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反跳式眼圧計を用いた角膜周辺部における眼圧測定
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旨

柏 的】健常眼の角膜中心部と周辺部において,反跳式眼圧計 Icare⑧を用いた眼圧測定 HC)

を行い,角膜のどの部位での ⅠCが,ゴ-ル ドマン庄平式眼圧計 (GAY)を用いて角膜中心部で

測定された眼圧 (GT)に最も近いか,また,GTを予測するために最も適 したモデルを作成す

るためには,どのようなパラメ-タを用いるのがよいかを検討した.

L方法】健常 102例 102眼 (男/女-52/50)を対象とした.Icare.瀬を用いた眼圧測定を角膜

中心部,上側,下側,耳側,鼻側で行い,各々眼圧値を算出し (各々ICC,ICS,ⅠCI,ICT,ICN),

続いてGTを算出した.ICC,ICS,ICI,ICT,ICNの比較には,固定園子をIC,変量因子を症例

および左右眼 (右/左-5且/51)として,混合モデルを作成 して行った,GTとICの較差につい

て,Bland-Altman法を用いて解析し,limitsofagreementを算出した.目的変数をGT,説明変

数を午齢,左右眼,等価球面度数,角膜曲率半径,眼軸長,中心角膜厚,GT,ICC,ICS,iC王,

ICT,ICNとし,ステップワイズ法による重回帰分析を行った.

【結果H care⑧による眼圧測定 (IC)において,ⅠCSとICNはICCに比 して有意に高かった

(各々 p -0.000,p-0,003)が,その他は全ての部位間で差がなかった.Bland-Altman法を

用いたGTとICの較差では,ICは全ての角膜部位でGATより高かったが,biasが最も低かっ

た部位は ICCであり,次が ICTであった.ステップワイズ法を用いた重回帰分析において,

GT-0.445☆ICC+0.198☆ICN+3.022 (決定係数-0.636)の予測式が算出された.

E結論】ICCはGTに巌も近い値であったが,ICNを予測モデルに加えると,GTをよりよく説

明できた.眼球剛性の異常のために,ICCが算出されない,あるいは信頼性が低いことが明らか

な場合には,GTを予測するためにはICTを用いることが有用であると考えた.
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持 田

緑内障は適切に治療されなければ失明に至る重

篤な視機能障害をもたらす疾患である1).また,

線内障は,世界的にみても失明原図の常に 呈二位を

占め,社会的にも非常に重要な疾患であることは

いうまでもない 1),縁内陣の発症ならびに病期の

進行に関わる最大の亀険因子は眼圧であり,かつ,

今日において,緑内障に対するエビデンスに基づ

いた唯一確実な治療法は眼圧を下降させることの

みである1),したがって,正確な眼圧測定は緑内

障診療の上で,極めて重要である.

今日の眼科診療において,ゴ-ル ドスタンダ-

ドな眼圧計はゴ-ル ドマン庄平式眼圧計 (GAY:

Go蓬dmannapplanationtonometer)2)3)であり,勉

の多く捌眼圧計は本眼圧計による眼圧値 (GT)

を基に補正がなされている,しかしながら,GAで

による眼圧測定は,角膜厚に代表される眼球剛性

の影響をうける.眼球剛性は眼球表面の変形に対

する伸 張性や抵抗性 として定義 される4)が,角

膜厚 が 厚い,または薄い場合,あるいは疾患や眼

科手術により異常な眼球剛 性を有 した場合には,

GATにより得られたGTは不正確になる.メタア

ナリシスにより得られた結果では,中心角膜厚が

平均値 (光学式角膜摩測定法で530/1m,題 首波

角膜厚測定法で544/1m)より50′um厚い (薄い)

