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2020年は1月頃から急激に世界にパンデミックを引き起こした新型コロナウイルスに翻弄さ

れ続けた１年でした。今では会議・学会の定番サービスとなったZoomやGoogle Meetです

が、当教室ではいち早く導入して医局会のみならず総回診も遠隔でできるように致しました。

同様の流れで本研究会もZoomを用いて行うこととなりましたが、行ってみますと普段中々お

呼びすることが難しい地域の先生から、また近い地域でも緊急事態宣言のため移動が難しい

先生からも気軽に講演を頂けるのがメリットであると感じました。勿論講演後に膝を突き合わ

せて語る機会が無くなってしまったのは大変残念ではありますが、本年は3回、宮城眼科先進

医療研究会を開催することができました。

第42回には慶應義塾大学の鳥居秀成先生をお招きし、近視の進行に関わる因子とその予防可

能性についてお話を伺いました。強度近視が緑内障や網膜剥離の危険因子であることは論を

待たない事実ですが、決定打となる予防法が無いのが問題となっておりました。鳥居先生は太

陽光に含まれるバイオレットライトが小児だけでなく成人の近視進行予防に関わっている可能

性を見出されました。現在サプリメントによる近視進行抑制の治験も進められているとのこと

で、成果が非常に楽しみであります。

第43回には大分大学の中野聡子先生をお招きし、当科でも使わせて頂いている病原微生物診

断のためのMultiplex PCRについてお話を伺いました。先生は開発の早い段階から多施設共

同研究に参加され、現在では従来品よりも簡便に実施できるDirect Strip PCRシステムを開

発されています。将来的には保険収載を目指しているとのことで、いわゆるトランスレーショナ

ルリサーチの面での苦労についてもお話を頂きました。

第44回には順天堂大学の根岸貴志先生をお招きし、斜視を中心とした小児眼科医療について

お話を頂きました。先生の元には全国から多数の症例が集まっており、実際の症例を沢山提示

頂きながら、診断面でのコツ、ならびにボツリヌス毒素注射も含めた斜視手術について実践的

にお話頂きました。当科ではまだ導入されていないボツリヌス毒素注射ですが、外来の診療の

合間にサクッとやられている映像には少々驚きました。

このようにいずれの回も非常に興味深い内容で、特に当科若手医師のモチベーション向上を目

的とした本会にふさわしいものばかりでした。本年も３～４回で実施したいと考えております

ので、引き続き御支援・御参加の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

年次報告書第12号によせて
宮城眼科先進医療研究会

代表世話人  中澤 徹

巻頭言
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世話人の先生方 P10
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日 時：令和2年6月16日（火） 19:00〜20:00
場 所：東北大学医学部 眼科学教室（WEB開催）
演 者：鳥居 秀成 先生（慶應義塾大学病院眼科学教室 専任講師）

近視進行抑制の可能性～基礎から臨床に向けた橋渡し～

日 時：令和2年12月7日（月） 19:00〜20:00
場 所：東北大学医学部 眼科学教室（WEB開催）
演 者：中野 聡子 先生（大分大学医学部 助教）

眼感染症多項目PCR検査キットの全国への普及

日 時：令和2年12月14日（月） 19:00〜20:00
場 所：東北大学医学部 眼科学教室（WEB開催）
演 者：根岸 貴志 先生（順天堂大学 眼科学教室 准教授）

いま必要な患者さんに届ける斜視・小児眼科診療

演題

演題

演題

宮城眼科先進医療研究会  実施報告
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略 歴

第42回
宮城眼科先進医療研究会

鳥居 秀成 先生
［慶應義塾大学病院眼科学教室 専任講師］

近視進行抑制の可能性
～基礎から臨床に向けた橋渡し～

講 師

演 題

抄 録

2014年2月 学位（医学博士）取得

2015年7月 同教室  特任助教

2017年4月 同教室  助教

2020年4月 同教室  講師　

現在に至る

2004年3月 慶應義塾大学医学部卒業

2004年5月 横浜市立市民病院  臨床研修医

2006年4月 慶應義塾大学医学部眼科学教室入局

2007年10月 けいゆう病院眼科

2009年4月 慶應義塾大学病院眼科学教室  助教

近年世界の近視人口・強度近視人口が増加している。強

度近視になると緑内障・網膜剥離・黄斑疾患など様々な眼

疾患を合併しやすいことが知られており、強度近視にまで

至らないようにすることには異論はないと思われる。

近視は環境因子と遺伝因子により発症・進行すると考

えられているが、このわずか数十年での世界的かつ急激

な近視人口の増加は何らかの環境因子の変化が原因であ

ると思われる。私達はそのひとつの可能性として、我々を

とりまく現代社会においてバイオレットライトが不足して

いる可能性を指摘し、バイオレットライトが小児・成人の

近視進行抑制に重要である可能性を報告（Torii H. et al. 

