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現代人を襲う視力低下の悪夢現代人を襲う視力低下の悪夢

VDT症候群

テクノストレス眼症

IT眼症

1970年代：OA化の担い手としてVDTの急速な普及
1980年代：眼症状を中心に、手・肩・腰の疲労を訴える

あるいは精神症状を訴える症例
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29歳以下

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60歳以上

「技術革新と労働に関する実態調査15年」
16年8月厚生労働省

91.6 %

78.0 %

視覚要因

画像表示装置を見ること

眼の乾き、眼の痛み、ぼやけ
頭痛、眼精疲労

内環境要因
頭部と手肩の位置の制限

（静的負荷）
入力時の手指の拘束

（動的負荷）
翌日に持ち越す慢性疲労

心的要因
反復作業、新技術の習得、

過去に培われた技術能力の無効
非感情的な交流に過剰適応

VDT作業の問題点

眼疲労：作業量と疲労感がつりあっている

健常人が感じる疲労

⇒生理的疲労

眼精疲労：作業量に比較して疲労症状が
強く、休息によって容易に回復しない

　　　　　　　⇒眼の病的な疲労

眼疲労の症状

1. 眼が疲れる

2. 眼痛
• 眼窩深部痛

• 頭痛

3. 視覚症状
• かすむ（特に遠方視）

4. 眼の乾燥感

5. 眼瞼
• 瞬目過多

• 眼瞼がピクピクする
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外環境要因

視覚情報処理“近見反応”の異常

特に調節機能の異常

頭痛・眼疲労の発症メカニズム

視器要因
国際頭痛分類第二版　第２部　二次性頭痛　

11.2　眼疾患による頭痛

11.2.3 屈折異常による頭痛

1）

2）

焦点調節のしくみ
解剖学

焦点調節を過剰に行う必要がある

A

チン氏体

焦点調節

調節弛緩
交感神経作動（能動的）

副交感神経作動

副交感神経抑制

焦点調節のしくみ
生理学

外環境要因

視覚情報処理“近見反応”の異常

特に調節機能の異常

頭痛・眼疲労の発症メカニズム

視器要因
国際頭痛分類第二版　第２部　二次性頭痛　

11.2　眼疾患による頭痛

11.2.3 屈折異常による頭痛

1）

2）

CTR

原稿

キーボ ード

視覚作業時の注視点分布特性の定量化

１）跳躍的なサッカード

２）それに続く0.2秒以上の注視状態
•VDT作業時
•日常状的な事務作業時

眼球運動の特性

近見視

過矯正
遠視を作ってしまう

遠見視

近視矯正眼鏡
近視

過矯正

屈折異常とは
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VDT作業と眼球運動特性

視線移動速度
VDT作業：20-25 deg/sec

末端機器使用時

近見反応の違いで疲れる!!!

読書の時

“近見反応の過度な繰り返し”“近見視”の維持

眼科的異常の確認
屈折異常（不適切な眼鏡の使用）

焦点調節障害

輻湊不全（視線制御の不具合）

斜位の存在

不等像視

他に眼科疾患を持つ場合（⇒白内障・緑内障
など）

ＶＤＴ症候群を起こしやすい状態

近見反応の障害

すなわち“眼精疲労”の原因検査を行っている

“眼精疲労”とは

病的なレベルに達した眼の疲労のことで、

単に“眼が疲れた”状態とは異なる

眼精疲労の分類

1. 調節性眼精疲労

2. 筋性眼精疲労

3. 症候性眼精疲労

4. 不等像性眼精疲労

5. 神経性眼精疲労

脳高次機能
近見反応中枢

頭頂後頭連合野

近見反応

•焦点調節（ピント制御）
•輻湊（視線制御）
•縮瞳

遠方視

近方視
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調節安静位・調節応答反応

無調節刺激での
屈折度変化測定

0.2D/秒で変化する指標に
対する調節応答反応

近方偏移

調節安静位 調節安静位

等速度応答測定

視標波形視標波形

遠方偏移

無限遠

副交感神経
による調節

交感神経
による調節

近点

副交感神経
による調節

交感神経
による調節

調節安静位（約１.5m前後)

近点

調節安静位
適正矯正時

11.3.2 屈折異常による頭痛

1. 調節性眼精疲労

• 調節衰弱、不全麻痺

• 老視の初期（老眼）

• 近くを見ようと努力するための疲労

• 過矯正・遠視眼および乱視眼で、過度の
調節を強いられるため

他覚的調節測定

他覚的調節検査
•調節安静位
•等速度特性
•動的特性

老視対象人口

• 全人口：1億2,500万人 (2001)

• 45歳以上　5,800万人　(46%)

• 眼鏡装用率　4,300万人 （約74%）

眼鏡の内訳

遠用 37%

遠・近両用　43%

近用 20%

開眼手術から

“Quality of vision”の時代

無限遠

調節動的反応

低矯正

時間（sec）

調
節

反
応

量
（D

）

時間（sec）

時間（sec）

調
節

反
応

量
（D

）

時間（sec）

調節緊張状態

適正反応
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30歳
15cm

40歳
25cm

50歳

50cm

60歳

75cm

“加齢”に伴って・・・近くが見えづらい

老視の症状

• 初期症状（初期老視：35歳くらいから）

– 夕刻、眼がショボショボする

– 頭痛、肩凝り、眼の奥の痛み

• 進行すると・・・

– 遠方視力を矯正した状態で、近方視が不可能

2．筋性眼精疲労

間歇性外斜視、斜位

輻湊不全・輻湊衰弱

• “両眼視”する＝視線制御のため、　　
“正位”の人に比べて余分な努力が必要
な場合

外斜位 外斜視

外斜位

cover

角膜反射法

Uncover の結果

固視眼

融像

老視の原因
“水晶体の硬化”

非老視

老　視

老視の定義

老視の原因
• 水晶体の老化・硬化が主なる原因
• 年齢とともに調節力が減退し、調節しても近方視が困難

となった状態
• 屈折異常とは根本的に異なる

焦点調節の構成要素

毛様体

チン氏体

水晶体
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外斜視

両眼視しても、
両眼同時に使えない
融像が働かない

外斜視手術後

3．症候性眼精疲労
眼科のあらゆる疾患

• 白内障

• 緑内障・高眼圧症

• アレルギー性結膜炎

• ドライアイ（VDT症候群では必発）

3．症候性眼精疲労
その1

• 例えば白内障の場合

14±100.3 – 0.5
22± 80.6 – 0.9
29±101.0　＜

融像幅（⊿）矯正視力

融像；両眼の網膜像を感覚的に
一つのものとして認める能力

40歳以上の日本人30人に1人は緑内障

⇒眼精疲労や不定愁訴で受診

VDT作業により一過性の眼圧上昇

⇒調節負荷により隅角の狭窄

3．症候性眼精疲労
その2

• 緑内障の有病率
40歳以上の人口の3.56％が

緑内障である。

• 緑内障患者数：250万人

• 緑内障治療患者数：50万人

緑内障患者数の2割程度　　
ファルマシア株式会社提供

＊緑内障は“潜在患者”の非常に多い疾患である

日本の緑内障の現状

1. 潜在患者がとても多い

2. 日本人の場合、正常眼圧緑内障が60%
を占める

3. 眼圧測定のみでは、緑内障は捉えきれ
ない

緑内障検診は極めて重要
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疫学的調査から、

日本人の場合正常眼圧緑内障が60%を占めるこ
とが判った

早期発見のために「40歳になったら検診」を!！

•視神経乳頭の詳細な観察
•網膜神経線維層厚測定装置（GDx)
• Frequency doubling perimetry (FDP)
•自動視野計測計

眼底写真撮影装置

（GDx)

•視神経乳頭の詳細な観察 
•網膜神経線維層厚測定装置（GDx) 
• Frequency doubling perimetry (FDP) 
•自動視野計測計 

• 接触性
（アプラネーショントノメーター）

非接触性
　（ノンコンタクトトノメーター）

緑内障は、視神経障害（視神経症）である。

1. 陥凹(cupping)の増大
2. 乳頭辺縁部神経組織(neural rim) の萎縮

→網膜神経線維層欠損

静的視野 ３．視野異常

• 動的視野検査

• 静的視野検査
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• 涙三角(tear meniscus)

貯留
正常

正常：0.1-0.2mm0.4-0.5mm

涙の溜まり具合をみる

アレルギー性結膜炎

乾燥性角結膜炎（ドライアイ）

3．症候性眼精疲労
その3 ドライアイに伴う角膜上皮障害

“2 %フルオレセインナトリウム”による染色
(角膜上皮欠損）

“1％ローズベンガル”による染色
（ムチンで覆われていない角結膜上皮、

変性した角結膜上皮）

涙液成分

涙が出ているかどうかの検査

Schirmer （第一法）試験

5×35mmの濾紙
　　15mm以上健常者
　　10－15mm涙液分泌低下（疑）

点眼麻酔
基礎分泌量のみの測定

涙のホメオスタシス

三叉神経（求心路）

視床下部
自律神経の中枢

副交感神経（遠心路） 浅錐体神経
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Tear film instability 

角膜前涙液破砕時間(BUT)

蒸散亢進型ドライアイ

不定愁訴を訴える若い患者

コンタクトレンズ不耐性

ＶＤＴ作業時に疲れを訴える場合

Break up部分

Meibomian gland obstruction

アンドロゲンにより発達・
分化および脂肪産生が

調節されている

マイボーム腺の機能不全

プラグ形成や血管拡張

NEIによるドライアイの分類

ドライ アイ

涙液の分泌低下 涙液の蒸散上昇

油層減少 眼瞼異常 眼表面異常コンタクトレンズSjogren 症候群 非Sjogren 症候群

ドライアイの診断基準

1. 涙液（層）の質的および量的以上

シルマー試験第I法　5mm以下
または

綿糸法　10mm以下
または

BUT 5秒以下

2. 角結膜上皮障害

フルオレセイン染色　1点以上

または
ローズベンガル染色　3点以上

and/or

1 and 2:ドライアイ確定　(definite dry eye)

1  or  2:ドライアイ疑い　(probable dry eye)

瞬目の減少

• 正常

平均20回/分

• コンピュータの使用時

平均6回/分

瞼裂の面積

正面視：2.2cm２

上方視：3.0cm２

下方視：1.2cm２
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4．不等像性眼精疲労

• 左右眼で同一物体をみ
た場合、両眼で感じる像
の大きさ、形などに左右
差がある状態

• 不等像視の限界は、５％
までと言われている

• 不等像視があると“融像”が
困難

• 従って、努力性の輻湊が必
要となる

• コンタクトレンズで矯正する

5．神経性眼精疲労

不安神経症

神経衰弱

ヒステリー

うつ病

全身の異常から
•ヒステリー・心身症など精神的なもの
•他科疾患の合併の場合（耳鼻科、内科、産婦人科）

眼精疲労の分類

1. 調節性眼精疲労

2. 筋性眼精疲労

3. 症候性眼精疲労

4. 不等像性眼精疲労

5. 神経性眼精疲労
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IT眼症の
予防と治療

適正な屈折矯正

環境面の調整

ドライアイ対策

VDT症候群の治療・予防　
→屈折矯正をしっかり

適切な屈折矯正
比較的若年者（約35歳ぐらいまで）

近視：適正矯正（過矯正にしない）とする
遠視：しっかり矯正する

初期老視～老視：中近用（コンピュータ用など）

自覚完全矯正

低矯正

×
交感神経/副交感神経の

刺激が不十分

VDT症候群の治療・予防
　→環境面から

適切な距離で
視線を下げる

明るい環境で

小休止を入れる。一時間以内とし、
10～15分程度の休息をとる。

規則正しい睡眠

人間の大脳の生理的能力から考えて、高い
レベルの緊張感を持続できる時間は、せい
ぜい30分程度です。この間に数秒から1分
程度の小休止があると、約1時間、高度な作
業を持続することが可能になります。オフィ
スでVDTを使う機会が増えていますが、キー
の打ち込みを45分以上続けると、入力ミス
が急激に増えることが報告されています。
少なくとも、50分に10分程度は、目を休ませ
ることが必要です。

小休止の必要性

目は、まばたきによって涙が送られると潤い、
酸素や栄養分が補給されます。ところが集中し
てコンピュータ画面や小さな文字を見続けると、
まばたきの回数が普段の約３分の１に減り、一
時的なドライアイに陥ります。VDT症候群とドラ
イアイは互いに症状を悪化させあうので、意識
してまばたきを増やす、エアコンの風に直接当
たらない場所に座る、加湿器や濡れタオルを干
すなどの対処法で目の乾燥を防いでください。

ドライアイ対策
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点眼治療
人工涙液（水分補充）
ヒアルロン酸ナトリウム点眼液
　　　　　　　　　　（涙液層の安定化・水分補充）

シアノコバラミン（VB12）点眼液　　
　　　　　　　　　　　　（角膜上皮細胞障害の治癒）

点眼以外の治療
涙点プラグ

VDT症候群の予防的措置③　
→ドライアイ対策

涙点プラグ
商品名：パンクタルプラグ

シルマーテスト第一法5mm以下、又はローズベンガル染色試
験(＋＋)以上およびシェーグレン症候群に対して適応あり

プラグ：シリコン製
直径：0.5、0.6、0.7、0.8mm

涙小管の入り口に装填

• 涙三角(tear meniscus)の増加

0.4-0.5mm

涙点プラグの効果

治療

①適正な屈折矯正

②環境整備

③ドライアイ対策

VDT症候群のまとめ
その3

IT眼症対する新しい治療方法の試み

1. 適正屈折矯正法
• 屈折異常を正す（弱矯正・過矯正もダメ）

• 調節機能異常の改善させるか

2. 眼周囲温熱療法
• 調節機能を改善させるか

• 自覚的疲労がとれるか

涙点プラグの意義
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第 35 回 神奈川産業保建交流会       平成 18 年 2 月 4 日（土） 

 
演題：「IT 眼症の実際とその治療法」 
講師：神奈川歯科大学眼科教授 原 直人先生 
 

 
 
司会者（三宅先生）： 
今から「IT 眼症の実際とその治療法」ということで、神奈川歯科大学眼科教授の原先生に

お話していただきたいと思います。今日はいろいろ先生の実体験をふまえたり、新しい産

業衛生に対する考え方、そういうことを詳しく、教えていただこうかと思います。とりあ

えず 1 時間半の講演をしていただいて、30 分の交流とか、そういうことで、すすめていき

たいと思います。ではよろしくお願いいたします。 
 
原先生：このような機会をお与えくださいまして、交流会の皆様どうもありがとうござい

ます。近隣の先生のところからもご紹介いただくんですけれども、実際眼科医としても非

常に困っておりますのが IT 眼症ですね。昔は VDT 症候群、今も VDT 症候群と使いますけ

ど、昔は仕事場でコンピュータのみを使った時代でしたけれども、今現在は、皆さんもそ

うでしょうけど、お家に帰られてもコンピュータを使われる、それからウェブサイトを見

るようなこともありますし、それから今は携帯電話ですね、携帯メールをする、それから

携帯画面を見るということで、非常に目を酷使することが多くなった、ということで、新

たにまた IT 眼症が危惧されております。 
 
平成 16 年の、厚生労働省の調査、1000 人以上の大企業に対してアンケートを行いまし

た。コンピュータ業務されている方からいろいろどんな訴えがあるかということをまとめ

たものなんです。全体的に何らかの症状がある方がだいたい 80％、8 割の方が、ほとんど

何かしら訴えを持っていると言われております。この色分けは年齢別に分けたものなんで

すけども、おしなべてどの年齢層も何らかの訴えがあるようです。特に我々の分野ですけ

れども、目の疲れ、あるいは目が痛い、ということに関しては、9 割の方が目の疲れ、痛み

を持っていまして、これもだいたいどの年齢層を見ても、何かしら目の訴えはあると思わ

れます。案外頭痛っていうのはどうなのかな、と思いましたけれども、まあ頭痛はそれほ

ど実は多くなかった。あとやはり整形外科的な、首、肩の凝り、痛み、それから腕とか、

コンピュータをずっとやられると、こういう痛みが出てくるということがあります。これ

は従来言われている通り、やはり結構な数で、症状を訴える方が見られたようです。 
1970 年代、先ほど言いましたように、OA 化の担い手として、VDT が相当いろいろな会
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社に普及してきました。80 年代になると目の症状、特に目の症状を中心に、手、腰、肩と

