
順天堂大学眼科准教授
根　岸　貴　志

（聞き手　池田志斈）

　スポットビジョンスクリーナー（SVS）の適応年齢についてご教示ください。
　当市では、集団健診として実施される１歳６カ月時健康診査と３歳児健康診
査において、スポットビジョンスクリーナー（SVS）を用いての他覚的視機能
検査を実施しています。乳児健診は、各医療機関での個別健診として３～４カ
月、７～８カ月、９～11カ月の３回ありますが、この時期での実施の意義につ
いて、乳児期に積極的に実施すべきで導入したほうがよいのか（費用対効果）、
根拠等、また全国的な現状等ご教示ください。
 ＜大分県開業医＞

スポットビジョンスクリーナー（SVS）の適応年齢

　池田　根岸先生、スポットビジョン
スクリーナーは眼科領域のものだと思
うのですが、一体どのような原理で何
を測るのでしょうか。
　根岸　実物を持参したのですが、測
定をすると、このように音が鳴って、
光がついて、お子さんの遠視、近視、
乱視などを測ることができる検査機器
になります。
　池田　パッと見はストロボカメラみ
たいですね。
　根岸　大型の一眼レフカメラのよう
な大きさで、ハンドヘルドで、持って
も軽い、女性も扱えるような器械です。

　池田　例えばお母さんが赤ちゃんを
抱っこしますね。医師がその器械を持
って、どのくらいの距離で扱うのでし
ょうか。
　根岸　１m先からお子さんの目を測
定することになっています。赤外光を
使って目の反射を計測し、遠視、近視、
乱視、斜視などを測ることができる器
械になっています（図１）。
　池田　そのカメラみたいなものを前
にすると、赤ちゃんの両眼を測れるの
ですか。
　根岸　はい。両眼同時に測れます。
少し暗いところで測ると、瞳孔が大き

くなって測りやすいのですが、お子さ
んに近づき過ぎず、泣かせないように
して、10秒じっとしていただければ、
すぐ測定できるような器械になってい
ます。
　池田　真ん中のところにライトがキ
ラキラ光って、鳥のさえずり音が出る
から、赤ちゃんも診やすいのですか。
　根岸　興味を持ってもらえれば、す
ぐに測定できる器械なので、最近では
眼科だけではなくて、小児科で購入さ
れて使っているところも多いと聞きま
す。
　池田　検査に資格等はいるのでしょ
うか。

　根岸　非接触の検査で、お子さんに
特に侵襲を与える検査ではないので、
検査資格などは全く必要のない器械に
なっています。
　そういう意味で、自治体で買って保
健師さんとか看護師さんとか、そうい
った方々が検査に使用されるところが
多いと聞いています。
　池田　例えば、そこで何かわかった
場合、先生方のところに紹介という流
れになるのですが、どのようなものが
わかって、どのようなものが低年齢、
例えば６カ月ぐらいで治療対象になる
のでしょうか。
　根岸　これが実際の検査結果になる

図１　撮影風景

手前の検査者が手に持っているのがスポットビジョンスクリーナー。
母親の膝に乗った患児を測定中。
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順天堂大学眼科准教授
根　岸　貴　志

（聞き手　池田志斈）

　スポットビジョンスクリーナー（SVS）の適応年齢についてご教示ください。
　当市では、集団健診として実施される１歳６カ月時健康診査と３歳児健康診
査において、スポットビジョンスクリーナー（SVS）を用いての他覚的視機能
検査を実施しています。乳児健診は、各医療機関での個別健診として３～４カ
月、７～８カ月、９～11カ月の３回ありますが、この時期での実施の意義につ
いて、乳児期に積極的に実施すべきで導入したほうがよいのか（費用対効果）、
根拠等、また全国的な現状等ご教示ください。
 ＜大分県開業医＞

スポットビジョンスクリーナー（SVS）の適応年齢

　池田　根岸先生、スポットビジョン
スクリーナーは眼科領域のものだと思
うのですが、一体どのような原理で何
を測るのでしょうか。
　根岸　実物を持参したのですが、測
定をすると、このように音が鳴って、
光がついて、お子さんの遠視、近視、
乱視などを測ることができる検査機器
になります。
　池田　パッと見はストロボカメラみ
たいですね。
　根岸　大型の一眼レフカメラのよう
な大きさで、ハンドヘルドで、持って
も軽い、女性も扱えるような器械です。