EBioMedicine. 2017, Torii H et al. Sci Rep. 2017）し

た。本研究成果は2018年4月のアメリカ白内障屈折矯正

手術学会（ASCRS）Film Festival 2018におけるGrand 

Prizeの受賞で示されたように世界で認知されだしてお

り、最適な臨床応用が期待されている分野の1つである。

さらにその研究を基礎として登場したサプリメントの二重

盲検ランダム化比較試験の結果も報告（Mori K., Torii H., 

Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019）し、サプリメント

による近視進行抑制の可能性を示した。これからさらなる

エビデンスの構築が必要な分野ではあるが、本講演では基

礎から始まり、症例検討や二重盲検ランダム化比較試験を

行うまでのまさに「基礎から臨床へ」という流れをご紹介で

きれば幸いである。
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近視は日本で失明原因の第4位となっている。日本では

近視を有する人口が年々増加している。2017年に調査を

したところ東京都の小学生の50%程度は既に入学時に近

視であり、小学生全体としては８割くらいが近視を有する。

中学生になるとさらに増え95%の生徒が近視を有する。

近視の発症が早いほど近視が強くなるという報告もあるた

め、低年齢で介入して進行を抑えられると予後が良い可能

性が示唆される。

屋外活動時間が増えると近視の発症率が下がるという報

告がある。世界的にも1960年頃から急に近視が増えてい

る。屋外で遊ぶ時間は年々減少しており、近視の増加は日

光を浴びる時間の減少と関連しているのではないかという

仮説が立てられる。

動物実験で明るい光を浴びるほど近視抑制効果がある

との結果が得られた。動物種によって近視抑制効果がある

波長が異なるという結果も得られた。ヒトの統計ではバイ

オレットを通さない眼内レンズ挿入、コンタクト装用により

近視が進行し眼軸長も伸びることが判明し、バイオレット

光に近視抑制効果があることが考えられる。白熱灯がバイ

オレット光を含まない蛍光灯やLEDになったことや、バイオ

レット光もカットするUVカット製品が世界的に増えたとい

う環境の変化が近視の増加に関与している可能性もある。

そこでUVはカットするがバイオレット光を通すレンズに

バイオレット光を発生させる装置を複合した眼鏡を作り、

装用による近視抑制の効果を調べる治験も行われている。

また、近視抑制のサプリメントに関してはクロセチンが知

られている。天然のカロテノイドで、神経保護作用あると知

られている。マウスに投与することで近視を抑制し、脈絡

膜の菲薄化も抑えられたという結果が得られた。ヒトでサ

プリの投与でRCTを行ったところ、屈折では20%の近視

抑制、眼軸の伸長は14%抑制できたという良好な結果も

得られた。

世界中で増加している近視を疫学的な側面と基礎的な側

面から分析し、今後の近視抑制の可能性が示唆されその試

みが現在も行われている。

全体 クロセチン群 対照群 P値

BCVA（logMAR） -0.12±0.06 -0.12±0.07 -0.12±0.06 0.718
等価球面度数 SER（D） -3.45±0.99 -3.45±0.98 -3.45±1.00 0.756
角膜曲率半径（mm） 7.83±0.24 7.84±0.25 7.83±0.23 0.577
眼軸長（mm） 24.95±0.83 24.91±0.89 24.99±0.77 0.837
眼圧 IOP（mmHg） 17.2±3.8 17.8±3.8 16.4±3.6 0.050
BUT（秒） 7.9±2.1 7.8±2.2 8.0±2.0 0.829

環境要因
近業活動（分/日） 205.5±88.2 190.3±70.9 225.2±104.6 0.258
太陽光暴露時間（分/日） 53.6±42.3 63.6±43.2 40.5±38.0 0.017
睡眠時間（時間/日） 8.8±0.7 8.8±0.7 8.7±0.7 0.305
国際標準化身体活動質問
票 IPAQ（METS*分/日） 209.1±186.5 239.5±203.4 169.6±156.5 0.133

マン・ホイットニーU検定

背景

Mori K., Torii H., Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019
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*

*

眼軸長変化量

Mori K., Torii H., Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019

Mixed effect model

14%抑制

近視進行抑制程度（屈折値）

Walline et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020
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＊6か月データを2倍

*

近視進行抑制程度（眼軸長）

Walline et al. Cochrane Database Syst Rev. 2020

mm/year

0.35

0.06
0.11

0.28

0.06

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

1% Atropine eye
drop

Multifocal
lenses (bifocal
spectacles or
progressive

addition lenses)

