門医制度講習会
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午前 昼 午後 夜

10月10日（月） インストラクション
シンポジウム
病院運営プログラム
ナーシングプログラム
視能訓練士プログラム
モーニングクルズス
モーニングセミナー

フェアウェルセミナー

プログラム予定
特別講演：
　 1．清水公也（北里大）
　 2．寺崎浩子（名古屋大）
招待講演：
　 1．五條堀　孝（国立遺伝学研究所）
　 2．Anders Heijl （Malmö University Hospital, Sweden）
シンポジウム：
　 1．「QOV 向上を目指した角膜手術」 オーガナイザー； 榛村重人（慶應大）
 西田幸二（大阪大）
　 2．「High-QOV を目指したコンタクトレンズ診療の進歩」
 オーガナイザー； 近間泰一郎（山口大）
 村上　晶（順天大）
　 3．「最新の白内障手術」 オーガナイザー； 石井　清（さいたま赤十字病院） 
 柴　琢也（東京慈恵医大）
　 4．「緑内障を併発したらどうするか？　−疾患別アプローチ」
 オーガナイザー； 桑山泰明（福島アイクリニック）
 相原　一（東京大）
　 5．「薬物治療時代の網膜外科手術」 オーガナイザー； 坂本泰二（鹿児島大）
 北岡　隆（長崎大）
　 6．「眼感染症診断の進歩」 　オーガナイザー； 下村嘉一（近畿大）
 井上幸次（鳥取大）
　 7．「斜視・弱視と両眼視機能　up-to-date」
 オーガナイザー； 三村　治（兵庫医大）
 臼井千惠（帝京大）
　 8．「抗アクアポリン抗体陽性視神経症の最前線」
 オーガナイザー； 若倉雅登（井上眼科病院）
  中馬秀樹（宮崎大）
　 9．「屈折矯正手術後の視機能を再評価する」
 オーガナイザー； 前田直之（大阪大）
 岡本茂樹（岡本眼科クリニック）
　10．「近視進行予防の最前線」 オーガナイザー； 大野京子（東京医歯大）
  不二門　尚（大阪大）
　11．「眼瞼下垂の治療戦略」 オーガナイザー； 三戸秀哲（井出眼科病院）
 高村　浩（公立置賜総合病院）
　12．「網膜変性治療の最前線」 オーガナイザー； 山本修一（千葉大）
  近藤峰生（三重大）
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　13．「抗 VEGF 薬を用いた滲出型加齢黄斑変性の長期治療戦略」
 オーガナイザー； 高橋寛二（関西医大・枚方）
  湯澤美都子（日本大・駿河台）
　14．「法律面から見た勤務医の就業問題」 オーガナイザー； 山田昌和（日本眼科医会／東京医療センター）
 前田利根（日本眼科医会／前田眼科クリニック）
　15．「眼科手術における画像診断の効用」 オーガナイザー； 栗本康夫（神戸市立医療センター中央市民病院眼科）
 平形明人（杏林大）
　16．「外保連手術試案に関して」 オーガナイザー； 下村嘉一（近畿大）
 山岸直矢（山岸眼科医院）
　17．「糖尿病黄斑浮腫の薬物治療 - 新たな可能性と問題点」
 オーガナイザー； 石田　晋（北海道大）
 山下英俊（山形大）
　18．「PCV　日本の考え方，アジアの考え方」
 オーガナイザー； 吉村長久（京都大）
  岡田アナベルあやめ（杏林大）
病医院運営プログラム：
　　　「最新電子カルテ事情」 オーガナイザー； 前田利根（日本眼科医会）
 千原悦夫（日本眼科医会）
ナーシングプログラム：
　　　「インフォームドコンセントへの関わり−看護師の立場から−」
 オーガナイザー； 髙橋　広（北九州市立総合療育センター）
 大音清香（井上眼科病院）
視能訓練士プログラム：
　　　「EBM とアウトカム評価のウソ，ホント−あなたの行っている医療の評価−」
 オーガナイザー； 山田昌和（国立病院機構東京医療センター）
 南雲　幹（井上眼科医院）

第 12 回　帝京弱視斜視研究会
日本眼科学会専門医制度生涯教育事業認定（認定事業番号 18953）
日本視能訓練士協会生涯教育制度事業認定（認定事業番号 0022）

会　期：2011 年 10 月 18 日（火）　19 ～ 21 時
会　場：帝京大学新本部棟 2 階　臨床大講堂
演　題：
　 1 ．「パースペクティブの練習問題」～画家たちは考えた～ 中村桂三（帝京大）
　 2 ．未定 　　　　　　　　渡部　維（帝京大大学院医療技術研究科）
　 3 ．症例検討会 オーガナイザー；林　孝雄（帝京大）
　 4 ．第 23 回眼科専門医試験問題　　　斜視・弱視関連問題検討
 オーガナイザー；林　孝雄（帝京大）
 演者　　　　　　小鷲宏昭（帝京大）
 　　　　　　　　清水香奈（帝京大）
 　　　　　　　　露無陽子（帝京大）
参加費：無料
担　当：林 孝雄
　　　　帝京大学医療技術学部視能矯正学科
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　　　　〒 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

15th The IRSJ 2011・第 12 回眼科臨床機器研究会
ジョイントセミナー

日　時：2011 年 11 月 12 日（土）13：00～18：30
会　場：横浜シンポジア
　　　　〒 231-0023　神奈川県横浜市中区山下町 2 番地　産業貿易センタービル 9 階
　　　　TEL：045-671-7151
講演内容：
　　　　15th The IRSJ 2011　　13：00 ～ 15：00
　　　　　メインテーマ　近視メカニズムとその予防・矯正
　　　　　基礎編　モデレーター；魚里　博（北里大）
　　　　　　「近視の成因とその予防・矯正」　不二門　尚（大阪大）
　　　　　臨床編　モデレーター；鈴木雅信（北里大北里研究所メディカルセンター病院）
　　　　　　「フェムトセカンドレーザー各種機器とトレンド」　稗田　牧（京都府医大）
　　　　　　「フェムトセカンドレーザーと角膜屈折矯正手術」　神谷和孝（北里大）