かの疲労を訴える方が増えてきた。あるいは精神症状を訴えることで非常に問題視されて

きまして、北里大学の石川哲（さとし）教授が中心となりまして、VDT 症候群研究班が、

だいぶ研究・調査をいたしまして、こういう名前がつけられるようになってきましたけど、

特にその当時「VDT 症候群」、で、ある一時期はその技術がストレスを目に与えるというこ

とで、「テクノストレス症候群」という言い方をされた時期もありましたけども、今はこの

「IT 眼症」というのが一般的になりまして、コンピュータ業務だけでなくありとあらゆる

IT 機器を見るということで、目に与える影響を及ぼすということから「IT 眼症」と言うよ

うになってきました。 
 
現在の VDT 症候群の問題点としまして、まあ夜遅くまでパソコン業務、それも特にノー

トパソコンを使うとより疲れると言われておりますけども、パソコン業務をやって、帰り

も目が疲れたまま、暇無しに携帯を打つと、あるいは PDA を使うと、いうことでまた目を

使っている。そのまま遊びに行ってしまって、休みも特に取らずに、寝不足のまま次の日

また会社に来るという悪循環が当然、どんどん目を酷使していく、疲れが取れない状態で

次の日に持ち越すというような状態で仕事をされているというのが、今の現代のもっとも

シビアな VDT 症候群の患者さんの一形態だと思います。あと、会社の中でもですね、コン

ピュータ室ですので乾燥しないといけないっていうことで、特にエアコン使いますから、

当然静電気が起き目に物が入っても取れない上に目が乾きます。また後ほどドライアイの

時お話します。これはひとつの疲れ目の原因になりますので、どんどん疲れてしまう。当

然ストレスがかかるっていうことから、どんどんこの深みにはまっていくというか、治療

してもなかなか効果が出ないという人が増えています。 
 
視覚要因としましては、当然この病気っていうのは画像表示を見ないと始まらないわけ

でそこから目の乾き、ぼやけ、頭痛、まあ眼精疲労っていうような状況が出てきます。そ

れから内環境要因としましては、ずっと同じ位置で仕事をしていると、ということで同じ

首の姿勢でやっているというわけで、静的負荷がかかってくるわけですね。そこに今度マ

ウスを使う、キーボードを使うといった、動的負荷ですね、手を動かさなくてはならない。

これがまただんだん疲労を溜めていきまして、翌日に持ち越すような慢性疲労につながっ

ていく、というようなことが言われています。あとまあ心的要因としては、これが非常に

この頃、中高年以上の方に見られる IT 眼症の特徴なんですけれども、新技術の習得という

ように、今まで自分の手で書いていた手作業がコンピュータをやらなくてはいけない、と

いうような、なんでもコンピュータでやらなくてはいけないという状態になっているわけ

で、これが自分の今までの経験、それから能力がうち崩されてしまったというような、鬱

の状態ではないですが、精神的に落ち込んでしまうというような方が、多々いらっしゃる

と思います。それから相手がコンピュータですから、非感情的な交流と言いますけれども、
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何も応答してくれないということで過剰適応ということになってしまう。こういう非常に

悪い状況の中での勤務ということで、特に我々はこの視覚要因をなんとかよくすることで、

予防治療しているわけです。 
 
ここでちょっとお話したいのが、「眼疲労」と「眼精疲労」がどのように違うのかという

こと。これはよく質問されるんですけども、目の疲労、単なる目が疲れたっていうのは、

作業量と疲労感がつりあっていて、まあ健常人が当然コンピュータを見れば疲れるという

ような状況だと思っていただいて、次の日起きれば疲れが取れているという、生理的なも

のです、我々は「疲れた、疲れた」という言い方をします。 
 
ところが、この「眼精疲労」とついた場合、これは病名になります。ですからこれがつ

いた場合、お薬も出せますし、一応診断書も書けるというような病名になるわけですけれ

ども、これは当然、休息によっても全然回復しない目の病的な疲労ですね。非常にあいま

いな言い方をしますけど、非常に強い、1 日寝ても疲れが取れないようなものを眼精疲労と、

一応分けて区別しております。 
 
ここで眼精疲労ということが、この VDT 症候群を治療していく上と、診断していく上で

非常に大切なので、主に眼精疲労を起こしやすい状態についてこれから話していこうと思

います。 
 
疲労と言いますけども、目の疲労としては、他にどんな言い方するかと言いますと、「目

が疲れる」、またさっきも言いましたが、「痛い」っていうことですね。眼痛です。目の痛

みですけれども、特に眼窩深部痛、目の奥が痛い。そうなるとほとんど頭痛と区別つけら

れなくなります。目の奥が痛いと、目自体よりも、もっと奥が痛いっていうような言い方

をします。後は普通の頭痛ですね。それから自覚症状としましては、よく言われるのが、「か

すむ」。特に仕事をしていてずっとコンピュータを見て、帰りに車を運転して帰られる時に、

信号機がぼけちゃうとか標識が見えない、というような言い方されます。それから、目の

乾燥感ですね。乾燥感が強いと共に、目の乾燥っていうのは、疲れ目の強い原因になりま

すので、これは治療していかないといけない。それからよく眼瞼、瞼がぴくぴくするとい

うような言い方をされる方がいますけど、瞬目、瞬きが多くなる、これも一つの眼精疲労

の症状と思われます。 
 
ここで眼疲労のメカニズムと頭痛のメカニズムをお話したいと思います。大きく分けて

二つの要因があります。ひとつは「視器要因」眼の球自体の問題と、「外環境要因」目を使

う外からの要因と分けられると思います。 
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一つは「視器要因」これは、国際頭痛分類が 2004 年に改訂され、第二版が出ました。そ

の中の「二次性頭痛」の中に、「眼疾患による頭痛」と書いてありまして、この 3 番目に「屈

折異常」による頭痛があります。屈折異常というのは、あとでお話しますけれども、いわ

ゆる近視・遠視・乱視を適切に治してないということです。ですから、簡単に言うと眼鏡

がちゃんと合ってないということですね。屈折異常がありますと、過度の調節緊張を伴う

ので、頭痛がすると言われています。これは、頭痛の分類の中にもしっかりと書いてある

ことで、メカニズムの一つだと言われています。それから、「外環境要因」ですが視覚情報

処理という言い方をしますけども、近見反応の異常と思います。近見反応って皆さんご存

知のように、近くを見ると 3 つの反応が出てきますこれは後でお話しますけれども、特に

この内で、調節機能異常ですね、すなわちピント合わせができない。あるいは異常になっ

てしまったがために近くを見ることができない。また近くを見てもぼけてしまうというの

が外環境要因発症のメカニズムの一つと考えられております。 
 
ピント調節の仕組みですけども、これはもうほとんど解剖（学）と生理（学）のような

話ですけれども、ピント合わせっていうのは要するに近くを見る時に、そのもの物体に、A
という文字にピントを合わせるにはどういうことをしてるかというと、脳から指令が来ま

して、毛様筋とチン氏体と水晶体というのが三つの調節要素ですけども、脳から指令が来

ますと毛様筋は緊張します。副交感神経がやっているわけですけれども、そうするとチン

氏体が緩みます。緩むとこの水晶体は、自分で膨らみましてレンズが厚くなりますから、

中心窩というところにしっかり焦点が合いますので、A が A というふうに鮮明に映るよう

になるんですね。それ以外のときの水晶体は弛緩していますから、ずっと後ろの方で焦点

を結んでしまうがために、網膜上に像を結びませんから、ボケてしまうというのが、この

調節の仕組みです。ですから、ボケを自覚してボケをしっかりと網膜上に結ぶことによっ

て、映像をクリアにするというのが、焦点調節の仕組みになります。水晶体が硬くなって

できなくなるのが老視（老眼）です。 
 
もうひとつピント合わせの話です、これも生理の話になりますけれど、遠くを見ている

時と近く見ている時がありまして、焦点調節っていうのは近くを見ようとする。ですから

遠くの景色からコンピュータのように近くの画面を見ようとする時はですね、副交感神経

がものすごく働きます。自律神経の片割れの方が一生懸命働くわけです。今度、遠くの方

を見ようとする時は、「調節の弛緩」と言いますけれども、副交感神経が働いていたのが抑

制されて、交感神経が優位になって遠くを見るようになります。あるいは交感神経が能動

的に遠くを見させようとする。これは文献的にはまだ少ないんですけれども、交感神経も

働いて遠くを見ようとする、まあ能動的な働きがあると言われています。遠くを見る時は

少なくとも副交感神経は抑制され働きが弱くなる、弱くなることで交感神経の働きが強く

なって遠くが見られるようになる。こういういわゆる自律神経の両バランスがしっかりす
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ることで、遠くを見たり、近く見たりということが、正常に働くわけですね。これが崩れ

てくるのが、ひとつの VDT による眼症ということになります。 
 
先ほどちょっと言いました、「屈折異常」とはどういうものかと言いますと、遠くを見て

いる時、例えば太陽とか星の光と思っていただいていいんですけど、遠くを見ている時は、

遥か無限遠から来る光というのは、平行線で入ってきます。入ってきますと、遠視でも近

視でもない方の正常な目は「正見視」って言いますけれども、光は水平線で入ってきたも

のは、角膜とそれからこの水晶体でうまく屈折されまして、お椀状にしっかりと像を結ぶ

わけですね。 
 
これは、近視の方ですね。近視の方は光がこういうふうに遠方から入ってきますと、こ

こで終わってしまうわけです。足りないわけですね。それで、我々はぼけてしまう、僕も

近視でぼけてしまいますけども、ここにレンズを入れます。近視の眼鏡ですが、そうしま

すと網膜上に焦点が伸びまして、網膜上にしっかり像を結ぶことで近視は一応矯正できる

わけです。近視っていうのは光がここに焦点を結んでしまって、網膜上に焦点を結ばない

がために、ぼけてしまうわけです。ここに屈折の凹レンズを入れてあげると焦点を結ぶ、

というのが近視の矯正であります。で、今度近くを見ようとする、これを「近見視」って

言いますけども、近見視をしますと、近くのものは散乱光で入ってきますので、こういう

ふうにだんだん広がるような光、波長になって入ってきますので、これを眼鏡と角膜と水

晶体でうまく屈折しまして、網膜上に像が結ばれると、これが近視の人が近くを見た時の

光の状態になります。これは普通我々がやっている状態なんですけれども、先ほども言い

ましたように、頭痛とかそれから目の痛みを作ってしまう屈折異常の原因で一番多いのは

「過矯正」という状態で、遠くを見たいがために分厚いレンズをかけてしまう人がいっぱ

いいます。 
 
先生からご紹介いただいた患者さん方も結構この過矯正が多いと思います。多分眼鏡屋

さんで作ってしまうからだと思うんですけども、遠くを出したいという方に対して、眼鏡

屋さんは患者さんの要求を受けますから、どんどん強くします。強くすれば強くするほど、

それは当然遠くが見えるようになるんですけれども、これとこれの違い見てわかるように、

レンズが厚いと、特に水晶体を厚くしないとすなわち、ピント合わせを一生懸命がんがん

にしないと、網膜上にピント合わせができなくなってしまいます。ですから本来毛様体の

軽い緊張で済むのに、過矯正の場合は、水晶体を本当に膨らませないとピント合わせがで

きなくなっちゃうんです。ということは、毛様筋を一生懸命働かせるということになりま

す。毛様筋を一生懸命働かせるということは、副交感神経を一生懸命、指令を出して毛様

筋を緊張させろ緊張させろ、という情報が常に出ているわけですから、こういう状態を作

ってしまうこと事態が眼精疲労を作ってしまいます。ということで、諸悪の根源と言えま
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すけれども、やはり過矯正は問題です。眼鏡をもう一回チェックするということは、これ

だけでもう本当に頭痛がなくなります。まず眼鏡の調整をしっかりするということが我々

眼科医の基本なんですけども、なかなかこれがされていない。ですから、まずは過矯正を

治そうというのが、ひとつの目標になっています。ここに書きましたけれど、あまりにも

強い眼鏡をかけてしまうと結局遠視状態になってしまうんですね。遠視の場合一生懸命ピ

ント合わせをしないと近くが見えないですから、非常に悪い状態ということになります。 
 
今、屈折異常ということをお話しましたけれど、もうひとつの残りの近見反応というの

はどういうものか。近見反応というのはどういう時に出ているかというのを、ちょっとお

話したいと思います。これは視覚作業中、いわゆる VDT 中のですね、視点。だからどこを

見ているかっていうのを、こう分布度数で表したものなんですけど、これが実際の波形で

す。これが画面上のディスプレイ、それから紙面、資料を見ているわけですね。そうする

とやはり少なくともこの画面、キーボード、それから横の資料、この３点間を、常にもの

すごい数でそれぞれ視線移動、あるいはピント合わせをやっている状態になっています。

実際、度数分布を取りますと、画面上がこれくらい、原稿上がこれくらい、わずかにキー

ボードはそれほどでもない、やはりブラインドタッチで打っている人でしょうけども、こ

れくらいですけれども、この 3 点間は少なくとも、何度も何度も仕事中に行き来している。

行き来しているということは、自分の目から離れているキーボード、それからディスプレ

イ、資料っていう距離の違うところに常にピントを合わせ、それから眼球運動をしている

わけですね。これが近見反応を異常にやっている証拠です。 
 
もうちょっとおもしろい実験がありまして、作業中の眼球運動の特性を見ても、どれだ

け速い運動をどのくらいやっているか、ということなんですが、横軸がですね、衝動性眼

球運動って言いますけど、目がここを見ていたのをここまでぱっと見るような、非常に速

い運動ですよね。そういう速い運動の大きさです。こちらが、フリクエンシーですから、

頻度ですね。上に行くほど数が多いということになります。この一点一点が、それぞれ作

業をする人の眼球運動の記憶のドットですけれども、このグレイラインの中に入ったのが、

3 から 7 ですから、VDT 作業をやっている方ですね。それ以外はテキストを読んだり、3D
ピクチャーを見たりとかですね。テレビを見たというような人たちの一つ一つが点ですけ

ど、これを見ますと、こっちへ行くほど、大きな運動を何回もやっている人たちが、ここ

です。実はこれさっきも言いましたけど VDT 作業群の方々で、本を読んでいる方々と、TV
を見ている方々を比べると、明らかにここに集中しているということは、大きい運動を何

