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深刻化する近視問題教室内は裸眼で黒板が
見えない子どもばかり!?1

視力矯正で競技成績があがる!?部活で汗を流すキミへ！ 
スポーツと視力のカンケイ2

選ぶ際のポイント、
紫外線シーズンを乗り越える
コツとは

休日のおでかけを楽しく！
カラコンのトピックス3

春の新学期スタートは、
目のケアから！
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※ 2：Holden et al Ophthalmol 2016; 123: 1036　※ 3：Ding et al Survey of Ophthalmol 2015.

1993年筑波大学医学専門
学群を卒業。現、筑波大学
医学医療系 眼科講師。専門は眼光学と近視研究。
オルソケラトロジーの黎明期から多数の研究に携わ
り、特に近視進行抑制効果に関しては複数の新知
見を世界に発信。近年はアトロピン点眼や多焦点
ソフトコンタクトレンズの近視進行抑制効果について
も複数の臨床研究に従事。International Aca-
demy of Orthokeratology Asia理事も兼任。

平岡孝浩先生

お話を伺ったのは

実はいま、子どもの近視が非常に進んでいます。文部科学省が2018年に小・

中学校、高校などを対象に行なった学校保健統計調査
※ 1

では、「裸眼視力1.0未満

の者」は小学校・高校で過去最高を記録し、中学校でも5割以上が該当しました。

●	スマホ、ゲーム、パソコン、読書などで近くを見続けることを避ける
	 （適度に休憩をはさむ、また目に近づけすぎないように注意する）
●	テレビは明るい部屋（環境）で適切な距離をとって見る
●	室内に閉じこもらず、できるだけ屋外での活動時間を増やす

授業中、ちゃんと黒板見えていますか？

近視を放置することのメリットはひとつもありません。

「裸眼視力 1.0 未満の者」は小学校・高校で過去最高

老 眼
教室内は裸眼で黒板が見えない子どもばかり!?

深刻化する近視問題

近視とは、網膜より手前でピントが合ってしまう状態のことを指します。網

膜より手前でピントが合ってしまう原因はいくつかあり、そのうちのひとつ

が、角膜から網膜までの距離である「眼軸長（がんじくちょう）」が伸びること

で発生する「軸性近視」と呼ばれるものです。

近視は世界的にも増加傾向で、2050年までに世界人口の半数が近視になる

と推定されています
※ 2

。なかでもアジア人は特に近視になるリスクが高い
※ 3

とさ

れており、もちろん日本人も例外ではありません。

なぜ近視になってしまうのでしょうか？

「最近黒板が見づらい」「目の調子が悪い」などの症状を感じた場合、早急

に眼科へ相談ください。

最新の近視抑制研究解決！
失明に至るリスクを持つこうした近視の問題に対し、進行を抑制するために

有効な対策の研究も進んでいます。

近視は、進行すると網膜剥離や緑
内障、網膜脈絡膜萎縮や黄斑変
性など、いずれも最悪の場合、失明
にも繋がりかねない合併症を招く可
能性があると言
われています。

最悪失明!?

近視が進むと…

アトロピン治療

家庭でできる、近視を防ぐ方法は？

オルソケラトロジーレンズ
点眼薬「アトロピン」を毎晩寝る
前にさすことで、近視抑制効果
があるとされる。

遠方と近方などの複数に焦点
が合うよう設計されたソフトコン
タクトレンズを装用することで、
近視の抑制効果があるとされる。

多焦点ソフト
コンタクトレンズ

「裸眼視力1.0未満の者」の割合の推移
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特殊なコンタクトレンズで就寝中に
近視を矯正・抑制