　　　　第 12 回眼科臨床機器研究会（眼科専門医認定事業）　　15：30 ～ 18：30
　　　　　前眼部 OCT　モデレーター；森田哲也（北里大）
　　　　　「新開発の前眼部 OCT を用いた調節性変化の計測」　後藤敦史（キヤノン）
　　　　　「前眼部 OCT と角膜」　堀　裕一（東邦大佐倉）
　　　　　「前眼部 OCT と緑内障」　三嶋弘一（東京逓信病院）
　　　　　一般講演（日本眼科医療機器協会会員企業を対象に募集）
　　　　　モデレーター；天野理恵（北里大）
　　　　　新しい硝子体手術機器　コンステレーション　モデレーター；市邉義章（北里大）
　　　　　「硝子体手術の変遷」　柳田智彦（北里大）
　　　　　「コンステレーションとは」　吉田幸介（日本アルコン）
　　　　　「コンステレーションの手術経験」　井上　真（杏林アイセンター）

登録料：  （円）

医師・企業 コメディカル

事前 当日 事前 当日

15th The IRSJ 2011 4,000 5,000 3,000 4,000

第 12 回眼科臨床機器研究会 4,000 5,000 3,000 4,000

2 学会共通 7,000 9,000 5,000 7,000

申込み方法：郵便払込取扱票（事前登録用紙）による事前申込みまたは当日登録
事前登録締切：2011 年 10 月 14 日（金）
事務局：〒 252-0374　相模原市南区北里 1-15-1　北里大学眼科内
　　　　北里眼科セミナー事務局　担当；齋藤
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　　　　TEL/FAX：042-778-9679
　　　　E-mail：symposia@med.kitasato-u.ac.jp
　　　　IRSJ　http://www.irsj.jp/
　　　　眼科臨床機器研究会　http://www.soci.jp/

第 116 回日本眼科学会総会　開催のご案内

会　期：2012 年 4 月 5 日（木）～ 8 日（日）
会　場：東京国際フォーラム
　　　　〒100-0005　東京都千代田区丸の内 3-5-1
主　催：財団法人日本眼科学会
総会長：坪田一男（慶應義塾大学医学部）
副総会長：濱崎　陞（東京都眼科医会）
プログラム委員長：澤口昭一（琉球大学医学部高次機能医科学講座視覚機能制御学）
担当校：慶應義塾大学医学部眼科学教室　事務局長；小沢洋子
　　　　〒160-8583　東京都新宿区信濃町 35　TEL：03-3353-1211（代表）
お問合せ先：第 116 回日本眼科学会総会　運営事務局
　　　　　　株式会社メディ・プロデュース
　　　　　　〒107-0062　東京都港区南青山 4-1-12-203
　　　　　　TEL：03-5775-2075　FAX：03-5775-2076　E-mail：jos116@mediproduce.jp
総会テーマ：「世界に開かれた日眼」
　　　　　　Moving Beyond National Boundaries
　　　　　　Transnational Congress of the Japanese Ophthalmological Society
学会ホームページ：http://www.mediproduce.jp/116jos/
演題募集： インターネットを用いた「オンライン投稿」でのみ受付いたします。詳細は，学会ホームページの「演

題登録」にてご確認ください。
演題募集期間：2011 年 9 月 27 日 （火）～ 11 月 10 日 （木）　正午
プログラム：
　特別講演：根木　昭（神戸大）
 吉田晃敏（旭川医大）
　招待講演：Jonathan C. Horton （Univ of California - San Francisco）
 Jonathan Crowston （Univ of Melbourne）
 福田恵一（慶應義塾大学大学院医学研究科再生医学）
　日本眼科学会評議員会指名講演：「神経眼科の進歩」
 中馬秀樹（宮崎大）
 石川　均（北里大医療衛生学部視覚機能療法学）
 毛塚剛司（東京医大）
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第 68 回日本弱視斜視学会総会　　　　　
第 37 回日本小児眼科学会総会　合同学会

会　期：2012 年 6 月 29 日（金）～ 30 日（土）
会　場：名古屋国際会議場
　　　　〒 456-0036 名古屋市熱田区熱田西町 1-1
　　　　TEL：052-683-7711　FAX：052-683-7777
会　長：第 68 回日本弱視斜視学会総会　
　　　　矢ヶ﨑悌司（眼科やがさき医院）
　　　　第 37 回日本小児眼科学会総会
　　　　佐藤美保（浜松医科大学眼科学教室）
ホームページ：http://www.c-linkage.co.jp/japos2012/
運営事務局：第 68 回日本弱視斜視学会総会・第 37 回日本小児眼科学会総会 
　　　　　　合同学会運営事務局
　　　　　　株式会社コンベンションリンケージ内
　　　　　　〒 460-0008　名古屋市中区栄 3-32-20　朝日生命矢場町ビル
　　　　　　TEL：052-262-5070　FAX：052-262-5084
　　　　　　E-mail：japos2012@c-linkage.co.jp

学 会 会 合 案 内
◆　2011 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

9/16（金）～
9/18（日）

OSA Fall Vision Meeting 
2011

University of Washington, 
Seattle

URL: http://www.osavisionmeeting.
org/2011/conf/

2011/6/15

10/16（日）～
10/20（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2011（OSA）

Fairmont Hotel / Sainte 
Claire Hotel San Jose, 
California

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

2011/5/24

10/22（土）～
10/25（火）

AAO Annal meeting Orange County Convention 
Center, Orland

General questions:
meetings@aao.org
URL: http://www.aao.org/meetings/
annual_meeting/orlando.cfm