　池田　例えばお母さんが赤ちゃんを
抱っこしますね。医師がその器械を持
って、どのくらいの距離で扱うのでし
ょうか。
　根岸　１m先からお子さんの目を測
定することになっています。赤外光を
使って目の反射を計測し、遠視、近視、
乱視、斜視などを測ることができる器
械になっています（図１）。
　池田　そのカメラみたいなものを前
にすると、赤ちゃんの両眼を測れるの
ですか。
　根岸　はい。両眼同時に測れます。
少し暗いところで測ると、瞳孔が大き

くなって測りやすいのですが、お子さ
んに近づき過ぎず、泣かせないように
して、10秒じっとしていただければ、
すぐ測定できるような器械になってい
ます。
　池田　真ん中のところにライトがキ
ラキラ光って、鳥のさえずり音が出る
から、赤ちゃんも診やすいのですか。
　根岸　興味を持ってもらえれば、す
ぐに測定できる器械なので、最近では
眼科だけではなくて、小児科で購入さ
れて使っているところも多いと聞きま
す。
　池田　検査に資格等はいるのでしょ
うか。

　根岸　非接触の検査で、お子さんに
特に侵襲を与える検査ではないので、
検査資格などは全く必要のない器械に
なっています。
　そういう意味で、自治体で買って保
健師さんとか看護師さんとか、そうい
った方々が検査に使用されるところが
多いと聞いています。
　池田　例えば、そこで何かわかった
場合、先生方のところに紹介という流
れになるのですが、どのようなものが
わかって、どのようなものが低年齢、
例えば６カ月ぐらいで治療対象になる
のでしょうか。
　根岸　これが実際の検査結果になる

図１　撮影風景

手前の検査者が手に持っているのがスポットビジョンスクリーナー。
母親の膝に乗った患児を測定中。
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のですが（図２）、遠視、近視、乱視、
斜視が全くないのが棒グラフで示され
るとスクリーニング完了で、異常なし
と判定されるのですが、その結果が棒
グラフで、例えば乱視が強く出ました
というようなことがあると、目の精密
検査が推奨されるというように出てき
ます（図３）。
　例えば内斜視が強くなってくると、
斜視のところの棒グラフが赤く塗られ
てきます。こういう場合には内斜視な
どの病気があるということから、眼科
に行くことを推奨されます（図４）。
　池田　推奨されるというのも、この
器械に出るのですね。

　根岸　どれぐらいの遠視、近視、乱
視だったら弱視になりやすいか、治療
が必要な病気なのかが、器械の中に値
がプリセットされているので、その値
を超えると、スクリーニングの結果、
精密検査をしたほうがいいというのが
プリントアウトで示されるのです。
　池田　それも含めてのスクリーナー
ということですね。
　根岸　そうですね。
　池田　ちょっと気になるところは、
質問にもありますが、赤ちゃんの年齢
によって、例えばうまくいく、いかな
いとか、あるいはいわゆる正常範囲と
いうのが変わってくるのではないかと

図２　正常所見（３歳男児） 図３　乱視（８カ月男児）

図４　内斜視（２歳６カ月女児）
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のですが（図２）、遠視、近視、乱視、
斜視が全くないのが棒グラフで示され
るとスクリーニング完了で、異常なし
と判定されるのですが、その結果が棒
グラフで、例えば乱視が強く出ました
というようなことがあると、目の精密
検査が推奨されるというように出てき
ます（図３）。
　例えば内斜視が強くなってくると、
斜視のところの棒グラフが赤く塗られ
てきます。こういう場合には内斜視な
どの病気があるということから、眼科
に行くことを推奨されます（図４）。
　池田　推奨されるというのも、この
器械に出るのですね。

　根岸　どれぐらいの遠視、近視、乱
視だったら弱視になりやすいか、治療
が必要な病気なのかが、器械の中に値
がプリセットされているので、その値
を超えると、スクリーニングの結果、
精密検査をしたほうがいいというのが
プリントアウトで示されるのです。
　池田　それも含めてのスクリーナー
ということですね。
　根岸　そうですね。
　池田　ちょっと気になるところは、
質問にもありますが、赤ちゃんの年齢
によって、例えばうまくいく、いかな
いとか、あるいはいわゆる正常範囲と
いうのが変わってくるのではないかと