と,GTは平均 3.4mmHg高く (低 く)測定 され

る5).疾患に伴う異常な眼球剛性を生 じる例とし

て,帯状角膜変性などの角膜石灰変性や,ヘルペ

スウイルス感染等による角膜実質炎後,あるいは

外傷後に角膜廠痕を来 した場合,病変部の GTは

それ以外の部位での GTに比 してより高い眼圧値

になることが知られている6). ･方,中心角膜が

非薄化する円錐角膜の例では,病変部の GTはそ

れ以外の部位での GTに比 してより低い眼圧値に

なる7).眼科手術後に眼球剛性が変化する代表的

な例として,レーザー角膜内切削形成術 (IASIK:

laserinsitukeratomileusis(IJASIK))が挙げられ

る.同手術 は角膜中心 6-7mm径の角膜実質を

削り,角膜曲率を変化させることにより,近視を

矯正する術式であるが,中心角膜厚が薄くなるた

め,術後 GTは2-3mmHg低下すると言われて

いる8)9)

このような眼球剛性が正常とは異なった眼に対

する正確な眼圧測定は容易ではない.今日,一般

眼科診療に秤目1られる多くの眼圧計においては,

中心角膜に何らかの力を与え,角膜を変形させる

ことにより眼圧が測定されるが,角膜中心部の眼

球剛性に異常がみられる,または想定される際に

は,周辺部の角膜を変形させることで眼圧を類推

せ ざるを得ない場合がある.しかしながら,通常

用いられる眼圧計は,角膜を変形させる面積が大

きいため,角膜周辺部での眼圧測定の際には少な

からず角膜中心部の眼圧剛性の影響を受けること

が考えられる.また,角膜療痕部や強膜が測定部

位に含まれる場合,測定そのものが困難となるこ

とがある.

近年開発された反跳式眼圧計は,無麻酔での眼

圧測定が可能であり,小型で軽蛋なため,携帯も

可能であるという利点を有する10)ll).また,角膜

に接するプロ-プ先端の直径が 1.4mmと極めて

小 さく12),角膜周辺部での眼圧謝り定が容易であ

る.

今回,筆者は,健常眼の角膜中心部と周辺部に

おいて,代表的な反跳式眼圧計である王care〔亙'%

用いた眼圧測定を行い,角膜のどの部位での眼圧

値 (王C)が,角膜申し､部で測定 されたGTに厳も

近いのか,また,GTを予測するために最 も適 し

たモデルを作成するためには,ICを含め,どのよ

うなパラメータを用いるのがよいかを検討した

対象と方法

層折異常以外に眼科的検査にて異常がみられな

い 102例 102眼 (男/秦-52/50)を対象とした.

本研究に先立ち,全ての対象者に本研究内容につ

いて十分に説明した上で,自由意志に基づいて同

意を得た.また,コンタク トレンズを日常的に装

用している例については,コンタク トレンズ装用

直後では眼球の形状や眼圧値等に変動を及ぼすこ

とがあるため,検査当日はコンタク トレンズを装

用しない旨,同意を得た.
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各被検眼に対 して,オー トレプラク トメ-タ

TOPCONKR-Sloop(T()PCON,｢l本)を川いて

球面度数 (ジオブタ- ;D),乱視度数 (D)およ

び角膜曲率半径 (mm)を貸出した.等価球面度

数 (D)は以下の式により貸出した.

等価球面度数 (D)-球面度数 (D)+ 1/2乱視

度数 (D)

図 1 王care吾の外観 (文献 27より引柳

パルス発生器

解析装置
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次にIcare⑧ (Icare⑧FinlandOy,エスポー,フ

ィンランド共和国)(図 1)による眼圧測定を行い,

ICを算出 した.Icare⑧の装置の概要および眼圧

測定原理につき概説する 10ト 12).本眼圧計は,小

型で軽量な磁性プロ-プのほか,筒型コイル,感

知コイル,シャフ ト,パルス発生器,検波器およ

び解析装置により構成 される (図 2).パルス発生

器より発せられた電流は,筒型コイルに磁場を発

生 させ,プローブに動力が生 じる.シャフ トを角

膜に向け,内蔵 されたプロ-プを発射 させると,

プローブは角膜から反跳 され シャフ ト内に戻る.

