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全身疾患と眼血流

新生児眼底血流測定の試み
直１）

松本

水書

教雄２）

1）

東邦大学医学部眼科学講座（大森）
2）

東邦大学医学部新生児学講座

要約：近年，眼疾患や全身疾患と眼底血流との関連が多数報告されている．新生児における眼疾患，全身
疾患においても眼血流の変化が関与していると考えられている．しかし現在までに新生児における眼血流評
価についての報告はほとんど認めていない．新生児眼血流測定を現在まで報告のある color Doppler imaging
（CDI）と新生児用に改良した laser speckle flowgraphy（LSFG）を用いて行い，臨床的に使用可能か検討
した．新生児の場合，体動や眼球運動，全身状態による制限などの問題もあり困難であったが，検査自体は
可能であり血流波形解析も行えた．今後，さらなる機器の改良，検査法の改善を行い，新生児においても眼
血流測定が眼疾患，全身疾患解明の 1 つの方法となることが期待される．
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新生児時期に発症する眼疾患で，時に重篤な症状を引き

方法が現在まで行われていなかった．新生児においても眼

起こし，失明に至る疾患としては未熟児網膜症がある．未

血流測定が，眼疾患の眼循環動態の解明，全身循環との関

熟児網膜症は眼球発達の未熟性に伴う，網膜血管伸展不全

連の解明に寄与する可能性があると考えられる．

を原因とした疾患である．その発症や病状の進行に局所的

新生児眼血流測定

には vascular endothelial growth factor（VEGF）などが
深く関わっているとされている．しかし VEGF 産生に関

CDI は超音波 B モードとパルスドプラー法を組み合わ

しては全身的な呼吸状態，循環動態が深く関与していると

せて血管内の血流速度を測定する方法であり，測定値は絶

考えられている１）．

対値で示され個体間の比較も有効である．従来から行われ

また，新生児時期は胎児循環から新生児循環への移行と

ていた検査で新生児での使用実績もある．しかし，視神経，

いう大きなイベントもあり，先天性心疾患などでは，全身

網膜の血流量を直接測定するわけではなく，その手前の網

への循環動態が正常と異なっていることはよく知られてい

膜中心動脈，眼動脈の血流速度を測定している．

る．

手技的には，上眼瞼表面にヒドロキシエチルセルロース

現在まで成人では，血流動態が変化すると考えられてき

を塗った探触子をあて，眼球を圧迫しないように網膜中心

た眼疾患（糖尿病網膜症，網膜静脈閉塞症，網膜動脈閉塞

動脈，眼動脈の測定を行う（図 1）
．視神経乳頭から約 3

症，眼虚血症候群など）の網膜中心動脈の血流速度や網膜

mm，10 mm 中枢よりで動脈の収縮期最高血流速度（peak

血管の血流量の測定が color Doppler imaging（CDI）や la-

systolic

２，
３）

velocity：PSV），拡 張 期 最 低 血 流 速 度（end-

ser speckle flowgraphy（LSFG）にて行われてきた ．さ

diastolic velocity：EDV）
，時間平均血流速度（mean veloc-

らに，成人では LSFG を用いた眼血流と全身循環との関

ity：MV）を測定する．これらの値より末梢の血管抵抗を

連も解明されつつある４）．

反映する指標として resisitivity index（RI）を算出する．

しかしながら，新生児では非侵襲的に眼血流を測定する
1, 2）〒143―8541 東京都大田区大森西 6―11―1
受付：2015 年 3 月 25 日
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ほか

830 nm のレーザー光を照射し，網膜血管の赤血球のスペッ

像化できる．現在のところ測定値は相対値として扱われ，

クルパターンの時間変動を計測し眼底の血流量を測定する

個人間比較は難しいと考えられている．

検査である５）．非侵襲的でリアルタイムに眼底の広い範囲

手 技 的 に は カ プ ト 点 眼 変 法（塩 酸 フ ェ ニ レ フ リ ン

をモニタリングでき，その中の任意の点や領域の血流を画

2.625％，トロピカミド 0.125％，シクロペンサート 0.25％）
にて散瞳後，睡眠中の児の眼瞼を指で眼球を圧迫しないよ
うに開瞼し，新生児用に改良した LSFG（図 2）を静かに
近づけ，視神経乳頭を目安に 3〜4 秒間撮影を行う．視神
経乳頭にラバーバンドを設定して解析（図 3）し，1 心拍
あたりの網膜血流速度の指標で血流量を反映（mean blur
rate：MBR）
，血流波形解析［体循環の状態を表す指標
歪 度（skewness），1 心 拍 中 の 血 流 量 の 評 価（blowout
score：BOS）
，1 心拍中に高い血流が維持されているかの
評価（blowout time：BOT）など］を行う．

現
図 1 新生児眼動脈 color Doppler imaging（CDI）
眼瞼の上から探触子をあて視神経乳頭後方の眼動脈を測定
する．

状

現在までに，新生児に対して CDI を用い，未熟児網膜
症の軽症例と重症例での網膜中心動脈の血流の比較を行っ

図 2 左：新生児用 laser speckle flowgraphy（LSFG）
，右：測定風景
睡眠中の新生児の眼瞼を優しく開け測定を行う．検査には 3 人必要である．

図 3 Laser speckle flowgraphy（LSFG）による血流波形解析
視神経乳頭にラバーバンドを設定し，1 心拍あたりの mean blur rate（MBR）の
変化などを解析する．
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た報告６）もあるが有意差は認めていない．測定が血流量で

とにより，未熟児網膜症の眼血流動態，全身循環との関連

なく血流速度であることが影響している可能性がある．ま

の解明に近づける可能性が考えられる．また，先天性心疾

た，新生児 CDI は大泉門を通して脳動脈に対して施行さ

患などの全身疾患における経過観察，治療前後の眼血流測

れており，頭部への血流動態把握に用いられている．

定を行うことにより，今までより詳細な頭部方向への血流

新生児用の LSFG は児の固定，開瞼，撮影と 3 人掛か
りであるが開瞼器を用いず，安静時の眼血流測定が行えて
いる．検査に要する時間は 10 分程度であり，成人と異な

動態の変化を解明できる可能性がある．

ま と め

り体動や固視不良のため，撮影は困難だが検査は可能であ

成人と新生児では眼球の大きさ，屈折などの局所的な相

る．得られる画像はやや焦点がぼけた像となることもある

違のほか，全身的には循環血流量，脈拍数，血圧にも大き

が，視神経乳頭にラバーバンドを設定した血流量のパラ

な相違がある．しかし，網膜血管が唯一外部から直接観察

メータや波形解析も可能である．眼球運動，眼軸長，屈折

できる血管であることに相違はない．

の違いなど撮影条件が異なることから焦点がぼけたことが

1 つの方法となることが期待される．

考えられている．

今後の課題と展望
LSFG を用いた新生児眼底血流測定の報告は今までにな
い．CDI の結果だけではなく LSFG を用いて網膜血管や
一定の領域の血流を検討することにより新しい知見を得ら
れる可能性がある．しかし，新生児 LSFG は新しい検査
方法であり，測定精度の考察が必要である．
さらに LSFG で，未熟児の撮影を行う場合，保育器や
検査の時間制限，中間透光体の混濁，狭瞼裂などへの対応
が今後の課題と考えられる．どの程度の症例まで LSFG
測定における正確なパラメータを測定できるか，成功率の
検討も必要であろう．
また，新生児血流の測定基準値についてもデータを集積
し，検討が必要であると考える．
今後の展望としては，未熟児網膜症の非発症群，発症群，
重症群（治療群）の間に差や治療による変化を検討するこ
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