回もやっているということになります。本を読んでいる時などよりも、非常にこの眼球運

動が早いし、それから回数も多いという、絶え間なく早い大きな眼球運動をやっていると

いうことになる。ですから本を読んでいる状態とは全く違って、今までのハードコピーと

言いますか、書類でやっていた頃の目の動きとは、明らかにコンピュータ作業の目の疲れ
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方は違ってきています。 
 
で、「近見反応」っていう運動ですけれども、これは我々遠くを見ているという時の視線

は、まっすぐ前を向いていまして、この瞳ですね。瞳はある程度の大きさを持っています。

それを、ぐっと近くを見ようとするわけですね。あるいは本を読んでいる時は、我々は当

然寄り目をして、一生懸命ピント合わせしないと文字にピントが合いませんから、ピント

合わせをして、縮瞳っていうのが起きます。瞳孔は小さくなります。この 3 つを併せて「近

見反応」って言うわけですけど、画面とかキーボードとか、脇の紙面、書類ですね。その 3
点間を少なくとも何回も何回も違う距離を見ているわけですから、近見反応は常に過剰に

すごい数でやっているわけです。で、これは結局目がやっているわけではなくて、視覚情

報が入っていきますと、視神経を通りまして、まず第一次中枢野へ入っていきます。ここ

では、いわゆる「見える」という状態になるわけですけれども、この近見反応の中枢とい

うのは、もうちょっとの高次の機能に入りまして、頭頂後頭葉の後頭連合野にですね、こ

れは Jampel RS という人が昔、お猿さんのここに電極を挿しまして、電気刺激をやったと

ころ、この近見反応が全て起こったっていうところから、この大脳生理の研究が始まった

わけです。ここはお猿さんでいうと、MTM／ST 野っていう大脳の機能のところに一致す

るわけですが、人間でも一応この瞳孔が縮まりますし、調節反応が出るであろうという部

位が実際この辺にあります。これを外から電気刺激というか、定期的な電気刺激を与える

と、近見反応が実際起きます。で、この「近くを見ろ」「ピント合わせをしろ」という情報

が脳幹に降りてきまして、それが眼球に行ってこういうアウトプットになるわけですね。

ですからまあ、実際に我々、近くを見たり遠くを見たりっていうのは、眼球がやっている

わけではなくて実はこの大脳の高次中枢がやっているわけです。ですから先ほど言いまし

た、「視覚情報処理」という言い方をしまして、視覚情報処理のひとつである近見反応は大

脳を使うことによって行われている、ということです。ですから実際目がやっているとい

うわけではないんです。 
 
ちょっと復習になりますけれども、読書の時っていうのは、先ほど言いましたようにほ

とんど速い眼球運動がなく、右から、横から読んでいる状態が読書をする時。あるいは、

本を読んで書類を書いている時ということだと思ったんですが、これは近見視の維持とい

う言い方しますけど、コンピュータ業務になりますと、少なくともこの 3 点間で常に行っ

たり来たりを繰り返しているわけです。近見反応の過度の繰り返しということで、見てい

ただくとわかるように、全然違うんですね。ずっと読んでいる状態と、常にコンピュータ

をやっている状態というのは、近見反応の違いでこれだけ疲れる。近見反応の違いはすな

わち、頭頂後頭葉の脳の高次機能を使っている違いがこれだけ大きく違ってくる、という

ことがまあ一つの疲れ目の たる要因ではないかと、我々は考えています。 
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VDT 症候群を起こしやすい状態としまして、注意していただきたいのは、これ本当に眼

科的な事情しかお話できないんですけれども、まずひとつは先ほど言いましたように、屈

折異常が治されていない、不適切な眼鏡の使用ですね。あとでお話しますけど、コンピュ

ータを使う場合は、遠くを見る必要はないわけですから、それなりの眼鏡を使いましょう。

特に 35 歳以上の方々は、調節力が減退してくるので眼鏡を直さないことには、とても太刀

打ちできない状態での仕事になってしまいます。また若い人には適正な眼鏡の使用を我々

は今提唱しているんです。少なくとも眼鏡をしっかり直しましょう。それから焦点調節障

害、これは先ほども言いましたピント合わせがなんとなくできない人、あるいは完全にで

きない人たちがおりまして、そういう患者さんは何かしらの内服投与で凌いでいくしかな

いような方々もいらっしゃいますし、それから輻湊不全ですね。視線制御の不具合、正常

と思われていても、ここにも書きましたように「斜位」、あるいは「斜視」とか、眼球運動

障害の方々がやっぱりいらっしゃいます。こういう人を見つけては、それなりに治療をし

てあげなくてはいけないわけです。斜視と斜位はずいぶん違いまして、まあ皆さんの中に

も、僕もそうですけれども、日本人の場合は外斜位が非常に多いです。ですから、非常に

疲れる状態を作っているんですね。 
 
それから「不等像視」です。簡単に言うと「がちゃ目」の人です、がちゃ目っていうの

は要するに、一方は近視が弱い、一方の目はものすごい近視が強い、そういうがちゃ目の

人にちゃんと視力が出るようにと、両目にちゃんとした矯正をしてしまいますと、像の大

きさが右目と左目で見た像が変わってしまいます。そうすると、我々は頭の中で像を一つ

にすることができずに、とっても疲れてしまうんです。これが不等像視って言います。屈

折異常の治し方を間違えると不等像視っていうものを作ってしまい、これが たる疲れ目

の原因のひとつになっています。それから他に目の疾患を持つ場合ですね。白内障がある

のに、がんばって見ちゃうとか、やはり緑内障があるのに、眼圧が高いのに、それから視

野が欠けているのに見ていると疲れ目の原因になります。こういうのをやはり全部チェッ

クした上で VDT 症候群と言わざるをえないんですけれども。 
 
今お話した「なりやすい」状況をまとめますと、本当にこの眼精疲労の分類に全部あて

はまってくるんですね。眼精疲労っていうのは先ほど言いましたように、病名のひとつに

なります。眼精疲労には 1 番～5 番までありまして、1 番が調節性の眼精疲労、2 番が筋性、

3 番が症候性、4 番が先ほど出ました不等像性、5 番が神経性です。これらが眼精疲労の分

類になります。これは眼精疲労の分類をしましょうといって、よく学生に対しても試験に

も出すくらい非常にクリアカットな分け方なんですけど、まあ実際臨床はそうはいかない

んですが、まあこういうふうな分類をしています。 
 
まずは、調節性の眼精疲労っていう言い方がありますけれども、これは先ほどから申し
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ておりますように「調節」というのはピント合わせのことです。近くを見ようとして努力

するための疲労ですね。近くを見ようとするとできないのか、あるいは不全になっている

のか、そういう状態の人たちが一生懸命見ようとするがために、ピント合わせをしようと

して、疲れてしまう状態です。実際こういう調節ができない、不全な方もいらっしゃいま

すけれども、やはり先ほどからありましたように、まずは過矯正ですね。まあ眼鏡が強す

ぎる人です。それから遠視、遠視の人は当然疲れるんですけれども、ちゃんと遠視を矯正

してあげることが必要なんです。遠視というのは、遠くが見えると思われがちですけれど

も、一番たちが悪いんです。遠視がひどいとですね、遠くも全然ぼけちゃいます。遠視を

矯正しないと、当然近くはものすごい量の調節をしないと、ピント合わせができないです

から、はっきり言って、どこもピントあっていないのが、遠視です。近視よりもずっとた

ちが悪いですね。近視ですと、皆さんご存知のように、老眼の方でも、眼鏡を外せば見え

る方、見えるんですけれども、遠視はどこもピント合っていないと思っていただいた方が

いいと思います。遠くが見えるというのは、たまたま弱い遠視で、昔は目がよかったって

よく言いますけれども、それは弱い遠視だっただけで、遠視っていうのは非常にたちが悪

い状態です。でまあ、乱視が治っていないという状態もありますし、それからこういう状

態の人たちは過度な調節ですね、ピント合わせしないと全然見えないですから、もっとも

プリミティブな治療ができますけども、やはり治してあげないと非常に強い眼精疲労を作

ってしまう、ということです。これがまあ屈折異常ですし、調節ができないとかいう話で

すけれども、やはり、初老期の 45 歳前後から出てきます。老眼ですね。昔は若い方がコン

ピュータをやっていましたけども、近年はお年の方でも家に帰ればコンピュータがありま

すからやっているということで、非常にこの老視の人たちの眼鏡合わせが難しくなってい

ます。 
 
そのピント合わせを我々はやはり他覚的に見ないと。ピント合わせっていうのは要する

に、自覚的なものが多いので、ピントが合ってますと言えば、「合ってます」。合ってなけ

れば「ボケてます」という言い方しかなかったんですけれども。これニデック社の他覚的

調節検査方法を使いますと、実際患者さんが本当に見ているのか、あるいは調節ができな

いのか、測ることができます。実際こういうので取りますと、患者さん自体の調節が他覚

的にわかります。 
 
ここでちょっとまたお話が変わりますけど「調節安静位」っていうのものが調節機能の

中にあるんです。これはどういうものかって言うと、我々が遠くを見ている時、簡単にい

うと太陽なんか見ている時などは調節してません。要するに遥か彼方の遠くの山の頂上な

んか見ている時は、我々は遠くを見てますから、ピント合わせはしておらずそういう時に

我々はですね、どこにピントが合っているか？ただ遠くを見ているから遠くにピントが合

っているかっていうと、そうではなくてだいたい我々の目から 1.5 メートル先くらいのとこ
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ろに実はピントが合っているんですね。だから遠くを見ているからといって山の頂点にピ

ントが合っているのではなくて、1.5 メートルくらいのところを見ているって言われていま

す。これは交感神経と副交感神経のバランスによって、ちょうどこの 1.5 メートルくらいの

ところにピントが合っているんですね。これを「調節安静位」といいます。 
 
ところが過矯正の眼鏡をかけちゃいますと、この調節安静位が無限遠の方に引っ張られ

ちゃいます。そうするとさっき言いましたように、一生懸命ピント合わせをやるとこの副

交換神経を使いますので、調節安静位をここに持ってくるまでは、ここまでずっと持って

こないと近くにピントが合わなくなってしまう。調節を一生懸命しなくてはならない。過

度の調節を強いるっていうことは、ピント合わせを一生懸命しないといけないので、この

毛様筋を働かせる必要がある。副交感神経を刺激する、というようなことが言われてます。

で、実際その調節安静位を我々がどういう状態で測定するかといいますと、やはりこの機

械を使っております。これが実際の波形なんですけども、指標が遥か彼方からだんだん近

づいてくると思ってください。ここでもう鼻先何センチまでピント合わせして、またピン

ト、指標が遠くに離れていく状態。ここからだんだんこの患者さんのピントが合っていっ

て一所懸命この指標に追従していくと思っていただいて、ここでだいたい鼻先 5 センチく

らいまできて、指標がまたずっと離れていく状態、ピント合わせをしていくわけですね。

ここでまた指標はだんだん消えてなくなります。実際は見えてないところから、ピントが

近づいてきて、ずっとこういうふうにピント合わせをしていく図形だと思っていただいて

いいんです。ここでは指標が見えてて、その指標に対して一生懸命ピント合わせをしてま

すから、その指標に対して、きれいに同じような三角形で追従できているわけなんですけ

れども、その調節安静位を測定している状態は、霧の中をぼーっとのぞいているような状

態と思っていただいていいんですけれども、そこでは正常な方ですと多分ピント合わせは

何もされてない状態です。本当は安静位というのは 1.5 メートルくらいにあればいいのに、

向こう側に行っちゃって、もうピント合わせてしまっている状況なんです。VDT 症候群の

多くの方々は、この部分が常に緊張している状態が多い。本来ここは、ピント合わせをす

る必要はないのに、ピント合わせを常にしちゃっている。ですから疲れた状態を目に常に

強いているわけですね。ここを調節安静位にすることによって、その目が疲れているかど

うか、あるいはこの人は目が疲れやすい状態なのかどうか、測定してある程度見極めるこ

とができます。VDT の研究の当初は、この調節安静位っていうのは、非常にさかんに研究

されました。 
 
今お話したのが「調節安静位」。次が、「等速度反応」っていうのがここですね。どれだ

けこの人がピント合わせをできているか、というのをずっと他覚的に見られるわけですね。

後に「動的特性」っていうのがあって、要するにステップ反応を見るわけです。これは

この青いのが指標の動きになります。ですからどういう反応を見るかというと、遠くのも
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のにピント合わせをして、またそれが遠くに飛びます。指標がこういうふうに飛んだりは

ねたり、飛んだりはねたりするわけです。その指標に対していかにピント合わせをするか

ということなんですね。だいたい 5 回平均します。こっちが近くに来て、一所懸命ピント

合わせしまして、またピントが、戻る、ということですね。ただこの人は近くをぱっと見

れるんですが、ちょっとここでだらだらっとなるように、遠くはもう全然見れなくなって

しまうような、調節が向こう側に遠くに見ようとする時に緊張している人です。こういう

のを見ますと、近くを見ていてずっといいんですけれども、遠くにピント合わせしようと

するともう戻らない。いわゆる帰りに信号がボケたり、指標が標識がボケちゃって見えな

いという人はこういう状態を捉えることができます。 
 
これはですね、緊張状態の過矯正の一番悪い人たちですけれども、過矯正をかけてずっ

と検査をして仕事している人ですともうほとんど調節できなくなっている状態です。まだ

こっちは波形が出かかっていますけども、過矯正の眼鏡をかけてた人は常にピントを合わ

せをしているものですから、指標があってもどこにピントを合わせていいかわからないの

か、全然反応も出なくなってしまう。ですから常にここで緊張していますから、常に疲れ

た状況を作ってしまう状態です。非常によくないですね。この人、治療をしますと、こん

なにきれいに波形が出てきます。過矯正の人でも眼鏡を変えますと、なんとか指標が近く

にきた時は近くを見てて、遠くにしようと思えば、戻ります。こっちも適正反応、適正に

戻しますと、ぐっと近くを見て、ぎゅっと戻る。と言うように、やはり治療することで調

節反応ですね、動的反応非常によく捉えられますし、治療した効果がちゃんと出てくると

いうようなことが、他覚的な調節反応検査を用いますとわかります。それから患者さん自

体の訴えだけではなくて、実際のこの他覚的
．．．

な検査方法
．．．．．

を使いますと、実際治療の効果が

よくわかるというようなことで、この検査方法を用いています。 
 
次に、老視についてお話したいと思います。現在、老視の方でも非常に多くの方々がコ

ンピュータを使うようになりまして、当然ピント合わせは、老視の人はできないので、眼

鏡しかないという話をします。2001 年ですと 1 億 2 千 5 百万人、日本人がいますとその

46％が 45 歳以上だそうです。5 千 8 百万人の老視年齢がいるといっていいのですけれども、

そのうちの 74％は全部眼鏡だそうです。眼鏡がないとやはり見えない。その内訳ですけれ

ども、20％がもう老眼鏡、43％の人が遠近両用ですね、いわゆるマルチフォーカスを使っ

ている。63％、65％くらいの人がもう眼鏡をかけています。人生 80 年と言いますけれども、

45 歳ですから半分、人生の半分は眼鏡が必要になります。 
 
まあ眼科医っていうのは、開眼手術、すなわち白内障手術は非常によくなり、一応見え

るようにはなりますけれども、未だ老眼を治すことはできないんです。ですから、人生半

分以上、眼鏡無しでなんとかこれからも過ごせるようにできれば、というのが次の眼科医
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の一つの目標になっているわけです。しかしコンピュータが普及していながら、近くを見

