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巻　頭　言

第 47回日本眼光学学会総会を終えて
根岸　一乃

（慶應義塾大学医学部眼科学教室）

2011 年度の最終号の巻頭にあたり，まず未曾有の被害をもたらした東日本大震災の被災地の皆様に心よりお見舞い

申し上げます。

さて，2011 年 9 月 3 日（土）・4 日（日）に東京ステーションコンファレンスにて，第 47 回日本眼光学学会総会

（学会テーマ：学ぶ，開く，そして未来へ）を主催させていただきました。プログラムは，招待講演は Susana Marcos

教授（CSIC, Spain），特別講演は魚里　博教授（北里大学）で，そのほか一般講演 38 題，七つのシンポジウム，五つ

の教育セミナーを企画いたしました。開催日前日よりの台風で一部交通機関が運休という状況にもかかわらず，653

名という多数の方々のご参加をいただき，無事盛会に終了することができました。これもひとえに学会員の方々のご

支援の賜物と深く感謝申し上げます。

総会プログラムを構成するにあたっては，自らの浅い知識と経験のみでは到底眼光学分野のトピックを網羅する

ことはできないと判断し，最初から 5 名（工学系からは三橋俊文先生，大沼一彦先生，医療系からは野田　徹先生，

川守田拓志先生，私）にプログラム委員をお願いし，プログラム原案を出していただき，詳細についてはお引き受け

いただいたオーガナイザーの先生 2 名で決定していただく，という形式にしました。関係者の先生方におかれまして

は，ご協力，ご尽力にあらためて御礼申し上げます。

今回の総会を担当させていただいてあらためて実感したことは，この学会に集う方々の専門分野の幅広さと関連領

域の面白さです。眼科医である私の立場からすると，医療系の学会では視覚に関係し，かつ重要であるにもかかわら

ず取り上げられることの少ない技術や知識が，この学会ではメイントピックになり得ます。視覚を取り巻く環境が急

速に変化し続ける現代にあっては，視覚関連技術の知識は必要であり，眼光学学会は格好のアップデートの場です。

また，普段は異分野で接点がなくとも，眼という臓器にフォーカスした研究者が年に 1 回集まってディスカッション

することは，それぞれが新しい視点に気付くよい機会であり，ワクワクするような楽しい時間であると改めて思いま

した。

総会 2 日目は初日とはうってかわり，台風一過のすがすがしい晴れでした。2011 年は震災に翻弄された 1 年でした

が，2012 年が学会員の皆様にとって素晴らしい年となることをお祈りし，本学会および学会誌がますます発展するよ

う，自らもできるだけお手伝いしようと思います。今年もよろしくお願い申し上げます。
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1.  は じ め に

エキシマレーザー角膜近視矯正手術（以下 角膜近
視矯正手術）は，2000 年に国内で承認が得られてか
ら徐々に普及し，現在その件数は年間数十万件に達し
ている。角膜近視矯正手術は，手術としては安全性が
高く，矯正精度および術後の安定性が良好であり，患
者満足度も高い。一方，加齢疾患である加齢白内障に
対しては，超音波水晶体乳化吸引術後に眼内レンズ

（以下 IOL）を挿入するのが一般的である。IOL 度数

は，術後屈折に関する患者の希望にしたがって IOL

度数計算式により決定される。しかし，角膜近視矯正
手術後眼では，通常の白内障手術患者よりも IOL 度
数の計算誤差が大きいことが知られており，大きな問
題となっている1）。本稿では，角膜近視矯正手術後眼
に対する IOL 度数計算の現状と問題点について，最
近の知見をまとめる。

2.  計算誤差の原因

屈折矯正術後の IOL 計算誤差の主原因は，機器の

別刷請求先：160⊖8582　東京都新宿区信濃町 35　慶應義塾大学医学部眼科学教室　根岸一乃
（2011 年 11 月 25 日受理）
Reprint requests to: Kazuno Negishi　Dept of Ophthalmol, Keio Univ School of Med
35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo 160⊖8582, Japan
(Received and accepted November 25, 2011)

総　　説

エキシマレーザー角膜近視矯正手術後の眼内レンズ度数計算
根 岸 一 乃

慶應義塾大学医学部眼科学教室

Intraocular Lens Power Calculation in Patients Undergoing 
Cataract Extraction Following Corneal Refractive Surgery 
Using Excimer Laser
Kazuno Negishi
Department of Ophthalmology, Keio University School of Medicine

エキシマレーザー角膜屈折矯正手術後白内障眼に対する眼内レンズ（IOL）度数計算式の最近の報告につ
いて概説した。IOL度数計算誤差の原因としては，角膜曲率半径と換算屈折率の変化および種々の計算式で
の術後の IOLの位置の予測誤差が考えられる。最近は屈折矯正手術前のデータを必要としない方法が注目さ
れているが，この問題に対する解決法はまだ見い出されていない。現状では，IOL度数計算誤差が出るリス
クが通常よりも高いことについて，術前に十分に患者に説明することが最も重要である。

 （視覚の科学　32: 85－89，2011）
キーワード：角膜屈折矯正手術，白内障，眼内レンズ度数計算

Recent contributions addressing intraocular lens （IOL） power calculation in patients undergoing 
cataract extraction following corneal refractive surgery using excimer laser were reviewed.  Changes 
in corneal radii and keratometer index, as well as inaccurate prediction of postoperative IOL position 
using different formulas, were identified as error sources that led to inaccurate IOL power calculation.  
The current focus seems to be directed toward approaches not requiring preoperative refractive 
surgery information, however, the optimal solution to this continuing clinical problem has yet to be 
determined.  At present, it is most important to inform the patient preoperatively regarding greater risk 
of inaccurate IOL power calculation. (Jpn J Vis Sci  32: 85-89, 2011)
Key Words : Corneal refractive surgery,  Cataract,  Intraocular lens power calculation
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表 1　主な近視矯正手術後眼用の眼内レンズ（IOL）度数計算式の分類

デ
ー
タ
補
正

計算に必要な術前・手術データ

PreK+ ⊿MR ⊿MR 不要

角膜屈折力 Clinical History Adjsted ACCP Haigis-L

Cammellin- Calossi

Shammas-PL

（上記 3 式は ELP 計算に
角膜屈折力を用いていな
いため，意味においては
補正の必要なし）

角膜屈折力
ELP 

Double-K

IOL 度数
計算結果

Corneal bypass

Feiz-Mannis

Masket

Modified Masket

ELP：effective lens position（術後予測前房深度）
Pre-K：エキシマレーザー角膜屈折矯正手術前の角膜屈折力
⊿MR：エキシマレーザー角膜屈折矯正手術前後の屈折変化（等価球面）

測定誤差，屈折率の誤差，計算式の誤差の三つに分け
られる2 ,  3）。機器の測定誤差に関しては，ほとんどの
ケラトメータは角膜を球面あるいはトーリック面と仮
定して角膜中央 2.5～3.2 mm 範囲を測定しているが，
角膜近視矯正手術後は形状変化のため，その仮定は成
立しない4 ,  5）。このため，角膜屈折力は 15～25％過
大評価され，遠視側の誤差となる6 ,  7）。屈折率に関し
ては，角膜近視矯正手術では角膜前面形状は変化する
ものの後面はほとんど変化しないため，前後面の比
が変化し，一般に用いられている換算屈折率（1.3375）
を使用すると誤差の原因となる。すなわち近視矯正
手術後の場合，7D の手術矯正量ごとに角膜屈折力が
1D 過大評価され，IOL 度数遠視ずれの原因となる3）。
三番目に挙げられた計算式の誤差とは，Holladay，
Hoffer Q，SRK/T など現在汎用されている第三世代
の理論式に含まれる誤差である。これらの式では，術
後前房深度（effective lens position 以下 ELP）を角膜
曲率半径から予測する。角膜近視矯正手術後，角膜は
平坦化するが前房深度はほとんど変化しない8）ため，
第三世代の理論式では，平坦化した角膜データから
ELP を推定すると実際よりも ELP が小さく推定されて
しまい，遠視側の誤差が生じることになる9）。以上の
問題を解決しない限り，近視矯正術後の白内障手術で
はいわゆる“hyperopic surprise”が起きることになる。

3.  Double-K 法

Double-K 法は第三世代の理論式の誤差を軽減する
方法で，2003 年に Aramberri 9）によって報告された。

この方法では，第三世代の理論式のなかで ELP 予測
に用いられている部分の角膜屈折力値に角膜近視矯正
手術前の角膜屈折力を用いることにより，ELP 予測
誤差を軽減するものである。角膜近視矯正手術前の角
膜屈折力はケラトメータ，トポグラフィによる測定値
を使用し（両方得られる場合はケラトメータの値を用
いる），または術後角膜屈折力は角膜近視矯正手術前
後の屈折変化量を角膜平面上に換算し，その値を角膜
近視矯正手術前の角膜屈折力から差し引くことによっ
て求める。近視矯正手術後眼において，第三世代理論
式を使用する際に ELP 予測と屈折計算に別々の角膜
屈折力を使用するというこの方法の基本的な考え方は
現在も汎用されている。

4.  角膜近視矯正手術後眼用の IOL度数計算式

現在，角膜近視矯正手術後眼専用の IOL 度数計算
法が多数報告されている。これらは，角膜屈折力の
過大評価を補正する方法と，角膜屈折力は補正せず
IOL 度数計算結果を直接補正する方法に大きく二分
される。角膜屈折力を補正する方法で第三世代の理論
式を用いる場合，ELP の予測誤差は軽減されないた
め，現在，これらの方法では補正された値を Double-K

法9）に代入して，その結果を評価する場合が多い。
一方，計算の際に必要なデータから分類すると，角

膜近視矯正手術前の角膜屈折力データ（pre-K）また
は手術による屈折変化（⊿MR）を必要とする方法

（historical）と，白内障術前のデータのみを使用する
方法（no history）の二つに分けられる。表 1 に代表
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表 2　主な近視矯正手術後眼用の IOL 度数計算式の概要

方法（出典） 概　　要

Clinical History

（Holladay JT）

屈折矯正手術前後の屈折（等価球面）を角膜平面に換算し，変化量を計算。これ
を術前の角膜屈折力から引くことにより，屈折矯正手術後の角膜屈折力を推定。
Kp ＋ SEp − SEa ＝ Ka

Kp：屈折矯正手術前の平均角膜屈折力，SEp：屈折矯正手術前の等価球面
SEa：屈折矯正手術後の等価球面，Ka：屈折矯正手術後の推定角膜屈折力

Corneal bypass

（Walter KA ら10））
手術による実質の矯正量（術前等価球面−術後等価球面）を IOL 度数の狙いと
して，屈折矯正手術前の角膜屈折力と術後の眼軸長により IOL 度数を計算する。

Feiz-Mannis

（Feiz V ら11））

まず，屈折矯正手術前の角膜屈折力を用いて，当該患者が屈折矯正手術を受けて
いないと仮定して IOL 度数計算を行う。この IOL 計算結果に，屈折矯正手術に
よる屈折変化量（眼鏡平面）を 0.7 で割った値を加えて，挿入する IOL 度数とする。
IOLpre ＋（RC / 0.7）＝ IOLpost

IOLpre：屈折矯正手術をしなかった場合の術前値に基づく IOL 度数，RC：眼鏡
平面上での屈折矯正手術による矯正度数，IOLpost：屈折矯正手術後に挿入すべ
き IOL 度数

Adjsted ACCP

（Awwad ST ら12））

平均中央角膜屈折力（average central corneal power, ACCP）は TOMEY 社の
角膜トポグラフィの中央 3mm のプラチドリング上の屈折力の平均値である。
Adjusted ACCP 法では，以下のように ACCP から屈折矯正手術後の補正角膜屈
折力を求めて計算に用いる。
ACCP −（RC x 0.16）＝屈折矯正手術後の補正角膜屈折力
RC：角膜平面上における屈折矯正手術による手術矯正量。Magellan ACP と OPD-

Scan III APP 3-mm manual value を用いる場合は同じ補正式が使える＊。

Masket

（Masket S ら13））

IOLMaster（Carl Zeiss Meditec 社）により測定した角膜屈折矯正手術後角膜屈
折力によって計算した IOL 度数を以下の式によって補正する。
IOLpost ＋（RC x 0.326）＋ 0.101＝ IOLadj