図２　正常所見（３歳男児） 図３　乱視（８カ月男児）

図４　内斜視（２歳６カ月女児）
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思うのです。それはどうなっているの
でしょうか。
　根岸　小さいお子さんですと、ふら
ふら頭が動いてしまうようだと検査が
しにくく、撮影にすごく時間がかかっ
てしまうことがあります。そうなって
くると、検査ができないまま終わって
しまうので、精密検査をしたほうがい
いということになりますし、また年齢
によっても、遠視、近視、乱視、どれ
ぐらいの値であると精密検査をしたほ
うがいいのか値が内蔵されているため、
その値によって精密検査が推奨される
かが決まってきます。
　この値は、アメリカ小児眼科斜視学
会が推奨する値となっていまして、そ
の値をもとに基準値を設定してあるの
です。この基準値がなかなか厳しめに
設定されているので、例えば１歳で乱
視がすごく強いようなお子さんは、こ
の検査ですと精密検査が必要となって
きます。実際に眼科にいらしていただ
いても、こういった乱視が強いお子さ
ん、例えば１歳未満でめがねを処方し
て、かけてくれるかというと、かけて
くれませんし、もうちょっと大きくな
ってくると、さらに正確に値が測定で
きることもあります。日本弱視斜視学
会では乱視に関してかなり緩い設定を
推奨していまして、ホームページにも
その値が示されています（https://jasa-
web. jp）。
　池田　スクリーナーの値はもうセッ

トされているから年齢によって日本独
自のかたちで変えることは無理なので
すね。
　根岸　現在ではアメリカの基準値が
セットされているのですが、今後、日
本の運用値に変更していくかどうかを
日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会
と共同でメーカーと相談しながら、運
用を改めていくかどうかを検討してい
ます。
　池田　少し不安なのが、正常域を広
げてしまうと、偽陰性の数も増えてく
るのではないかと思うのです。そうい
う人たちを拾い上げるためにはどうい
う方法がいいのでしょうか。
　根岸　一つには、年齢が上がれば上
がるほどカットオフ値がだんだん狭ま
ってきます。１回怪しいということで
あれば、そこで精密検査に上げるので
はなく、要経過観察にしていただいて、
年齢が上がってきた段階で２回検査を
し、それで精密検査が必要かどうかの
判断を確認していただくのがいいと思
います。
　池田　例えば６～12カ月の赤ちゃん
で、何かあったとしても、例えばまた
１歳以降に次をやって、それでまた引
っかかるようであれば本当だろうとい
う話になるのですね。
　根岸　小児科の健診も、乳児健診、
１歳半健診、３歳半健診と、何回かあ
ります。そのたびごとに健診で拾い上
げるかどうかがカギとなってくると思

います。
　池田　いわゆる厳しい基準で引っか
かったといって先生方のところにすべ
て紹介する必要はないのですね。それ
ではかえって先生方にご迷惑をかける
ことになりますね。
　根岸　そういった問題点もあります
ので、日本弱視斜視学会、日本小児眼
科学会は、このスポットビジョンスク
リーナーの運用マニュアルをホームペ
ージ上に掲載しています。そちらは小
児科の先生方もご覧いただける内容と
なっていますので、ご一読いただいて
判断基準の一つにしていただくのがよ
いかと思っています。
　池田　質問で、乳児期に積極的に実
施するため導入したほうがいいのか、
費用対効果について書いてあります。
幾らぐらいのものなのでしょうか。
　根岸　定価では120万円。そこから
納入価がもう少し下がってくると思い
ますが、各自治体で予算があれば購入
していただくのに、そこまで高額な器
械ではないかと思います。
　どれぐらいのお子さんに使っていく
かですが、例えば乳児健診としては 
３～４カ月、７～８カ月、９～11カ月
の３回あるということですが、この器
械は推奨年齢が６カ月からとなってい
るので、３～４カ月は目的外使用にな
るかもしれません。７～８カ月、９～ 
11カ月で行うのは非常に有意義かと思
います。