るための対策がなされていないというのが、現在の状況なのです。 
 

40 歳越えますと老視ですね。基本的にこれは正視と言いまして、近視・遠視じゃないち

ょうど、非常に目のいい人だと思ってください。25 センチまでしか基本的に見えなくなり

ます。50 歳にいたっては 50 センチです。ですから 50 歳の人がコンピュータやることは極

めて難しい状態なんですね。でも 60 歳の人がコンピュータをやろうなんていうのは、全然

これ以上近くは見えないわけですから、ディスプレイをどこに置くか、書類をどこに置く

かで非常に目の使い方が変わってくるわけですね。40 歳でも 25 センチより手前はほとんど

見えない状態、基本的に見えないので、それをいかに見やすくして快適にコンピュータを

使えるようにするかっていうのが、眼鏡の処方の仕方なんですけれども、老視の原因とし

ましては、今現在は水晶体の硬化です。これが原因です。老視っていうのは、水晶体が硬

くなること。毛様筋が収縮して、水晶体が厚くなると言いましたけれども、老眼じゃない

非老視眼はピント合わせがこういうふうに水晶体を膨らますことによってお椀状に焦点を

結ぶことができるがために近くが見える、という言い方をしますけども、老視の人は水晶

体が固いために、屈折することができずに後ろで焦点を結んじゃうんです。これが老眼で

す。これが老眼の定義です。これがここに来れば、こういうふうに見える。ですから我々

は老眼の場合、凸レンズをおいて焦点をここに結ぶことで近くを見えるようにするわけで

す。これが老視。ですからこの違いというのは、水晶体が膨らむか膨らまないか。膨らま

ない理由っていうのは、水晶体が硬くなるからですね。硬くなるのが、だいたい 40 歳くら

いとしますと、理由は白内障が徐々に進んでいることになります。40 歳くらいからもう白

内障はちょっとずつ進んでいるわけで、見えなくなるだけではなくて、一つの老眼の原因

となっているのが、白内障になります。 
 
これはよく教科書に載っている図ですけれども、もちろん年とりますと縦軸がピント合

わせの能力、調節力です。そうしますと、だいたい 3 ジオプトリーっていう調節力が、だ

いたい 30 センチくらいになりますんで、だいたい 3 ジオプトリーないと、眼鏡無しだと近

くが見えません。だいたいこの赤線ラインより上の時代っていうのは、上の時は見えるわ

けですね。ですから、これですとだいたい 45 歳くらいまではなんとか、眼鏡無しで見えて

るんですけれども、これ以上になりますと先ほど言いましたように、全然近くが見えない。

コンピュータの画面も見えない状態になってきますから、やはりここらへんの年齢からコ

ンピュータ業務は非常につらくなってきます。これはどうしても否めないことですけれど

も、これは各国の先生がやっていますように、だいたい人種に関わらず 45 歳くらいから、

老眼というのは始まってくる。 
 
ここに書きましたように、水晶体の老化、あるいは硬化が主な原因です。これが老視の
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たる原因。これは MRI を使って若い人とお年よりの水晶体の膨らみを検討したところ、

水晶体以外の先ほど言いました、チン氏体と毛様体はお年の方も若い方もちゃんと縮みま

す。それから組織をとった方法とかあるらしくて、70 歳の方も若い方もチン氏体、あるい

は毛様筋の組織学的な変化はお年の方も若い方も差がないそうです。となると、筋肉が動

いているからどこができなくなっちゃうかというと、この残された水晶体しかないわけで

すね。先ほどお見せしましたように水晶体が、伸び縮み、膨らむことができなくなること

が老眼の原因です。硬くなるってことですね。まあ年齢とともに調節力が減退して、調節

しても近方視が困難となった状態が老視の原因です。とかく近くが見えなくなったと言い

ますけれども、それは、近視の方は近くが見えて、遠視は近くが見えない、というような

屈折とはまた違いまして、これが定義なので、調節力が加齢とともになくなってしまうの

が、老視です。近くが見えないわけでなくて、老視の人も老眼鏡をかければちゃんと近く

は見えますので、また「見えない」っていうのとは違いまして、調節力、ピント合わせが

できなくなるのが老視の定義です。 
 
いろいろ検討すると、大分老視の人と若い人の「近見反応の違い」が明らかになってき

まして、我々は 35 歳くらいから、もうすでに老眼が始まっているという現象を瞳孔から捉

えたことがあります。実際は症状としては、40 歳前後、あるいは 45 歳くらいから出てくる

んでしょうけれど、生体っていうか、我々の目のほうは 35 歳くらいから、明らかに違って

きています。網膜のボケですね。ぼけている状態をピント合わせによって必ず解消できる

と、頭は若い頃からの経験で常に学習しているわけですね。だから 35 歳くらいあるいは 40
歳くらいの時は、一所懸命近くを見ようとすればピント合わせができるということで、一

所懸命見ようとするんです。ただ、だんだんできなくなるので、それをがんばっているが

ために頭痛や肩こりとか目の奥の痛みがなどが出てくる、というような状態が初期老視で

すね。35 歳からあるいは 40 歳くらいの人、非常に訴えが強く出てきます。 
 
一旦老視期になっちゃうと、ピント合わせ一所懸命やってももう全然できないものです

から、これは頭があきらめるのか、眼鏡かけましょうと、もう眼鏡かけないと見えないと

いうことをだんだん学習してきますので、近用眼鏡をかけましょうと、いうことになりま

す。それに対して、いつまでも眼鏡かけたくないっていう人が結構おりまして、まあ疲れ

てしまうっていうのが老視の症状だと思いますけれども。この方々の時期になりますと、

眼鏡をかければ、疲れは大分取れまして、そんなに大変ではないような印象を受けており

ます。やはり一番大変なのは初老期ですね。眼鏡もまあ当然かけないでしょうけれども、

一生懸命がんばっちゃうがために、やはり不定愁訴的な訴えが強くなってきます。 
 
これで一応調節性眼精疲労のほうは終わりまして、筋性眼精疲労っていう話をしたいと

思います。これもなかなか疲れる目でありまして、まあＶＤＴのときは先ほど言いました
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ように、近見視により、寄り目（輻湊）をしないといけないわけですから。それから日本

人の場合、外斜位が非常に多いです。外斜位と外斜視の違いですね。こういう方を間歇性

外斜位っていいまして、外れてるときはこういうふうに外れてしまうんですけども、「融像」

といって「輻湊」、「寄り目」をちゃんとできます。寄り目により、眼位はちゃんと整いま

す。それから、この人は若い女性なんですけれども、こういう人たちは外れっぱなしで絶

対両目を使うことができないという「外斜視」です。おわかりのように、寄り目するため

には離れちゃった分だけ寄り目しないといけないので、外斜位は近用作業する時に非常に

疲れます。 
 
外斜位ですが、この場合、今一応、角膜に光があたっていると思うんですけども、わず

かに外れていますけど、一応この人、ダブルビジョンはなくて、両眼視していると思いま

す。一旦カバーをします、こちらに。そうすると目はこんなに外れちゃうんですね。でも

自分でぎゅーっと少し寄せられます。「融像」って言いますけども、物が二つになったのを

一つにしようとする能力ですね。それから外れちゃった、一応ある程度、真正面を見てい

てカバーしますと、完全に外れちゃいます。だけどまた自分でぎゅーっと寄せることがで

きる。こういうのを「両眼視」って言いますけれども、両目で見る機能が残っているもの

が外斜位です。これは生理的反応で、先ほどから言いましたように我々日本人はほとんど

外斜位です。 
 
ところが外斜視の場合は、もう何しても両目で見ることができないです。こういう人は

両眼融像が働きませんので、両眼同時に使えませんから、なんとしても手術で治してあげ

ないといけない。まあこの人は脳腫瘍だったんですけども、動眼神経麻痺で外れちゃった

のを手術して、まあ正位に持っていった症例です。やはり何らか手を加えないと、外斜視

の場合は戻りません。これが外斜位と外斜視の違いです。逆に言えばこういう人たちは両

目使えないので、そんなに疲れないのかもしれません。外斜位の方は先ほど言いましたよ

うに、外れちゃった分だけずっと寄り目する、輻湊運動って言いますが、寄り目だと輻湊

運動がより必要になります。50 センチのものを見ている時は、だいたい 2 ジオプトリーの

調節、それから 33 センチのものを見ている時は 5 ジオプトリーの調節をしています。輻湊

角っていうのは寄り目の角度になります。そのものを見ている時は、ぎゅっと寄り目しな

くてはいけない。この角度は大きいわけです。遠くの 50 センチのディスプレイを見ている

時には、まあこれくらいの角度をしないといけない。33 センチの手元の書類とキーボード

を見るためにはもっと寄り目をしないといけない。寄り目のこの角度がずいぶん違います。

さらにこの外斜位で外側にずれちゃった人は、もっとぎゅっと外れている分、こっちへ持

ってこなくてはならないですから、より多くの輻湊運動が必要になります。ですから特に

外斜位の大きい人は寄り目の量が、普通の、寄り目じゃない人よりも、寄り目する場合は

非常に力がかかりますので、この外斜位を治すっていうことも眼精疲労を治すため、ある
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いは VDT 症候群を起こさないためにも、眼位っていうのも大切になってきていると言われ

ています。 
 
それから次が症候性の、眼精疲労、白内障、緑内障・高眼圧症、アレルギー性結膜炎、

ドライアイが疲れ。 
 
白内障の患者で 0.6 以上、0.3 から 0.5 の人たちを比べますと、この「融像幅」っていう、

両眼の網膜の像を一つにする能力、寄り目の力と思っていただいてもいいと思います。白

内障があって視力が、こういうふうに 3 段階に分けますと、白内障があっても 1.0 以上出る

方は、30 くらいですね。30 の能力がある。0.6 から 0.9 くらいのだんだん視力下がってき

ますと 22、でもう白内障があって 0.3～0.5 くらいになると、14 くらいになっちゃうんで

す。となるとやはり白内障があった場合、視力がいいうちはいいんですけれど、白内障で

視力が下がってきたら、視力だけじゃなくて、こういう融像ですね。コンピュータ業務に

は大切な、この融像してるわけなんですが、この能力が下がってくるわけですから、やは

り白内障などは、この VDT 症候群ということに関わらず、視力だけではなく、知覚機能に

大きく影響を及ぼしてきますので、なるべく早く見つけて、治療してあげたほうがよろし

いかと思いますので、VDT 検診というよりも、実は眼科的な全部の検査になりますので、

眼科の方に紹介してあげられたらと思います。 
 
次に、今現在ちょっと問題になっています、緑内障の日本人の割合なんですけれども、

40 歳以上の日本人 30 人に一人が、実は緑内障だということなんですね。その中で、やはり

非常に疲れているとか、不定愁訴で VDT だろうと言われていた人たちだったんですけれど

も、その中には、ずいぶんな割合で緑内障が含まれているだろうと言われてます。これは

医学的調査から調べられたものなんですね。ですから普通の検診としてVDTとは言わずに、

普通の検診をして緑内障を見逃してはいけないということと、それから VDT 作業中に調節

をしますと、ピント合わせの為に毛様筋が働きます。毛様筋は、隅角というところ、目の

中のお水の出口なんですけれども、ここを狭くします。狭くするので一過性に眼圧を上げ

てしまいます。上げるとこれ、長い間やっていると緑内障になるということですけども、

こういう状態が考えられていますので、やはり一般的な眼科の隅角検査とか、緑内障の検

査を VDT の時にも眼圧測ったりするっていうのは、そういうことからで、VDT 作業で一

応、緑内障を誘発する場合がある、ということで眼圧あるいは、緑内障の検査も平行して

やる場合があります。 
 
これどこかで見られたことあると思うんですけど、読売新聞の季節的な時に出ると思う

んですが、これ緑内障を見つけるが為の簡易の視野検査になります。なんで今こういうの

をやるかといいますと、40 歳以上、先ほど言いましたように、3％が緑内障であろうと、こ
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れは疫学的な検査から言われていまして、緑内障の患者数は 250万人くらいいるだろうと。

ところが 50 万人しか眼科医に行っていない。たかだか 2 割しか、緑内障患者さんは治療さ

れていないということになります。どこかに隠れている患者さんが非常に多いだろうとい

うことになりまして、こういう新聞に載せることで啓蒙しようという方向に動いてます。

潜在患者がとても多くて、日本人の場合は「正常眼圧緑内障」と言いまして、緑内障の 60％
以上がこの形だったんですね。正常眼圧はどういうことかといいますと、昔は眼圧。眼圧

何割以上のどのくらいが緑内障って言われてたんですけど、日本人の場合は緑内障の視神

経が傷害されて視野が悪くなっちゃった人はたくさんいます。こういうのを正常眼圧緑内

障って言うんですけれども、この方たちは眼圧測定のみではもう緑内障は捉えきれないと

いうことなんですね。ですから眼圧測定は全く無意味です。高ければそれは緑内障と言え

ますけれども、高くないからこれは緑内障ではないとは決して言えなくなりました。これ

は眼底写真を撮るなり、または視野検査ですね、これをやっていくことで、あるいは実際

我々が覗いて、神経っていうのを確かめない限りは、決して眼圧だけでは緑内障というの

は言えなくなっています。今出ましたように、日本人の場合は 60％を占めることがわかっ

ています。正常っていうのは、21 ミリ水銀柱と言われていますけれど、高い人でがんばっ

ている視神経の人もいれば、もうへこたれちゃって、これは緑内障になるわけですけれど

も。ところが日本人はこれが多いんですね。21 ミリ以下でも緑内障のように視神経が障害

されて、視野障害が起きちゃう人がおります。ですから、眼圧を測ることだけでは、「あな

たは緑内障ではない」とは言えなくなります。 
 
視野欠損が神経乳頭かどうかを確認して視野検査を取って、視野が欠けてないかを確認

して、その人が本当に緑内障かどうかを判定するわけですね。ですからここで言いたいの

は、緑内障というのは眼圧だけではもう語れないということで、眼圧が低いから疲れ目で、

「緑内障じゃない」、というのにはつながっていかない。 
 
次に症候性の眼精疲労ですけども、重要なのは、ドライアイですね。ドライアイは近年、

新しい眼精疲労の主たる原因とまで言われるほど、重要な要素になってきました。実際ド

ライアイというのは、目が乾くっていう症状じゃなくて、これは皆さんご存知のように、

シェーグレン症候群という重大な病気がありますけれども、そこまではひどい状態ではな

くてですね、こういうふうに傷がついて、完全にもう角膜が上皮障害を起こしている。こ

ちらはローズベンガル試験というので、染めますとこういうふうに完全に赤く染まります。

これは壊死した細胞が染まるんですけども、こういうふうに実際障害が出ています。 
 
涙っていうのは、主涙腺から出て、目の表面を潤して、上涙点、下涙点から出まして、

鼻に抜けていくわけですね。下鼻道に抜けていくわけですけれども、90％以上が鼻に抜け

ます。残りの 10％が目から蒸発するんです。この 10％がものすごく飛ぶのが、新しいタイ
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プのドライアイと言いまして、VDT の方、非常にこっちが多いです。女性の方が多いんで