IOLpost：角膜屈折矯正手術後データで計算した IOL 度数，RC：角膜屈折矯正
手術前後の屈折変化（角膜平面），IOLadj：挿入すべき IOL 度数

Modified　Masket

（Hill W. Presented at

ASCRS 2006.）

Dr. Hill は Masket Formula を以下のように変えた方法を推奨している＊。
IOLpost ＋（RC x 0.4385）＋ 0.0295＝ IOLadj

IOLpost：角膜屈折矯正手術後データで計算した IOL 度数，RC：角膜屈折矯正
手術前後の屈折変化（角膜平面），IOLadj：挿入すべき IOL 度数

Haigis-L

（Haigis W2））

IOLMaster により測定した角膜屈折矯正手術後角膜曲率半径（r meas）をもとに，
以下の式を用いて補正した角膜曲率半径を通常の Haigis 式に代入して計算する。
r corr：331.5 /（−5.1625 x r meas ＋ 82.2603−0.35）
r corr：補正後角膜曲率半径，r meas：IOLMaster で測定した角膜曲率半径

Shammas-PL

（Shammas HJ ら14））

測定した角膜屈折矯正手術後の角膜屈折力を以下の式を用いて補正し，
Shammas-PL formula に代入する。ELP は A 定数から算出される。
1.14 x Kpost−6.8＝補正後術後角膜屈折力．
Kpost： Atlas topographer（Zeiss Humphrey）の Numerical View の 1 mm，2 mm，
3 mm の annular power の平均値（ない場合は IOLMaster の角膜屈折力を用いる）。

Cammellin-Calossi

（Camellin M ら15））

測定した角膜屈折力を，屈折矯正手術前後の屈折変化がわかる場合はその値で，
変化量が不明な場合は角膜前面曲率半径や中央付近の角膜厚のデータを元に補正
して用いる。ELP は，術前前房深度，水晶体厚，眼軸長，および A 定数から計
算する。

＊ http://iol.ascrs.org/wbfrmCalculator.aspxy より引用
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的 な 計 算 法 の 分 類， 表 2 に 各 計 算 法 の 概 要 を 示
す 2, 10， 13−15）が，これ以外にも多数の計算式の報告が
ある。

5.  光線追跡法による計算ソフトウェア

光線追跡法による IOL 度数計算16）は，精度はよく
とも汎用のソフトウェアがないことなどからこれまで
普及には至らなかった。しかし，近年光線追跡法を用
いた IOL 計算ソフトウェア（OKULIX）が発売され，
国内でも販売されている。対応している測定機器

（TOMEY 社 の TMS4，TMS5，OA，CASIA， 超 音
波 A モ ー ド，OCULUS 社 の ペ ン タ カ ム，HAAG-

STREIT 社の LENSTAR）が使用可能な環境であれ
ば，正常眼，角膜近視矯正手術後眼を問わず同じソフ
トウェアで精度よく計算可能である。ほかの計算式と
比較した場合の光線追跡法を用いた方法の利点として
は，精度が眼軸長の長短や角膜曲率半径の影響を受け
にくい，角膜屈折力の測定は原則として角膜形状解析
装置で行うため，非球面形状の角膜でも測定誤差が軽

減できる，角膜換算屈折率を原因とする誤差を軽減で
きる，などの利点がある。ただし，2011 年秋現在，
国内では TOMEY 社のみがこのソフトウェアを扱っ
ており，ほかのメーカーから入手はできない。

6.  現状ではどの方法がよいか？

Clinical History Method は広くゴールデンスタン
ダードとされてきたが，最近では誤差が大きいとの報
告17）がある。また術前の角膜屈折力を用いる方法より
も，角膜近視矯正手術前後の屈折変化のみを用いる方
法や，no history 法の方が精度がよいことが報告17）さ
れている。Wang らの報告17）（57 例 72 眼）によれば，
米国白内障屈折手術学会（ASCRS）のホームページ
で 利 用 可 能 な Post-refractive surgery IOL calculator

（http://iol.ascrs.org/wbfrmCalculator.aspx）（図 1）に
掲載されている計算式の精度（誤差の絶対値）は，術
前の角膜屈折力および角膜近視矯正手術の矯正量が
必 要 な 式（Clinical history，Feiz-Manis11），Corneal 

bypass10））では，±0.5D 以内が 37～44％，±1D 以
内が 60～69％，角膜近視矯正手術の矯正量のみを必
要とする式（Adjusted EffRP 18），Adjusted Atlas0-319），
Masket 13），Modified-Masket，Adjusted ACCP 12）/ACP/

APP） で は，±0.5D 以 内 が 57～67 ％，±1D 以 内
が 86～91％，no history 法（Wang-Koch-Maloney 19），
Shammass 14），Haigis-L 2），Gallilei*） で は±0.5D 以
内が 58～72％，±1D 以内が 90～96％である。また
前二つのカテゴリーに入る方法による計算結果の平均
値は，±0.5D 以内が 72％，±1D 以内が 93％と最も
良好であったという （*unpublished method，文献 17
より）。

McCarthy ら20）は , 角膜近視矯正手術後の白内障手
術眼 117 例 173 眼のデータを用いて，Clinical History，
Double-K 9），Latkany Flat-K21），Feiz and Mannis11），
R-Factor 22），Corneal Bypass 18），Masket 13），Haigis-L 2），
Shammas 14）と第四世代の計算式を比較したところ，
平 均 予 測 誤 差， 標 準 偏 差， 遠 視 側 の“refractive 

surprises”の面からみて良好であった式のトップ 5 は
Masket（Hoffer Q式に代入），Shammas-PL，Haigis-L，
Clinical History（Hoffer Q式に代入），Latkany Flat-K

（SRK/T 式に代入）だったと報告している。自験例は
眼数が 30 前後（計算式により必要なデータが異なる
ため，数が異なる）と少ないが，なかでは Haigis-L

式（IOLMaster にソフトウェアが付属）や Camellin-

Calossi 式 15）（IOLstation，Nidek 社にソフトウェア

図 1 Post-refractive surgery IOL calculator
  米国白内障屈折矯正手術学会のホームページからア

クセス可能である。
 （http://iol.ascrs.org/wbfrmCalculator.aspx）
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が付属）の成績が比較的良好である。しかし，その成
績は Haigis-L 式は±0.5D 以内が 26％，±1D 以内が
52％，Camellin-Calossi 式で±0.5D 以内が 50％，±
1D 以内が 70％であり，Haigis-L の成績は海外の過去
の報告よりも数値的にはかなり不良である（原因は不
明）。自験例の光線追跡法ソフトウェア OKULIX に
よる計算結果は更に症例数が少ないが，現状では
Haigis-L，Camellin-Calossi などと同等に精度が良好
で，有用な方法の一つと考えられる。

7.  お わ り に

種々の改良により，角膜近視矯正手術後眼の IOL

度数計算精度はかなり向上してきているが，手術既往
歴のない正常角膜眼に対する IOL 計算の精度にはい
まだ及ばない。したがって，臨床的には，IOL 度数
予測誤差について術前に十分に患者に説明し，同意を
得ることが最も重要である。また，精度のよい計算式
を使用するためには測定機器は限定される，決定的な
計算式がないため複数の計算結果を参考にして最終決
定を行う必要がある，などの問題がある。今後の計算
精度の更なる向上が期待される。
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ヘッドマウントディスプレイを用いた新しい両眼視機能
検査装置の使用経験
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Application of New Testing Device for Binocular Function
Maki Shindo1), Yuko Shibata1), Nanami Nakayama2), Takushi Kawamorita1, 2, 3),                       
and Hiroshi Uozato1, 2, 3)

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

ヘッドマウントディスプレイを用いた新しい両眼視機能検査装置である Dr. REX DR-100（Dr. 

REX）（オリンパス社製）の臨床的有用性について検討した。検討項目 1として，Dr. REX，大型弱視鏡
（Clement Clarke社製）にて自覚的斜視角を測定し，交代プリズム遮閉試験（APCT）での他覚的斜視角と
比較検討した。また，検討項目 2として Dr. REX，大型弱視鏡にて融像幅を測定し，比較検討した。その結
果，APCTと比べて Dr. REX，大型弱視鏡ともに有意に自覚的斜視角が輻湊側に移動した（p＜0.05）。Dr. 

REX と大型弱視鏡との間に有意差は認められなかった（p＞0.05）。また，融像幅は Dr. REX，大型弱視鏡
の間で正の相関を認めた（p＜0.01）。Dr. REXは大型弱視鏡よりも融像幅が小さく出やすいが，両者の自覚
的斜視角に有意差は認められず，融像幅にて正の相関が認められたことから，本装置はスクリーニング検査
としての有用性が示唆された。 （視覚の科学　32: 90－94，2011）

キーワード：ヘッドマウントディスプレイ，両眼視，大型弱視鏡，自覚的斜視角，融像

Our purpose was to evaluate the clinical usefulness of a new binocular function testing device 

with head-mounted displays （Dr. REX®, OLYMPUS）．In the first experiment, we measured subjective 

angle of deviation using Dr. REX® and synoptophore （Clement Clarke, London） for comparison with 

objective angle of deviation as measured using alternative prism cover test （APCT）．In the second 

experiment, we measured motor fusion amplitude using Dr. REX® and synoptophore．Subjective 

angle of deviation as measured using Dr. REX® and synoptophore showed significantly reduced 

exodeviation as compared with objective angle measurement using APCT （p＜0.01）．The correlation 

between Dr. REX® and synoptophore for motor fusion amplitude was significant （p＜0.01）．Although 

attention must be paid to the intended use of this new device, the results suggest that it is also useful 

in screening examination． (Jpn J Vis Sci  32: 90-94, 2011)

Key Words : Head-mounted displays,  Binocular vision,  Synoptphore,  Subjective angle of strabismus,  Fusion
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図 1  ヘッドマウントディスプレイとポータブル digital 
versatile disc（DVD）プレーヤーからなる検査装置
本体

1.  緒 言

眼科臨床において，両眼視機能検査は大型弱視鏡，
Worth4 灯検査，液晶位相差ハプロスコープなど多く
の検査が用いられている1 −3）が，これらの機器は検
査距離の確保や，検査に熟練を要するなどの問題点が
挙げられる4）。そこで，head-mounted display（以下 

HMD）を用いることによって省スペースでの検査を
可能にし，更にボタン操作で簡便に行える新しい両眼
視機能検査装置が開発された。

今回我々は，HMD を用いた新しい両眼視機能検査
装置での自覚的斜視角と融像幅を測定し，眼科臨床に
て一般に普及している大型弱視鏡と交代プリズム遮閉
試験（alternative prism cover test  以下 APCT）の結
果を比較検討したので報告する。

2.  方 法

対象は，屈折異常以外に眼疾患がなく，矯正視力
1.0 以上と立体視 100 sec of arc 以上の正常立体視を
有する有志者 18 名 36 眼，APCT で遠見眼位が 15⊿
以下の斜位の者とした。平均年齢は 22.6 ± 2.3 歳で
あった。自覚的平均等価球面度数は右眼−1.88 ±
2.88 D，左眼−2.39 ± 2.36 D であり，有意差は認め
なかった。また，対象者にはあらかじめ実験について
の説明を十分に行い，同意を得た。なお，屈折異常を
伴う者に対しては，自覚的斜視角と融像幅測定の際に
完全屈折矯正レンズを装用させた。15⊿以上の斜視
角を有する間欠性外斜視 1 名は除外した。

新しい両眼視機能検査装置には，オリンパス社製
Dr. REX DR-100（以下 Dr. REX）を用いた。本装置

は，HMD を用いて光学的遠方に両眼別画像を表示
し，両眼視機能検査のスクリーニングを行う装置であ
り（図 1），同時視，自覚的斜視角，および融像幅の
検査が可能である。HMD は 640×480 ツイン液晶
ディスプレイを用い，重量は 82.2 g，視野角は 32°で
ある。また，頂間距離と瞳孔間距離はそれぞれ 12 

mm と 63.5 mm に設定されている。Dr. REX におけ
る測定範囲は，自覚的斜視角が水平偏位プラス側，マ
イナス側それぞれ 15⊿，融像幅では開散側が 4°，輻
湊側が 20°と制限が設けられている。

大型弱視鏡は Clement Clarke 社製を用いた。本機
器は，接眼部に 6.5 D の凸レンズが組み込まれてお
り，光学的に視標が無限遠に位置するように設計され
ている。
1 ）検討項目 1
Dr. REX，大型弱視鏡にて自覚的斜視角を測定し，

APCT における他覚的斜視角と比較検討した。Dr. 