Bifocal soft
contact lenses Orthokeratology

Crocetin

*

＊6か月データを2倍

➢世界的な近視人口の増加（特に最近約50年間の急増）

➢環境因子：積極的な屋外活動・バイオレットライトを含め
た光の導入

➢近視進行抑制には光学的治療（オルソケラトロジー）や
点眼（アトロピン）、サプリメントなどの方法・可能性がある

➢基礎から臨床への橋渡しは時間と費用がかかるが、
臨床で効果があり患者さんに喜んで頂けるとやりがいを
感じる瞬間

総括

将来的に基礎から臨床への橋渡しを繰り返し
行っていく事で強度近視化を防げる可能性

安全性
参加者 計69例（男：38例、女：31例）
副作用 0例0件
有害事象 30例50件（全例 関連なし）
（内訳） A型インフルエンザウイルス感染 2 感冒 9 骨折（左足首内側） 1

B型インフルエンザウイルス感染 8 眼そう痒感 1 耳下腺炎 1

EBウイルス感染症 1 気管支炎 1 頭痛 1

アレルギー性結膜炎 2 季節性アレルギー性鼻炎 1 熱発 1

ウイルス性結膜炎（左） 1 急性結膜炎 1 捻挫（右母趾） 1

シーバー病 1 急性結膜炎（左） 1 発熱 1

シーバー病（左踵） 1 急性上気道炎 1 溶連菌感染症 2

胃腸炎 1 急性副鼻腔炎 1 嘔気 1

咽頭痛 2 急性霰粒腫（左） 1 頸部リンパ節腫脹 1

感染性胃腸炎 1 口内炎 2 麦粒腫（右） 1

中止 2例（コンプライアンス不良（服用率75％未満）：1例、部活動のため来院
困難：1例）

重大な有害事象なし Mori K., Torii H., Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019

***
脈絡膜厚変化量

(***P<0.001, t検定)

Mori K., Torii H., Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019
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*

*

屈折（等価球面度数）変化量

Mori K., Torii H., Fujimoto S. et al. J Clin Med. 2019

Mixed effect model

20%抑制

クロセチン含有チュアブル
（1粒あたりクロセチン0.75mg配合）

クロセチン高用量カプセル
（1粒あたり7.5mg配合）

臨床試験 被験薬

サプリメントによる近視進行抑制の可能性

問い合わせ先：ロート製薬株式会社 ビジョンケアグループ
06-6758-9839 担当：佐々木様 （9:00～17:00）

講 演 要 旨
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略 歴

従来型の網羅的PCRは微量検体での多項目検査を可能

にするものであったが、核酸抽出など繁雑な作業を専門

家が行う必要があった。その後FTD EyeやStrip PCRと

いった比較的簡便な方法が開発されて来た。現在、Direct 

第43回
宮城眼科先進医療研究会

中野 聡子 先生
［大分大学医学部 助教］

眼感染症多項目PCR検査キットの全国への普及

講 師

演 題

抄 録

2015年 大分大学医学部臨床特任助教

2017年 大分大学医学部助教

現在に至る

2002年 大分大学医学部卒業

2002年 大分大学医学部医員

2014年 大分大学医学部医学系研究科修了

病因検査は他の疾患を否定し、根拠を持って治療を進め

るための基本であり、量的情報は病勢判断にも役立つ。ま

た、多項目同時検査は、生物学的製剤などのリスク管理とし

ての感染症除外診断にも有用である。今まで、眼感染症に

対応する検査キットが国内外になく、研究用PCR検査がで

きない施設では、主治医の主観による臨床診断や治療的診

断に頼らざるを得ないこともあった。

「Direct Strip PCR」は、感染性ぶどう膜炎主要病原体

9項目の核酸を同時検出するリアルタイムPCRキットであ

る。凍結乾燥・固相化技術に直接PCR技術を組み合わせる

ことで、微量眼内液(20µL)に対応し採取による侵襲が少

ない。簡便(核酸抽出・試薬計量不要)、迅速(前処理なし、

用手操作1分、PCR32分)で、外来、術中迅速診断にも適す

る。先進医療「ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に

対する迅速診断（PCR法）」として、大学病院以外を含む

全国31都道府県(準備中含む)に普及し、多くは検査部に導

入されている。COVID19で汎用型リアルタイムPCR機器

が全国の検査部に普及したこと、医療法改正により臨床使

用する遺伝子検査には精度管理等が必要とされるように

なったこと、キット化で研究用PCR検査より結果が安定す

ること、安価であることが普及に影響したと考えられる。

先進医療29技術中で施行件数、施設数ともに5位と上

位であるが、企業の収益化には未だ件数が少なく、強い

ニーズがあるものの保険適応に至っていないため、患者費

用負担が解消されていない。東北地方では現在本検査は行

われていないが、導入が進めば、保険診療化の一助となる

と期待される。

本講演では、キットの基礎情報、使用方法について紹介

したい。

講 演 要 旨
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Strip PCRが開発され、拡散抽出の行程がなくなるなど、