　ただ、小さければ小さいほど検査が
難しくなってくるところ、またそうい
った小さいお子さんに対して行って見
つかるのがかなりの希少疾患になって
しまうというところからすると、これ
をスクリーナーとしてすべての乳児に
行うかどうかは議論が分かれるところ
かと思います。
　池田　今、希少疾患とおっしゃった
のですが、６カ月未満のお子さんたち
で見つけて治療すべき疾患というのは
どのようなものがあるのでしょうか。
　根岸　例えば内斜視、先天白内障、
網膜疾患が挙げられると思います。
　池田　頻度はそんなにないのですね。
　根岸　内斜視ですと比較的頻度が高
いかと思いますが、内斜視は外見的に
も明らかにわかってくることも多いの
で、こういったスクリーナーを使わな
くても受診の機会はあるかと思います。
また、先天白内障は非常にまれな疾患
で、早めに治療することが必要ですが、
こういったスクリーナーで見つけるの
には費用対効果としてかなり落ちるの
ではないかと思います。
　池田　おそらくこの器械は導入され
てまだ時間がたっていないので、どの
ような年齢層のお子さんたち、あるい
はどんな疾患を見つけるために行うの
かは、これからの課題ということです
ね。
　根岸　今まではこういった６～12カ
月のお子さんに対してできる検査とい
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思うのです。それはどうなっているの
でしょうか。
　根岸　小さいお子さんですと、ふら
ふら頭が動いてしまうようだと検査が
しにくく、撮影にすごく時間がかかっ
てしまうことがあります。そうなって
くると、検査ができないまま終わって
しまうので、精密検査をしたほうがい
いということになりますし、また年齢
によっても、遠視、近視、乱視、どれ
ぐらいの値であると精密検査をしたほ
うがいいのか値が内蔵されているため、
その値によって精密検査が推奨される
かが決まってきます。
　この値は、アメリカ小児眼科斜視学
会が推奨する値となっていまして、そ
の値をもとに基準値を設定してあるの
です。この基準値がなかなか厳しめに
設定されているので、例えば１歳で乱
視がすごく強いようなお子さんは、こ
の検査ですと精密検査が必要となって
きます。実際に眼科にいらしていただ
いても、こういった乱視が強いお子さ
ん、例えば１歳未満でめがねを処方し
て、かけてくれるかというと、かけて
くれませんし、もうちょっと大きくな
ってくると、さらに正確に値が測定で
きることもあります。日本弱視斜視学
会では乱視に関してかなり緩い設定を
推奨していまして、ホームページにも
その値が示されています（https://jasa-
web. jp）。
　池田　スクリーナーの値はもうセッ

トされているから年齢によって日本独
自のかたちで変えることは無理なので
すね。
　根岸　現在ではアメリカの基準値が
セットされているのですが、今後、日
本の運用値に変更していくかどうかを
日本弱視斜視学会、日本小児眼科学会
と共同でメーカーと相談しながら、運
用を改めていくかどうかを検討してい
ます。
　池田　少し不安なのが、正常域を広
げてしまうと、偽陰性の数も増えてく
るのではないかと思うのです。そうい
う人たちを拾い上げるためにはどうい
う方法がいいのでしょうか。
　根岸　一つには、年齢が上がれば上
がるほどカットオフ値がだんだん狭ま
ってきます。１回怪しいということで
あれば、そこで精密検査に上げるので
はなく、要経過観察にしていただいて、
年齢が上がってきた段階で２回検査を
し、それで精密検査が必要かどうかの
判断を確認していただくのがいいと思
います。
　池田　例えば６～12カ月の赤ちゃん
で、何かあったとしても、例えばまた
１歳以降に次をやって、それでまた引
っかかるようであれば本当だろうとい
う話になるのですね。
　根岸　小児科の健診も、乳児健診、
１歳半健診、３歳半健診と、何回かあ
ります。そのたびごとに健診で拾い上
げるかどうかがカギとなってくると思

います。
　池田　いわゆる厳しい基準で引っか
かったといって先生方のところにすべ
て紹介する必要はないのですね。それ
ではかえって先生方にご迷惑をかける
ことになりますね。
　根岸　そういった問題点もあります
ので、日本弱視斜視学会、日本小児眼
科学会は、このスポットビジョンスク
リーナーの運用マニュアルをホームペ
ージ上に掲載しています。そちらは小
児科の先生方もご覧いただける内容と
なっていますので、ご一読いただいて
判断基準の一つにしていただくのがよ
いかと思っています。
　池田　質問で、乳児期に積極的に実
施するため導入したほうがいいのか、
費用対効果について書いてあります。
幾らぐらいのものなのでしょうか。
　根岸　定価では120万円。そこから
納入価がもう少し下がってくると思い
ますが、各自治体で予算があれば購入
していただくのに、そこまで高額な器
械ではないかと思います。
　どれぐらいのお子さんに使っていく
かですが、例えば乳児健診としては 
３～４カ月、７～８カ月、９～11カ月
の３回あるということですが、この器
械は推奨年齢が６カ月からとなってい
るので、３～４カ月は目的外使用にな
るかもしれません。７～８カ月、９～ 
11カ月で行うのは非常に有意義かと思
います。