REX の同時視測定画面を図 2 に示す。両眼それぞれ
に金魚と金魚鉢の異質図形を投影し，両方の図形が見
えていれば同時視 （＋），見えてなければ同時視 （−）
と判断する。両方の図形が見えている場合，定量画面
にて金魚の中心線の目盛りを答えてもらい，その数値

図 3　融像測定画面

図 2　同時視測定画面

— 91 —

2011 年 12 月 新しい両眼視機能検査・進藤真紀他



を自覚的斜視とする。内斜視（位）の場合同側性のず
れを知覚するため，金魚の中心線は 0 より右側にあ
るように知覚し，外斜視（位）の場合は交叉性のずれ
を知覚するため 0 より左側にあるように知覚する。
記載方法は大型弱視鏡と同様である。

大型弱視鏡による検査と APCT は，眼科臨床で用
いられている一般的な方法で行った5）。
2 ）検討項目 2
Dr. REX と大型弱視鏡の融像幅を測定し，比較検

討した。Dr. REX の融像測定画面を図 3 に示す。視
標は，左右眼それぞれにチェックマークがついた同質
図形を用いた。0°の位置で感覚融像があることを確
認後，視標が 0.8°/sec の速度で開散側，次に輻湊側

に移動する。融像幅は，被検者が複視を自覚するか，
チェックマークが消えたときの値とした。

大型弱視鏡での測定は，自覚的斜視角の位置に鏡筒
を合わせ，Dr. REX 同様に被検者が複視を自覚する
か，チェックマークが消えたときの値を融像幅とし
た。

視標は，APCT では視角 1′のランドルト環を用い，
大型弱視鏡と Dr. REX では検討項目 1，2 ともに黄斑
部（視角 3°）用の大きさのものを用いた。

統計解析は，検討項目 1 において反復測定分散分析
（repeated measure analysis of variance 以下 ANOVA）
と多重比較検定である Scheffé 法を用いた。検討項目
2 に お い て は Wilcoxon 符 号 付 順 位 和 検 定， ま た

図 5 Dr. REX とシノプトフォアにおける融像幅の比較
 *Wilcoxon の符号付順位検定 p ＜ 0.01

図 4  Dr. REX DR-100 （Dr. REX）， シ ノ プ ト フ ォ ア に
おける自覚的斜視角と遠見交代プリズム遮閉試験 

（APCT）における斜視角の比較
 * 反復測定分散分析 p ＜ 0.05，Scheffé 検定 p＜0.05

図 6 開散側（a）と輻湊側（b）における Dr. REX とシノプトフォアの相関関係
 * Spearman の順位相関係数の検定，開散側 p ＜ 0.01，r ＝ 0.93，輻湊側 p ＜ 0.05，r ＝ 0.80
 測定不能範囲はグレーゾーンとしている。

a b
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Spearman の順位相関係数を用いた。有意水準は 5％
未満とした。

3.  結 果

1）検討項目 1
Dr. REX，大型弱視鏡における自覚的斜視角と

APCT における他覚的斜視角は，それぞれ−0.2 ±
2.9⊿，0.5 ± 4.0⊿，−2.9 ± 2.4⊿ で あ り，APCT と
比べて Dr. REX，大型弱視鏡ともに有意に斜視角が輻
湊側に移動した（ANOVA，Scheffé 法，p ＜ 0.05） （図
4）。また，Dr. REX と大型弱視鏡との間に有意差は認
められなかった（ANOVA，Scheffé 法，p ＞ 0.05）。
2 ）検討項目 2
図 5 に Dr. REX と大型弱視鏡における融像幅の結

果を示す。Dr. REX は 19.5 ± 5.1°，大型弱視鏡は
40.8 ± 19.3°であり，Dr. REX は大型弱視鏡よりも有
意に低値を示した（Wilcoxon 符号付順位和検定，
p ＜ 0.01）（図 5）。

図 6 に Dr. REX と大型弱視鏡における開散側と輻
湊側の相関関係を示す。Dr. REX の開散側と輻湊側
の平均値はそれぞれ−3.3±1.2°，16.2±5.2°，大型
弱視鏡の開散側と輻湊側の平均値はそれぞれ−7.1±
2.5°，33.7±19.6°であった。

開散側，輻湊側ともに両機器の間で強い正の相関を
認めた（Spearman の順位相関係数の検定，開散側
p ＜ 0.01，r ＝ 0.93，輻湊側 p ＜ 0.05，r ＝ 0.80） （図
6）。

4.  考 按

検討項目 1 では，Dr. REX，大型弱視鏡における自
覚的斜視角と APCT における他覚的斜視角を比較し
た。その結果，APCT と比べて Dr. REX，大型弱視
鏡ともに有意に自覚的斜視角が輻湊側に移動した。今
回用いた大型弱視鏡は，調節せずに視標を明視できる
よう接眼部に 6.5 D の凸レンズが組み込まれてい
る1）。しかし，構造的に調節をさせないようにして
も，近くにスライドがあるという意識から近接性輻湊
は除かれていない6）。また，正常若年者の近接性輻湊
は 6.4～10.5⊿との報告7）や，他覚的斜視角が自覚的
斜視角より 5～ 6°プラス寄りに出た場合，近接性輻
湊の影響を受けた可能性があるとの報告8）がなされ
ている。これらのことから，Dr. REX においても
HMD を装着することにより感覚的に画面が近くにあ
るように感じたために近接性輻湊が生じ，自覚的斜視

角が輻湊側に移動したことが考えられる。
また，検討項目 2 において Dr. REX は大型弱視鏡

よりも有意に低値を示したが，開散側，輻湊側ともに
両機器の間で相関を認めた。荒木ら9）は，眼鏡など
装用せずに日常視に近い状態で両眼を分離する液晶
ディスプレイを用いて両眼視機能を評価しており，
ディスプレイ画面の枠が融像幅測定に影響して大型弱
視鏡よりも融像幅が狭く出ることを報告している。融
像幅測定では視標のずれを知覚して一つに融像する。
しかし画面の枠は動かないため二つにずれているよう
に知覚し，逆に融像を妨げる働きをすると考えられ
る。本研究においても，HMD が頭部に固定されたま
ま画像のみが動くためディスプレイの枠が融像幅測定
に影響を及ぼしたことが示唆される。本研究では大型
弱視鏡での融像幅を検討したが，今後より日常視に近
いプリズムでの融像幅についても検討したいと考えて
いる。

また，眼球を動かして物体を見るとき，眼の回転の
中心を回旋点という10）。この回旋点は，厳密には外
眼筋の動きにより常に固定されてはいないが，およそ
の位置（角膜頂点から 15mm 後方）に固定されてい
ると仮定して考えることができる11）。融像する際，
眼球はこの回旋点を中心に開散または輻湊していると
考えられる。大型弱視鏡には鏡筒の光軸が存在し，そ
の上に眼球の回旋点を置くことによってどの方向に鏡
筒を動かしても正確な眼球回旋角度が得られる 12）。
しかし厳密には，眼球回旋点の位置を把握することは
難しく，眼球回旋角度と大型弱視鏡の示す角度には誤
差があるとの報告13）がある。大型弱視鏡の鏡筒光軸
とは異なっており，視標が平面上でのみ動く Dr. 

REX では，この誤差は更に顕著にあらわれることが
考えられる。このように，Dr. REX と大型弱視鏡で
は視標の動き方の原理が異なるため，融像幅の値にお
いて大型弱視鏡と Dr. REX に差異がみられたことが
示唆される。差異をより小さくするため，今後の課題
としてディスプレイの画角を大きくする，視標の動き
と眼球回旋点を対応させるなどが挙げられる。

今回我々は，HMD を用いた新しい両眼視機能検査
装置の臨床的有用性について検討した。眼科臨床で 

一般に普及している大型弱視鏡と Dr. REX の自覚的
斜視角の間に有意差は認められず，融像幅の値に相関
がみられたことから，両眼視機能スクリーニング検査
としての臨床応用が可能であることが示唆された。ま
た，本装置はボタン操作により熟練を要さず簡便に検

— 93 —

2011 年 12 月 新しい両眼視機能検査・進藤真紀他



査を行うことができた。更に，被検者の視機能による
検査時間のばらつきが小さく，検査時間の短縮がみら
れた。本装置は HMD と DVD プレーヤーのセットか
らなるため持ち運びが容易である。今後，小児向けに
画像を工夫し，音楽を流して興味を示しやすくするな
どの検討を行うと，眼科臨床で用いられる可能性はよ
り高くなると考えられる。また，本装置は瞳孔間距離
が 63.5mm に固定されているため，個々の装用者に
瞳孔間距離を合わせられるような工夫も必要であると
考えられる。

本装置は，大型弱視鏡よりも融像幅が小さく出やす
いが，両者の自覚的斜視角に有意差は認められず，融
像幅にて正の相関が認められたことから，本装置はス
クリーニング検査としての有用性が示唆された。しか
し自覚的斜視角の測定の際は近接性輻湊が発生する可
能性があること，また融像幅測定では大型弱視鏡との
相関はあるものの融像幅の値が大きくなるにつれ大型
弱視鏡よりも Dr. REX の方が低値を示すなどの特徴
を捉える必要性があった。
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1.  は じ め に

我々が知覚する色は，眼球内に入射した光が網膜上
に存在する錐体によって吸収され，その信号が大脳に
伝達されて処理された結果，想起される心理的な応答
である。Newton 1）は，これを「光に色はない」と表
現した。その一方で，このような心理的応答である色
の知覚に個人差が生じていることが知られており，同
じ色を見ても人によって応答が異なることがあること
は，ユニーク色知覚など数多くの研究で報告2）され

ている。
この色知覚の個人差を生み出している要因としては

複数考えられる。眼球に入射した光が網膜に到達する
までに眼光学系内で吸収される割合が個人により異な
るために生じる可能性や，網膜上に到達して錐体で吸
収される光が同一であっても，その後の視覚メカニズ
ムに個人差があり，最終的な知覚に違いがあらわれる
可能性などである。前者に関しては，眼球に入射した
光は，硝子体を通過した後に中心窩の手前に存在する
黄斑色素を通過して錐体に吸収されるのであるが，硝

原　　著

交照法による日本人の黄斑色素濃度分布の測定
山 内 泰 樹， 早 坂 孝 志

山形大学大学院理工学研究科

Macular Pigment Density of Japanese Subjects
Yasuki Yamauchi and Takashi Hayasaka

Department of Informatics, Graduate School of Science and Engineering, Yamagata University

色知覚の個人差を生み出す要因の一つとして，眼球に入射した光が網膜上の光受容体に到達する前に吸収
される黄斑色素濃度の個人差の影響が考えられる。その影響を検証するためには，黄斑色素濃度が既知の被
験者を用いて色知覚実験を行う必要がある。本研究では，交照法を用いて中心窩と周辺部でテスト光と参照
光の交代呈示を行い，ちらつきが最小となる強度を求め，その結果の違いから黄斑色素濃度を推定した。44

名の被験者に対して実験を行った結果，黄斑色素濃度の平均値は 0.389，その標準偏差は 0.129という結果を
得た。本研究で得られた結果から，同一被験者に対する色覚特性を測定することにより，両者の相関性を明
らかにすることができる。 （視覚の科学　32: 95－101，2011）
キーワード：黄斑色素濃度，交照法，分布，日本人

Color perception is known to differ among individuals.  One visual mechanism that can mediate 

that difference is the density of the macular pigment, which lies in front of the fovea, where it can 

absorb part of the light entering the eye.  In order to verify whether this is a reason for individual 

difference in color perception, it is essential to conduct psychophysical experiments on subjects whose 

macular pigment density is known.  In this study, we measured the macular pigment density of 44 

subjects via heterochromatic flicker photometry.  The result was an average density of 0.389, with 

standard deviation of 0.129.  This result will enable us to conduct visual experiments that clarify the 

spectral sensitivity of these subjects, and determine whether there is any relation between color vision 

and macular pigment density. (Jpn J Vis Sci  32: 95-101, 2011)
Key Words : Macular pigment,  Flicker photometry,  Optical density,  Japanese observer
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図 1　黄斑色素の分光吸収率