非常に簡便になった。Direct Strip PCRに必要なのは簡便

な試薬とピペット1本のみであり、用手的操作1分、PCR35

分で終了する。近年PCRキットは急速に普及しており、病

院検査部や外来、手術部など、様々な場所で迅速検査に活

用されている。

感染症治療において病因検査は必要不可欠である。感

染性か否かによって治療は大きく異なり、事前に病原体を

定量しておくことで効果判定にも有用である。これまで臨

床診断のみで治療に踏み切るケースも少なくなかったが、

PCRが広く普及しつつある現在、病因診断なき治療が許容

されない時代になりつつある。

Direct Strip PCR感染性ぶどう膜炎キットでは主要病

原体9項目(HSV1, HSC2, EBV, HTLV-1, トキソプラズマ, 

VZV, HHV6, CMV, 梅毒)を20µlの前房水、または硝子体

から簡便、迅速かつ網羅的に測定する。前房水採取には房

水ピペットが簡便で有用である。硝子体を使用する場合は、

術中にdrycutしたものを用いる。

Direct Strip PCRでは必要量の試薬を予めコーティン

グしたリアルタイムPCR法を用いており、各項目の増幅効

率を統一する事で定量的な評価を可能にした。多施設研究

で、Direct Strip PCRは定量PCRと比較し、病原体の検

出率、検出下限に有意差を認めなかった。

また、Direct Strip PCRは手技が簡便なだけでなく、試

薬やプロトコル、検体量が統一されているので、施設間、検

者間で結果に差が生じにくいのも特徴である。

眼感染症PCRは先進医療に認定されており、特に先進医

療ウイルスは年々増加している。内訳としてはヘルペス性ぶ

どう膜炎を中心とし、CMV網膜炎やトキソプラズマ網膜症

などがある。現在全国25施設で届出され、今後も更なる普

及が見込まれる。

各種病因検査にはそれぞれ特性がある。鏡検は最も迅速

だが熟練の技術を要する。培養は薬剤感受性も知る事が出

来るが、中には培養困難な病原体も存在する。イムノクロマ

ト法は簡便だが感度が低いとされる。血液抗体検査も簡便

だが、眼局所の病変を反映しない事がある。PCRやアレイ

などの遺伝子検査は高感度だが、専門のスタッフが行う繁

雑な検査であった。

そもそもPCRは標的とした病原体を活動性のある感染

部位から検出する方法であり、既感染や未知の病原体を検

出する事は出来ない。また、検出された病原体が必ずしも

起因病原体ではない可能性がある。

病因検査の結果を判断するのは医師であり、臨床所見

や他の検査結果を踏まえて総合的に診断する事が重要で

ある。

眼感染症多項目PCR検査キットの
全国への普及

宮城眼科先進医療研究会

大分大学 中野聡子

※公開用スライド・一部抜粋

p.12検出率

• 手技簡便なDirect Strip PCRは、定量PCR と検出率、検出下限に差はなかった。
• いずれも、低コピー側は再検で検出率が向上した（検出機会向上）。

Pathogens
Direct Strip PCR (copies/well) 定量PCR (copies/well)

50 25 10 4 0 50 25 10 4 0
HSV1 100% 100% 100% 33.3% N.D. 100% 100% 83.3% 66.7% N.D.
VZV 100% 100% 100% 100% N.D. 100% 100% 100% 100% N.D.
HSV2 100% 100% 100%    33.3% N.D. 100% 100% 100% 16.7% N.D.
HHV6 100% 100% 83.3% 16.7% N.D. 100% 83.3% 83.3% 0% N.D.
EBV 100% 100% 100% 50.0% N.D. 100% 100% 100% 66.7% N.D.
CMV 100% 100% 100% 50.0% N.D. 100% 100% 100% 33.3% N.D.

HTLV-1 100% 100% 100% 50.0% N.D. 100% 100% 83.3% 50.0% N.D.

T. pallidum 100% 100% 100% 83.3% N.D. 100% 100% 100% 50.0% N.D.

T. gondii 100% 100% 100% 100% N.D. 100% 100% 100% 50.0% N.D.

Comparison between Direct Strip PCR and qPCR with repeated examinations (detection rate %, n=6)