す。女性で若い人で、それからコンタクトをしている。これが 3 大要素です。こういう人

たちが VDT の場合、非常に訴えが強いです。 
 
さらにコンタクトをしていますと、ハードコンタクト 初入れたときは、痛くて痛くて

涙がぽろぽろ出ると、いうような状態ですけれども、慣れてくると全然問題なく入れられ

るようになります。それは三叉神経の知覚が鈍麻してくるからです。本来こういう傷がつ

いて痛いと思いましたら、「痛い」っていう情報がまあ三叉神経ですね、角膜は三叉神経で

すから、視床下部に入っていって、自律神経で痛いと感じれば、涙を出せと副交感神経に

言うわけで、涙がどんどん出て、目を潤すような状態になりますけども、コンタクトをし

ている人は全然痛くない、傷がついても痛くない。ですからホメオスタシスが働かなくて、

涙が全然出ません。さらにどんどん悪い状態を作って、もう潰瘍とか作ってしまうという

ようなことがあります。コンタクトをしていて、さらに涙が飛びやすい状態で、若い女性

の場合は、要注意だと思います。 
 
実は今、一番問題になるのは、この涙液っていうのが一層ではなくて、三つの層からで

きています。こっちは角膜上皮側ですけれども、一番涙っぽいのは、この「液層」という、

真ん中の一番体積を占めるところですね。一番下に「ムチン層」って言って、少々角膜上

皮と結合して涙の層がずれないように上皮の突起物とくっついている層が存在します。油

の層が一番上の外側にありますと、下の液の層が蒸散しないようにこれで抑えているわけ

ですね。この油の層が少ない、出なくなってくると、どんどん涙が飛んでしまいますから、

VDT やっている方々の障害っていうのは油の層が出ないということが大きく問題になって

きています。実際、こういうシルマーテストやると、この人これも学生なんですけど、ほ

とんどソフトコンタクトやっている女学生ですけれども、5 ミリしかない。濡れてない状態

で、コンタクト不耐性で、コンタクトを仕方なくやっているような人達ですね。こういう

子がコンピュータ使うと、やっぱり相当疲れるんだろうし、ごろごろするんだろうなと思

いながら見ていましたけど、実際これ若い女性の方が多いんですね。 
 
これは涙が溜まった所ですけれども、涙三角と言いますけど、細隙灯顕微鏡といって眼

科医行くと必ず座る前にある機械ですけれど、これで見ますと、結構貯留している場合と、

正常はこれくらいですけども、まあこれくらい溜まっていた方が、VDT の時、少し涙っぽ

い、涙目の方がコンピュータはやりやすいですね。我々がこういう人たちにチェックする

時に蒸散亢進型ドライアイっていう先ほど言いましたが一番重要になりますので、検査方

法としまして、涙がどれくらいこの角膜上を濡らしていけるかっていう検査、検査という

か簡単な診察ができる BUT（Break Up Time）と言います。こういう染色液がありますか

ら、それをちょっとつけて、一旦瞬きしてもらうんですね。そうすると、液は角膜上を追
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いますから、瞬きせずに我慢してもらいます。そうすると、当然目の表面からどんどん涙

が飛んじゃいますと、これ特に涙がブレイクアップしたところが出てくるんです。それま

での時間を計ります。そうすると、だいたい正常な人だと、7～8 秒、あるいは 10 秒近くは、

露出部分で、乾いた部分は出てこないんですけれど、コンタクト不耐性な、コンタクト入

れてもごろごろする、VDT で訴えるような人は、物の 1 秒・2 秒ですーっと涙が飛んじゃ

います。いかに蒸散しているかという状態がすぐにこれでわかるわけですね。これで蒸散

亢進型ドライアイと言います。 
 
 先ほど言いましたように、油を出す、一番大切な油って言うのはどこが出しているかっ

て言うと、あっかんベーすると一番はじにプチプチって出ているところ、これマイボーム

腺と言いますけれどもここから油が出ています。この油が出なくなるマイボーム腺機能不

全というのがありまして、こうなると油が出てきませんので、非常に乾く状態を作ってい

る。だんだん、これ実は今だいぶさかんに研究されてきているんです。アンドロゲンがマ

イボーム腺をコントロールしています。お年とってきた場合、当然、我々男性なんかは 40
歳にもなるとだいぶ少なくなりますから、あるいは女性の場合でも出ないわけですからマ

イボーム腺の機能は不全になってくる。お年を取ってきた方のドライアイなんかは、この

マイボーム腺の機能不全というのが非常に言われています。お年をとってきて目が乾くと

いう方はここらへんを要注意で我々は見ております。 
 
ドライアイって言いましたけれども、先ほどのシェーグレン症候群などは、これは完全

にもう分泌がなくなってしまう方ですから全然話が違っちゃうわけで、先ほど言いました

涙が蒸発する方が非常に今、問題、現代病です。やっぱり油の層が少ない。コンタクトレ

ンズしている方、そういう方が VDT をされますと、とっても疲れて仕事にならないという

のが現状になっています。 
 
コンピュータの方が涙は飛んでしまうかというと、よく話を聞かれると思いますけど、

瞬目を全然しないんですよ。瞬きがものすごく減っています。先ほど言うの忘れましたけ

ど、普通我々が日常出している涙、通常角膜を覆っている涙は、悲しいときの涙と違いま

して、瞬目ですね、瞬きでしか出ないんです。瞬きでまぶたが潤うわけです。ですから寝

ている間はほとんど涙が出ません。だから朝起きた時、非常に目が乾いている状態である

と思いますし、朝起きた時に目の見え方がちょっとおかしいっていうのは、乾いているか

らなんですね。瞬目は、正常ですとだいたい 1 分間に瞬きが 15 回から 20 回あります。と

ころがコンピュータ使用時っていうのは、一所懸命画面を見ていますから、6 回くらいしか、

しなくなる。3 分の 1 に瞬きが減ってしまいます。ですからただでさえ乾燥した部屋の中で

仕事してるところに、瞬きは 3 分の 1 に減りますから、角膜表面はとても乾いた状態にな

っています。 
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それからよく言われるのが、瞼裂幅の面積の影響です。コンピュータは、必ず下に視線

を下げて、ディスプレイを置けっていうのは、これからも言えるんですけど、我々正面視

した場合は、だいたい瞼裂の幅で計算しますと 2.2 平方㎝くらい面積が開いているんだそう

です。下方視すると 1.2 まで減ります。ですから乾く量はそれだけ少ないわけですね。とこ

ろがディスプレイを少し目より高く上げてしまいますと、当然上に瞼を上がりますから露

出部分が広がります。ただでさえ乾いているのに、露出部分を大きくすればもっと乾いて

しまう、という状態を起こします。更にこういう状態で我々、近見反応をすることってま

ずないんですね。こういう状態で目を使うってことに、人間慣れてないんです。上方視し

ながら目を使うってことに慣れてないんです。人間は、まず首が動きまして、目がその後

追いつくような形です。わざわざ上方視しながら、仕事するって事はまずないんで、人間

はほとんどできないんです。ですからディスプレイは少なくとも視線より下に落としてっ

ていうのは、乾きのこともありますし、目の使い方が不適切であるから、ディスプレイは

視線より下げて使いましょうっていうのは、この 2 点から推奨するというか、予防のひと

つとして大事ですね。 
 
今度は不等像視ですけれども、先ほども言いましたように、左右の像の大きさが変わっ

ちゃいます。大きさが変わっちゃうと、我々は、だいたい５％までしか物を一つにするこ

とができません。ですから、そういうときはがんばって、眼鏡にする必要はなくて、コン

タクトレンズで矯正します。コンタクトレンズは、眼鏡のレンズと違って、像の大きさを

ほとんど変えませんので、ある程度のがちゃ目でも、コンタクトレンズでちゃんと補正し

てあげれば不等像視は出ません。ですから眼鏡にするか、コンタクトレンズにするか、そ

の患者さんによってまたちょっと違いますけども、まあコンタクトレンズで矯正しましょ

うっていうことです。まあ神経的なことはいろいろありまして、これは各先生にお任せす

る場合もありますけれども、こういうのが神経性の、こういうことからも目の疲れを訴え

てきます。眼精疲労の話を終わりたいと思いますけども。次、治療法があるんですけれど

も。 
 
司会者： 今、3 時半ですので 30 分ほど休憩を入れまして、また 4 時から質疑応答を含め

てもう 1 時間ということでよろしいでしょうか。では、とりあえず前半、いろいろ先生方

にもまた、私は、国家試験のために少し勉強したくらいですけど、勉強にもなりましたし、

対応等も少しわかったような気がします。また後半もいろいろよろしくお願いします。30
分ほど休憩を入れて 4 時からまた後半を始めたいと思います。 
 

（休憩） 
 
司会：それでは後半の部に入りたいと思います。それでは先生よろしく御願いします。 



32 

原直人先生： 
前半の IT 眼症の原因、メカニズムを考慮して、それをいかに治せるかということで、診療

を行っているわけなんですけども、なかなか現在適切な治療法がなくて、ある程度症状を

抑えるというのに留まっているというのが現状です。 
 
一応、我々が目指すところの治療っていうのをお話したいと思うんですけれども、治療

方法ですね。まあ一番は、「環境整備」ということだと思います。二番目が「屈折矯正をし

っかり」しよう。遠視の人は遠視の眼鏡、近視の人は、適正な近視の眼鏡で治療すると。

それから老視、老眼の方にはそれなりの近用眼鏡をする。それから、「ドライアイ」ですね。

これは今はほとんどと言っていいほど、乾いた環境におりますので、強制的に目薬を使っ

てもらうというような言い方で、目薬を使っていただくと。それから今我々が、新しい方

法ということでやろうと考えておりますのが、一つが眼鏡の屈折矯正なんですけれど、適

正というのはなんかおかしい言い方ですけど、今まで眼科医はですね、近くを見るという

コンピュータ業務の時は、若い人であっても近くを見るだけですから、近視の人にも“近

視を弱めた状態の眼鏡を処方”することで近くを見やすくしよう、ということでまあ弱い

眼鏡、簡単に言うと少し落とした眼鏡をかけさせて仕事をさせてたんですけれども、そう

いう人たちの中でなかなか治らない人たちがおりまして、若い人であれば適正の、ある程

度強めの眼鏡で処方してあげたら、訓練としてピント合わせをよくするんじゃないか、と

いうことで、適正な眼鏡をかけることでもしかしたら治療になるのではないか、というこ

とでこれやっておりますが、その結果が実際出ましたのでお話したいということと、「眼周

囲温熱療法」っていうのを今勧めています。根本的な治療にはならないんですけど非常に

リラックスした状態で、簡単に言うと目の周りを、保温タオル、蒸しタオルを載せて温め

るだけでどれだけ快適になるかということを被験者を使ってやりましたので、その辺はお

話できるかと思います。 
 
これは一般的な話ですけれど、環境面から言いますと、適切な距離で視線を下げること

が必要だと思います。適切な距離というのは、それぞれの方によって違いますけれども、

自分のしやすい距離で、一番慣れた距離で、その時に眼鏡をしっかりその距離で、矯正の

眼鏡を作ってあげて仕事をさせる。その都度その都度、距離を変えると眼鏡の度数も変わ

ってしまいますので、自分の慣れた距離で適切な距離でやりましょう、という言い方をし

ます。あと視線を下げる、少しまぶたを下げるってことと、人間上を見て仕事をするのは、

例の視線の制御が非常に難しいので、やはり視線を下げながら仕事をするようにお話して

います。それから明るい環境で、それは当然至適な明るさの中で仕事をするようにしてい

ますけれども、こういうふうに直接脇から光が入って画面上を照らさないように、ブライ

ンドとかである程度光を調節しながら、仕事をするようにしています。 
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それから「規則正しい睡眠」を、と言っています。当然、一番 初にお勧めしましたよ

うに、遊んで帰って次の日また 9 時出勤というのでは、とても大脳の疲れとれませんので、

睡眠をとるというのが大切なんですけれども、特に規則正しいっていうのが大切らしくて、

いつも 1 時に寝るんだったら 1 時に寝て、次の日 7 時に起きると。今日は 11 時に早く寝ら

れたから、次の日は 7 時まで寝る、というのではなかなかよくないらしくて、睡眠は 5 時

間でいい人は 5 時間でよければ、1 時に寝たら 6 時に起きるとか、必ずやはり規則正しい睡

眠時間を取るっていうのが、大切なようで、確かにあんまり寝すぎた人に調節を、ピント

合わせの検査をやると、あんまり良くないですね。早く来てもらって外来で検査しますと。

そういうことからも見て、規則正しい決まった時間で、ある程度の時間を寝るというのが、

大切なようです。 
 
それから、これは VDT の指針にも書いてありますけど、小休止を入れること。一時間以

内でまあ、50 分やったら、あと 1 時間のうち 10 分 15 分の休息をとる。これが一番の、

良の処方箋と考えてるんですね。これは大脳生理的から考えまして、要するに脳を使って

いる時間というのはせいぜい 30 分程度と言われていまして、この間にちょっとでも休みが

あると、非常にあとの効率がよくなります。ですから、遠くを見たりする必要はないので、

少なくともコンピュータの前から動いて他の仕事をする、コピーを取りに行くとか、当然

お茶飲めればいいですが、なかなかそうもいきませんので、少なくともコンピュータの画

面の前から動いてくださいという言い方で、まずは少し休息を入れると、いうように患者

さんにお話しています 
 
VDT のキーの打ち込みを 45 分間続けると、その後のキーボードの入力ミスがとても増

えてしまうということが調べられているようで、実際患者さんも 45 分以上やっていると、

ミスと言うよりも、「かすみ目」が出てくるというような言い方しますので。かすみ目によ

ってミスが多くなるのかは別としても、45 分くらいが限界かなと思っています。ですから

50 分に 1 回、10 分程度は目を休める。少なくとも画面から離れる、ということで、治療と

しています。それからやはり VDT 作業の連続時間ですね、2、3 時間平気でやっている人

もいるんですけど、それをなるべくこまめに切って、あるいは短くすることが大切だと思

います。それからディスプレイの注視時間、キー操作を短くする。見つめないということ

が大切らしくて、まあ、なかなか自分で見つめている時間を短くすることはできないと思

います。ただ見つめる時間とキー操作時間を短くすることが疲れを減らす一つの鍵らしい

です。それだったら少なくとも休みをちょっとずつ入れるようにした方がいいんじゃない

かとも思います。基本的には長時間の連続の VDT 作業をしないことが、一番の疲れを取る

良の処方箋と言えると思います。ただそれではなかなか現実には難しいので、我々はど

のような点眼薬を使いながら治療しているか、ということをお話したいと思いますけれど。 
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まず、調節機能改善薬っていうのがあります。まあこれが実際どれだけ効いているか、