子体の透過率や黄斑色素濃度については個人差がある
ことが報告3）されており，Whitehead ら4）が詳細な
解説を行っている。後者に関しても，長期色順応によ
るユニーク黄の波長の変化などによる色覚の可塑性に
より，人間の視覚系が環境に順応した結果，個人差が
生じている可能性もある 5）。また，網膜上の錐体の存
在比の個人差 6）や，錐体の感度の個人差7）なども報
告されており，これらの個人差が複合的に作用して色
覚の個人差が生じている可能性もある。黄斑色素濃度
と色の見えの関係についても報告8）がなされている。

著者らは，これまでに色の見えの個人差を定量的に
評価するために，国際照明委員会（CIE）で制定され
た等色関数と呼ばれる視覚の感度を実験的に測定する
ことで検討を行ってきた9）。その結果，短波長成分に
個人差が多くみられること，違いが大きい波長領域と
黄斑色素の吸収波長域がほぼ一致することを見出し
た。このことは，黄斑色素濃度の個人差が，感度の個
人差を生み出す主要因である可能性を示唆する。この
ことを実験的に証明するためには，黄斑色素濃度が既
知の被験者に対して等色関数を求める実験を行い，得
られた等色関数の違いが黄斑色素濃度で説明できるか
どうか，両者の相関性を調べる必要がある。黄斑色素
濃度の測定に関しては，交照法を用いた心理物理学的
手法 10），撮影による方法 11）などが報告されており，
両者の方法による結果の比較もなされている12）。

本研究では，色の見えの個人差と，それを生み出し
ている生理的要因の関係を見出すために，心理物理学
的手法に基づいて黄斑色素濃度を測定する装置を構築
した。黄斑色素濃度を測定することができれば，同一
被験者に対して色知覚実験を行い，両者の関連につい
て調べることが可能になる。また，黄斑色素濃度がど
のような頻度で分布するか実験的に測定することによ
り，欧米人や中国人に関して報告されている黄斑色素
濃度分布13, 14）を日本人についても同様のデータベー
スを構築できるような知見を蓄積することを目的とし
ている。

2.  実 験

1）実験原理（黄斑色素濃度の推定方法）
黄斑色素濃度を測定するために交照法を用いた。交

照法とは，二つの光の明るさをマッチングさせる方法
の一つである。交照法では，波長が異なる二つの光

（参照光とテスト光）を一定の周波数で交互に繰り返
し呈示する。呈示の交代周波数が低い間は，被験者は

二つの光の色をそれぞれ知覚することができるが，
10～15Hz の周波数以上での呈示になると，色の変化
は知覚できず，両者の明るさの差に起因するちらつき
のみを感じる。交照法は，このような周波数領域を用
いる。そして，参照光の明るさを一定に保ち，テスト
光の明るさを調整することでちらつきが細小になるよ
うにする。ちらつきが最小になった点が，参照光とテ
スト光の明るさがマッチングした点となる。

黄斑色素濃度を測定するためには，交照法を用いて
参照光とテスト光の二つの光のマッチングを中心視と
周辺視のそれぞれで行う。黄斑色素は中心窩にのみ存
在するため15），そのほかの眼光学系の光学特性が光
の通過場所によらずに一定であるという仮定に基づけ
ば，中心窩に刺激が投影される中心視で刺激を観察し
たときには光受容器に吸収される光は黄斑色素の影響
を受けるが，周辺視では黄斑色素の影響を受けない。
また，黄斑色素の分光吸収率 16）（図 1）から，参照光
の波長は黄斑色素によって吸収されない波長（本研究
では 570nm）を，テスト光の波長は黄斑色素によっ
て吸収される波長（例えば 470nm）を選択する。テ
スト光は黄斑色素による影響を受けるので，中心視で
マッチングさせる場合には周辺視よりも強い強度の光
が必要となる。つまり，中心視と周辺視でマッチング
したテスト光の強度の差が黄斑色素によって吸収され
た光の量をあらわしている。その概念を図 2 に示す。
図中，ちらつきが最小となったときのエネルギー量を
模式的に示している。中心視では，黄斑色素濃度で入
射光が一部吸収されるので，周辺視でちらつきが最小
となったときのエネルギー量よりも高くなる。視覚系
が中心・周辺で同じエネルギー量でちらつきが最小と
知覚するのであれば，両者でのエネルギーの違いが，
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図 2  黄斑色素の吸収による Flicker 強度の違いを説明する
概念図

黄斑色素で吸収された量と考えることができる。した
がって，黄斑色素の光学的濃度を Macular Pigment 

Optical Density（以下 MPOD）は式 （1）であらわす
ことができる。式 （1）において，L はちらつき最小
点のテスト光の輝度，添字である C は中心視，P は
周辺視，λはテスト光の波長をそれぞれあらわす。

MPOD＝ log 
Lcλ

……………………… （1）
Lpλ

2 ）実験装置
実験装置は，発泡スチロールでできた直径 60cm の

半球の内側を N5 相当の灰色で塗り，その中央に直径
8.5mm の開口部を設け，その開口部から刺激光を呈
示可能にしたものを試作した。被験者の頭の位置は，
あご台で固定した。観察距離が 30cm であったため，
観察した刺激サイズは視野角で 1.6deg である。また，
上記実験装置は暗幕で覆われたブース内に置かれてお
り，外光の影響は受けなかった。半球内部はそれを 2
本の D65 蛍光灯で照明され，固視点近傍の輝度は
47cd/m2 であった。固視点を変えることで，同一の刺
激呈示位置に対して中心視と周辺視を実現した。すな
わち，中心視条件では刺激光を直接見るように被験者
に教示し，周辺視条件では，実験中に半球内に設定し
た固視点に注視するように被験者に教示を行った。実
験装置の概略図を図 3 に示す。図中，点線で示され
たのは被験者の視線方向であり，中心視条件と周辺視
条件では固視点が異なる。とくに周辺視条件では半球
中にマークされた固視点に注視する。

刺激光は，直径 4 インチの積分球のアパーチャか
ら出射された。このアパーチャが発泡スチロールの半

球の開口部に置かれており，被験者はこのアパーチャ
からの射出光を刺激光として半球の開口部から観察し
た。積分球内部には 470nm と 570nm の light-emitting 

diode（以下 LED）が挿入され，外部のパーソナルコ
ンピュータにより 20Hz で交互に点灯するような制御
がされた。LED の発光強度は，LED を駆動するパル
ス幅を変調することにより制御された。このパルス幅
変調の駆動クロックは 25MHz と高速であり，各
LED を点灯した際のちらつきは全く知覚されなかっ
た。実験に用いた LED の分光特性の実測値を図 4 に
示す。実験では，参照光 LED（570nm）の輝度を
4.8cd/m2 とした。

被験者は，右眼もしくは左眼で刺激を観察した。被
験者の頭はあご台と額当てによって固定された。
3 ）実験手順
被験者は，実験ブース内に入り，あご台ならびに額

当てで頭を固定すると，蛍光灯で照明された半球内部

図 3　実験装置の概略図
　　　LED：light-emitting diode

図 4　実験で用いた LED 光源の分光分布
　　　———：470nm，— — — —：570nm
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を 3 分間観察するように指示された。3 分間の観察に
より，周辺刺激に順応した後に実験は開始された。ま
ず，初期状態としてちらつきがはっきりと知覚できる
ような低いテスト刺激強度でのフリッカー光が呈示さ
れ，被験者は手元のコントローラでテスト光の強度を
調整し，ちらつきが確認できない，もしくは最小とな
るような強度を求めた。次に，ちらつきがはっきりと
知覚できる状態までテスト光強度を高くし，その状態
を初期状態として被験者に呈示し，同様にちらつきが
最小になるように被験者はテスト光強度を調整した。
このように 2 条件の初期状態でそれぞれ 3 回の調整
を行う。これが 1 セッションである。また，同一初
期状態での中心視の後に周辺視での実験を行い，その
後で，初期状態を変化させて中心視および周辺視の実
験を実施した。

各被験者は 3 セッションの実験を行った。一部被
験者は 1 セッション，もしくは 2 セッションの実験
に参加した。各セッションに要する時間は約 40 分で
あったが，セッション数が増え実験プロトコルに慣れ
るにつれ，ちらつき最小の点へテスト光の強度を調整
するのに要する時間は短くなる傾向にあった。
4 ）被験者
本実験に参加したのは，19～24 歳の 44 名の被験者

である。男性が 40 名，女性が 4 名であり，ほとんど
が山形大学の学生であった。被験者には黄斑色素濃度
の測定を行うという実験の目的は事前に説明されてい
た。また，ほぼ全員が心理物理実験に参加するのは初
めての被験者であったので，本実験を開始する前に，

練習セッションを設け，判断基準であるフリッカーが
最小になる状態を理解してもらった。

3.  結 果

44 名の結果のうち代表的な 5 名について，表 1 に
右眼での実験結果，ならびに式 （1） を用いて算出し
た黄斑色素濃度の値を示す。表に記された数値は平均
値であり，それぞれの標準偏差を括弧内に示した。こ
れらの値から，式 （1） に基づき黄斑色素濃度を算出
した。

図 5 に，全被験者の黄斑色素濃度の結果を示す。
この結果をみると，被験者個人間で黄斑色素濃度の差
が大きいことがわかる。最小値は，0.071，最大値は
0.671 であった。各被験者の測定における標準偏差は
0.004～0.209，平均値が 0.129 であり，一定の精度で
実験を行うことができたと考えられる。

右眼ごと，左眼ごとに黄斑色素濃度の度数分布を
0.1 刻みで求め，ヒストグラムとしてあらわしたもの

図 5  実験結果（全被験者の結果）
  ＊がついている被験者のデータは 1 セッションの平均値，＊＊がついている被験者のデータは 2 セッションを示して

おり，ほかの被験者に関しては 3 セッションの結果を平均したものである。個々のバーに付されている誤差棒は測定
結果の標準偏差を示す。

 ：左眼， ：右眼

	 1	 2*	 3*	 4*	 5*	 6*	 7*	 8	 9	10**	11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	22	

表 1　5 名の被験者の実験結果と黄斑色素濃度
（cd/m2）

被験者番号 中心窩 周辺 MPOD

13 5.47 （0.66） 2.29 （0.21） 0.38

16 9.18 （0.99） 2.06 （0.24） 0.65

21 3.75 （0.98） 2.62 （0.89） 0.17

23 4.05 （0.36） 2.51 （0.39） 0.21

36 12.49 （2.75） 2.66 （0.55） 0.67

MPOD：Macular Pigment Optical Density
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が図 6 である。（a） が右眼の結果，（b） が左眼の結果
をあらわす。右眼では 0.3～0.4 にピークが，左眼で
は 0.4 にピークとなっており，両眼ともほぼピーク領
域に対してほぼ対称に度数が分布していることがわか
る。

4.  考 按

本実験により，44 名の被験者の両眼の黄斑色素濃
度が求められた。個々の被験者の右眼と左眼の黄斑色
素濃度の違いを求めたものが図 7 である。これをみ
ると，同一被験者であれば，黄斑色素濃度に大きな違
いはみられないことがわかる。左右眼における黄斑色
素濃度の平均値に優位差があるかどうかを判定するた
めに，t 検定を行った。t 検定の結果を表 2 に示す。
表 2 より，｜t 値｜＜ t 境界値となっており，左右眼
における黄斑色素濃度の平均値に統計的な差がないこ
とが示された。ここで示された結果は，先行研究17）

で示されたものとほぼ同じ傾向を示していると思われ
る。

次に，本研究で得られた結果と，先行研究で報告さ
れている中国人の黄斑色素濃度分布14）とを比較し，

民族による黄斑色素濃度の違いがあるかどうかを考察
する。本研究での被験者の数は 44 名であり，先行研
究との間には多少の違いがあるが分布形状において比
較を行う。

中国人の先行研究における被験者は男性 32 名，女
性 36 名の 68 名であり，年齢層は 18～23 歳で本研究
での被験者層とほぼ一致する。実験条件は表 3 にま
とめたとおりである。先行研究で得られた分布を図 8
に示す。ただし，文献で紹介されている黄斑色度濃度
値は 460nm のものであり，本研究で用いた 470nm と
は異なり，そのままでは比較できない。そのために，
図 1 で示した黄斑色素濃度の値を用いて，本実験で
得た右眼における 470nm の濃度を 460nm へと変換し
た結果をグラフとして表示している。それぞれの分布
を正規分布と仮定し，正規分布で近似を行った結果を
図 8 に同時に示す。それぞれの正規分布は最大値が 1
になるように正規化されている。