プロ-プの動 きに応 じて感知 コイルに電圧が生

じ,電圧の変化は検波器により捉えられ,解析が

なされる.その電圧の変化から,プローブが反跳

した際の減速時間が算出されるが,減速時間は眼

圧 と高い負の相関があり,これを用いて ICが算

出される.実際のIeare(吋による眼圧測定では,逮

続 6回の眼圧測定を行うと,自動的にその平均値

が表示 される.

Icare〔Rjを用いた眼圧測定における測定部位は,

角膜中心と角膜輪部から2-3mmの上側,下側,

耳側,鼻側の 5箇所とし,測定順は無作為とした.

角膜中心部における眼圧測定では,被検者に正面

筒型および感知コイル

掬2 Icare⑧の装置の模式図 (文献 38より改変引用)

本眼圧計は,小型で軽量な磁性プローブのほか,筒型コ

イル,感知コイル,シャフト,パルス発生器,検波器およ

び解析装置から構成される,
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図3 Goldmann庄平式眼圧計の外

観 (文献28より引用)

視 (第--･眼位)を指示した.一方角膜周辺部にお

ける眼圧測定では,被検者に測定部位とは対側を

視る (第二眼位)ように指示 した 例えば角膜上

側にての眼圧測定を行う場合には下方視を指示 し

た.また,各被検省間で眼位をできるだけ-致 さ

せるために,おおよそ2m先の壁に固視点を上下

左右 4点作成 し,被検者にはできるだけ固視点を

視るよう指示 した.測定再現性を調べるために,

角膜中心部では3回連続で眼圧測定を行い,変動

係数および級内相関係数を算出した.その他の解

析については,角膜中心部での眼圧値は3回連続

測定の中央値 HCC)を用いた.角膜 ヒ側,下側,

常例 ,鼻側の眼圧測定については,1回のみ眼圧

測定を行い,眼圧値を算出 した (各々ICS,ICI,

ICT,ICN).これらIC測定において,各角膜部位

の測定順はランダムとした.

その後,GET (Haag-Streit,ケ-ニッヒ,スイ

ス連邦)(図3,4)を用いた眼圧測定を角膜中心

部で行った.GATの測定原理および測定法につき

概説す る.Goldmannら 2) により開発 され た

GATはImbert-Fickの法則を応用 した眼圧計で

図 4 紳日原灯 顕微 鏡 に装 着 され た

Goidmann圧 平式眼圧計0)外観

(文献28より引用)

ある.ImberトFickの法則 は,内圧 Pの球体を平

面により力W で庄平すると,庄平面積AとW,P

との閏にはW-PXAの関係が成立するという

ものであるが,GATではこの法則が応用されてお

り,Aを一定 (直径3.06mmの円)にしてW を測

定することにより眼圧 Pを求めている (図 5).

本眼圧計は角膜を庄平する庄平プリズム,プリズ

ム支持枠,コイルスプリングの力を伝えるアーム,

加圧 ドラムを内蔵 した本体部からなり (図3),細

隙灯顕微鏡に装着して問いる (図4).庄平プリズ

ムの中には,中央の分離線を境界として3.06mm

視野がずれるように,1対のプリズムが内蔵 され

ている.GATによる眼圧測定は,まず点眼麻酔を

行い,涙液をフルオレセインで染色した後,角膜

に庄平プリズムを接触させる.次いで加圧 ドラム

を図すことにより,コイルスプリングに力が加わ

り,庄平プリズムが加圧 される.ブルーフィルタ

-の光源下で,単眼で観察 しながらドラムを調節
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図5圧平眼圧計による眼圧測定の原理

内圧 Pの球体を平面により力W で庄
平すると,庄平面積AとW,Pとの間に

は W-PXAの 関 係 が成 立 す る

(Imbeli-Fickの法則).Goldmann圧平

眼圧計ではこの法則が応用 されており,

Aを一定 (直径3.06mmの円)にして

W を測定することによりPを求めてい

る.