就寝前に専用のコン
タクトレンズをつけて
就寝することで、就
寝中に視力を矯正し
て日中に裸眼で生活
できるようになるほ
か、近視の抑制効果
も期待されている。

正視の状態 ピント
位置

眼軸長 眼軸長

ピント
位置

軸性近視

軸性近視では眼軸長が伸びてピントが合わなくなる

※ 1：文部科学省「平成30年度学校保健統計調査」

※いずれも研究段階にあり、日本で承認されたものではありません。



視力1.2のパフォーマンスを100％としたときに、
視力の変化でどの程度パフォーマンスが変化するかをみたグラフ

※出典 ：「スポーツ選手における視力と競技能力」日本コンタクトレンズ学会報 37：34・37.1995

部活で一生懸命スポーツに取り組んでいるみなさん。「最近

伸び悩んでいる」「思いどおりの結果が出ない」などで悩んで

いませんか？ 競技成績のためには練習によるパフォーマン

ス向上がもちろん必要ですが、「視力が低下するとスポーツ

の能力が低下する」というデータもあり、視力の向上も同時

に必要だと言われています。

もし現在、あまり視力が良くないまま練習しているのであれ

ば、まずは「適切な視力」にしてみることで、実は簡単に競技

の成績はあがるかもしれません。

視力矯正方法にはメガネやコンタクトレンズ、角膜矯正手術、オルソケラトロジーなどがあります。競技によって最適

な方法を選ぶことが大切ですが、トップアスリートの視力矯正について調べてみると、矯正している人の約90％はコ

ンタクトレンズを使用していることがわかっています。※

視力が低下するとスポーツ能力が低下

スポーツ時の適切な視力矯正方法は？解決！

～視力矯正で競技成績があがる!? ～

老 眼

もともと右目の視力は良く、左目だけコン

タクトレンズで視力矯正していたプロ野球

選手。「最近、内角の球がよく見えない」と

感じ、コンタクト

レンズの視力を

矯正し直したとこ

ろ、競技成績が改

善。その後、リー

グ首位打者にまで

なりました。

スポーツをするときに必要な

目の機能を、「スポーツ視機

能」といい、動いているもの

をすばやく見分ける能力や、

動いているものをスムーズに

追える能力などの種類があ

ります。スポーツ時に目から

入った情報は脳に送られ、脳

からの信号で身体が動くの

で、スポーツでは目の働きが

重要です。

部活で 汗を流すキミへ！ スポーツと視力のカンケイ

実はプロでも！ 視力矯正で
競技成績がアップした野球選手

スポーツ時に必要な目の機能「スポーツ視機能」とは

スポーツ　コンタクト

目から入った情報は脳で処理され、
身体の動きに変換されます。
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北里大学大学院研究科外科
系専攻博士課程修了。現在、
えだがわ眼科クリニック院長　
医学博士、国立スポーツ科学センター客員研究員、
順天堂眼科非常勤講師、日本体育協会公認スポーツ
ドクター。27年前からスポーツにおける視機能の研究
を始め、多くのプロ・アマ・オリンピック代表選手を診察。
自らも学生時代はアメフトをしていたというスポーツ派。

枝川 宏先生

お話を伺ったのは

※枝川宏 , スポーツと眼科学 , 第 55 回 日本視能矯正学会ランチョンセミナー ,2015



カラコンを選ぶ際のポイントとは？解決！

選ぶ際のポイント、紫外線シーズンを乗り越えるコツとは

老 眼
休日のおでかけを楽しく! カラコンのトピックス

休日　カラコン

休日のおでかけを楽しむみなさんのなかには、カラーコンタクトレンズ（サークルレンズ

を含む）を使っている方もいるのではないでしょうか。

表情の印象を左右する目に、「シミ」ができてしま
う可能性を知っていますか？ このシミは「瞼裂斑
（けんれつはん）」と呼ばれ、原因のひとつとして
目が紫外線を浴び続けることとされています。シ
ミそのものに加え、「瞼裂斑炎」という炎症が起
こると充血が起きてしまいます。これを防ぐ対策
として、メガネやサングラスなどの目を覆うアイテ
ムと、UVカット機能がきちんとついたコンタクトレ
ンズを併用するのがおすすめ。これから強くなる
紫外線に負け
ず、白く美し
い目を維持す
るためのポイン
トです。

目に、「シミ」が
できてしまう可能性を知っていますか？

生徒はカラコンの
リスクを認識していない!?

紫外線対策は？カラコンのリスク

休日のおでかけにはやっぱりカラコン？

メイクするときも落とすときも「コンタクトレンズが一番先」と言

われています。この順番で行うことで、目に化粧品の汚れを入れ

ず、またレンズもクレンジング剤で汚さずに済みます。もちろん

レンズを触る前に、まずは石鹸で手を清潔にすることが鉄則です。

カラコンをするときのメイク順序は？

1.石鹸で手を洗う
2.コンタクトレンズをつける
3.通常のメイク

メイク時
1.石鹸で手を洗う
2.コンタクトレンズを外す
3.クレンジング

メイク落とし時

最近では、インターネットや量販店、ドラッグストアなどでも手軽にカラコンが

購入できるようになりました。とはいえ、眼科では大事な目に異常がないか診て

もらえるほか、安全性なども配慮された「自分の目に合ったカラーコンタクトレン

ズ」の処方を受けることができるため、カラコンの購入も眼科がおすすめです。

カラコンの購入は眼科で！
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（n=75）
高等学校 1.3 10.7 21.3 38.7 28.0
（n=144）
中学校 1.4 6.9 11.8 36.1 43.8
（n=3）
小学校 66.7 33.3

（n=222）
全体 1.4 8.1 14.8 37.4 38.3

そう思う ややそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない

Q. 生徒はカラコンの「不適切なケアや使用法」により
　トラブルが起こるリスクを認識している。（％）

9.5％

小・中学校、高校の学校保健の先生に、「生徒はカラコンの不適切
なケアや使用法により、トラブルが起こるリスクを認識しているか」と
聞きました。各学校ともに「生徒はリスクを認識していると思う」と回
答したのは約1割程度にとどまり、ほとんどの生徒はリスクを認識しな
いままカラコンを使用している可能性があることもわかっています。※

瞼裂斑

瞼裂斑炎

※ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社調べ　2017年

【ZS203】