両者を比較すると，ピークの値に多少の違いはみら

図 7　両眼間の濃度差の分布

図 6　 被験者の黄斑色素濃度分布
　　　（a）：右眼，（b）：左眼

(a) (b)

表 2　t 検定の結果

平均
MPOD

標準
偏差

標本数
有意
水準

t 値
t 境界値

両側

左 0.386 0.133 44
0.05 −0.149 1.988

右 0.391 0.126 44

表 3　先行研究での実験条件

刺激サイズ 波長 フリッカー周波数

1°
参照光：575nm 中心視：21Hz

テスト光：460nm 周辺視：15Hz
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れるものの，両者はほぼ一致していることがわかる。
統計的に有意差をみるために，ウェルチの検定を行っ
た結果，t’＝−1.285 となり，t 境界値 1.98 よりも小
さかったため，両者の間には統計的な有意差がみられ
ないことが示された。

最後に，色覚と黄斑色素濃度の関係について考察し
てみる。キャンセレーション法により測定した青−黄
反対色関数において，青みと黄みのバランス点が中心
視と周辺視でほとんど変わらないことや，黄斑色素の
濃度を推定して短波長の色成分の補正を行うとバラン
ス点がずれてしまうことから，中心視では短波長の吸
収を補う何らかのメカニズムが存在するとも考えられ
る18）。加齢に伴うレンズの黄濁化などに伴う透過率
の低下も報告 19）されているが，黄斑色素濃度分布は
高齢者と若年者で変わらないという報告20）もある。
ユニーク黄が加齢によっても変化しないという報
告21）から，上述したようなレンズの濃度変化などは
非常に大きな時定数で変化が生じること，その変化が
非可逆であることから，十分長期的な色順応や色覚
メカニズムの変化で眼光学への変化は対応可能である
とも考えられる。また，食習慣や喫煙習慣などにより
黄斑色素濃度は変化するということも報告22, 23）され
ているが，そのようにある期間内に濃度が変化した場
合にも，Neitz ら5 ）によって報告されているような色
覚の可塑性により，その変化を吸収することは可能で
あると考えられる。そもそも，黄斑色素を通過した光
が網膜上で吸収されて色覚情報になるため，個人個人
では，異なる濃度の黄色いフィルタを常にかけて視覚
情報を獲得していることに相当する。色順応効果を考
えれば，それらの濃度の違いは順応効果で説明され，
黄斑色素濃度の違いは，さほど顕著にあらわれないは

ずである。
本研究では，ちらつきが最小となる状態では，中心

視・周辺視ともにエネルギー量が等しくなるという前
提下で黄斑色素濃度の算出を行った。黄斑色素濃度の
違いがユニーク黄知覚に影響を与えているかどうか
は，まず中心視条件と周辺視条件でそれぞれユニーク
黄となる波長を求めるような実験を行うことで明確に
することができると思われる。また，刺激サイズを大
きくし，中心＋周辺で色の判断を行わせてユニーク黄
を求めることも有効な実験であることが予想される。
このような実験により，網膜部位ごとに異なる補正が
行われているか，色知覚メカニズムは網膜全体の信号
に対してだけ作用するのか，を明らかにすることもで
きるであろう。黄斑色素濃度の分布における個人差が
色覚に与える影響も，同様に扱うことが可能であろ
う。

一方で，複数の被験者で等色関数を測定して個人差
に注目してみると，個人差が一番あらわれているの
が，黄斑色素濃度が影響する波長領域である。ほぼ全
員の被験者が同年代（20 歳代）であることを考える
と，レンズの濃度 19）が影響を及ぼしているとは考え
にくい。また，数年の加齢効果でレンズの透過率が低
下しているのであれば，年齢の高い被験者の方が黄斑
色素濃度は高いという実験結果になるが，年齢と黄斑
色素濃度の間に相関はみられない。この波長領域の個
人差が，黄斑色素濃度だけで説明ができるのか，ほか
の別の要因が関係しているのかは，更に色覚メカニズ
ム，眼光学的特性の両者から考えていく必要があると
思われる。

本研究では，日本人の黄斑色素濃度を測定し，これ
までに中国人や欧米人を被験者に行った研究において
報告されているのとほぼ等しい黄斑色素濃度分布を得
ることができた。色覚の個人差との関連を直接的に求
めるためには，本研究で黄斑色素濃度を測定した被験
者に対して色知覚実験や等色関数を求める実験を行
い，得られた個人差が黄斑色素濃度によって説明でき
るかを検証していきたい。例えば，黄斑色素が存在し
ない周辺視条件で等色関数を求めて，個人差を定量的
に比較することも本研究の最終的な目的に対しても有
用な方法であると思われる。このような一連の研究に
より，将来的には，黄斑色素濃度以外の光学的なほか
の特性の個人差も測定することにより，色覚の個人差
に対する生理学的光学特性の個人差の寄与を明らかに
していきたい。

図 8  先行研究 14）との本研究で求められた黄斑色素濃度分
布の比較

 ：山形大学， ：中国，— — — — ：山形大学，———：中国
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1.  は じ め に

前眼部三次元 optical coherence tomography （以下 

OCT）の登場によって，前眼部 OCT の用途は大きく
変貌した。前眼部三次元 OCT は前眼部のより詳細な
生体計測を可能にし1），隅角2）や，濾過胞3）の三次元
解析をはじめ多くの解析ができるようになった。角膜
に対しては角膜混濁の解析4 ,  5）や角膜形状の解析が行
われている6 ,  7）。

前眼部に特化した三次元 OCT を世界で初めて開発
したのは，筑波大学物理工学系応用光学研究室計算光
学グループ（COG）の Yasuno ら8）である。彼らの
研究成果は 2005 年に論文発表され，我々に大きな衝
撃を与えた。我々は隅角の三次元解析や角膜トポグラ
ファーへの強い期待を胸に，2006 年から彼らと共同
研究を始めることになった。その後，技術が 2008 年
にトーメーコーポレーション社に移り 2009 年には市
販機 CASIA が登場した。CASIA には角膜トポグラ
ファー機能が実用レベルで実装されている。

本稿では，2011 年眼光学学会の教育セミナーで講
演した内容を中心に，CASIA の測定原理と特徴，更
に特徴を活かした臨床応用例について述べたい。

2 .  CASIAの測定原理

OCT は光干渉計の原理に基づいている。低コヒー
レンス光を角膜に照射し，角膜内の屈折率の変化する
境界からの後方散乱光を補足して，その散乱光のうち
直進して反射する成分を検出して，反射強度と反射位
置を画像化している。

正常角膜組織は上皮層，実質層などの各層が比較的
均一な屈折率を有しており，それぞれの屈折率が異な
るために OCT 断層像では各層の境界面が観察でき
る。デスメ膜層と内皮細胞層の境界面は解像度の限界
により観察できないが，ボーマン膜と上皮層あるいは
ボーマン膜と実質層の境界面は部分的に観察できる。
角膜前面と角膜後面においては屈折率が大きく変化す
るため，明瞭な境界面が得られる。CASIA は，この
境界面の位置情報（高さ情報）を角膜形状データとし

て解析する elevation based topographer である。
透明な角膜組織内に混濁病変が生じると病変部位で

は散乱光が生じるため，OCT 断層像においては高反
射領域として検出できる。この際，散乱光のうち直進
して反射する成分のみを検出するため反射強度は強く
なり過ぎず，ハレーションが生じにくい。また病変部
位の反射位置の検出においては深さ方向の精度がとく
に高いため，病変の正確な位置の把握に極めて有用で
ある。

使用されている光源は中心波長 1,310nm で深達度
が高く，角膜に混濁があっても測定光は大抵は角膜後
面まで到達する。OCT は生体計測を非接触的，非侵
襲的に行える技術であるが，更にこの 1,310nm の光
源は近赤外光であるため眩しさを感じることはなく患
者への負担は極めて少ない。CASIA の特徴を表 1 に
示した。

3 .   CASIAの角膜形状解析の設定

CASIA の OCT システムは Yasuno ら8）が開発した
波長掃引型 OCT（Swept source OCT SS-OCT） であ
る が， 計 測 ス ピ ー ド は 極 め て 高 速（ 開 発 当 初 は
20,000A- スキャン／秒であったがその後 30,000A- ス
キャン／秒に向上した）で，スキャン範囲は 16mm

と広く，解像度は深さ方向に 10μm と高精細である。
これらの性能は広範囲で測定時間が短く，正確性の高
い角膜トポグラファーを可能にしている。CASIA は
OCT 断層像をトレースすることで，角膜前面と角膜
後面の位置情報（高さ情報）を得て形状解析してい
る。

最近のトピックス

前眼部 OCT型角膜トポグラファーの測定原理と特徴
東京医科大学眼科　森 　 秀 樹

表 1　CASIA の特徴

・眩しくない

・角膜断層像の観察が可能

・角膜混濁眼の形状評価が可能

・高度な角膜不正乱視眼の形状評価が可能

・広範囲の角膜形状評価が可能

・瞳孔径 ( 入射瞳と実瞳孔 ) の計測が可能
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図 2  角膜混濁と角膜不正乱視眼に対する測定例
  症例は 57 歳，女性。眼類天疱瘡による重症ドライア

イのケースである。眼鏡処方を目的に来院されたが，
視力は 0.3（矯正不能）であった。オートレフではエ
ラーになり，TMS-4 による計測では再現性のよい結
果が得られなかった。しかし，CASIA による計測で
は再現性のよい結果が得られたため，フーリエ解析
によって正乱視成分を求めた。正乱視成分の度数と
軸を参考に再度視力測定したところ視力は 0.3（0.7×
C−3.0D Ax100°）が得られた。

計測は Corneal Map モードを使用する。Corneal 

Map モードは OCT 断層像の長さが 10mm で，この
断層像は 512 本の A-scan から構成されている。更に
0.3 秒で 16 方向にラジアルスキャンして 16 方向の
OCT 断層像を得る。測定光は角膜組織の角膜前面と
後面で屈折しているため，OCT 断層像をトレースし

た結果を角膜前面と後面で屈折補正している（図 1）。
角膜中心の定義は角膜頂点（Vertex Normal）である。

4.  円錐角膜への臨床応用

円錐角膜は，従来のプラチドリング型あるいはス
リットスキャン型角膜トポグラファーによって精度の
高い診断が可能である。しかし従来型の角膜トポグラ
ファーは，高度の円錐角膜や角膜混濁を伴った円錐角
膜の形状評価は困難であった。このようなケースに対
しても，CASIA は再現性のよい形状評価ができる

（図 2 , 3）。したがって，これまで困難であった円錐
角膜の重症度分類を高度な円錐角膜を含めて明確に作
成することや，円錐角膜に対するハードコンタクトレ
ンズ（以下 HCL）の処方を格段に進歩させることが
可能である。
1 ）円錐角膜の重症度分類
円錐角膜の重症度には，ケラト値（K 値）やフォ

トケラトスコープのマイヤー像で分類する方法がある
が，国内外で統一された分類はない。コンタクトレン
ズ（CL）の分野では，マイヤー像による分類を用い
ることが多い。しかしフォトケラトスコープを所持し
ていない施設では，K 値で分類することになるが，
我々は CASIA で計測した K 値を用いた分類を使用
して治療方針の目安にしている（表 2 ）。

図 3  高度の円錐角膜に対する測定例 
  左のマップが Axial Map で右のマップが Elevation 

Map である。K 値をみると 4.18mm と表示されてい
る。ケラトメータや従来の角膜トポグラファーでは
計測不能であった高度の角膜円錐角膜の形状評価が
可能であることがわかる。 

図 1  角膜形状マップと optical coherence tomography（OCT）
断層像

  OCT 断層像をトレースすることで角膜前面と角膜後
面の位置情報（高さ情報）を得て解析している。上
段は 10mm 径，下段は 16mm 径の角膜形状解析であ
る。16mm 径の角膜形状解析は前田らによって考案
されたが，角膜だけでなく輪部，強膜の一部を含ん
だ強角膜形状解析が可能である。2011 年 11 月現在，
標準機には 16mm 径の角膜形状解析は実装されてい
ないが近日中に実装される予定である。 
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2 ）HCL の処方
円錐角膜眼への HCL の処方は既報9）で詳述した