11/28（月）～
11/30（水）

Optics & Photonics Japan 
2011

大阪大学 コンベンション
センター・体育館

（大阪府吹田市）

Optics & Photonics Japan 2011 事務局
〒 164-0003　東京都中野区東中野
4-27-37　株式会社アドスリー内
TEL: 03- 5925-2840
FAX: 03- 5925-2913
E-mail: opj@opt-j.com
URL: http://opt-j.com/opj2011/

2011/8/5
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◆　2012 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/21（土）～
1/26（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA

Customer Service 
E-mail: CustomerService@SPIE.org
URL: http://spie.org/x13196.xml

2011/7/11

1/28（金）～
1/30（日）

第 34 回日本眼科手術学会
総会

名古屋国際会議場
（名古屋市熱田区）

株式会社コングレ中部支社
TEL: 052-950-3369
FAX： 052-950-3370
E-mail: jsos35@congre.co.jp
URL: http://www.congre.co.jp/jsos35/

3/15（木）～
3/18（日）

2012 年応用物理学会
春季講演会

神奈川工科大学
（神奈川県厚木市）

㈳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

5/6（日）～
5/10（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

2011/12/2

5/11（金）～
5/16（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

5/6（日）～
5/11（金）

CLEO 2012 San Jose Convention 
Center, San Jose, CA, 
USA

c/o OSA Customer Service-CLEO/
QELS Management
E-mail: custserv@osa.org
Tel: +1 202.416.1907
URL: http://www.cleoconference.org/
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日本眼光学学会 2010 年第 1 回常任理事会議事録

日　時：2010 年 4 月 16 日（金）12：10～13：30
場　所：名古屋国際会議場　2 号館 2F  225 号室
出席者：魚里　博，奥山文雄，佐藤美保，根岸一乃，不二門　尚，松本富美子，三橋俊文
　　　　オブザーバー川守田択志　　事務局より三宅啓子，佐々木ふぢ子　　　計 10 名
欠席者：大鹿哲郎，大沼一彦，小林克彦，吉田晃敏　　　　　　　　（50 音順，敬称略）

議　長：不二門　尚
議　題：
◆報告事項
1 ．正会員，法人会員，年間購読会員，寄贈（2010 年 4 月 10 日現在）
　　正会員　527 名，購読会員　17 箇所，寄贈　9 箇所，法人会員　28 社
2 ．学会開催について
　 1 ）第 46 回日本眼光学学会（魚里　博会長）
　　・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
　　・ 会長　魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学・視覚情報科学）
　　　 会費については会員としてのメリットはない。眼科臨床機器研究会とは別会計のため，会費も別に設定し

た。日本眼光学学会が終わった後で日曜日の午後から行う。懇親会は会費なしの予定。
　　　一般講演とシンポジウムはバッティングしないようにして，2 会場で行う予定。
　 2 ）第 47 回日本眼光学学会（根岸一乃会長）
　　・会期　2011 年 9 月 3 日（土）～4 日（日）
　　・会場　東京ステーションコンファレンス
　　・会長　根岸一乃（慶応義塾大学眼科学教室）
　　　 会場は足場を考えて設定した（東京駅直結）。最大 400 名しか入れないので特別講演などは 2 会場に中継

する予定。
　　　プログラム委員会を立ち上げる予定です。
　　　招待講演は Susana Marcos 先生にお願いした。
　　　場所についてはもう一度検討する。
　 3 ）第 48 回日本眼光学学会
　　・会期　未定
　　・会場　未定
　　・会長　大沼一彦（千葉大学大学院工学研究科）
　　　ESCRS とかぶらないように。サポートが必要か。
3 ．「視覚の科学」発行予定（三橋理事）
　　2010 年度第 31 巻
　　 1 号　5 月発行，　2 号　7 月発行，　3 号　9 月発行，　4 号　12 月発行予定
　　31 巻の特集として三次元ディスプレイ関係を掲載する予定
　　 1 号の内容は，総説 2 編，原著 1 編，トピックス 1 編，学会印象記 2 編である。
　　めがねの特集についてもお願いしているが，追々に掲載する予定
　　原著がもっと掲載されるようにしたい。
4 ．ホームページについて（奥山理事）
　　事務局変更のお知らせを日眼終了後に掲載する。
　　バックナンバー欄へ 29 巻 4 号から 30 巻 4 号の目次を追加する予定
　　次回の常任理事会までに相見積をとって決定できるようにする。
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5 ．学術奨励賞の推薦
　　遅れているので，至急行う。（30 巻 1～4 号に掲載された原著で，40 歳未満のもの）
　　編集委員のみで決定
6 ．第 3 回眼光学チュートリアルセミナー（松本理事）
　　2010 年 7 月 24 日（土）～25 日（日）に日本薬学会　長井記念会館長井記念ホールで行うと松本が報告した。
　　 他の常任理事からメンバーと内容を少しずつ変えていく。小林理事がいなくなったら，JOEM でやる意味

がない。収益が上がったからといって日本眼光学学会にメリットがないとの意見があった。
　　ターゲットは視能訓練士と眼光学に興味のある医師である。
7 ．その他
　　・今年の総会への補助金 50 万円は 5 月中に振り込む予定
　　・5 月に事務局を日本眼科紀要会へ移す。
　　　〒 567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6-302　担当：三宅啓子
　　　TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　E-mail：folia@hcn.zaq.ne.jp
　　・名簿は５月中に発行の予定
◆協議事項
1 ．2009 年度会計報告・予算案は 5 月中旬に常任理事へ報告の予定
2 ．事業計画についても事務局移転後に持ち回り常任理事会にかける。
3 ．会則を年に一度は学会誌に掲載する。
4 ．2013 年日本眼光学学会は医学系の吉村先生（京都大）にお願いしてはどうか。
5 ． 屈折調節研究会については，臨眼のときに根岸先生にインストラクションコースをお願いしている。今年も