し,上下の半円の内縁が接触した瞬間がendpoint

で,この時の ドラムの目盛 りを10倍すると眼圧

値が得 られる.今回の研究では,点眼麻酔には

Oho/o塩酸オキシブプロカイン点眼液 (奉天,大

阪,日本)を用いた.

最後に各被検眼の中心角膜厚および眼軸長を

各々角膜 厚 測 定 装 置SP-2000 (トーメ-コーポ

レ-シ ョ ン ,名 古 屋,日本),超音波画像診断装置
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UD-6000(卜-メ-コーポレ-ション,名古屋,

日本)を用いて測定した.

Icare⑧による眼圧測定の測定再現性 を検討す

るために.ICCの 3回連続測定における変動係数

および級内相関係数を貸出 した.Ice,ICS,王CI,

ICT,王CNの各眼圧値間の比較には,固定因子を

IC,要義因 子を症例 お よび左右眼 (右/左-

51/51)として,混合モデルを作成 して行った.多

重比較の調整にはBonferroni法を用いて行った.

年齢,等価球面度数,角膜曲率半径,眼軸長,中

心角膜厚,GT,ICC,ICS,ICI,ICT,ICNの各パ

ラメータにつき,Pearson相関係数を各々算出し,

相関行列を作成 した.

GTとICの較差について,BlandrAltmam法を用

いて解析 し,iimitsofagTeementを算出した.

GTを予測するモデル作成のため,目的変数を

GT,説明変数を年齢,左右眼,等価球面度数,角

膜曲率半径,眼軸長,中心角膜厚,GT,三cc,ICS,

ICI,ICT,ICNとし,ステップワイズ法による重

回帰分析を行った.また,眼球剛 性の異常のため

に,ICCが算出されない,あるいは信頼性が低い

ことが明らかな場合を想定 し,説明変数からICC

を除いた場合の重回帰分析も行った.説明変数の

中で,varianceinflationfactorが 10を超えるもの

が存在 した場合には,その説明変数を除いて再度

モデル作成を行った.

全ての統計解析は,SPSS17.OJ(SPSS日本株式

会社,東京,日本)および MedCalcversionlO.1

(MedCalcSo珪warebvba,マリアケルタ,ベルギ

-王国)を用いて行った.

結 果

今回検討 した 102例 102眼の概要 を衰 1に示

す.ICCの3回連続測定における変動係数の平均

は8,80/Oであった.級内相関係数は0.879であっ

た.

Icare⑧による眼圧測定 (IC)において,ICSと

ICNはICCに比 して有意に高かった (各々 p -

0.000,p-0.003)が,その他は全ての部位間で

差がなかった.各パラメータの相関行列において,
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表l 症例の概要 (n-102,男/女-52/50,右眼/左眼-51/51)

平均 標準偏差 最小値

年齢 (歳)

等髄球面度数(a)

角膜曲率半径(mm)

眼軸ri-(mm)

中心角膜厚 くtlm)

GT(mm日展)

盲CC(mmHg)
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☆GT-ゴ-ル ドマン圧平眼圧計による眼圧

☆lCC-Ic温n㊨による角膜中心部における眼圧

☆lCS;=;lcarc@による角膜上洛における眼圧

☆ICl-lc且rC㊨による角膜下部における眼圧

食ICT-kare㊨による角膜耳都における眼圧

☆lCN=lcsln㊨による角膜鹿部における眼圧

GTおよび各 ICの閏に強い正の相関があった.ま

た,等価球面度数と眼軸長は強い負の相関があっ

た.その他,角膜曲率半径や中心角膜厚は,多く

の眼圧櫨と有意な相関があった.

表 3に,Bland-Altman法を用いた GTとiCの

較差を示す.ICは全ての角膜部位でGATより高

かったが,biasが最も低かった部位は角膜中心部

であり (図 6),次が角膜耳側であった.

ステップワイズ法を用いた重回帰分析におい

て,GTは以下の式 (a)により説明され,

GT-0舶5☆ICC+0.198*ICN+ 3.022 (決定係

敬-0.636)(a)

最も偏相関係数が高かったICC (-0.777)の

みで近似すると,GTは以下の式 (b)により説明

された

GT-0.530*ICC+5.196(決定係数-0,599)(b)

一 方,説明変数からICCを除いた場合,GTは

以下の式 (C)で説明された.