が，簡略化すると，（1）ベースカーブ（以下 BC）の
決定，（2）BC 以外のパラメータの調整，（3）BC の再
調整の三つのステップから成っている。
（1）のステップ
第 1 選択レンズ（以下  1st レンズ）の BC には

CASIA で測定した Elevation Map の基準球面（best 

fit sphere 以下 BFS）の曲率半径の値を用いている。
我々は 1st レンズを 8.8mm 径の球面レンズとしてい
るため，8.8mm 径で計算した BFS 値を 1st レンズの
BC に用いている。すると角膜形状に最も適合した理
論的に三点接触のレンズが選択できる。1st レンズの
フィッティングを図 4 に示す。フルオレセインパ
ターンは Elevation Map のパターンとよく似ている。
すなわち，フルオレセインパターンは Elevation Map

から予測可能であり，これは前眼部 OCT 型角膜トポ
グラファーによる Elevation Map の正確性も物語って
いる。
（2）のステップ
1st レンズのフィッティングを確認した後に，trial 

and error を行うが，その際に BC 以外のパラメータ
を調節する。実際には，我々がトライアルレンズで所
持している円錐角膜用の非球面レンズや多段階レンズ
を比較して，レンズの動き，位置，装用感から角膜形
状に適合したレンズを選択する。
（3）のステップ
涙液交換を考慮して再度 BC を調整する。二点接触

法を考慮するときは，角膜上方の BFS 値を計算して
BC の参考にすることが可能である（図 5）。糸井ら
は周辺角膜の BFS 値を計算して BC の参考値に用い
て，興味深い結果を報告している（第 54 回日本コン

タクトレンズ学会総会にて発表）。
3 ）フル・オーダーメイドのHCLの開発
これまで，オーダーメイドの HCL は主として重度

の円錐角膜患者に対して処方され，HCL のフィッ
ティングの向上に寄与してきた。しかし角膜形状の計
測に従来型の角膜トポグラファーを用いると重度の円
錐角膜の形状評価は難しく，オーダーメイド HCL に

図 4  Elevation Map と第 1 選択レンズ（1st レンズ）の
フィッティング

  Case1 の 1st レンズのフィッティングをみると Elevation 
Map のパターンに似ている。すなわち，Elevation 
Map の山の部分の角膜はレンズ後面にタッチして，
谷の部分の角膜にはフルオレセインがプールしてい
る。Case2 は円錐角膜の突出部が下方にあるケース
である。Elevation Map をみると角膜の中央部は谷に
なっているため，1st レンズのフィッティングは頂点
クリアランスになる。

図 5  Enhanced BFS
  BFS を計算する際には，その計算する範囲を任意に

指定できる。2 点接触法を考慮するときは，角膜上
方の BFS 値を計算して BC の参考にする。BFS の直
径はレンズのサイズと同じ値を入力するとよい。 

表 2　円錐角膜の重症度分類（東京医大式）と治療方針の目安

重症度 K 値 治 療 方 針

グレードⅠ
（軽度） 7mm 以上 HCL：球面レンズ

グレードⅡ
（中等度） 7mm 未満 HCL：円錐角膜用レンズを考慮

グレードⅢ
（強度） 6mm 未満 HCL：オーダーメイドレンズを考慮

グレードⅣ
（最強度） 5mm 未満 角膜移植を考慮

HCL：ハードコンタクトレンズ
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図 7 真菌性角膜炎
  培養でアスペルギルスが検出されたケースである。

初診時から抗菌薬の頻回点眼が行われ 1 週目には前
房蓄膿が消失したが，角膜上皮欠損は残存している。
治療 1 週目の OCT 断層像をみると浸潤病変が実質
の深い部分にみられ（矢印），Pachymetry Map をみ
ると著しく菲薄化した部分がみられる（矢印）。これ
らの所見から真菌性角膜炎の可能性を考慮して培養
の結果が出る前に，早い段階で抗真菌薬の投与を開
始することができた。

図 8 ヘルペス角膜実質炎 
  初診時，角膜実質浮腫のため視力は 0.3 に低下して

いた。治療後 1 週目には実質浮腫は改善し視力は 1.2
に向上した。初診時の OCT 断層像をみると，実質
浮腫のために角膜前面と角膜後面が突出しており，
Axial Map では強い不正乱視があることがわかる。

おいて問題点になっていた。またこれまでのオーダー
メイド HCL は，既製の HCL デザインの一部を角膜
形状などに合わせて修正するというイージー・オー

ダーメイドの手法であった。
CASIA は，重度の円錐角膜の形状評価が可能であ

るため，フル・オーダーメイドの手法を用いることが
できる。すなわち，既製のデザインの一部を修正する
手法ではなく，個々の角膜形状に合わせてレンズ全体
のデザインから行うことが可能である。我々は，
Elevation Map をフーリエ解析したデータに基づいた
レンズデザインを考案して，レインボー・オプチカル
および日本精機研究所と共同してフル・オーダーメイ
ド HCL の開発を行っている（図 6）。

5.  角膜混濁への臨床応用

角膜混濁眼において，その角膜混濁の病態の評価に
前眼部 OCT は有用である。前眼部 OCT によって得
られる断層像からは，大まかな病理形態学的評価がで
きる10）。更に混濁病変は，高反射領域として検出され
るため病変の深さや広がりといった形態学的特徴を正
確に把握でき，診断や治療の一助になる4 ,  5 , 10）。

また角膜混濁眼は，角膜形状異常を伴っていること
が多い。CASIA で計測することによって断層像によ
る評価と角膜形状評価が同時に行えることは大きな利
点である。感染性角膜炎の計測例を図 7 ,  8 に示した。

6.  瞳孔の評価

瞳孔径の計測には瞳孔計が使用されるが，静的な計

図 6  Elevation Map のフーリエ変換 
  Elevation Map は，ハードコンタクトレンズ処方にお

いて有用なデータを有している。この Elevation Map
をフーリエ変換して得られたデータをフル・オーダー
メイドレンズのレンズデザイン作成の参考にしてい
る。球面成分からはレンズ後面の基本的なデザイン
を，正乱視成分からは後面トーリックあるいは中間～
周辺カーブのトーリックを，非対称成分からは非対
称なレンズデザインを考えることができる。
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測にはピューピロメータ，動的な計測にはイリスコー
ダが用いられる。ピューピロメータは，レフラクト
メータや角膜トポグラファーに組み込まれたものや，
専用の赤外線を用いた電子瞳孔計などがある。これら
の測定装置のほとんどは，角膜を通して観察されたみ
かけの瞳孔径，すなわち入射瞳を計測している。実瞳
孔径が必要なときは計算によって求める必要がある
が， 前眼部 OCT では OCT 断層像から実瞳孔径を求
めることができる。更に測定時に光刺激がないため瞳
孔径の計測に向いていると思われる。
1 ）前眼部OCT型ピューピロメータ
CASIA では，入射瞳径と実瞳孔経の両方を計測で

きる。入射瞳径は角膜トポグラファーで計測された角
膜形状マップ内に自動検出された瞳孔縁が表示され，
その瞳孔径の測定結果が表示される（図 9）。実瞳孔
径は OCT 断層像から瞳孔間の距離をマニュアルで計
測することで求めることができる（図 10）。
2 ）前眼部OCT型イリスコーダの開発
イリスコーダは，赤外線光を用いた専用の測定装置

で瞳孔の動的計測を目的に使用される。我々は CASIA

に刺激光（中心波長 525μm 緑，19μW，1 秒間点灯）
を内蔵して対光反応による瞳孔の動的評価ができるよ
うに改良した。実瞳孔の計測が可能であるだけでなく，
瞳孔や虹彩の動的変化を OCT 断層像で観察できる点
が興味深い。瞳孔解析ソフトウェアを図 11 に示す。

7.  最 後 に

2005 年に Yasuno ら8）の論文が掲載されてから，
わずか 4 年という急スピードで開発が進み，2009 年

に市販機 CASIA が登場した。その原動力の一つが
CASIA が従来型のトポグラファーと比べて格段に魅
力的な測定原理や特徴を有していることにあると感じ
ている。

今後，CASIA が更に広く普及していくことを期待
している。
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  角膜形状マップ内の点線は入射瞳を示している。点

線を円近似して直径を求めて入射瞳径を算出してい
る。マニュアルで任意の方向の直径を計測すること
もできる。このケースでは垂直方向が水平方向より
瞳孔径が長い。

図 10 実瞳孔の計測 
  左上段は屈折補正前，左下段は屈折補正後の OCT

断層像である。屈折補正後の OCT 断層像から実瞳
孔径（左矢印）を計測できる。右は OCT 立体像で
ある。測定軸（右矢印）に対する傾きなど，瞳孔の
空間的位置がわかる。

図 11 瞳孔径の動的計測 
  入射瞳径の解析においては，これまで臨床で使用さ

れてきた瞳孔径，速度，加速度，縮瞳率などといっ
たパラーメータが算出できる。
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2011 年 9 月 3 ～ 4 日に第 47 回日本眼光学学会が
慶應義塾大学眼科の根岸一乃先生を総会長として，東
京ステーションコンファレンスで開催されました。昨
年秋にオープンしたばかりの会場は東京駅に直結して
おり，アクセスが良く快適でした。台風が接近してお
り，各地で被害が出て交通の混乱もありましたが，東
京は会期中の 2 日間にわたって少し風が強い程度で，
参加者が雨にぬれることはほとんどありませんでし
た。学会最終時点での登録者数は 650 名をこえたと
のこと，初めて日本眼光学学会に参加した人も多く，
大成功だったといっていいでしょう。

日本眼光学学会は，眼科医だけでなく理工系の研究
者，眼科医療機器メーカー，視能訓練士など，異なる
職種が一同に介するという点で，ほかの眼科系学会と
は大きく異なります。学会で取り上げる内容も臨床に
直結した屈折矯正に関する話題から，最新の検査装置
に関する話題まで大変幅広いものです。とくに毎年，
新しい眼科医療機器が開発，販売されますが，眼科医
や視能訓練士にとっては，それらすべての違いを理解
することは容易ではありません。各メーカーからの立
場だけでなく，中立な立場から複数の製品の機能や使
い方，長所や短所について，まとめて聞くことができ
る重要な機会でもあります。

今年の学会は三会場で，ほぼ終日三つのセッション
が同時に進行する形で行われました。これまでの日本
眼光学学会は一会場あるいは一部二会場で開催される
ことが多かったので，三会場というのは画期的でし
た。第 1 会場と第 3 会場ではシンポジウムが合計七
つ，五つの教育セミナー，受賞講演，特別講演，招待
講演といったいわゆる企画プログラム，第 2 会場で
は一般講演が行われました。眼光学学会と眼科 ME

学会という二つの学会が一つになり，学会の名称から
ME という言葉が消えてしまいました。しかし，従来
ME 学会が担当していた分野をうまく継続，発展させ
ていくのは日本眼光学学会にとっての重要な課題で
す。今回，このように三会場に増やしたことで，眼科
ME 学会が扱ってきた眼科医療機器の分野を十分に含
むことができ，「新生」日本眼光学学会の方向性がう

まく示されたように思われます。もちろん，平行して
行われる企画に対しては参加できないというデメリッ
トもありますが，メリットの方が明らかに大きいよう
に思われました。更に二つのランチョンセミナーと二
つのイブニングセミナーを取り入れて，眼科で使用す
る頻度の高い機器や屈折異常やドライアイといった接
することの多い疾患を取り上げたことで，多くの眼科
医が日本眼光学学会に興味をもったと思います。すべ
てのセッションを網羅することはできませんので，部
分的に学会報告をしながら印象を述べさせていただき
ます。

招 待 講 演 は，Susana Marcos 先 生（CSIC, Spain）
による眼球収差のご講演でした。角膜，ヒトの水晶体
や眼内レンズが引き起こす収差がどのように視機能に
影響を与えるかについて，多くのデータを用いての最
新の補償光学のお話でした。講演の専門用語を英語で
理解するのは大変かと思っていましたが，日本語スラ
イドを出していただいたので，講演についていくこと
ができました。とくに，眼球の収差を補正することで
視反応の向上を評価する方法の進歩について述べられ
たのが印象的でした。