行う予定。
6 ．その他
　　 次回常任理事会は日本眼光学学会会期中 9 月 3 日（金）16：30 ～ 18：00 を予定している。編集委員会は

その前 15：00 ～ 16：30 の予定
日本眼光学学会の存在意義
　眼科医，視能訓練士，眼鏡士が一堂に会して先端的なことをする，他にはない学会。
　海外の場合，オプトメトリスト，PhD の発表が多い。
　日本のエンジニアは企業のなかで開発をしているため，公開できないことも多い。
　 一般演題のあとにそれに関連することを，啓蒙，普及の方向性としてインストラクションコース，トピックス

として行う。例えば，IOL を作った人の発表など。
　今後，学会がもっと広がっていくように考えたい。

日本眼光学学会 2010 年第 2 回常任理事会議事録

日　時：2010 年 9 月 3 日（金）16：30 ～ 18：00
場　所：ヨコハマ　グランドインターコンチネンタルホテル　3F アトランティック
出席者：魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，小林克彦，佐藤美保，根岸一乃，不二門　尚，松本富美子，三橋俊文 
　　　　事務局　三宅啓子，瀧内祥子，佐々木ふぢ子　　計　12 名
欠席者：大鹿哲郎，吉田晃敏　　　（50 音順・敬称略）
議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
◆報告事項
1 ．会員についての現況　　　　　　　　　　　　　　（大沼理事）
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2010 年 8 月 20 日現在）　正会員 539 名（12 名増）・購読会員 17 箇所，寄贈 9 箇所，法人会員 26 社（2 社減）
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　　正会員は少し増えたが，法人会員は景気が厳しいので苦戦している。
2 ．第 45 回日本眼光学学会収支報告　　　　　　　　（不二門理事長）
　　第 48 回日本白内障学会総会・第 24 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・
　　22nd Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons Annual Meeting と合同で開催。
　　事前登録　2,545 名　　当日登録　1,022 名　　計 3,567 名
　　 収入 113,568,457 円，支出 113,568,457 円で，収入に比べ支出が少なかったため日本眼光学学会に 460,980

円の寄付があった。
　　 眼光学学会が大きな合同学会のなかでやや目立たなかった印象があるが，白内障・IOL 学会会員で眼光学に

興味のある先生とパイプができたのがよかった。
3 ．学会開催について
　 1 ）第 46 回日本眼光学学会現況報告 （魚里　博会長）
　　　・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 
　　　　　　　TEL045-221-2155（総合案内）
　　　・会長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学・視覚情報科学）
　　　　 事前登録　500 名強　会員・医師・企業などが 200 名強。残りが視能訓練士で，例年よりも 100 名く

らい多い。当日登録が 700 名を超えてほしい。
　　　　 企業参加が厳しく，会費を 10,000 円に抑えたため経理上厳しい。
　 2 ）第 47 回日本眼光学学会の現況報告 （根岸一乃会長）
　　　・日時：2011 年 9 月 3 日（土）・4 日（日）
　　　・会場：東京ステーションコンファレンス
　　　・会長：根岸一乃（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
　　　　プログラム委員会を立ち上げた。今年の参加人数を参考に決定したい。
　　　　招待講演は Susana Marcos 先生に決定している。
　　　　 一番大きい部屋が 430 名入れて，同じ大きさの部屋で中継をする。それ以外に展示の部屋を確保して

いる。
4 .「視覚の科学」発行予定 （三橋編集委員長）
　・2010 年度第 31 巻 1 号から 4 号の発行予定
　 1 ）発行時期：1 号　 6 月発行
　　　　　　　　2 号　 9 月　 予定
　　　　　　　　3 号　11 月末 予定
　　　　　　　　4 号　12 月末 予定
　 2 ）2 号の概要：総説 2 件
　　　　　　　　　① 眼科応用に向けたフルフィールド Optical Coherence Tomography の技術開発
 秋葉正博　　
　　　　　　　　　② 検影法の光学的原理−臨床眼科医による検影法の理論− 森実健二　他
　　　　　　　　　原著 2 件
　　　　　　　　　① 自動視野計による杆体系および錐体系反応の分離測定の試み 青木容子　他
　　　　　　　　　② マルチスペクトル画像を用いた眼底写真撮影光の検討 山内泰樹　他
　　　　　　　　　トピックス 2 件
　　　　　　　　　① 羞明の科学−遮光眼鏡適合判定のために 堀口浩史　他
　　　　　　　　　② 累進レンズの使い分け「最新事情」 山上守夫　　
　　　　　　　　　学会印象記 1 件
　　　　　　　　　① 国際近視学会印象記 不二門　尚　
 以上
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　 3 ）3 号の原著は 2 件ある。
5 ．ホームページについて （奥山理事）
　・詳細については 2 社で項目が異なるので整合性を合わせて見積もりを取り直す。
　・検索機能をつけるかどうか。PDF 化した原著をダウンロードできるかどうか。
　・査読については入っていない。会費納入状況を入れてもらったらどうか。
　・学会と学会誌とは分離していない。仕様書を作って比較するとよくわかる。
　・ オンラインのサブミッションも行う可能性があるかどうかも尋ねる。眼光学はあまり変化はないので，古い

データも役に立つ。追加料金についても尋ねる。
　・もう少し情報を集めて，今年中に持ち回り理事会で決定する。
　・ 総会案内をクリックすると日本眼光学学会以外が出てくるのは違和感がある。関連学会として掲載するなら

わかる。
6 ．学術奨励賞について （三橋理事）
　　中山奈々美氏　10 票，横山　翔氏　12 票であり，今回は 2 名とした。
　・中山奈々美　26 歳（北里大学）
　　「瞳孔径が調節微動高周波成分出現頻度に及ぼす影響」
　・横山　翔　　29 歳（社会保険中京病院）
　　「広角測定を可能として Ultrasound Biomicroscopy による毛様溝間距離の検討」
　　候補者が少ないので原著をもっと集めたいと思う。
7 ．第 3 回眼光学チュートリアルセミナー （小林理事）
　　会　期：2010 年 7 月 24 日（土）・25 日（日）
　　場　所：日本薬学会　長井記念会館　長井記念ホール
　　参加者：210 名
　　視能訓練士と研修医の参加費を考慮した。定員をオーバ−した。
　　聴講者と受ける人のニーズが乖離している。レベルについては落とす必要はない。
　　JOEM の事務局としては来年も開催したい。
　　根岸理事： このセミナーは眼光学学会としてのメリットがあるのか。眼光学学会のときの午後に開催しては