(;T- O.i)03★lCT+ 0.159'lCS+ 0.215★ICN+

3.166 (決定係数-0.447)(C)
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最も偏相関係数が高かったICT (-0.605)の

みで近似すると,GTは以下の式 (d)により説明

された.

GT==0.451☆ⅠCT+5.695 (決定係数-0,360)(d)

各パラメ-タの相関行列において,等価球面度

数と眼軸長は最も強い相関 (-0,823)があった

那,これらのパラメ-タも含め,重回帰分析に用

いた全ての説明変数はvariancein血ationfactorは

10未満であった.

考 察

本研究においては,ICCの3回連続測定におけ

る変動係数の平均は8.8%であり,級内相関係数

は0.879であった.これは緑内障または高眼圧症

症例を対象としたMartinez-de-Ia-Casaらの報

告 13日変動係数 8.90/0,同 一 検者内における級内

相関係数0.73-0.87)とほぼ同等と考えられ,今

回の検討における王C測定は,良好な測定再現性

を着していたものと考えられた.
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泰 芝 各パラメ-夕の相関行列
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牛齢 (読) 等価球L如 何瞬曲率 眼 紬 良 申,L､角膜 CAT 】C(- l(ーS ICI TCT ICN

度故fDl 半 纏 (mm) 摩 (iJnll (mmHgI 川1mHgI 川1m目早〉 tmll-Hgl tmmHg) 川lmHgl

(mm)

年齢 (歳)

等備球面度数 0.壬26

そD) 締,209)

角膜 曲率半径 叔147

(mm) (0.139)

眼軸長川lnl) -ll.177

(0.0751

[巨L､角瞭館 -0.1:,t'

l/Il山 (0.1741

GT川1mHg一 一11.0ココ

tO,826)

LCC(mmHgI tlJl(17

(0.943)

JCS(mmHgI -い･098

(0327)

lrI(mI11Hぎ) t=57

(a.115う

ICT(nl111Hgl -(1-0ト1
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酢472j

0.王63
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tO.R二-ll (0.(y)I) (0,料)11 111.0川1) (0.11川))

0.020 0.334 ‡ 0.i20 0354 ‡ f).570 喜 0▲636 ‡
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† P〈O.(15

I P<0.01

*GTニゴ･-ル ト･7ン圧平眼は計による眼月三

女ICC㌫王C汲re@による角膜中心部における眼圧

'1(､S=JL･are歯による角膜上部における眼圧

洩王Cl-Ic赴rm による角膜下部における眼圧

'lCT-lrarCQinによる角膜1f部における眼托

'tcN=Irare㊥による角膜島部における眼圧

今回の検討においてはきICSとICNはICCに

比して有意に高かったが,その他は全ての部位間

で差がなかった.角膜中心部と角膜周辺部におけ

る眼圧値の比較については,過去にいくつかの報

告がある.GATを用いた報告 14)15)では,角膜中

心部と角膜周辺部の GTに差がなかった.Icarerl,

と同じく小型でポ-タブルな眼圧計Tono-Pen

を用いた検討では,角膜中心部と角膜周辺部にお

ける眼圧値に差がなかったとする報告 16)17)と,

角膜中心部に比してわずかに角膜耳側における眼

田 鹿が高かったとする報告 18)がある.IcaTe⑧を

用いた過去の報告についても,角膜中心部と角膜

周 辺部における眼圧値に差がなかったとする報

告 19)ど,ICTがICCや ICNよりわずかに高かっ

たとする報告 20)がある.このように角膜中心部

と角膜周辺部における眼庄値の相違については,
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表3 Bland-Altman法によるゴ-ル ドマン圧平眼圧計による眼圧値と