特別講演は，長年日本眼光学学会の中心として活躍
しておられる魚里　博先生（北里大学）が「屈折・老
視矯正における眼光学 Pitfalls and Pearls」をご講演
されました。日常臨床だけでなく，研究をしていく上
で，忘れがちかつ陥りがちなポイントを多数示してい
ただきました。とくに片眼のときと比べて，両眼視の
ときでは縮瞳するので瞳孔中心が移動することや，超
音波パキメータの音速は 100msec の設定でよいのか，
などこれまで考えたことのない点でした。丁寧なご説
明をしていただきましたので，今後の診療に役立てて
いきたいと思います。

シンポジウムは，最近ビデオゲームや家庭用テレビ
の登場で一般社会でも関心が高まっている 3D 映像が
重点的に取り上げられました。今回二つのシンポジウ
ムを通じて，快適で魅力的な 3D 映像についてディ
スカッションされたことは，日本眼光学学会の歴史上
特筆すべきことだと思います。シンポジウム 2 では

学会印象記

第 47 回 日本眼光学学会
浜松医科大学眼科学教室　佐 藤 美 保
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「3D 映像−医療への応用」，シンポジウム 3 では「3D

映像による視覚および生体への影響と安全ガイドライ
ン」となっており，医療サイドと映像の提供サイドか
らのシンポジウムです。この二つを聞くと，3D 映像
に関して必要な知識を一度に手に入れることができる
ように配慮されていました。「3D 映像−医療への応
用」では野田　徹先生（東京医療センター）が，優れ
た高解像度モニターと，低照度での手術によって患者
さんには優しく，術中造影を用いることで更に高度な
レベルの手術が可能になる顕微鏡をご紹介されまし
た。それに続き，畑田豊彦先生（東京眼鏡専門学校）
からは眼精疲労のない立体感を作り出すためには，移
動したときに輻湊と調節が自然にできることが必要で
あること，更に画面の回り込み可能なモニターがあれ
ばより効果的に 3D 画像を楽しめることなどが示され
ました。江本正喜さん（NHK 放送技術研究所）から
は，左右眼の分離方法の違いによる映像の見やすさ，
逆に見づらさについての解説をしていただき，低年齢
の視聴者も安全に楽しめるようなコンテンツ作成の工
夫などが示されました。最後に玉置泰裕先生（東京大
学）からは，3D モニターを見ながら手術を行うダ
ヴィンチというシステムのご紹介がありました。夢の
ような装置ですが，泌尿器科ではすでに 70～80％正
確な手術が可能とのことで驚きました。
「3D 映像による視覚および生体への影響と安全ガイ

ドライン」のシンポジウムでは，矢野澄男さん（NHK

放送技術研究所）が，コンテンツを提供する立場から，
横から見るとひずみが出ることや，輻湊と調節が合っ
ていても眼精疲労が起きることがあること，動きの変
化や視差の変化が大きいときに眼精疲労が強いことな
どを，調節応答で評価して発表されました。渡邊　洋

さん（産業技術総合研究所）は不適切な設定の 3D 画
像を視聴することによって起きる生体反応を調べ，不
快な 3D 映像は自律神経系に様々な影響を与えること
を示されました。不二門　尚先生（大阪大学）は，立
体視のない小児（斜視や斜視の治療後）が 3D 画像を
どのように認識するか，また両眼視機能の弱い小児が
3D 映像を視聴したことがきっかけで斜視を発症した
症例を呈示されました。今後，3D 映像がますます家
庭のなかに入ってくると，このような症状の患者さん
への対応も必要と感じました。また，千葉　滋さん

（映像評価機構）が，安全ガイドラインについて説明
されました。視聴者からの苦情があった場合にどのよ
うに対応するかを，企業の立場で検討する必要がある
のだそうです。幸いこれまで映画館での苦情はあった
ものの，家庭のテレビではなかったとのことでした。

教育セミナーも充実しており，私は「眼鏡処方の基
本」のなかで小児への眼鏡処方のポイントを解説させ
ていただきましたが，梶田雅義先生（梶田眼科），鈴木
武敏先生（鈴木眼科吉小路），川端秀仁先生（かわば
た眼科）が成人，老視への眼鏡処方，および処方せん
記入について詳しい講習をされました。また眼科検査
法アップデートでは，眼科診療になくてはならない
種々の検査機器を特定のメーカーに偏ることなく解説
していただきました。とくに光干渉断層計（OCT）
による視神経乳頭解析では，専門家の読影の方がより
精度が高いとのことでした。十分な読影技術を身につ
けたいと痛感いたしました。

一般講演を聴く時間が十分になかったのですが，今
回の学会は日本眼光学学会のカバーする分野が年々広
がっていることを示していると思いました。今後もま
すます学会が発展することを確信いたしました。
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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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（敬称略，50 音順）

32 巻 4 号をお届けします。

結局，32 巻の完結が約 3 カ月遅れになってしまいました。これまでの経緯としては 31 巻が大幅

に遅れ，4 号を出したのは 2011 年 8 月でした。その後，月刊誌並の発行ができれば 32 巻が 2011

年内に終わるはずでしたが，私を含む現在の視覚の科学の編集体制では隔月刊がやっとのようで

す。ここまでの遅れの反省というわけではありませんが，限られた資源での編集作業の効率化を考

えています。先月も編集後記で書いた査読の電子化の作業は順調に進んでおり，まもなく試用開始

できそうです。また，校正から印刷までの期間を短縮するために，提出原稿のフォーマットの指定

を考えております。投稿される著者には負担になり申し訳ありませんが，事務負担が減れば会費や

広告料の有効活用が可能で，結局は会員やスポンサーのメリットになります。

さて，本号の内容ですが，眼内レンズ度数決定に関するホットな総説，新しい装置の評価的な原

著とトピックス，心理物理の原著と“視覚の科学”らしい号にできたと思います。お楽しみいただ

ければ幸いです。

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｣ 投稿規程

原著の投稿規定
1.　 投稿論文は他誌に発表されていない論文および学

会発表原著で，原則として筆頭著者は本会会員に
限ります。

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

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

原著・総説の執筆要項
1.　別々の用紙を用いて次のように区分して下さい。
・ タイトルページ：題名，Running Head，所属名，

著者名を明記し，下段に校正などの連絡先を記入
して下さい。

・ 和文要約：400 字以内に論文の概要がわかるよう
に書いて下さい。

・ 英文要約（Abstract）：ダブルスペースで打字し，
200 語以内（1 語は 5 文字に相当）とします。な
お，英文の題名，氏名，所属名，住所を明記して
下さい。

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

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

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

・文献
・表および図（写真および付図）
・表および図の説明

2.　 論文の長さは原則として，本文と文献を合わせて
400 字原稿用紙 20 枚（8,000 字）以内とします。
ただし，編集委員会が認める場合は，この限りで
はありません。専門用語以外は当用漢字，現代か
なづかいを使用し，句読点を正しく付けて下さい。
表および図以外には，頁番号並びに頁左側に行数

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

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

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

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

6.　 図（写真）と表の挿入希望箇所を原稿内に示して
下さい。写真の大きさは名刺版（6 × 8cm）以上
の大きさとします。また，間違いをなくすために，
写真の裏側に氏名と天地を明記してお送り下さ
い。カラー印刷を希望される方は，必ずフィル
ム（ネガまたはリバーサル）をお送り下さい。カ
ラー印刷は製版・印刷の実費を申し受けます。図

（写真）と表の説明は別の用紙を用いて書いて下
さい。
　なお説明は，読めばその内容がわかるように明
記し，本文中に重複して記載しないように注意し
て下さい。

7.　 掲載論文のすべての著作権は著者と日本眼光学学
会に属します。

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

14.   筆頭著者が当会会員の場合には，論文掲載料は本
誌 4 頁までは無料とし，5 頁からは 1 頁増えるご
とに 15,000 円（消費税は含まず）を加算します

（目安として本誌 1 頁が 400 字原稿用紙 3.5 枚に，
図と表はそれぞれ 400 字原稿用紙ほぼ 1 枚に相当
します）。
依頼による総説の場合，掲載料は無料ですが，
カラー印刷のみ実費（1 頁当たり 20,000 円から
32,000 円）を申し受けます。

15.   原稿は下記の住所にお送り下さい。

〒 565 − 0871  吹田市山田丘 2 − 2

大阪大学医学系感覚機能形成学

日本眼光学学会編集委員会

Tel  06 − 6879 − 3941

Fax 06 − 6879 − 3948

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



視覚の科学投稿用タイトルページ

原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

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

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

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

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

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

受付  No.

題　名：

簡略題名：
（Running Head）

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.
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原稿内容：和文要旨　　枚，英文要旨　　枚，本文　　枚，文献　　枚， 

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

　　　　　表　　　　枚（表説　　　　枚），著作権譲渡同意書　　　　枚

別刷請求先，氏名：

住　所  〒

所　属

氏　名

著者校正宛先：（校正宛先に変更のある場合は速やかにご連絡下さい）

住　所  〒

所　属

氏　名

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

＊共著者の所属が異なる場合は＊印を名前の肩につけて対応させて下さい。

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

著者名＊・所属名：

 ＊ （原稿の大きさは全てA4以内）

（裏面にもご記入下さい）

フロッピー
ＭＯ
ＣＤ

 （ソフト名：　　　　　　　　　　　バージョン：　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（TEL 　　　　　　　　　　　　）
（FAX　　　　　　　　　　　　）

（E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

ワープロ又はタイプでご記入ください（切り貼り可）

本論文のキーワードを，和，英共 5 つ以内，下欄にご記入下さい。

（英文題名）
Title ：

（英文著者・所属名）
Author＊  (s)・Affiliation：

（英文別刷請求先，氏名）
Reprint requests to：

1

2

3

4

5

和文　　キーワード 英文　　Key Words

受付   No.



著 作 権 譲 渡 同 意 書
＊ 受付日　　　年　　　月　　　日

日本眼光学学会　殿

No.

論文名

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

されたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。

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

とに同意します。

＊注意

　全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記して下さい。捺印は不要です。

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

　＊印の部分は記入しないで下さい。

筆頭著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

共著者署名

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日

西暦　　　年　　　月　　　日
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会　　　報

第 116回日本眼科学会総会

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）

2012年 第 37回光学シンポジウム 講演募集
「光学システム・光学素子の設計，製作，評価を中心として」

光学シンポジウムは，光学設計者・技術者の皆様が日頃の研究，開発の成果を発表し，討論する場として，毎年
開催されています。次回も下記の要領で第 37 回光学シンポジウムを開催いたします。多数の皆様の積極的な応
募をお願いします。昨年よりも，3 週間ほど早い開催ですのでご注意ください。
会　期：2012 年 6 月 14 日（木），15 日（金）
会　場：東京大学　生産技術研究所 An 棟　コンベンションホール
　　　　東京都目黒区駒場 4-6-1
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応募講演の性格および内容：
　a） 原則として未発表のものとします。ただし，既発表のものと一部重複があっても，光学にかかわる新規な

内容が含まれていれば発表可能です。
　b） 内容は，光学システムおよび光学素子の設計，製作，評価に関連した講演を中心として，日本光学会の活

動の全分野を対象とします。とくに，これに関連した実際的な問題に踏み込んだ講演を歓迎し，また問題
提起の講演も認めます。

講演方法および時間：
　 基本的に口頭講演といたします。プログラム編成の都合により，あらかじめ連絡の上，ポスターセッションへ

変更をお願いする場合があります。
　《口頭講演》発表は 20 分（質疑応答 5 分を含む）で，PC プロジェクターのみといたします。
応募資格：日本光学会（入会予定も含む），応用物理学会，SPIE，OSK 及び協賛の学協会会員
応募方法：ホームページの講演応募方法をご参照の上，電子メールにてご応募下さい。
　　　　光学シンポジウム ホームページ：http://annex.jsap.or.jp/OSJ/meet/symposium/index.shtml
　　　　応募には以下の情報が必要となります。
　　　　題目，氏名，所属機関名，英文題目，英文氏名，所属機関英文名，アブストラクト（200 字以内），　　
　　　　連絡先（郵便番号，住所，氏名，E-mail，電話，FAX）。
　　　　 申込受付確認のメールを1週間以内に返送します。期限を過ぎてもメールの届かない場合はご連絡下さい。
　　　　講演プログラム・アブストラクトは 2012 年 3 月中頃に公開する予定です。
応募先：E-mail ： optsympo_submission@ivy.ocn.ne.jp
　　　　光学シンポジウム実行委員会　講演担当 宛
応募〆切日：2012 年 2 月 29 日（水）必着
予稿提出： 採用した講演については，所定フォーマットの PDF 形式の電子ファイルを提出していただきます。