どうか。学会の合間に宣伝を出せるとよい。
　　松本理事： 眼光学学会の名前があると対外的にはよい。眼光学の名前で講師の先生も受けてくださっている。

JOEM は事務処理が早く，的確である。全部理解できなくてもイメージがわけば臨床も変わる。
　　大沼理事：私の授業が一番難しかった。
　　 主旨としては，眼科医が臨床の観点から問題点を提示して，エンジニアの立場から基礎固めをしてもらうの

がよい。
　　ビギナーの意見に引っ張られる必要はない。
　　 JOEM は日本の光学教育を行っているという自負がある。内容は刷新しているので，続けて参加している

人でもメリットはある。会場費，人件費，テキスト／CD 製作費，等の経費はかなりかかっている。
　　 不二門理事長：眼科医が来てほしい。専門医の単位を申請すると，企業色が強いのでためだと言われた（講

師が企業の人である）。眼科医は 9 名の参加。一昨年は 18 名。昨年は 28 名。早くからいっぱいになったので，
眼科医の参加が少なかった（？）。専門医を受ける前の人に来てもらうとよい。レベルはこのままでよいと
思う。

　　奥山理事：大学でこの分野の講座はないので，意義はあると思う。
　　来年も実行する予定であると JOEM の事務局にはお願いする。
8 . その他
　・事務局移転について
　　下記へ移転いたしました。
　　〒 567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6-302　日本眼科紀要会内　担当者　三宅啓子
　　TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　Email：folia@hcn.zaq.ne.jp
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◆協議事項
1 ．2009 年度会計報告・2010 年度予算案について （不二門理事長）
　　個人会費，法人会費が少なめである。景気の影響がある。
　　学会誌作成費は支払いが遅れている。名簿は今年出す予定。選挙費用は繰り越した金額があるのであげている。
　　予算案について
　　　学会広告料が少なめである。例年どおりの収入をあげている。
　　　学会誌作成費 2 年分をあげている。
　　　ホームページについては多ければ予備費をあてる。
　　　今年は選挙があるので，選挙費用をあげている。
2 ．2010 年度事業計画について　
　　臨眼でインストラクションコースを企画している。
　　 これまで日本眼科学会のときにエンジニアには出張費を出していた。常任理事会の参加者も出張費を負担す

るべきだと思う。規約を決める。松本理事（会計）が原案を作ってメールでまわす。
3 ．2012 年日本眼光学学会について
　　大沼理事が引き受けていたが，村上理事（順天堂大学）に変更したい。
4 ．2013 年日本眼光学学会について
　　 吉村理事（京都大学）に打診をして内諾を得ている。臨床系が続くが，2014 年はエンジニアの先生に是非

お願いしたい。
5 ．多施設研究について （松本理事・川守田理事）
　　理事会で審議する。
　　視力表を眼光学学会で購入した方がよい。企業のバイアスがかからない方がよい。
　　施設間のバランス，どの程度測る人による食い違いがあるか。
　　外来では一人当たり数分で測る。正答率は 3 つは 3 つ，4 つは 3 つ，5 つは 3 つ以上。
　　日本で使われている標準の視力表がよいのではないか。
　　目的をどこにおくかを決めないといけない。
　　まず，施設の標準が何か，どういう状況で測っているかというアンケートをとることから始めてはどうか。
　　いずれは現行の器械の欠点を補うような器械を眼光学学会として提案したい。
6 ．選挙管理委員会の設置
　　可児先生，中谷先生には快諾してもらっている。あと 1 名は西信先生にお願いしたい。
7 ．名簿発行について
　　立候補制になったので選挙とリンクして発行しなければならないわけではない。
　　 希望者は紙ベース（0 名），CD（ほとんど），インターネット経由でパスワードで引き出せる（あさひ高速

印刷にきいてみる）。
8 ．次回常任理事会の開催について
　　2011 年の日本眼光学学会常任理事会は日本眼科学会中に行う予定

日本眼光学学会 2010 年理事会議事録

日　時：2010 年 9 月 4 日（土）12：10 ～ 13：10
場　所：パシフィコヨコハマ会議センター 4F　414・415
出席者：医科系　大野京子，梶田雅義，佐藤美保，不二門　尚，村上　晶，吉村長久，
　　　　理工系　大沼一彦，奥山文雄，河原哲夫，古野間邦彦，小林克彦，斎田真也，三橋俊文
　　　　視機能　川守田拓志，松本富美子
　　　　監　事　可児一孝，畑田豊彦
　　　　　　　　事務局　三宅啓子，瀧内祥子，佐々木ふぢ子　　計　20 名
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欠席者：医科系　市川一夫，魚里　博，大鹿哲郎，根岸一乃，前田直之，吉田晃敏（50 音順・敬称略）
議　長：不二門　尚　理事長
議　題：
　長い間理事，常任理事をしておられた布川さんが亡くなられた。布川さんを忍んで 30 秒間黙祷したい。
◆報告事項
1 ．会員についての現況　　　　　　　　　　　　　　（大沼理事）
　・正会員・法人会員・年間購読会員・寄贈について
　　（2010 年 8 月 20 日現在）　正会員 539 名（12 名増）・購読会員 17 箇所，寄贈 9 箇所，
　　　　　　　　　　　　　　法人会員 26 社（ 2 社減）
　　あまり変化はない。法人会員は厳しい財政事情で減っている。
2 ．第 45 回日本眼光学学会収支報告　　　　　　　　（不二門理事長）
　　 大鹿理事が昨年行われた第 48 回日本白内障学会総会・第 24 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会・22nd 