検出下限: 99.7%(n=24)以上の検出率
Nakano et al. Ophthalmology （in press）12

p.19

届出済25施設
東京医科歯科大学 筑波大学

鳥取大学 順天堂大学

大分大学 富山大学

東北大学 高知大学

島根大学 佐賀大学

九州大学 川崎医科大学

東京医科大学 名古屋大学

東京大学 広島大学

福井大学 旭川医科大学

京都府立医科大学 宮崎大学

群馬大学 国立国際医療研究センター病院

久留米大学 自治医科大学附属さいたま医療センター

愛媛大学

他、準備中16施設（大学以外も含む）

全国31都道府県で届出済または準備中、ほぼ検査部に導入。

感染症PCRは特別な検査ではなく、あたりまえの検査に。
コロナで、患者・病院側もPCR検査への理解が増し、地域病院にも機器が普及している。

先進医療は特定機能病院の要件・病院にメリット。

2施設

3施設

ヘルペス性ぶどう膜炎／細菌・真菌性眼内炎PCRは先進医療

8施設

2020.10月現在

東北地方 昨年0件

19

p.27さいごに。様々な病因検査の特性を知ること。

鏡検（グラム・ファンギフローラ）
最も迅速／熟練が必要。

培養
薬剤感受性(MIC)も判明／培養困難な病原体も。

イムノクロマト法（HSV・ADV・VZVなど）
簡便／感度が低め。

血液抗体検査
簡便／眼局所病変を反映しない。

遺伝子検査（PCR・アレイなど）
高感度／専門家・研究室検査

臨床所見から必要な検査を見極め、組み合わせ、全てを踏まえて医師が総合的に診断。

検査は存在するものを「ある」というのみ。診断はしてくれない。
存在意義を考え、起炎病原体と診断するのは医師。

27

p.28PCRの限界

臨床診断に基づき狙った病原体を、活動性がある感染部位の検体から検出する病因検出法。

• 無目的に検査して、未知の病原体や過去の感染など、何でも分かる検査ではない。
• 高感度だが、病原体量が少ない検体は単回検査で検出できないことも、感度以下もある。
• 検出病原体が必ずしも起炎病原体ではない（ヘルペス; shedding）。定量値が参考になる。

PCR結果は1つの情報とし、臨床所見や他の検査と矛盾しないか、医師の総合診断が必要。

28

p.3網羅的PCRは進化 研究から実臨床へ

従来型網羅的PCR（微量検体・多項目検査）
繁雑／専門家

FTD Eye*1（ADV, クラミジア, HSV1・2, VZV）
Strip PCR*2（上記を含む24項目）
試薬固相化でやや簡便／専門家

Direct Strip PCR*3 （ぶどう膜炎・角結膜炎・眼内炎）
核酸抽出がなくなり簡便／専門家不要

*1 Fast Track Diagnostics
*2 Nakano et al. AJO, 2019

*3 Nakano et al. Ophthalmology （in press）

専門家PCR 核酸抽出

専門家PCR 核酸抽出

3

p.13

Pathogens Clinical diagnosis No. of samples Direct Strip PCR (copies/well)
Total (Aqh/VF) Median (Max–Min)

HSV1 急性網膜壊死

虹彩毛様体炎

4
11

(4/0)
(11/0)

1.89×106

1.33×104
(6.76×104–3.17×107)
(2.01×103–5.02×105)

VZV 急性網膜壊死

虹彩毛様体炎

進行性網膜外層壊死

62
22

1

(55/7)
(22/0)
(1/0)

8.26×106

1.45×105

2.60×108

(1.83×103–6.46×108)
(3.96×103–6.74×105)
－

HSV2 急性網膜壊死

虹彩毛様体炎

4
1

(4/0)
(1/0)

3.37×105

7.73×105
(2.65×104–2.31×106)
－

HHV6 混合感染 3 (3/0) 2.89×104 (2.12×104–1.92×105)
EBV EBV陽性ぶどう膜炎 7 (4/3) 5.19×105 (8.02×103–2.91×107)

混合感染 8 (7/1) 3.25×104 (1.21×103–7.72×105)
CMV 角膜内皮炎/ 虹彩毛様体炎

CMV網膜炎
41
58

(41/0)
(54/4)

4.54×104

8.93×103
(9.51×102–9.22×107)
(1.70×102–1.62×106)

HTLV-1 HTLV-1関連ぶどう膜炎 14 (9/5) 4.18×104 (1.29×103–2.75×106)
混合感染 2 (2/0) 1.37×104 (4.50×103–2.28×104)

T. pallidum 梅毒性ぶどう膜炎 1 (1/0) 4.53×105 －
T. gondii 眼トキソプラズマ症 5 (4/1) 4.96×105 (3.60×103–3.77×107)

多施設研究 陽性検体

• 急性網膜壊死やサイトメガロウイルス感染症など、多くの感染症の診断に役立った。

Summary of detected pathogens, clinical diagnosis, number of samples, and data obtained by Direct Strip PCR

Nakano et al. Ophthalmology （in press）13

p.6

• 主要病原体9項目を、20uLの前房水、硝子体から、簡便・迅速・網羅的に測定。

試薬

ピペットと測定機器があれば、他に何もいらない。

GAPDH HSV1 HSV2 EBV HTLV-1 ﾄｷｿﾌ゚ﾗｽ゙ﾏ

TBP VZV HHV6 CMV 梅毒

「Direct Strip PCR」 感染性ぶどう膜炎キット

ｺﾝﾄﾛｰﾙ

Strip Buffer

ROX

FAM

Nakano et al. Ophthalmology （in press）6

p.16先進医療

ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断（ＰＣＲ法）
• 豚脂様角膜後面沈着物若しくは眼圧上昇の症状を有する片眼性の前眼部疾患
（ヘルペス性角膜内皮炎又はヘルペス性虹彩炎が疑われるものに限る。）