当然市販された時は検証されたんですけども、いいと言う患者さんもいれば、全然効かな

いと言う人もいます。一般的な話だと思いますけど、まずよく聞かれるのが参天製薬の「サ

ンコバ」っていうお薬で、これはビタミン B12 が入ってまして、調節のピント合わせをよ

くします。それからビタミン B12 は、角膜上皮ですね、先ほどいったドライアイのように

傷ついた角膜上皮細胞を早く直す能力を持っていますので、調節改善薬+ドライアイの一つ

の対策として出す場合があります。 
 
それから「ミオピン」というお薬ですけれども、ネオスチグミンが入っています。日常

使いながらピント合わせを少しでも改善していこうというお薬ですけれどもこれだけで

いいと言う人はまずいないと思います。日常の点眼薬、治療薬の一つとして出します。

幼児の仮性近視と言われる時代に、ピント合わせを少しよくするということで、幼児に

出す場合もあります。小児用の仮性近視用お薬でもあります。 
 
それから「サンピロ」は副交感神経刺激剤なんですけれども、調節作用は副交感神経

作用が大切ですから、それをもっともっとよくしてあげようとする方向の副交感神経刺

激剤です。普通これは緑内障の治療薬でしたが、点眼すると瞳孔がきゅっと縮みます。

ただそれ使ってしまうと、瞳孔縮んで暗くなっちゃうのでとても仕事には向かないので、

非常に低濃度のものにします。これは買ってきて、薬剤で作ってもらうわけですけども、

0.1 が 10 分の 1 くらいに薄めるんですね。そうするとこういう調節に異常をきたしてい

る VDT の方々は、こういうお薬でも非常によく効く場合があります。「脱過敏性」と言

いますけれども、そういう作用持った人たちに対して出すと、一応これが一つの治療薬

として有効な場合がありますので、調節機能を改善する目的で薄めて出す場合がありま

す。 
 
次に点眼薬の続きですが、今度は緊張しちゃって、調節がものすごい。いつも近くを見

続ける、近くを見ようとして疲れちゃうような状態の人に出すお薬として、「ミドリン M」。

これは「トロピカマイド」と言いますけども、小児の仮性近視の時代に、夜寝る前に一回

点眼して寝てくださいというお薬なんですけれども、このお薬も緊張しているのを取るお

薬ですので、交感神経麻痺剤です。調節しているのを休めてあげるためのお薬です。こう

いう人たち、それこそ昼間に定時にさしてしまいますと老眼になってしまいますので、薄

めて出す場合があります。 
 
それから「サイプレジン」ていって点眼薬ですけれども、これも交感神経を抑制するす

るお薬ですけれども、先ほど言いましたように、こういう異常な方々っていうのは、低濃

度の物を出しても非常によく効く場合がありまして、通常のものを出しますと、ほとんど
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調整できなくなりますので、一般的な濃度では出せません。これを薄めまして VDT 症候群

の人に出せば非常によく効きますので、有効な治療薬として出すことがままあります。 
 
こちらは刺激剤ですけれども、弛緩させる意味ではないんですけども、閉じたり縮んだ

り、弛緩させたり緊張させたりする意味で、逆にこの刺激剤の場合の「サンピロ」、さっき

も言いましたように、副交感の刺激剤ですけれども、緊張させたり弛緩させたりという意

味でサンピロの点眼薬を非常に薄めて、10 分の 1 くらいに薄めて出す場合があります。 
 
今度、内服になりますけども、内服薬も適切な内服薬がなくて、やはり調節をよくする

とか筋の弛緩を和らげるとか、そういうお薬になります。よく出すのが、神経細胞、調節

機能に訴えるように、自律神経に訴えるように、神経細胞復活剤ですね。ビタミン剤とし

て「メチコバール」こういうやつでなんとか神経を復活させてあげようということで、直

接のお薬ではないですけども、こういうビタミン剤を出す場合もあります。それからこれ

は代謝促進薬ですけれども、細胞を活性化して、調節または筋肉の動きをよくしてあげる

ということで「アデホシンサンリンサン」なんていうもの、「アデホス」とか出す場合もあ

ります。それからこれ効きませんでしたけど「グランダキシン」と言いまして、自律神経

作用薬ですね。眩暈とかの場合も出しますけれど、「グランダキシン」を出す場合も結構あ

ります。調節を、ピント合わせをしてあげようということで。 
 
それから中枢性の弛緩薬としまして、これはそれこそ肩こりとか首の付け根が痛いとか、

本当は筋肉の弛緩薬ですけれども、こういうのを出すことによって当然、筋緊張、同じ姿

勢を保って仕事をしているわけですから、そういう緊張を取る意味でも筋弛緩薬を出して

あげる、と。それから、体を元気付けるお薬ですね。まあ目だけじゃないですけど、体全

体が疲れて、もう仕事をしたくないという方にこういう元気の出る方の処方薬というか、

本当にこれが効いているかどうかは別として、調節にきくかどうかは別としましても、逃

げるというか、体から助けるということでこういうお薬を出す場合があります。 
 
お薬はこれくらいしか出せないので、なかなか治せないんですけども、今度は眼科的な

お話をして参りますと、先ほどから何度も言いましたように、やはり屈折ですね。屈折を

治さないと、これは出先機関ですから、なんともここを治さないことには、始まらないわ

けで、適切な屈折矯正っていうことを目指しているんですね。比較的、「若年者」っていう

言い方をしますけれど、我々が考えているのは、35 歳くらいまでを目安にしています。35
歳で先ほど言いましたように、老視と言えるかということなんですけれども、実はやはり

35 歳で大きく目の機能が変わってきまして、ひとつは瞳孔ですね。瞳孔はお年取ってきま

すとだんだん小さくなって、縮瞳してきますけれども、35 歳から大きくその縮瞳の具合が

変わってきます。若い頃はほとんど縮瞳しません。ところがお年取ってくると、35 歳を目
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安に急激に瞳孔が小さくなってきます。ですから瞳孔の使い方っていうのは、近見反応に

つながるわけですけれども、35 歳がやっぱりひとつ目安なので、35 歳くらいまでの若い人

はピント合わせがしっかりできると、焦点調節が十分できるってことで、まあ、適正矯正、

過矯正にしない。 初に言いましたけれども、過矯正っていうのは遠視を作ってしまいま

すので、これは絶対しない。ただし、その一歩手前まで適正に矯正するっていうのが重要

だと思います。後でお見せしますけれども、低矯正、近くを見るために、若い人でも我々

眼科医なんですけども、少し弱めの眼鏡でさせれば、楽に近くが見えるからということで、

近くを見せてたんですけれども、このところ私の所では、適正矯正というのを始めていま

す。これ、やはり若い人にはしっかりとピント合わせをさせようということです。 
 
それから遠視矯正ですね。遠視っていうのは先ほども言いましたように、どこもほとん

どピントが合わない状態を作る目ですので、これは完全にしっかり矯正しないとだめです。

遠視こそしっかりと矯正してあげる事が疲れ目を治すことですね。それから初期老視から

老視に至っては、ここに老視の使い方も見え方も示してありますけども、上は遠くで下は

近用ですね。ただあのコンピュータは、皆様お分かりのように、こんな山のところまで見

る必要はないわけです。手前の書類と少し手前の画面が見えればいいわけですから、今、

中近用の眼鏡、あるいはコンピュータ用って言えば、だいたい眼鏡屋さんに行けばわかり

ますけども、距離的には「中近」という、60 センチから手前くらいですね。又、「近近」と

いうのもあります。「遠近」ではなくて「中近」「近近」という言い方します。老眼の方々

もコンピュータやるようになってきましたから、その辺の「コンピュータ用の」と言えば、

だいたいわかるようになってきましたし、この辺のものをしっかりと作ってあげて、老視、

初期老視の方々に対応しているっていうのが、治療の現状のひとつです。 
 
ここでまあちょっと新しい方法を先ほどから言いましたが、屈折矯正法の中でも屈折異

常を治す、正すということなんですけど、やはり弱めの矯正でも、当然過矯正はだめだっ

て言っています。屈折異常を治すってことで、適正矯正についてお話したいと思います。

それがこの調節機能ですね。調節異常の改善をさせるかどうかを見てみました。適性矯正

法って言うのは、先ほど言いましたように、目の疲労の人たちの、若年者ですね。35 歳以

前の方々に対して、我々眼科医は今までずっと、低矯正眼鏡の処方をする傾向があります。

それは近くを見やすくするからという認識があるからですね。お分かりのように弱い眼鏡

をかければ近くにピントが合いますから、弱い眼鏡の方が VDT には向いているという観念

があるわけですね。ところがうちの研修センターの病院で、従事者と屈折異常の内訳を見

てみました。20 歳から 30 歳の VDT の作業者で、近視性乱視が、まあ目の疾患がない人 18
名を採ってみた。だいたい 25 歳くらいですね。男女比が 8 対 7 で、4 時間以上している者

です。ですから結構 VDT としては、4 時間以上ですから比較的長いほうです。睡眠時間 6
時間以上の者です。そうしますと低矯正がやはり15名、83％が弱めの眼鏡だったんですね。
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過矯正はやはり 3 名ほどいました。これはだめですね、すぐさま治さないといけないです

し、適正矯正っていうのはやはりいない。適正矯正っていうのは、その人の屈折にしっか

り同じくらいの眼鏡が入っている人です。まあ、いなかったわけですね。ですからいずれ

も、ほとんどが、その人の屈折値よりも弱い、当然弱めの眼鏡を作りましょうっていうの

が普通ですから、そうなるんでしょうけれども、15 名くらいでした。ただその VDT のた

めに、低矯正眼鏡を処方したんですけど、ずっとされてたんですけど、やはり訴えとして

は、改善が認められない症例がやっぱりある、ということで、十分な調節力、ピント合わ

せの能力のある若者に対して、低矯正、弱い眼鏡なんか処方してても、本当に治るのかど

うかっていうので、うちでは従来とは異なる「自覚完全矯正」を試みています。つまり完

全にその人の屈折値と同じ眼鏡をかけさせたらどうか、ということでやっているんですけ

れども、まあこの方法ですけれども適正レンズの選び方なんですけれど、1.2 が得られるよ

うに、 弱度の凹レンズですね、ですからその人に合った一番弱い近視の眼鏡。過矯正っ

ていうのは一番嫌われるので、一番弱めの近視側の眼鏡を用いて、これを知覚適正矯正と

して眼鏡を作っていただく、ということです。それで矯正の前後で評価してみようという

ことです。 

 
先ほど言いましたように、これステップ反応ですね。動的な調節の他覚的な機能検査を

ニデック社の赤外線メーターで取ってみた。これが指標の動きです。遠く、近くまた遠く

に飛びます。これを 5 回繰り返すわけですね。それに対して我々ピント合わせをしっかり

しますから、近くの指標にピント合わせをして、また遠くに指標が離れれば、それに対し

て追従してピント合わせをする。あと、速度とか、到達時間、あと利得ですね、原因を測

って検討しています。こちら側は調節側ですね。今度こちら側は、近くを見てたらパーン

とこっちに飛びますから、緊張が緩むということで、弛緩側って言いますけれども、ピン

ト合わせの遠くの側ですね。遠くに合わせると。同じように成果とか、利得を検討してみ

ます。これ先ほどの図に近いですけども、まあ低矯正の場合こんな感じ。過矯正の場合、

ほとんどピント合わせができないくらいに痙攣しちゃってる。ということで、これを実際

に波形を見ますと、非常にこういうふうにきれいな波形になりまして、しっかりとピント

合わせが改善してきてます。まあ調節時と弛緩時の 高速度の増加と安定が見られて、利

得の増加、それから到達時間の短縮、まあ全てが良くなったんですね。これ実際数値で表

しますと、低矯正から適正矯正へ変えた結果、15 名で検討していますけれども、利得とい

うのはピント合わせに対する、ピント合わせの能力ですから、非常によくなっているわけ

ですね。速度もピント合わせをする早くその指標に対してピント合わせができるようにな

っていますし、到達時間もだらだら見ているのではなく、すぱっと見られるようになる。

やはり適正矯正、眼鏡をしっかりあわせてやるっていうことは、日常のピント合わせにも

有効であるっていうことがわかってきました。 
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今度、過矯正、一番悪い過矯正から適正矯正にすれば当然よくなるだろうということで

やりますと、やはりリスクも上がってますし、ピント合わせのスピードもとても速くなっ

てますし、到達時間も下がって、すぐピント合わせができるような状態になってきた、と

いうようなことがわかってきました。過矯正から適正なその人の眼鏡に合わせるっていう

ことは、当然一番悪い状態ですからこれはすぐに治してあげなくてはならないですね。自

覚症状の変化をアンケートで取ってみたんですけれども、3 ヶ月間見ますと、頭痛の人の訴

えがこれだけあったのが、これだけ減ったと。目の乾きも減りました。目の痛みっていう

のは随分減りましたし、目が重いっていう状態も適正矯正前から適正矯正後に減ると。い

ずれも訴えが少なくなっているというのが非常に印象的でした。一人だけ、人体実験じゃ

ないですけど、試していただいたんですね。そもそも一人統計的にはなかったですけど、

適正矯正のものを低矯正、少し弱めのものに変えてやってみました。適性矯正の時は非常

にきれいな波形だったんですけれども、低矯正後、一週間のコンタクトレンズ、弱いのを

かけてもらったんですけれど、非常に波形が乱れて、非常にだらだらした波形になりまし

て、戻るのもここまでしか戻らなくなってきた、というような状態で統計学的にも落ちて

いるわけですね。やはり目の疲れとか重みとか肩こりの出現とか 訴えも強くなってきま

して、適正矯正から低矯正に戻してしまうと、こういう訴えも出てきまして、実際、本当

に低矯正っていうのが、VDT の人たちにとって、特に若い人ですね。ピント合わせが十分

できる若い人にとって、低矯正がいいかどうかっていうのは、問題だと思うんですけれど

も。依然として低矯正をするのが眼科医の習性なんですけども、ぜひとも今後この適正矯

正を試してみたいと思っております。 
 
低矯正ですと、遠くのものを見ようとすると、わかりにくいですね。遠くは今度全然ピ

ントが合わないわけです。低矯正ですと。低矯正っていうのは、近くは見やすいですけれ

ども、遠くの時は低矯正ですから、眼鏡が要するに弱いですから、近視の人の場合は弱い

わけですから、近くを見ようとする時は見やすいんでしょうけれども、遠くを見ようとす

る時は全然見にくい。となると、変なだらだらになりますので、さっき言ったようにピン

ト合わせをする副交感神経の刺激も十分でない。それから遠くを見ようとする時も、遠く

はボケてますから、遠くも見えないということで、ピント合わせをしっかりしないし、で

きないというわけですね。ですからいずれも近くも見やすいからピント合わせを十分にし

ないでしょうし、遠くはボケているから、遠くもピント合わせをしっかりできない。交感

神経と副交感神経の刺激をできない状態をもしかしたら作っているのかもしれない。ただ

見やすいだけですね。自覚完全矯正をやれば、遠くもしっかり見えますし、近くも十分ぎ

ゅーっとピント合わせができますので、若い人に関しては特に弱い眼鏡をかけさせる必要

はなくて、完全矯正の方が刺激が十分、ピント合わせの刺激も伝えることができて、日常

の訓練になりますから、VDT の時も相当量の時間、耐えることのできるピント合わせを続

けることができるんではないか、ということで自覚完全矯正というのを、トライしている
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状態です。 
 