Asia Pacific Association of Cataract and Refractive Surgeons Annual Meeting と合同で開催。
　　事前登録　2,545 名　　当日登録　1,022 名　　合計 3,567 名
　　収支は 113,568,457 円である。学会に 460,980 円寄付してもらった。
　　前眼部の人達と一緒に行ったので，普段あまり眼光学学会に来ない人達が来たのがよかった。
3 ．学会開催について
　 1 ）第 46 回日本眼光学学会現況報告　　　　　　　（川守田理事）
　　・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 TEL045-221-2155（総合案内）
　　・会長：魚里　博（北里大学大学院医療系研究科眼科学・視覚情報科学）
　　　事前登録　500 名
　 2 ）第 47 回日本眼光学学会の現況報告　　　　　　（不二門理事長）
　　・日　時：2011 年 9 月 3 日（土）・4 日（日）
　　・会　場：東京ステーションコンファレンス
　　・会　長：根岸一乃（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
　　　テーマ：学ぶ，拓く，そして未来へ
　　　部屋を 2 つ借りる。プログラム委員がプログラム作成にあたる。
　　　 招待講演は Susana Marcos 先生で，物理学が専門の先生であり，眼光学のこれからのあり方について示

唆してくださると思う。
4 ．「視覚の科学」発行予定　　　　　　　　　　　　（三橋編集委員長）
　　　・2010 年度第 31 巻 2 号　　9 月発行予定
　　　・2 号の概要：総説 2 件
　　　　　　　① 眼科応用に向けたフルフィールド Optical Coherence Tomography の技術開発
 秋葉正博　　
　　　　　　　② 検影法の光学的原理−臨床眼科医による検影法の理論− 森実健二　他
　　　　　　原著 2 件
　　　　　　　① 自動視野計による杆体系および錐体系反応の分離測定の試み 青木容子　他
　　　　　　　② マルチスペクトル画像を用いた眼底写真撮影光の検討 山内泰樹　他
　　　　　　トピックス 2 件
　　　　　　　①羞明の科学−遮光眼鏡適合判定のために 堀口浩史　他
　　　　　　　② 累進レンズの使い分け「最新事情」 山上守夫　　
　　　　　　学会印象記 1 件
　　　　　　　① 国際近視学会印象記 不二門　尚　

以上
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　　　・原著は毎号 2 件くらい載せられる状態である。
5 ．ホームページについて　　　　　　　　　　　　　（奥山理事）
　　見積書を 2 社からもらったが，項目が異なるので，擦り合わせの必要がある。
　　バックナンバーをどこまで載せるか。
　　 会員名簿をホームページからダウンロードする，紙ベースを残すか。名前，メールアドレス，所属がわかれ

ばよいのではないか。年内を目処に決める。
6 ．学術奨励賞について　　　　　　　　　　　　　　（三橋理事）
　　　中山奈々美氏　10 票，横山　翔氏　12 票であり，今回は 2 名とした。
　　・中山奈々美　　26 歳（北里大学）
　　　「瞳孔径が調節微動高周波成分出現頻度に及ぼす影響」
　　・横山　翔　　29 歳（社会保険中京病院）
　　　「広角測定を可能とした Ultrasound Biomicroscopy による毛様溝間距離の検討」
　　　あたる確立が高いので原著の投稿をお願いしたい。
7 ．第 3 回眼光学チュートリアルセミナー　　　　　　（小林理事）
　　会　期：2010 年 7 月 24 日（土）・25 日（日）
　　場　所：日本薬学会　長井記念会館　長井記念ホール
　　参加者：210 名
　　 今回は視能訓練士，研修医の参加費を下げた。臨床系の講義については好評で，工学系の講義についてはや

や難しいという意見もあった。
　　講師の先生の負担を増やさない，レベルを下げない，来年も実施する方向で進める。
8 . その他
　　・事務局移転について
　　　下記へ移転した。
　　　〒 567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6-302　日本眼科紀要会内　担当者　三宅啓子
　　　TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　Email：folia@hcn.zaq.ne.jp 
◆協議事項
1 ．2009 年度会計報告・2010 年度予算案について
　　会計報告について
　　　収入の部，個人会費，法人会費はあまり変化がない。大鹿先生からの寄付金がある。
　　　会誌作成費の支払いが遅れている。これは支払いがまだのため。
　　　名簿作成費　昨年度は発行しなかった。
　　　選挙費用は 2008 年度で終了しているはずだが，持ち越した金額があったため。
　　　監事の先生（可児先生，畑田先生）にみていただいた。
　　予算案について
　　　収入は例年どおりの予算を立てている。広告料は少し少なめである。
　　　支出は学会誌作成費を 2 年分あげており，選挙費用を計上している。
2 ．2010 年度事業計画　
　　第 46 回学会を行い，第 47 回学会に向けて進めている。
　　眼光学チュートリアルセミナーは今年も JOEM と共催で進める。
　　多施設研究のテーマを具体化する。
　　視覚の科学 31 巻を刊行する。名簿を発行する。
　　学術奨励賞はなるべく多くの原著のなかから選ぶようにする。
　　バックナンバーの PDF 化
3 ．2012 年日本眼光学学会について
　　大沼先生のご担当だったが，村上先生（順天堂大）に替わっていただくようにお願いした。
　　9 月 1 日・2 日（第一候補）または 15 日・16 日（第 2 週）に行う。ESCRS が 2 週目の土曜日である。
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4 ．2013 年日本眼光学学会について
　　昨年の常任理事会で吉村先生（京都大）にお願いした。ESCRS と重ならないようにお願いしたい。
5 ．多施設研究について　　　　　　　　　　　　　（松本理事・川守田理事）
　　臨床視力表に関する調査。概算費用として 170 万円くらいかかる。
　　基準となる視力表の設定について助言をいただきたい。
　　ゴールデンスタンダードがあれば，それと比較するとよい。
　　日本で発売されているのはメニコンの視力表，ETDRS に近い。
　　単独のランドルト視標。
　　 昨日の意見では，日本の外来では ETDRS 視標は使いづらい。どれをスタンダードにすればよいかまでは煮