詳細は，後日案内予定の予稿原稿の書き方，ホームページをご参照下さい。
予稿提出〆切日：2012 年 4 月 11 日（水）　必着
問合わせ先：光学シンポジウムに関する問合わせは，ホームページ，または下記連絡先にお願いします。
　　　　　　E-mail ：optsympo37@gmail.com　　Tel. 03-3773-8296
　　　　　　株式会社ニコン　コアテクノロジーセンター光技術研究所　　瀧川　雄一
主　催：公益社団法人　応用物理学会 分科会 日本光学会
協賛（予定）：
映像情報メディア学会，画像電子学会，計測自動制御学会，光産業技術振興協会，情報処理学会，照明学会，
精密工学会，電気学会，電子情報通信学会，日本オプトメカトロニクス協会，日本眼光学学会，日本機械学会，
日本光学測定機工業会，日本視覚学会，日本色彩学会，日本写真学会，日本天文学会，日本物理学会，
日本分光学会，レーザー学会、カメラ映像機器工業会

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）
ホームページ：http://www.c-linkage.co.jp/japos2012/
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演題登録：2012 年 1 月 12 日（木）～ 3 月 8 日（木）
事前参加登録：2012 年 3 月 1 日（木）～ 5 月 10 日（木）
　※演題登録および参加登録の詳細は，総会ホームページで随時ご案内させていただきます。
プログラム：
・特別講演（日本弱視斜視学会）
　演者：下條信輔（California Institute of Technology）
・特別講演（日本小児眼科学会）
　演者：David A. Plager（米国インディアナ大学）
・シンポジウム（日本弱視斜視学会）　「両眼視の発達と回復」
　座長；三木淳司
　演者：森　隆史，横山吉美，彦谷明子，木村亜紀子，仁科幸子
・シンポジウム（日本小児眼科学会）　「学校保健―眼科学校医は何を知り，何をすべきか？」
・講習会（日本弱視斜視学会）　「両眼視」
　座長；初川嘉一
　演者：大庭正裕，内海　隆
・講習会（日本小児眼科学会）　「小児眼科検査」
　座長；東　範行
　演者：野村耕治，林　英之，近藤峰生
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

フォーサム 2012 横浜

会　期：2012 年 7 月 14 日（土）～ 16 日（月・祝）
　　　　第 49 回日本眼感染症学会　　　　　　　　　2012 年 7 月 14 日 （土） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 46 回日本眼炎症学会　　　　　　　　　　2012 年 7 月 14 日 （土） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会　　　2012 年 7 月 15 日 （日） ～ 16 日（月・祝）
　　　　第 1 回日本涙道・涙液学会　　　　　　　　　2012 年 7 月 15 日 （日） ～ 16 日（月・祝）
会　場：パシフィコ横浜
　　　　〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい 1-1-1  TEL：045-221-2155
会　長：
　第 49 回日本眼感染症学会       
　　会長　中川　尚　（徳島診療所）
　第 46 回日本眼炎症学会，第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会
　　会長　水木　信久　（横浜市立大学医学部眼科学教室）
　第 1 回日本涙道・涙液学会
　　会長　井上　康　（井上眼科）
主　催：第 49 回日本眼感染症学会
　　　　　徳島診療所
　　　　　〒 189-0024 東京都東村山市富士見町 1-2-14　TEL：042-391-2525
　　　　第 46 回日本眼炎症学会・第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会
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　　　　　横浜市立大学医学部眼科学教室
　　　　　〒 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9　TEL：045-787-2683
　　　　第 1 回日本涙道・涙液学会
　　　　　井上眼科
　　　　　〒 706-0011 岡山県玉野市宇野 1-14-31　TEL：0863-31-1030
事務局：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
　　　　〒 141-8657 東京都品川区上大崎 2-24-9　アイケイビル 3F
　　　　 TEL：03-5434-8759　FAX：03-5434-8694　E-mail：fs2012@jtbcom.co.jp
プログラム（予定）：

【第 49 回日本眼感染症学会】
　特別講演
　シンポジウム
　学術奨励賞受賞講演
　一般講演
　第 3 回 JAOI 塗抹検鏡スキルトランスファー
　ICD 講習会

【第 46 回日本眼炎症学会】
　臨床セミナー 1，2
　シンポジウム
　学術奨励賞受賞講演
　一般講演

【第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会】
　特別講演
　教育講演
　シンポジウム
　CLAO 招待講演
　学術奨励賞受賞講演
　コンタクトレンズ基礎講座
　一般講演
　器械展示
　コンタクトレンズ講習会
　オルソケラトロジー講習会

【第 1 回日本涙道・涙液学会】
　特別講演
　基調講演
　シンポジウム
　教育セミナー 1，2
　一般講演

【合同プログラム】
　 4 学会合同招待講演
　 4 学会合同教育講演
　日本眼感染症学会，日本涙道・涙液学会合同セッション
　日本眼炎症学会・日本眼感染症学会合同セッション
学会ホームページ：http:// fs2012.jtbcom.co.jp
演題募集：本会ホームページ（http:// fs2012.jtbcom.co.jp）にて受け付け致します。
　　　　　詳細は，本会ホームページの演題募集ページをご参照ください。
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演題募集期間：2012 年 2 月 15 日 （水） ～ 3 月 29 日 （木）（予定）
登録料：本会では、郵便振替にて、事前登録を受け付けます。
事前登録〆切日：2012 年 5 月 10 日（木）　当日払込分まで有効
  （円）

事前登録 当日登録

4 学会共通＊１＋コンタクトレンズ講習会

会員 23,000 25,000

非会員 25,000 27,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 10,000 12,000

第 49 回日本眼感染症学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 6,000

第 46 回日本眼炎症学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 6,000

第 55 回日本コンタクトレンズ学会総会＋コンタクトレンズ講習会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 6,000 7,000

コンタクトレンズ講習会のみ

会員 4,000 5,000

非会員 5,000 6,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 3,000 3,000

第１回日本涙道・涙液学会

会員 12,000 14,000

非会員 13,000 15,000

研修医＊2・留学生・コメディカル＊3 5,000 7,000

*1　4 学会いずれの会員でも結構です。
*2　研修医は，新臨床研修制度 3 年目（後期研修 1 年目）までとします。
*3　研修医・留学生・コメディカルは，主任教授もしくは所属長の証明が必要となります。
　　 払込用紙の所定欄にご記入いただくか，本会ホームページより登録区分証明書をダウンロードし，　必要事

項を記入の上，事務局へ FAX にて送信してください。
　・ 2012 年 4 月頃に各会員にご送付いたします払込取扱票（事前登録用紙）をご利用の上，できる限り事前登

録をお願いします。
　・ 払込取扱票は，参加者 1 名につき，1 枚ご使用ください。
　・ 追加部数が必要な場合は，本会ホームページ [ 参加登録 ] にアクセスの上，払込用紙請求画面より必要事項

を入力していただくか，事務局に E-mail（fs2012@jtbcom.co.jp）もしくは，FAX（03-5434-8694）にて，
ご請求ください。

　・ ICD 講習会の参加について
　　 フォーサム 2012 横浜の参加登録料では，ICD 講習会の聴講は可能ですが，資格更新のための点数を取得す

ることはできません。参加申込みに関しては，ICD 制度協議会事務局までご連絡ください。
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第 48回日本眼光学学会総会

会　期：2012 年 9 月 1 日（土），2 日（日）
会　場：秋葉原コンベンションホール
　　　　〒 101-0021　東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 4 Ｆ
　　　　TEL：03-5297-0230　FAX：03-5297-5955 
会　長：村上　晶（順天堂大学）
主　催：順天堂大学医学部眼科学教室
　　　　〒 113-8421　東京都文京区本郷 2-1-1　TEL:03-3813-3111 ㈹
ホームページ：http://48jsoo.jtbcom.co.jp/
プログラム（予定）：
　特別講演
　シンポジウム
　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：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://48jsoo.jtbcom.co.jp/）の演題募集ページをご覧ください。
演題募集〆切日：2012 年 5 月 31 日（木）11：00
登録料（予定）： （円）

参加登録 事前登録 当日登録

医師 / 教員 / 企業 10,000 13,000

コメディカル 6,000 8,000

事前登録〆切日：2012 年 7 月 5 日（水）　当日消印有効　
事務局：〒 141-8657　東京都品川区上大崎 2-24-9 アイケイビル 3F
　　　　㈱ JTB コミュニケーションズ　コンベンション事業局内
　　　　TEL：03-5434-8759　FAX：03-5434-8694　E-mail：48jsoo@jtbcom.co.jp

学 会 会 合 案 内
◆　2012 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

4/5（木）～
4/8（日）

第 116 回日本眼科学会総
会

東京国際フォーラム（東
京都千代田区）

株式会社メディ・プロデュース内
TEL: 03-5775-2075
FAX: 03-5775-2076
E-mail: jos@mediproduce.jp
URL: http://www.mediproduce.jp/116jos/

2011/11/10

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
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開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

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/

2011/12/5

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

2011/12/1

7/13（金）～
7/15（日）

Asia-Pacific Conference 
on Vision （APCV） 2012

Incheon, Korea URL: http://apcv2012.com/
2012/3/15

9/2（日）～
9/6（木）

European Conference 
on Visual Perception 

（ECVP）

Alghero, Italy URL: http://ecvp2012.uniss.it/

9/11（火）～
9/14（金）

2012 年応用物理学会
秋季講演会

愛媛大学，松山大学
（愛媛県松山市）

㈳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

10/14（日）～
10/18（木）

Frontiers in Optics （FiO） 
2012 （OSA）

Rochester Riverside 
Convention Center/ 
Rochester, NY

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

10/25（木）～
10/28（日）

第 66 回日本臨床眼科学会
総会

国立京都国際会館
（京都府京都市）

11/10（土）～
11/13（火）

AAO Annal meeting 2012 McCormick Place, 
Chicago

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

2012/4/10

◆　2013 年　◆

開催日 名称 開催場所 問合せ先 演題〆切

1/25（金）～
1/27（日）

第 36 回日本眼科手術学会
総会

福岡国際会議場、福岡サ
ンパレス、マリンメッセ
福岡（福岡市博多区）

2/2（土）～
2/7（木）

BiOS SPIE Photonics 
West

Moscone Center
San Francisco, CA, USA
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入会申込日：　　　　　 年　　　月　　　日 会員種別：　正会員　　準会員　（該当箇所に◯印）
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・

開
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先
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宅

・

住

所

名

称

学
歴
他

氏 　名

フリガナ

書類提出日　　　　年　　　月　　　日年度入会

生年月日　　　　 年　　 月　 　日
勤務先における職名・地位

㊞

男 ・ 女

所属科名まで記入のこと

TEL： FAX：

〒

［最終大学・学校］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年卒（見込）

［実務経験］　　            　 年

日眼専門医認定番号：　　　　　　　　　　または、医師免許証番号：

視能訓練士協会会員番号：　　　　　　　　または、視能訓練士免許証番号：

★　書類送付先：　勤務先  ・  自宅  ・  その他　 （希望先に○印を、その他の場合は備考欄に）

現在の
専　門

（　　）医学系　　（　　）その他
（　　）理工学系

紹介者

備

　考

事務局記入欄

年　　月　　日 年　　月　　日受領日 承認日 会員番号

※  申込書は捺印の上、郵送にてお送りください｡　
※  正会員　5,000 円　　 準会員　3,000 円（証明証が必要。事務局にお問い合せください。）
　  入会申込書が届いたら、振替用紙を送付いたします。
　　　★送付先： 日本眼光学学会事務局　〒567-0047　茨木市美穂ケ丘 3-6 山本ビル 302 号室
 TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　Email：folia@hcn.zaq.ne.jp

E-mail

TEL： FAX：

〒

E-mail

㊞