Icare:a)を用いた眼圧値の較差

Bias PTeCision Lowerlimiもsofa蛋reement Higherlimitsofagreement

GT-lCC

GT-1CS

(lJT-I(TI
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〔l)T-I('N
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-J.6 1.1 1117

-:I.b .i,.3 -10.0

1.3 :i.1 110.3

i(;T=ゴー/i,ドマン圧､7'--眼圧計によるPRJ十三

*1cc-lcare㊥による角膜LrJJLt部における眼Jl:_

滋ICS-lc魚Fe㊨による角膜上鰍における眼圧

'lcl-Teat.亡@に上る角膜下部における眼目三

女TCT-lC級re㊨による角膜耳部における眼圧

't(ーN-1LLartさ@に上る角際舟部における眼J~f三

nU

つ
J

4

UU
一
･

ト
5
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-8
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-12

【コ

□ 輿__.96.㍗__標準偏差

□ ⊂】⊂】 3,5
ロ

【コ ロ

ロ ロ ロ ロ ロ D D D □

田 口 ロ ロ □ ロ ロ ロ ロ 平均
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ロ ーコ□ 【コ

【コ ロ ー1,96x 標 準偏差

-7.6
ロ ロ

ロ 【コ

5 10 15 20 25 30(mmHg)

GTとICCの平均

図6 Bland…Altman法によるGT (GT-ゴール ドマン圧平

眼圧計による眼圧)とⅠCC(ⅠCC-王carerJi､による角膜

中心部における眼圧)の平均と較差の散布図

登菖により結果が異なっている.一 般的に角膜厚

は中心部よりも周辺部が厚 く18)紬 ,角膜周辺部

では眼球剛性が高くなり,同部位における眼圧値

は角膜中心部よりも高くなることが悪意される18)

しかしながら,組織学的には角膜中心部に比 して

角膜中心部におけるコラ-ゲン繊維の密度は低

く21),-蝦的な眼圧測定においては角膜に力を

加えた際の角膜の張力や弾力などの影響を受け

る22)ため,その分角膜周辺部における眼圧値が

低く算出されることも考えられる.また,第二眼

位では,第--眼位に比 し,外眼筋の収縮などの影

響のため,眼圧値が高くなる傾向があるとする報

箆もある23)2畑 これらのいくつかの要因が組み

合わされ,角膜中心部と角膜周辺部における眼庄
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値に違いが あったとする報告と,なかったとする

報告が混在 しているものと考 えられた.また,こ

れ らの報告の多くは統計学的検討 として,一元配

置分散分析 を用いているが,同一角膜内における

角膜部位による眼圧値の比較に対 して,症例およ

び左右眼の相違 によるICへの影響 を考慮 し,こ

れ らの因子を変量効果として混合モデルを作成 し

た.その結果,角膜の部位によっては iCに違いが

あることがわかった.しか しながら,本研究にお

いては,Icare(舟を用いた第-眼位における角膜周

辺部の眼圧測定は測定不能であったことが多く,

また,過去の報告においても,Icare':良.を角膜頂点

に対 して傾斜 させて眼圧測定を行 う場合,プロー

ブの減速時間が変化 し,正確な眼圧測定ができな

いとされているため 10)25),第二眼位 における角

膜周辺部の眼圧測定 を行 った.よって,本研究に

おける Icare⑪による角膜周辺 部の眼圧測定 は,

眼位による眼圧値の変化の影響 を否定できないも

のと考えた.

今回の検討において,GTとICの間に強い正の

相関があり,特に GTとICCとの相関が最 も高か

った 行-0.777).健常者 を対象 とした過去の報

菖 12)では,GTと ICCの相関係数 は 0.82で,線

内障または高眼圧症例を対象とした報告 13)では,

GTと ICCの相関係数は 0.865であり,今回の研

究においては,これ らの報告 とほぼ同等の結果が

得 られたものと考 えた.今回,GTとICの較差に

ついても,Bland一朗tman法を用 いて検討したが,

GTと ICCの biasは- 2.OmmHgであり,他の角

膜部位 における ICにおいて も,- 3.6--5.1

mmHgであり,ⅠCは GTよりも高い値であった.