詰まっていない。
　可児先生：　
　　アンケート調査で各施設がどういう判定基準で行っているかを調べてはどうか。
　　標準視力表は少し具合が悪い。その改訂を狙っているのかどうか。
　　 新しい JIS 規格も出ている。ETDRS は必ずしもよくない。こだわる必要はないのではないか。距離はあま

り関係ない。
　松本先生：
　　ETDRS を比較の対照として出してよいのか。
　畑田先生：
　　 主旨がスタンダードをつくろうとしているのではなく，コントラスト，統一性をねらうならば，ハードの性

能を調べる。
　　輝度のムラがないかどうかを輝度計でチェックしなければならない。各施設での環境を調査してはどうか。
　　臨床の場で ETDRS で測りたいとは思わないのではないか。
　　バラツキがどの程度あるか。
6 ．選挙管理委員会の設置
　　 来年 1 月には新しい体制でなければならない。可児先生，中谷先生には承諾を得ている。西信先生の承諾

を得たいと思っている。
7 ．名簿発行について
　　紙ベース，CD，ネットのどれを使うか。アンケートをとって発行する。
　　紙ベースとインターネットの 2 本立てでいく。
8 ．次回理事会の開催について
　　2011 年の日本眼光学学会会期中（昼）を予定。
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日本眼光学学会 2009 年度会計報告
（自 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日）

収入の部 単位（円）

科　　　目 2009 年度
予算額

2009 年度
収入額 差　　　異

個人会費 2,670,000 2,615,000 55,000

法人会費 1,470,000 1,290,000 180,000

学会誌広告料 2,000,000 1,841,265 158,735

著者負担金 200,000 0 200,000

購読料 84,000 90,000 △　　　　　　　　6,000

雑収入 50,000 58,120 △　　　　　　　　8,120

利息 12,000 1,131 10,869   

寄付金 0 460,980 △　　　　　　　460,980

収入小計 6,486,000 6,356,496 129,504

前年度繰越金 17,375,989 17,375,989 0               

収入合計 23,861,989 23,732,485 129,504

支出の部 単位（円）

科　　　目 2009 年度
予算額

2009 年度
支出額 差　　　異

第 45 回学会補助金 500,000 500,000 0

学術奨励賞副賞

　　　900,000

200,000

436,957会議費 237,143

出張旅費 25,900

会誌作成費 3,600,000 0 3,600,000

名簿作成費 250,000 0 　             250,000

印刷費 150,000 103,950 46,050

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守年間契約料 126,000 134,400 △　　　　　　　　8,400

事務用消耗品費 80,000 33,770                   46,230

通信・発送費 150,000 178,320 △　　　　　　　  28,320

委託費 950,000 873,000 77,000

会計監査料 90,000 90,000 0

選挙費用 0 101,695 △　　　　　　　101,695

雑費 35,000 26,990 　　　　　　　　8,010

予備費 1,300,000 0 1,300,000

支出小計 8,131,000 2,505,168 5,625,832

次年度繰越金 15,730,989 21,227,317 △　　　　　　5,496,328

支出合計 23,861,989 23,732,485 129,504

△ 2009 年度予算額をオーバーしたもの

預 貯 金 明 細
（2009 年 12 月 31 日現在）

単位（円）
区　分 金　額 預　入　先 金　額

次年度繰越金 21,227,317 三井住友銀行西茨木支店普通預金
郵便振替貯金
現　金

1,295,092
19,658,700

273,525
合　　計 21,227,317 21,227,317
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日本眼光学学会 2010 年度予算案
（自 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日）

収　　入 単位（円）

科　　　目 2009 年度
予算額

2010 年度
予算額 差　　　異

個人会費 2,670,000 2,695,000 △ 　　　　　　　25,000

法人会費 1,470,000 1,440,000 30,000

学会誌広告料 2,000,000 1,500,000 500,000

著者負担金 200,000 200,000 0

購読料 84,000 108,000 △　　　　　　　 24,000

雑収入 50,000 50,000 0

利息 12,000 2,000 10,000

収入小計 6,486,000 5,995,000 491,000

前年度繰越金 17,375,989 21,227,317 △　　　　　　3,851,328

収入合計 23,861,989 27,222,317 △　　　　　　3,360,328

支　　出 単位（円）

科　　　目 2009 年度
予算額

2010 年度
予算額 差　　　異

学会補助金 500,000 500,000 0

学会時
諸経費

学術奨励賞副賞

　　　900,000

200,000

350,000会議費 250,000

出張旅費 100,000

学会誌作成費（8 冊分） 3,600,000 7,900,000 △　　　　　　4,300,000

名簿作成費 250,000 250,000 0

印刷費 150,000 150,000 0

ホームページ保守年間契約料 126,000 189,000 △　　　　　　 　63,000

事務用消耗品費 80,000 50,000 30,000

通信・発送費 150,000 150,000 0

委託費 950,000 950,000 0

選挙費用 0 300,000 △   　　　　　　300,000

雑費 35,000 35,000 0

予備費 1,390,000 1,000,000 390,000

支出小計 8,131,000 12,024,000 △　　　　　　3,893,000

次年度繰越金 15,730,989 15,198,317 532,672

支出合計 23,861,989 27,222,317 △　　　　　　3,360,328

△前年度予算額をオーバーしたもの
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日本眼光学学会 2010 年度編集委員会議事録