• 網膜に壊死病巣を有する眼底疾患
（急性網膜壊死、サイトメガロウイルス網膜炎又は進行性網膜外層壊死が疑われるものに限る。）

細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断（ＰＣＲ法）
前房蓄膿、前房フィブリン、硝子体混濁又は網膜病変を有する眼内炎

（厚労省ホームページより引用） 16
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略 歴

Withコロナの時代でも、眼科診療を必要とする小児・斜

視患者数は減少することはない。マスクができない、診察

室のものを触る、泣く、おさえての診察が必要になるような

小児患者に対しては、診察の工夫が必要である。まず、小児

第44回
宮城眼科先進医療研究会

根岸 貴志 先生
［順天堂大学眼科学教室 准教授］

いま必要な患者さんに届ける斜視・小児眼科診療

講 師

演 題

抄 録

2011年6月 Singapore National Eye Centre, 
 International Fellow

2011年3月 順天堂大学大学院医学研究科
 眼科学修了  医学博士学位授与

2011年10月 順天堂大学医学部眼科学講座  助教

2015年3月 順天堂大学医学部眼科学講座
 准教授～現職

2016年6月 日本弱視斜視学会  理事

現在に至る

2001年3月 信州大学医学部医学科卒業

2001年4月 順天堂大学医学部眼科

2006年1月 埼玉県立小児医療センター眼科

2007年4月 順天堂大学大学院医学研究科  眼科学

2008年9月 浜松医科大学眼科学教室（国内留学）

2011年1月 Indiana大学  小児眼科・斜視部門
 International Fellow (IN, USA)

2011年5月 Great Ormond Street
 Hospital for Children (London, UK)

斜視や小児は一般診療でよく遭遇しているはずですが、

自信を持って治療を提案することはなかなか難しいのでは

ないでしょうか。ケースレポートを提示しながら、紹介元の

先生のお考えと専門施設での治療方針とをわかりやすく比

較し、今後の日常診療にお役立て頂けるような内容を解説

いたします。特に斜視の手術やボツリヌス毒素治療はあま

り見る機会が少ないかもしれません。少ない手術件数でも

早く上達するために必要なコツをお示しします。一般眼科

医の先生のみならず、検査を行うORTさんにも是非ご一緒

にお考え頂きたい症例をたくさん提示し、今後斜視・小児を

診察した際にすぐ役立つような情報をご紹介いたします。

講 演 要 旨

8宮城眼科先進医療研究会

は急に近寄られたり、触られたり、機械を近づけられたりす

ると怖がるので、機嫌が良いときに、触れる必要のない検

査から始め、楽しい思い出を残して終了するとよく、次回に

回せる検査は次回に行う。小児の検査はこどもの成長に応

じでできることがどんどん変わるので、今日必ずしなけれ

ばいけないこと、つまり緊急疾患の除外を最優先して行う。

その点でSkiascope は光が比較的弱く、被験者から離れ

て、触れずに行うことができ、半暗室で可能なので、小児診

療のスクリーニングに適している。Skiascopeは反射光が

暗すぎても明るすぎても異常である。暗い反射は重度の屈

折異常だけでなく、中間透光体混濁や網膜疾患の可能性が

あり、明るすぎる反射は網膜芽細胞腫などの白色塊を疑う

が、中にはコロボーマや網膜有髄線維が潜んでいることも

ある。また、角膜混濁、眼圧の大幅な上昇を伴う牛眼の中

には、網膜芽細胞腫も潜んでいることがあり、低年齢の小

児でSkiascopeの反射異常があるときには眼底検査、また

は眼底透見困難なときには超音波検査が必須である。

また、最近小児科医の間にも斜視や弱視の認知が広まっ

てきたこと、乳児でもできる検査（Spot vision screener:

以下SVS）を小児科医が行うようになってきたことから、眼

科への屈折異常・弱視・斜視疑いの2歳以下の低年齢の患

者の紹介が増えている。SVSは被験者から離れた位置か

ら、短時間で屈折と斜視を測定でき、小児科や眼科で導入

されている。問題点としては、機械により「異常」と判断さ

れる陽性領域が広く、治療の必要ない軽微な屈折異常でも

「異常」と判断されることもあり、不必要な眼科への紹介

も増えたため、日本弱視斜視学会・日本小児学会で運用マ

ニュアルが作成された（日本弱視斜視学会HPに掲載）。

斜視にはさまざまな種類がある。間欠性外斜視とは本

来の眼位は外斜視で、無理に両眼腰を保つために内直筋の

強い力が入っている状態である。手術は早期手術（5〜6

歳）、待機手術（10歳以上）を利点・欠点を踏まえて本人や

保護者の希望時に行う。乳児の内斜視はまずアトロピン点

眼下眼前屈折値をもとに作成した眼鏡を装用し、40△以

上の内斜視の残存があれば早期に手術を行う。また後天性

発症の急性内斜視や輻輳痙攣が最近増加しており、特徴と

して神経障害がなく特発性・若年性であること、変動の大

きい内斜視、複視、スマートフォンとの関連性などが挙げら

れる。治療はプリズム眼鏡や、改善のない場合にはA型ボ

ツリヌス毒素注射や手術が行われる。A型ボツリヌス毒素

は神経筋接合部でアセチルコリンの放出を阻害する作用が

あり、医療用製剤として治療応用されている。筋電図を用

いて眼筋に施注する。Withコロナ時代にも、待機的疾患と

思われる斜視においても治療機会を提供し続けることが重

要である。
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泣かせないためには
• 顔に触らない
• いきなり検査しない
• 機嫌をなおしてから
• 楽しい思い出を残す
• 次に回せるなら次
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弱視になる不同視度
0～1歳 1～2歳 2～3歳 3～4歳

近視 ≧-4.00 ≧-3.00 ≧-3.00 ≧-2.50

遠視 ≧+2.50 ≧+2.00 ≧+1.50 ≧+1.50

乱視 ≧ 2.50 ≧ 2.00 ≧ 2.00 ≧ 1.50

Preferred practice pattern. Amblyopia   http://www.aao.org/ppp 
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間欠性外斜視
利点 欠点

早期手術
5～6歳

就学時の外見↑
立体視維持
運動能力↑

再手術若干多い
手術に非協力的

待機手術
10歳頃

手術に協力的?
手術回数↓
体力↑

無理な輻湊
物心・恐怖心↑
立体視消失?
運動能力↓
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手術
• 両眼外直筋後転が基本手技
• 近見斜視角＞遠見斜視角→内直筋前転
• 全身麻酔 3泊4日
• 眼帯なし
• 1週間は洗顔禁止 1ヶ月プール禁止
• 術前1ヶ月前に採血
• 退院後1w後・1M後・3ヶ月後に診察
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外来フォロー
• 1週間後
• 1ヶ月後 →術後報告
• 3ヶ月後
• 半年ごと

• 最低2年は当院にて経過観察
• 必要に応じて再手術計画
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今日できることをやる
• 小児の検査はこどもの成長に応じてできるこ
とがどんどん変わる
• 今日できることをやる
• 今日やらないとダメなことをする

•緊急疾患の除外が最重要
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小児患者の診察
• スクリーニングが重要
• Skiascope
• Spot vision screener
• 離れて出来る検査でスクリーニングし、無駄
に泣かせないことがwithコロナ時代の診療
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弱視になる屈折異常
0～1歳 1～2歳 2～3歳 3～4歳

近視 ≧-5.00 ≧-4.00 ≧-3.00 ≧-2.20

遠視
斜視なし ≧+6.00 ≧+5.00 ≧+4.50 ≧+3.50

遠視
斜視あり ≧+3.00 ≧+2.00 ≧+1.50 ≧+1.50

乱視 ≧ 3.00 ≧ 2.50 ≧ 2.00 ≧ 1.50

Preferred practice pattern. Amblyopia   http://www.aao.org/ppp 
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間欠性外斜視
両眼固視

• 無理に両眼固視を保つた
めに内直筋に強い力を入
れている

外斜視

• 本来の位置
• 筋がリラックスした状態
• 両眼固視が持続できない
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第5章　会議
	 第14条	 会議は、総会、世話人会とし、代表世話人会が

毎年1回これを召集しその議長を務める
	 	 世話人会には、世話人のほか監事が出席する
	 第15条	 世話人会は、本会の運営、方針に関する重要

事項について協議決定し決定事項を実施する
	 第16条	 監事は、年1回会計監査を行い総会にて報告する

第6章　会計および経費
	 第17条	 本会の運営費は、下記を以って構成する
	 	 （1）年会費
	 	 （2）第8条2項に規定する特別会費
	 	 （3）団体・企業からの寄付
	 	 （4）資産から生ずる所得
	 	 （5）その他（講演会への一般参加費など）
	 第18条	 この会の経費は、資産をもって支弁する
	 第19条	 この会の資産は、総会の定める方法により代

表世話人が管理する
	 第20条	本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日

までとする

付　則
	 第1条	 本会則は、2008年6月1日より実施される
	 第2条	 本会則は、世話人の同意により変更できる
	 第3条	 本会の会費の年会費は会の定めるところとする
	 第4条	 本会は、民法の定めるところにより解散する
	 第5条	 本会則に定めのないものについては、世話人