この結果について も,健常者を対象 と した過去の

報言5日bias--1.9419),bias--1.3426))や線内

障 または高眼圧症例 を対象とした報告 (bias--

1A27),bias-1.813)) と同等であると考えられた,

これ らの結果より,ICは GTと高い相関があるも

のの,較差もあるため,ICからGTを予測するた

めにはある程度の補正が必要であると考 えられ

た.

本研究において,各種 ICに加 え,年齢,左右眼,

等価球面度数,角膜曲率半径,眼軸長,中心角膜

581

厚を説明変数 として,ステ ップワイズ法を用いて

GTを予測す るためのモデル を作成 した ところ,

読 (a)(GT-0.舶5☆王CC+ 0.198☆ICN+ 3.022)

が算出 された.結果 として,GTに対 して最 も高

い偏相関係数はICCであり,かつ有意な説明変数

として選択 された.また,ICCのみを説明変数 と

してモデルを作成 しても決定係数は大きくTが ら

なかった.しか しながら,偏相関係数は低いなが

らもICNも有意 な説明変数 に選択 された.ICN

が有意な説明変数に選択 された原因は不明である

が,GATは Icare⑧に比 し,眼圧測定時の角膜接

触面積が大 きいため,より周辺角膜における眼球

剛性の影響 を受けるためと考えた.これ らのこと

より,ICか らGTを予測する場合,ICCのみなら

ず,ICNを測定することが有用であると考えた.

山方,眼球剛性の異常のために,ICCが貸出 さ

れない,あるいは信頼性が低いことが明 らかな場

合 を想定 し,説明変数からICCを除いた場合の重

回帰分析 も行 ったが,その結果,読 (a)GT-

0.203☆ICT+0.159☆ICS+0.215☆ICN+3.166が

算出 された.ここでは,GTに対 して最 も高い偏

相関係数は ICTであり予かつ有意な説明変数 とし

て選択 された.また,ICTのみ を説明変数 として

モデルを作成 しても決定係数は大きく 摘 ミらなか

った.加 えて,Bland-Altman法による GTとIC

の較差についての検討結果を考えると,角膜周辺

部 における 王Cの中で,ICTが最 もbiasが小 さか

ったことか ら,角膜周辺部 における Icare':H堵 用

いた眼圧測定では,角膜首側部 を測定す ることが

GTを予測す る上で有用であると考 えた.しか し

なが ら,決定係数については,ICCを説明変数に

含めた GTの予測モデルに比 して低 い値であ り,

B旦and-Altman法によるGTとICTの較差 も,GT

と王CCの較差 よ り大 きく,角膜周辺部 における

Icare'B壕 用いた眼圧測定 は,王CC測定 に比 して

GTとの--一致性の点で劣るもの と考 えた.

これ らの予測モデルにおいて,角膜曲率半径や

中心角膜厚など,眼球 剛 性に関連すると考 えるパ

ラメータは,いずれ も有意な説明変数 として選択

されなかった.過去の報告 5)13)28)では,角膜曲率

半径および中心角膜厚は,GTや ICCと有意な相
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関があるとしているが,今回の検討でも,角膜曲

率半径および中心角膜厚は,GTや多くのICと有

意な相関があった.このため,ステップワイズ法

を用いた重回帰モデル作成の際に,角膜曲率半径

および中心角膜厚は,目的変数であるGTおよび

説明変数である王Cに対して交絡園 子として作用

し,㌢測モデルから除去 されたものと考えた ま

た,これらのことより,GTを王Cで 予測する場合

には,角膜曲率半径および中心角膜厚のデ-夕は

必ずしも必要ではないことがわかった.