日　時：2010 年 9 月 3 日（金）15：00 ～ 16：30
場　所：ヨコハマ　グランドインターコンチネンタルホテル
　　　　3F アトランティック
出席者： 魚里　博，大沼一彦，奥山文雄，梶田雅義，祁　　華，古野間邦彦，斎田真也，佐藤美保，仲泊　聡，

根岸一乃，畑田豊彦，原　直人，不二門　尚，松本富美子，三橋俊文，吉澤達也
　　　　事務局より三宅啓子，瀧内祥子，佐々木ふぢ子　19 名
欠席者：市川一夫，井上　真，江本正喜，大鹿哲郎，長谷部　聡，前田直之（50 音順・敬称略）
議　長：三橋俊文
◆報告事項
1 ．視覚の科学の編集について
　　31 巻 2 号
　　　すべて入稿済みで発行の予定は 9 月である。
　　31 巻 3 号
　　　発行の予定は 11 月
2 ．日本眼光学学会学術奨励賞
　　2010 年度の受賞者は下記の 2 名に決まった。
　　　医系学：中山奈々美（北里大学） 26 歳 （視能訓練士） 
　　　　　　　瞳孔径が調節微動高周波成分出現頻度に及ぼす影響
　　　医学系：横山　翔（社会保険中京病院）　29 歳　（医師）
　　　　　　　広角測定を可能とした Ultrasound Biomicroscopy による毛様溝間距離の検討
◆協議事項
1 ．編集方針について
　　担当の割り当てについて
　　・割り当てがなるべく均等になるように決めた。総説とトピックスで整合性がとれるように，二人を選んだ。
　　・ 原著担当者は教室の若い先生に書かせるようにする。学術奨励賞がもらえるかもしれない。確率が高いの

でモチベーションが上がるのではないか。
　　・ これまでの決め方とは乖離があるのではないか。
　　・ その学問領域で定説となっているもの，これまですでにできあがったもの，確立されたことをまとめたの

が総説であり，まだ，あまりできあがっていないものを扱うのがトピックスである。メーカーの宣伝が入
らないものでないといけない。

　　・過去の話題を表にして 3 年分ぐらい提供してほしい。そうすればこの会議のときに決めることができる。
　　・ 2011 年 2 号は不二門委員，梶田委員がペアとなっている。眼精疲労が近視化とかかわりがあるかもしれ

ない。
　　・ 学会の招待講演を総説として残す。シンポジストに執筆をお願いすると，そのときのトピックスが学会誌

に掲載されてよいのではないか。担当者がオーガナイザーにあたっているならば，そのシンポジウムをテー
マとしてもよい。

　　・学会のプランニングをうまく雑誌に使う方がよいのではないか。
　　・2 号くらい前に依頼をし，1 号前にまた催促をする。
　　連載
　　・3D とめがねの特集を始めた
　　・今回はめがねの特集はトピックスとした。学術的に意義のあるものということではめがねは難しい。
　　・今後のテーマについて
　　　　昨年の委員会で提案のあったテーマ
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　　　　・ 画像診断（OCT）のソフトについて，を奥山委員にお願いしたい。眼光学学会らしい内容になるの
でとてもよいと思う。

　　　　・ ロービジョンエイドで眼光学学会らしいテーマがあれば仲泊委員が2年くらい先の分として考えよう。
　　　　・光学の基礎
　　　　・近視，乱視
　　　　・コンタクトレンズ，眼内レンズ
　　　　・手術と眼光学，翼状片の手術
2 ．Web site　　　　　　　　　　　　　　　　　　（奥山委員）
　　 • バックナンバーの PDF 化
　　 • サイトの構築費
　　 • 2 社の見積もりの整合性を合わせてもう一度見積もりをとる。
　　 • 学会のプログラムだけをアップロードするか，全体の抄録の版権の件は理事会に提案する。
　　 • 課金の場合はそういうシステムがあるので，それを利用する。
3 ．査読投稿作業の電子化
　　 • e-mail 化しているがさらに電子化できないか。投稿者の負担にならないか。
　　 • 投稿規程の修正が必要である。
　　 • PDF に変更して投稿してもらう。
　　 • 海外雑誌の紹介（要旨を日本語にする）を吉澤委員に担当してもらう。
4 ．その他
　　 • 来年度の表紙の色
　　　31 巻は青色なので 32 巻は藍色に
　　 • 次回編集委員会
　　　来年度も学会前日で，根岸委員にお願いする。







お申込方法：おとりつけの書店，また，その便宜のない場合は直接弊社あてご注文ください．

メディカル葵出版

年間予約購読ご案内
　  眼における現在から未来への情報を提供！

あたらしい眼科
　

月刊／毎月30日発行  A4変形判　 総140頁
定価／通常号2,415円（本体 円＋税）（送料 円）

　　　増刊号6,300円（本体 円＋税）（送料 円）

年間予約購読料32,382円（増刊１冊含13冊）
　　　（本体 円＋税）（送料弊社負担）

　  最新情報を，整理された総説として提供！

眼科手術
　

■毎号の構成■

季刊／1・4・7・10月発行  A4変形判  総140頁
定価 2,520円（本体 円＋税）（送料 円）

年間予約購読料10,080円 （本体 円＋税）
 （ 冊）（送料弊社負担）日本眼科手術学会誌

【特　集】毎号特集テーマと編集者を定め，基本的
事項と境界領域についての解説記事を掲載．
【原　著】眼科の未来を切り開く原著論文を医学・
薬学・理学・工学など多方面から募って掲載．

【連　載】セミナー（写真・コンタクトレンズ・眼内レ
ンズ・屈折矯正手術・緑内障・眼感染アレルギーなど）／
新しい治療と検査／眼科医のための先端医療  他
【その他】トピックス・ニュース  他

■毎号の構成■

【特　集】あらゆる眼科手術のそれぞれの時点における
最も新しい考え方を総説の形で読者に伝達． 

【原　著】査読に合格した質の高い原著論文を掲載．
【その他】トピックス・ニューインストルメント  他
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