 まとめですけど、30 歳以下ですね。若い人、30 歳前後の若い人に関しては適正矯正がい

いんではないか、という結果を示しました。 
 
それから、次はドライアイ対策ですね。これは先ほども言いました。一つの現代病であ

ります。特に VDT をやっている方は、普通の瞬きは 3 分の１に減りますから、一時的なド

ライアイに陥る方もいますし、そのまま傷ついちゃう方もいます。ですから、ドライアイ、

やはり傷ついているとイライラしますし、傷ついていれば当然見え方も悪くなりますし、

見え方が悪くなれば常にピント合わせしなくちゃならなくなりますし、相互作用で非常に

悪い状態です。ですから、その状態を作らないように、エアコンの風を直接あてないよう

に座るとか、加湿器、濡れタオルなどの目を乾燥させないようにする環境の方も大切でし

ょうし、それから我々眼科医は VDT の人はまばたきをするように、注意すべきだと思いま

すが、ドライアイ対策としまして、点眼液と涙点プラグっていうのがありますので、まあ

こういうのでやっています。人工涙液というのは、涙を、水分を補給する。それから今、

水分補給という、ヒアルロン酸がたっぷり入った点眼液を我々は出します。ヒアレインと

か、ティアバランスっていうお薬ですけれども、すぐ乾いちゃう状態も、これですとちょ

っとどろっとしてますので、長時間、涙の安定化を図れます。それから先ほど言いました、

B12 ですね。サンコバっていうお薬ですけれども、これはピント合わせをよくするお薬と

共に、角膜上皮細胞障害の治癒を早めますので、これも併用で出す場合もあります。 
 
それからこれでもどんどん乾いてしまう人や、あるいは涙が出ない人には、涙点プラグ

っていうのをお勧めしたいと思います。これは涙が出て、目を潤して下涙点、上涙点から

涙が出ていってお鼻に抜けていくわけですけど、下涙点のところ、まあ上涙点でもいいん

ですけれどもこういうプラグがあります。直径が 0.5～0.6mm の、ほとんど老眼ですと、

肉眼ではもう見えないんですけど、それを下涙点にプラグしちゃうんです。入れて。でこ

れ、シリコン製ですからほとんど痛くないです。こういうふうにこれを入れますと、これ

下涙点に入ってます。これ上涙点に入っているところで、これを入れますと、涙の排出溝

がなくなっちゃうわけですから、これ非常によく涙が溜まります。下手すると涙がぽろっ

と溢れちゃうこともありますけれども、溜まった涙を利用して角膜を潤す、ということで

す。この原理は見せましたけれども、涙が十分に出ている時は、洗面器は下からも流れて

いても非常によく潤っているわけですけれども、涙が足りないでちょろちょろ出ていると

きは、洗面器下から出てしまうから、乾いてしまう。まあそれをプラグを入れることによ

ってちょろちょろしか出てない涙を利用して潤しておくっていうのが、このプラグの原理

ですけれども、ただちょっと縛りがありまして、シルマーテストで 5 ミリ以下で、染色が

あって、シェーグレン症候群であると、適用がありますけども、これは融通効かしてどう
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しても仕事に差し支える人には入れてしまう。入れると皆さん非常に訴えなくなりまして、

有効だと思います。乾いた人には有効だと思います。 
 
 もう一つ我々がやっているのは、「温熱療法」です。要するに蒸しタオル。これはある会

社に試作品として作ってもらったやつですけども、鉄と酸素を反応させることによっても

のすごく温かくなります。38 度まで温まって、目の周りを温めるわけです。そうすると非

常に、まあ皆さんも、我々もやっていますように目の周りに蒸しタオルを載せると温かく

て気持ちいい。そういう療法で快適さが得られるかどうか、それから、調節機能が改善さ

れるか、っていうのを実際被験者を使ってやってみたんですね。他覚的機能検査、そして

調節ですね。ピント合わせ。瞳孔の反応は対光反応を用います。自覚的評価として疲労度

の変化を見ました。 
 
いずれにしても、疲労度の改善度全て、殆どにおいて差が出るほど、改善されているよ

うなんですね。ですから、この瞳孔反応からいくと副交感神経がよくなってきた。少なく

とも瞳孔の反応からは、疲れが取れたような自覚的な症状の改善は神経系が復活化された

ということが言えると思います。それから調節機能系としては、神経系の働きはやはり復

活化されています。それから自覚的眼疲労度の改善は著しい。皆さん、眠ってしまうほど

気持ちよくて、貼った後もずっとその状態が続いている。 
 
これは考察ですけれども、顔面・目の知覚の主役は三叉神経ですから、三叉神経のとこ

ろは温めると非常に気持ちいいもので、視床下部に入ってきます。これはやはり脳への入

力系が全て入ってきますので、温かさがここへ入ってきて、その温かさは快適さにつなが

るわけですね。これは情報として機能で処理されるわけです。その処理されたものが末梢

に下りてくると副交感神経が抑制されて交感神経系は興奮する、ということで、EW
（Edinger Westphal 核）ですね、瞳孔の自律神経系の神経核に入ってきまして、抑制と興

奮がそれぞれ働き、瞳孔は縮みやすくなる。温熱刺激が瞳孔を変化させたと、それは情動

というか、快適さですね。リラックス効果が瞳孔の変化をもたらしたのではないかという

ことが科学的に取れたと思います。いずれにしても温熱療法というのは、市販されていま

すけれども今後エビデンスを得ることによって、再度、眼の周囲を温めるのがいいのでは

ないかということで今後実際に患者さんで試していきたいと今考えております。 
 
後まとめですけれども、要するに見るということは、目の球で見ているのではなくて、

大脳で見ているということです。ですから大脳が疲れちゃうのが も VDT 治療の難しいと

ころだと思います。それを少しでも軽減させるためには、的確な屈折矯正。それから作業

場の環境を整えるということが重要で、なるべくこれをやることで患者さんが仕事にさし

つかえないようにしていくことが大切だと思います。以上です。 
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質疑応答 
 
司会者（落合先生）： 
どうもありがとうございました。今日は勿体無かったと言うか、ちょっと国際学会か何

かでもっと多くの人に聞いてもらえればよかったと思います。時間が押していますのでた

くさん質問はおありだと思うんですが、短い質問でたくさんの方に質問いただければと思

います。挙手いただいて、お名前とご所属をおっしゃっていただいて、質問をお願いしま

す。 
 

谷口先生： 
相鉄グループ産業医の谷口です。2 つほど質問があります。1 つめは矯正に関することで

すが、遠近両用眼鏡、遠近両用コンタクトレンズの有効性はいかがなものでしょうか。こ

れまでは、遠近両用眼鏡よりも遠見用、近見用と眼鏡を 2 つ持って使い分けた方がいいと

指導してきたのですが、それが正しいかどうか。また、コンタクトレンズを眼が乾きやす

い高齢者が使用して VDT 作業をしても大丈夫かどうか、などについて教えてください。2
つめの質問は正常眼圧緑内障についてですが、会社の健康診断では眼底写真のみで判断し、

異常があった場合には眼科受診⇒精密検査ということになると思いますが、過去に、眼科

では眼圧検査をしただけで「異常なし」と診断された、という報告を受けたことがありま

す。しかし、正常眼圧緑内障だとすれば、眼圧以外にも検査をしないと発見できない可能

性があると思うのですが、そのあたりをきちんと診ていただくためには、どうすればいい

のかを教えてください。 
 
原先生： 

後の質問ですけれど、確かにおっしゃるとおり今はもう眼圧だけでは絶対に緑内障か

どうかはわかりません。やはり写真判定でおかしいようでしたら、当然専門医に送るとい

うことだと思うんですが、そこで眼圧だけっていうことはないと思うんですけど、今の眼

科医の常識からしますとね。ですから、やはり眼底を覗くなり、当然患者さんが来ました

ら、視野検査をやれば保険点数が取れますから、やって帰すくらいなんで、検査すると思

うんですけどね。眼圧だけですと、ほとんど点数が取れないですから。だから眼圧だけっ

ていうのは納得できないんですけどね。専門医でしょうか。 
 

谷口先生： 
はい、眼科の先生に紹介したのですが、やはり視力検査と眼圧検査のみだったようです。 

 
原先生： 
ああそうですか。でも先生、多分眼底は見てられると思いますよ。写真判定の次は当然、
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眼底検査ですから。眼底検査で視神経異常がなければ、視野までは行かないと思います。

多分これだけ啓蒙していますから、それはもう先生方は多分わかってやっていられると思

います。それから遠近両用は、当然やはりお年の方には必要だと思います。というかでき

ないものをがんばってやってもしょうがないので、やはり付け替えるように教えています

し、ただ先ほども言いましたけど、「遠近」は必要ないんです。「中近」とかこのくらいの

距離ですから、「近近」か「中近」くらい。それで職場と帰るときに眼鏡を変えるというの

はとても必要で、遠くなら遠く、近くなら近く、コンピュータ用ならコンピュータ用って

いうふうに、それは付け替えるようにお話して、あきらめるっていうか、納得していただ

くっていうことが必要だと思います。 
それから遠近両用のコンタクトレンズ。大分いいの出てきました。いろいろちょっと遠近

の見え方に違いがあるのですけれど、一部にはとってもいいの出てきて、使ってもいいと

思いますよ。ただドライアイがひどければ、なかなか難しいですし、遠近のコンタクトレ

ンズは厚みがあるので、ハードですね。ソフトをずっとやっていて、急に変えるっていう

のは、ちょっと難しいと思いますが、決してやってはいけないということではないです。 
 
谷口先生： 

ありがとうございました。 
 
落合先生： 
その「中近」の場合、単焦点でなくて多焦点でもかまわないということでしょうか？ 
 

原先生：多焦点です。 
 

落合先生： 
我々、特に中高年の方には、VDT 眼鏡を単焦点で作って、普段使うものと別のものを使

用したほうが、目の負担少ないだろうというふうに言ってきたのですけれども。 
 

原先生： 
それですと距離が決まっていますよね、単焦点ですから。やはりさっきも言いましたよ

うに、少なくとも 3 点くらいピント合わせする距離がありますので、それぞれ付け替える

ってことできませんので、できたら、マルチフォーカスですね。できれば多焦点のほうが

その人にとって、非常に有効だと思います。ただ、遠近ですと、この距離の中に 5 メート

ルから近くまで入っちゃいますけど、VDT は 60 センチくらいで、もう少し手前ですから、

この「中近」で中くらいのところから近くまで同じ長さの中に入れることができますので、

そちらの方が使い勝手はいいと思います。 
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落合先生： 
ありがとうございます。 

 
谷山先生：  

朝日新聞東京本社産業医の谷山と申します。まず過矯正が大変いけないというお話だっ

たのですが、健康診断で過矯正かどうかを見分けるのは難しいですよね。50 センチの標準

化された視力表がないので、5 メートルの遠方視力と 30 センチの近方視力の二つ計るよう

にするのですが、例えば近眼の眼鏡をかけて作業時の状態で、遠方視力と近方視力を計り、

遠方は良く見えるけれども、近方で視力落ちているとこれで過矯正と判断できるのでしょ

うか。 
 
原先生： 
それはおいくつの方ですか。 

 
谷山先生： 

やはり 35 歳の上下で考え方を変えるのでしょうか。 
 
原先生： 
そうですね。基本的には遠見です。なんでも基本は遠見なので、それでレンズを入れた

り入れなかったりしてみて、プラスが入っちゃえば、これは過矯正です。眼鏡の上からで

もいいんですけれども、どっちが見やすいかっていうのをやるわけです。近視の強い眼鏡

でその上からまたプラスのレンズが入るようでしたら、過矯正気味ですね。 
 

谷山先生： 
例えば、定期健診などで過矯正を簡単にスクリーニングするのは難しいですか。 
 

原先生： 
そうですね。眼鏡計測器とかありますか。 
 

谷山先生： 
全員に対してはやってないですね。 

 
原先生： 
それがあって、測ってみて、その人の屈折値を測ってみてあまりにも違っていれば、過

矯正とは言えますけど。 
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谷山先生：  
そうしますと、企業の中で大勢の人間に対して、過矯正を見つけようと思ったら、まず

自覚症状で、眼精疲労などで拾いあげて、その方に対して厳密な視力検査をやるしかない

のですか。 
 

原先生：  
そうですね、確かになかなか難しいかもしれませんね。 
 

谷山先生：  
あと患者さんが非常に多いという緑内障のことなんですけれども、緑内障治療中の方の

VDT 作業は、どのような配慮を行ったらいいのか。一過性に眼圧を上げるというお話もあ

りましたが、やはり作業時間を短縮するなどでしょうか。VDT 作業をしないというのは難

しい。 
 
原先生： 
ちょっと緑内障だから VDT やってはいけないということではなくて、正常眼圧の人たち

にはむしろ見えない部分があるから疲れるっていうことであって、決してやってはいけな

いというわけではない。 
 
谷山先生：  

VDT 作業で病気が進むなどの緑内障の予防に関するエビデンスは今のところないと。 
 
原先生： 
眼圧を一過性に上げるというのは、隅角っていうところ、水の流れのところを毛様筋ピ

ント合わせすることで、隅角が狭くなることがあって、それで眼圧をあげちゃうという報

告があるんです。むしろそういう方々には注意しましょうということなので、緑内障の方

が全員、全部だめだというわけではないですね。 
 
谷山先生： 
温熱療法について、私ども昨年の 11 月から新聞の製作システムが更新されたのに伴いま

して、ドライアイの症状を緩和するということで、温かいお絞りの支給を始めて、非常に

評判はいいんですけれども、先生の今日のお話を伺って、お絞りはすぐ冷えてしまうので

市販で温かさが持続するものがあるなら導入を検討しようかと。あと点眼薬についてです

が、そんなに強い副作用の心配なものはないですか。 
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原先生： 
そうですねまずないですね。さしすぎですね、やはり防腐剤が入っているので、それだ

け回数が増えると防腐剤を目に入れる回数が増えますので。ヒアレインとか、全部入って

ます。 
 

谷山先生： 
ソフトサンティアは防腐剤入っていませんよね。 

 
原先生： 
入ってないですね。それこそコンタクトレンズ用のものはほとんど入ってませんが、ま

あ薬剤としては、長期保存用のものはやはり必ずベンザナトリウムが入っていますので、

それはちょっと気をつけられたほうがいいんで。まあ普通に使ってる分にはまず問題ない

です。  
 

谷山先生：  
眼科の先生がおっしゃる普通っていうのは何回くらいでしょうか。 

 
三宅先生： 
すいません、今先生に質問あるんですけれども、眼科に行ったら、ヒアルロン酸なんて 1

日何回つけても平気だよなんて、言われましたけれども、そうすると本当は、防腐剤が入

っててだめだとということですか。 
 
原先生： 
それこそ 1 剤何回もならいいですけど、何剤も注しているという場合ですね。そうする

と、薬剤性の角膜上皮障害っていうのを起こしますことが、ないことはないんです。点眼

薬をさす回数は 6 回も 8 回でもいいですよ。普通 4 回くらいです。朝昼晩寝る前ですけれ

ども、その間入れていただければ。 
 

谷山先生：  
眼科の先生が考える「普通」というのは、だいたい 1 日 5～6 回くらいまでと。以前、社

内で目の疲れを癒す方法のアンケートをとりましたら、市販の目薬が一番多かったのです。

ですから使い方に対しても指導していかなければならないので、大変参考になりました。

後にコンタクトレンズですけれども、ソフトコンタクトレンズの種類はふえていますが、

水分を含んでるタイプの方が、ドライアイになりにくいのかと思っていましたら、そうで

もない。ドライアイになりにくいコンタクトの選び方を教えていただけますか。 
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原先生： 
やはりもしドライアイだと言うんでしたら、できるんであればハードのほうがいいです

ね。ソフトはそもそもソフト自体が水分吸っちゃうので。それからソフトコンタクトのド

ライアイの原因ってまだあんまりよくわかってないんですけれども、だけど少なくともソ

フトは涙吸ってしまいますし、ハードの方が渇きに対してはよろしいので、現在でも使い

捨ての人が非常に多いですから、それを戻すというのはなかなか難しいんですが、やはり

ハードの方がドライアイに対してはよろしいと思います。 
 
谷山先生： 
選ぶなら O２透過性のハードですか。本当は眼鏡の方がいいけれども。 

 
原先生： 
そうでもないんですけれど、ちゃんとコンタクトできて、乾きも少なくて、目薬もちゃ

んとしていればですね、普通に VDT している人もいますので、決して眼鏡が全てではない

ですね。 
 
谷山先生： 

ありがとうございました。 
 
輿先生： 
先生、若い人で近眼の人は、適正矯正がいいっておっしゃいましたけれど、遠視の人は

如何でございましょうか。 
 

原先生： 遠視は完全矯正ですね。 
 

輿先生： 
有難うございました。 

 
落合先生： 

さっきの温熱療法で、市販のものって花王のやつですか。 
 

原先生： 
よくご存知ですね。ただ、花王は撤退したんです。今、ないんです。 

 
落合先生：  
市販のはなくなっちゃったんですか。 
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原先生：  
撤退するって聞いて、ひと箱もらったんです。 