会において協議決定する
	 第6条	 会の役員は次の会員とする

	 	 代表世話人	 中澤　　徹
	 	 世話人	 阿部　俊明
	 	 世話人	 今井　克彦
	 	 世話人	 岡部　　仁
	 	 世話人	 奥山　茂美
	 	 世話人	 國方　彦志
	 	 世話人	 布施　昇男
	 	 世話人	 山形　和正
	 	 世話人	 横倉　俊二
	 	 	 					（五十音順）

	 	 顧　問	 玉井　　信
	 	 顧　問	 西田　幸二
	 	 顧　問	 志村　雅彦
	 	 監査役	 前川　暢男

第1章　名称・事務局
	 第1条	 本会は、宮城眼科先進医療研究会と称する
	 第2条	 本会の事務局を仙台市青葉区星陵町1-1東北

大学眼科に置く

第2章　目的および事業
	 第3条	 本会は、宮城県を中心として広く東北エリアに

及ぶ病院、診療所に所属する医師の資質の向
上を図り以って社会の厚生、福祉に大きく貢献
する事を目的とする

	 第4条	 本会は、第3条の目的を遂行するために次の事
業を行う

	 	 （1）学術講演会
	 	 （2）研修会および小セミナー
	 	 （3）その他、本会の目的の沿った事業を行う

第3章　会員
	 第5条	 	会員は、第3条における目的の主旨を十分に理

解した医師、研究者で、第6条の所定の手続き
を完了したものとする

	 第6条	 本会に入会を希望する者は、規定の申込用紙
に必要事項を記入し、会費を添えて事務局に申
込み、世話人会の承認を得なければならない

	 第7条	 退会を希望する者は、退会届を事務局に提出
しなければならない

	 	 なお特別な理由なく2年以上会費を滞納した
者は、自然退会とみなされる

	 第8条	 1.会員は世話人会において、別の定めるところ
により会費を納入しなければならない

	 	 2.特別の費用を要するときは、世話人会の議
決を経て臨時会費を徴収することができる

	 	 3.既納の会費は、返還しないものとする

第4章　世話人および監事
	 第9条	 本会は、下記の世話人および監事を置く
	 	 （1）世話人			10名
	 	 （2）監事								1名
	 第10条	 世話人会は、10名の世話人より構成され互選

により代表世話人1名を選出する
	 	 代表世話人の任期は、3年とするがその再任は

さまたげない
	 	 代表世話人が何らかの理由で職務を遂行できな

くなった場合、世話人会がその職務を代行する
	 	 又、欠員が出た場合、世話人会で新たな世話人

を指名することができる
	 第11条	 代表世話人は、本会の会務を総括する
	 第12条	 世話人および監事は、無給とする
	 第13条	 1.本会は、顧問を置くことができる
	 	 2.顧問は、世話人会の議を経て代表世話人が

委嘱する
	 	 3.顧問は、専門的な事項について代表世話人

の諮問に応ずる
	 	 4.顧問の任期は、委嘱の日から次期世話人会

終了の日までとする

世話人の先生方

横倉 俊二先生

阿部 俊明先生

布施 昇男先生

中澤 徹先生

山形 和正先生

今井 克彦先生

國方 彦志先生

奥山 茂美先生 岡部 仁先生

2020年は、会員の皆さま方と同様、新型コロナウイルスに振り回された1年でした。日々の生活が一変し、先進医

療研究会にも大きな影響が及びました。本来であれば、演者を仙台にお招きし東北大学内でご登壇頂くところです

が、止むを得ずWEB講演に変更せざるを得ませんでした。そのような中、「近視進行抑制」「眼感染症多項目PCR

検査キット」「斜視・小児眼科診療」と研究を進める気鋭の研究者を中心に、臨床に直結した内容、時には基礎研究

のお話も頂き、意義深い講演が続いたと思われます。逆に、WEBであったため、足を運ばず気軽に参加できた会員

もおられたかも知れません。会員からの質問にWEB上でも丁寧に答えてくださった招待演者の先生方（鳥居先生、

中野先生、根岸先生）には心からのお礼を申し上げ、益々のご活躍を祈念いたします。

宮城眼科先進医療研究会が継続できるのも、ご協力頂いている沢山の会員の皆様によるものであり、いつも感謝

いたしております。コロナ禍が続き、暫くはWEB講演になるかと思われますが、これからも第一線でご活躍される

先生方の講演に触れて頂ければ幸いです。本会は、会員の皆様のご協力、さらに会の趣旨に賛同し寄付をして頂い

た先生や企業の皆様方のサポートで成り立っております。今後ともご支援ご協力を賜れれば幸いです。

世話人　國方彦志

編集後記
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