種々の眼圧計において,連続 して眼庄測定を行

った場合に,眼圧が低下する現象が生ずることが

知 られている.特にGATによる眼圧測定におい

ては,眼圧計の開発､当初からその現象が指摘 され

ている2)29).その原因は朱だ不明であるが,眼圧

測定時の眼球マッサージが主因と考えられてい

る.-jf,健常眼を対象としたIeare㌧転を用いた眼

狛 則定においては,連続測定による眼圧下降作用

はみられないか,少なくともGATによる連続測

定に伴う眼圧下降作用よりは軽微であるとまでわれ

ている師 ,本研究においては,連続測定に伴う眼

圧 円準作用を軽減 させるために,Icare･1/Rjによる眼

圧測定 をGATによる眼圧測定より先に行った.

しかしながら,動物実験 レベルでは同様の測定原

理を有する反跳式眼圧計による眼圧の連続測定に

おいて,眼圧下降作用がみられたとの報告 31)も

ある.本研究においては,Icare⑧による眼圧測定

の際に,各角膜部位の測定順はランダムとしたが,

連続測定の影響を否定できないものと考えた.

Icare勘ま,無麻酔での眼圧潟fl定が可能であり,

小型で軽 量なため,携帯も可能であるという利点

を有する 抽 1呈).また,角膜に接するプローブ先端

瑚鋸菜が 1.4mm と極めて小 さく12),角膜周辺部

での眼圧測定が容易である.同様の測定原理を有

する反跳式眼圧計の中には,その操作の簡便性と

眼圧測定時に眼球に与一える負荷の小ささから,小

動物の研究に用いられているものもある25)32)33)

-方,今日の眼科診療において,ゴ-ル ドスタン

ダ- ドな眼圧計はGATであるが,細隙灯 顕 微鏡

帯性 に劣っている.GATと同様の測定原理 を有

し,同 じ庄平プリズムを用いて眼圧測定 を行 う

perkins眼圧計 34) も一般診療に用いられている

が,プリズムの直径が3.06mm2)であり,やはり

角膜周辺部での眼圧測定は困難である.

GATと同様に,Icare'L:Iミも角膜厚に代表 される

眼球剛性の影響を受ける 13128).近年開発 された

眼圧計dynamiecontourtonometer35)は,チップ

先端が角膜形状に合わせて国状になっていること

から,角膜をあまり変形 させずに眼圧測定を行う

ことが可能であり,dynamiccontourtonometerに

より測定 された眼圧値は,角膜厚の影響を受けに

くいとされている36).しか しながら,本眼圧計

は,角膜中心部が療病化しているなど角膜表面が

不整な場合には,眼圧測定そのものが不能である

ことがあり,また,チ ップ直径が 7.0mmと大 き

く,角膜周辺部 での眼圧測定も困難である35)

過去の報告では 37ト 39),角膜中心部が不整な

症例に対 しては,McKayWMarg型眼圧計を用い

て角膜周辺部における眼圧測定を行うことが有用

であるとしている.しかしながら,McKay-Marg

型眼圧計は既に発売 されていないため,このよう

な症例に対して,今日の眼科診療においては,同

様な測定原理 を有するTono-Penを用いて眼圧

測定を行うことがある.Tone-Penは小型でポー

タブルなため,動物実験にも用いられることがあ

るが,Tono-Pen先端のスリ-ブ径は 3,2mmと

大 きく4()),GATと同様角膜周辺部における眼圧

測定は国難であると考える.また,ラットを用い

た研究では,カニュレーション法により人為的に

眼圧を変化 させて眼圧を測定 した場合に,Tono-

Penに比 して反跳式眼圧計の方が正確であったと

する報告がある頼.以上のことから,角膜中心部

における異常な眼球剛性のために,角膜周辺部で

眼圧測定をする必要が生じた場合には,Icare㌧【むを

用いることが有用であると考えた.

結 論

角膜中心部または角膜周辺部で測定 したICの

中では,ICCが角膜中心部で測定 したGTに最も

近い値をとった.ⅠCCに加えてICNにより予測モ
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デルを作成すると,GTをよりよく説明すること

ができた.また,眼球剛性の異常のために,ICC

が算出されない,あるいは信頼性が低いことが明

らかな場合には,ICTが角膜中心部で測定 した

GTに最も近い値をとった.
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