 
落合先生： 
 だから今は市販されているのはなくて… 
 
原先生： 
ええ、ないです。花王のは非常に優秀で、温熱もちょっと湿度が出まして、角膜も潤す。

それからあのマイボーム腺という、油を出す線、温めると油がにじんで、ドライアイにも

いいんですね。それで売ってたんですけど、どういうわけか撤退しまして、僕の方は他の

会社と提携して今作っているところなんですが。 
 

落合先生：  
では、同じ効果を得るためには今はお絞りで。 

 
原先生：   
そうですね。 

 
柴岡先生： 
荏原製作所の産業医の柴岡です。勉強になるお話ありがとうございました。温熱療法に

ついて引き続き伺いたいのですが、ただ単に 1 時間休んだ方の縮瞳率と、温めた場合の違

いを教えてください。また、三叉神経の支配領域の額などを温めたのと目のまわりを温め

たのと、有意差があるのかっていうこともう少し教えてください。温めることに意義があ

るのかそれとも休むことに意義があるのでしょうか。 
 
原先生： 
全くおっしゃるとおりで、今その検証を進めているところなんですね。ただ、休んだ後、

すぐ瞳孔が縮むかというと、VDT やった人たちのアフターエフェクトと言うんですけど、

ずっと近光視して縮んでいる人が多くて、あの縮んでいるのですね。そうなると瞳孔径が

すごく小さくなっちゃうということが言われているんですけども、今回我々がやったのは、

あの瞳孔は縮んでないですけれども、縮瞳率だけがものすごくよくなった。ということは、

機能的に副交感が働いている状態なので、多分温めたことによる物理的というか、刺激で、

ただ休んでいるのでは多分起きないだろうな、と読んでるんですけど、実際やっている途

中の段階なので何とも言えないんです。あとは、これ温めるということですね。多分同じ

じゃないかな、と思います。眼じゃなくても、どこか気持ちいいということであれば、額

でもいいかもしれません。実際猫の実験なんかは、正中神経を刺激するのも、三叉神経を
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刺激するのも、瞳孔の反応ってほとんど一緒で、多分それ痛み刺激なのかもしれませんけ

ど、反応は一緒で、目の周りというよりは温めたという刺激に対して、変化したんだと思

っています。確かにおっしゃるようにいろいろ条件変えてやらないといけません。 
 

柴岡先生： 
わかりました。 
 

新居先生：  
JTB で産業医をしております新居と申します。3 つあるんですけれども、まず 初の話

で、眼疲労と眼精疲労ですが、眼科の先生から眼精疲労という診断書が出る場合に、これ

はご本人の訴えで出るのか、あるいは他覚的検査をした上で出ていることが多いのか、ご

本人の訴えで出る場合には、眼疲労と眼精疲労の明確な基準みたいなものがあるのかどう

かっていうことを、教えていただきたいと思います。2 番目は、細かいことで申し訳ないん

ですが、コンタクトレンズの方から、よく、点眼薬を使ってよいのかという質問受けるん

ですが、どうなのでしょうか。あと 3 つ目は、眼疲労の症状の中に、眼瞼がぴくぴくする

というのがありますが、これもよく聞かれるんですけど、どれくらい続くと病的なのか、

眼科に行ったほうがよいのか、原因は何なのか、治療法があるのか、というお話をお願い

します。 
 

原先生： 
全て難しい質問なんですが、 後の質問は特にですね。あれはいわゆるカスピレーショ

ンですね。さざなみ様の実際筋肉痙攣しているわけですけれども、何と言われようと「疲

れ目」で逃げてください。治しようがないんです。だから、疲れ目の症状の一つですから、

もうちょっと我慢してもらって、あんまりしつこい人だったら、メチコバールとか出して

ですね、これ筋肉の神経に効くお薬だからと言って、結構効く方いらっしゃいますので。

どれだけ病的かの判断するのは難しいと思いますね。それから点眼薬ですね。確かに点眼

薬、どれもベンザルトニウムが入ってまして、ソフトコンタクトには、まあ悪いですけれ

ども、一部の点眼薬の中で、検証している点眼薬があって、例えばアレルギー性結膜炎の

ときなんかは、注しているお薬の中には悪いお薬がありますけど、その辺何を注している

か聞いて、それ注していいよって、いちいち言うしかないですよね。ただ、先ほども言い

ましたソフトサンピアとかには全く入ってませんので、ソフトコンタクト用なので、どん

どん注していただいてかまわないと。あと、使い捨てが今多いですから、使い捨てだった

らもう、注してかまわないと。 
 

新居先生：  
塩化ベンザルトニウムが、コンタクトに悪い影響を与えると。 
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原先生： 
そうですね。くっついちゃうわけですね。それから眼精疲労は、自覚的な要素が多いと

思います。自覚的に取るっていうのは、調節検査を他覚的にとってない限り、それは全部

患者さんの訴えですから。調節検査っていうのは普通他覚的な要素を持っていませんので、

全部実感で自覚になりますから、やはり患者さんの訴えでほとんど書いていると思います。

あと明確なっていうのは本当はなくて、眼精疲労もいい加減ですけれども、疲れがひどい

と取ったら、病名つけると「眼精疲労」しかないんで、目の疲れっていうのは。ですから

ほとんど眼精疲労で取っちゃう。 
  

千葉先生：  
日本ビクター産業医の千葉と申します。先生のお話の中で、眼球運動と眼精疲労との関

係がございました。 近のノートパソコンはかなり画面の大きなものが普及したり、液晶

ディスプレイも 19 とか 21 インチのものも使われ出しております。ディスプレイを大きく

すれば一つの画面にたくさんの情報を載せることが可能ですが、一方でそれだけ目の動く

幅が拡大し負荷もかかるのではないかと思われます。逆に小さな画面にたくさんの情報を

表示するために解像度を上げると、一つ一つの文字が小さくなって見難くなると思われま

す。この相反する点について、眼科医のお立場でどのあたりが、VDT 作業として適当とお

考えかお教え頂きたいと思います。 
 
原先生： 
難しい問題なんですけれど、基本的にはやっぱり視線を下げるっていう意味合いから、

まあ大きくてもいいんでしょうけど、上の運動っていうのを我々なかなか眼球運動しない

ものですから、なるべく下げるっていうのが、先ほども言いましたように上を見ながらの

輻湊、寄り目っていうのは難しいんです。それが防げるような状態だといいんですけれど、

例えば 17 インチだって少し上を見ますから、19 インチに至っては、ほとんど見上げないと

見えない状態ですので、なかなか難しいですね。何インチというのはなかなか言えないで

すけれども。 
 

千葉先生： 
目安としてはディスプレイの上端が目線より上にこない大きさということですね。 

 
原先生： 
そうですね、範囲でちょっと目が動くぐらいっていうのがいいんでしょうけど、仕事柄

なかなかそれだけ使えるっていう人もいないと思うんですけれども。そういう難しい工学

的な話は、いわゆるエルゴノミックスという分野で相当研究されていると思うんで、ちょ

っとまたしていきたいと思いますけれども。 
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高屋先生： 
日立製作所産業医の高屋と申します。VDT 作業の就業制限についてお聞きしたいと思い

ます。作業時間を短くしてね、とか、本人の調節の範囲だったりするようなところのもの

が多いようだと、それこそ職場を異動させるとか、いろいろな制限・措置についてもなか

なか難しいのではないかと思うのですが、明確な基準はあるのでしょうか。 
 
原先生：  
ないんですよね。そうですね。 

 
高屋先生： 
本人の訴えがひどければ、まあそういう就業の配慮も考えるということしかないのでし

ょうか。 
 
原先生： 
あと精神的なことかな、本当そうですね。鬱とかの。目の症状よりそういう極めて精神

的なことになった時には考えることがあるかもしれないですね。 
 
高屋先生： 

VDT 作業をやっていると、視力や調節力の低下は明らかに進行するのでしょうか。 
 
原先生： 
一応近視とですね、VDT の関係はまだ証明されていません。ただやはりひどい人は調節

障害もひどいですし、訴えの大きい人はやはり所見としても大きいし、見え方も悪いと言

えば、少し近視化してきていますし、やはり比例するとまでは言いませんが、症状と所見

は一致するような感じですね。 
 
高屋先生：  
進行させるという明確な根拠はないけれども、症状がひどい人に関してはいろいろ配慮

した方がいい、ということでしょうか。それから先生がされている適切な屈折矯正法をや

った場合にですね、VDT 作業の場合は目の症状と、いわゆる骨格筋の症状と両方があると

思いますけれども、いわゆる肩こりとかそういう骨格筋の症状の方は改善しないですか？ 
 
原先生： 
いや、改善します。ですから目の訴えもありますし、肩こりとか首の疲れとか、この辺

のハリとか、そういうのも改善します。訴えも大分よくなってきますし。 
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高屋先生： 
それはその、目の方の症状とそちらの方の症状の改善の率が違うとかっていうことはあ

りませんか。 
 
原先生： 

そうですね。要するに目の訴えはなくてもそのピント作用ですね、あれがよくなってき

ますと、それに比例して、伴って骨格筋とか疲労もよくなるんで。同じような率で。 
 
高屋先生： 
あんまり集中してみてなくても、ある程度そういうふうな骨格筋の方に関してもいい影

響がありそうだということですか。 
 
原先生：  
そうですね、まあもうちょっと件数を増やして検証してみたいと思うんですけど。 

 
高屋先生：  
シェーグレン症候群ではビソルボンやムコソルバンなどの去痰剤が目の乾燥症状に効く

という報告があるのですが。 
 
原先生：  

エポザックとかですか。 
 
高屋先生： 
エポザックはまた別で、去痰剤なのですが。 

 
原先生：  

去痰剤ですか。 
 
高屋先生： 
じゃあ、先生はあまり去痰剤は試されたことはないということでしょうか。 

 
原先生： 
そうですね、エポザックは出すと目にもよさそうなんですけど、去痰剤はちょっと始め

てですね。 
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高屋先生： 
分泌刺激するので、それは多分どっちにもあるんだと思いますけど、去痰剤はよくわか

らないけど一応効くんだという報告が。  
 
原先生： 
 ちょっと試してみよう。 
 
高屋先生： 
いいという報告があるんです。それから、あとドライアイとシェーグレン症候群の時の

傷の具合とか質的な違いっていうのは。 
 
原先生： 
単なるドライアイとシェーグレンですね。もうシェーグレンは激烈です。全然違います。

涙がそれこそシルマーで全然出ないです。たださっき言った VDT の人たちっていうのは、

涙は出るけど乾いちゃう人たちなんで、質っていうか、状態が違いますね。蒸散型ってい

うのはいわゆる飛んじゃうので、出ないのとはまた違いますね。 
 
高屋先生： 
涙液のその組成が違ってくるっていう報告があったりしますよね。ドライアイっていう

のは。 
 
原先生： 
基本的には変わりませんね。正常なのが飛ぶ。ただ油がやっぱり少ない人が多くてです

ね。蒸散しやすいのは、そのまま露出しちゃっているから、油の層がもうちょっと増えれ

ば、乾きが少なくなる人が多いと思います。 
 
高屋先生： 
シェーグレンとかって人工涙液とかって、血清なんかを使ってやったりする治療法があ

りますよね。 
  
原先生：  

そこまでは。本当まずは目薬を。 
  
高屋先生： 

ああいうあの血清を使うっていうのは、何か別の話になりますが、ほかのものを使うよ

りはメリットがあるんですか。 
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原先生： 
そうですね。傷つきすぎちゃった人たちに使うんで、本当その角膜上皮の潰瘍みたいに

取れちゃった人たちの底の穴埋めでしょうか。乾くよりは補修作業ですね。  
 
高屋先生： 
組織修復は血清要素があるほうがいいんじゃないかということですか。 

どうもありがとうございました。 
 
落合先生： 
富士通の落合ですが、ドライアイと神経症の合併例、つまりあの我々一番困っているの

は、先生のところにもあると思うんですが、ドライアイで 2 時間と見ていられないっとい

う作業者がいまして、あの坪田先生のところにお願いして、油の点眼でやったんですけど、

結局あまりよくならないんですよ。で、もうちょっと調べていくと、神経症でメンタルな

カウンセリング受けてる人で、名古屋の宮尾先生に聞いてみたら、結構神経症との合併例

が多くて、難治例が多いんだということを伺ったんですが、先生もドライアイでそういう

経験されたことは。 
 
原先生：  
結構います。うちにも今数名おります。ただ、ドライアイが先なのか、神経症が先なの

かちょっとなかなか難しいんですけどね。 
 
高屋先生：  
もしそうだとすると、薬の可能性もありますよね。 

 
原先生： 
 そうですよね。 
 
落合先生： 
まあ会社では上司が非常にできる SE なんで、できるだけ 負荷を小さくして、だから 

加湿器を与えたり、いろんなことをして対応してるんですけどなかなか良くならないです

ね。お風呂場でやればいいのかもしれないけど。  
 
高屋先生：  
眼鏡なんかでもあんまり、、、。  
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落合先生： 
ああ、モイスチャー眼鏡。でもあれ売ってるの見たことないですけどね。売れないです

よね。あんな格好悪いの… あとブラインドタッチの人は、調節、フォーカスが一点でも

し見ているとすれば、そうすると目の疲れが少ないと考えられるんでしょうか。 
 
原先生：  
そうですね。 

 
落合先生：  
むしろブラインドタッチを習得させるようにした方がいいんですか。 

 
原先生：  
そうですね。少なくとも下を見る回数は減りますからね。 

 
落合先生： 
先生どうもありがとうございました。時間ですので終わります。 

では所長お願いします。 
 
石渡所長先生： 
今日は、先生のご体験もひっくるめて大変新しい話、VDT のお話ありがとうございまし

た。 近は、ガイドラインができて数年になるんですが、ガイドラインだけが一人歩きし

て、皆さんのお話の中にありましたように、なかなか職場環境が改善しているとは決して

思いませんので、今日のいろいろな資料も勘案しながら、働く人に優しい環境の改善のた

めにどうぞ先生方、努力していかれればよろしいかと思います。どうも今日はありがとう

ございました。 
 
輿先生： 

次回の交流会の日程につきましてお話させていただきます。平成 18 年度の第一回の交流

会を 6 月 3 日（土曜日）高屋先生と私が担当させていただきます。会場はこの会議室で、

テーマは「石綿曝露と石綿関連疾患」について、産業医学総合研究所（平成 18 年 4 月 1 日

より労働安全衛生総合研究所）の森永謙二先生に御講演頂きます。森永先生はご存じの先

生方もいらっしゃいますことと存じますが、厚労省の「石綿による健康被害に係る医学的

判断に関する検討会」などの会議の座長をしていらっしゃいますので、石綿問題の新しい

動きなどのお話も承れますことと思います。ぜひご参加頂きたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
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司会（落合先生） 
それでは、本日の交流会を閉会致します。 