　ただ、小さければ小さいほど検査が
難しくなってくるところ、またそうい
った小さいお子さんに対して行って見
つかるのがかなりの希少疾患になって
しまうというところからすると、これ
をスクリーナーとしてすべての乳児に
行うかどうかは議論が分かれるところ
かと思います。
　池田　今、希少疾患とおっしゃった
のですが、６カ月未満のお子さんたち
で見つけて治療すべき疾患というのは
どのようなものがあるのでしょうか。
　根岸　例えば内斜視、先天白内障、
網膜疾患が挙げられると思います。
　池田　頻度はそんなにないのですね。
　根岸　内斜視ですと比較的頻度が高
いかと思いますが、内斜視は外見的に
も明らかにわかってくることも多いの
で、こういったスクリーナーを使わな
くても受診の機会はあるかと思います。
また、先天白内障は非常にまれな疾患
で、早めに治療することが必要ですが、
こういったスクリーナーで見つけるの
には費用対効果としてかなり落ちるの
ではないかと思います。
　池田　おそらくこの器械は導入され
てまだ時間がたっていないので、どの
ような年齢層のお子さんたち、あるい
はどんな疾患を見つけるために行うの
かは、これからの課題ということです
ね。
　根岸　今まではこういった６～12カ
月のお子さんに対してできる検査とい
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うのが存在しなかったのです。この検
査器械が生まれたことによって、そう
いった時期のお子さんの疾患を拾い上
げることが可能になってきたのですが、
それに対してどうアプローチをしたら

いいのかは、我々眼科医側としてもま
だまだ課題となっているところだと思
います。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

脳卒中対策の最新情報（Ⅱ）

埼玉医科大学国際医療センター脳卒中内科教授
髙　橋　愼　一

（聞き手　大西　真）

　大西　髙橋先生、脳梗塞急性期の診
断と治療についてお話をうかがいたい
と思います。
　まず最初に、脳血管障害、脳梗塞で
すね、この現状を教えていただけます
か。
　髙橋　かつて脳血管障害は、日本人
の死因の中では最多といわれていまし
たが、徐々に亡くなる方自体は減って
います。現在、最新の統計データとし
ては、2018年１年間で日本人の死因の
中では脳血管障害は４位となっていま
す。
　ただ、脳梗塞になると、脳血管障害
全体の中では75％で、非常に多いです。
しかも重要な点は、亡くなる方は減っ
ていますが、命をとりとめても、非常
に重い後遺症が残る。我々はいわゆる
転機、Modified Rankin Scaleを用いま
すが、この中でお亡くなりになる方が
最重症で６、寝たきりであると５、あ
るいはそれに準じて、介助なしでは生
活できないと４、この４、５、６の方
をいかに減らしていくかが重要という

ことになります。その中で、特に心原
性脳塞栓症とのかかわりが重要と思っ
ています。
　大西　要介護になる方も増えている
のですね。
　髙橋　おっしゃるとおりです。
　大西　それでは、まず診断のことを
うかがいます。まず臨床症状とか画像
診断に進んでいくのだと思いますが、
そのあたりのコツみたいなものを教え
ていただけますか。
　髙橋　いわゆる脳梗塞というのは、
古典的には三大病型に分けることがで
きると思います。その中の１つが心原
性脳塞栓症。２つ目にアテローム血栓
性脳梗塞、そして３つ目にラクナ梗塞。
この３つがほぼ脳梗塞全体の1/3ずつ
を占めるといわれています。その中で
脳塞栓症を、最初に患者さんを拝見し
てどのように診断するか、そういった
ことに関しての答えになろうかと思い
ます。
　いわゆる脳塞栓症ですので、塞栓子
が突然脳の血管を詰めてしまう。その

脳梗塞急性期の診断と治療
（2）心原性脳塞栓症
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