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●は じ め に
VDT（visual display terminals）作業によるドライア

イは，コンピューター作業中心のワークスタイルが普及
するにつれて注目されるようになってきた．坪田らはそ
れを世界に先駆けてサイエンスとして研究を行い，
1993 年に VDT 作業によって瞬目回数が減り，読書な
どと比べて開瞼幅が広くなり，単位面積あたりの涙液蒸
発量も増えることにより，ドライアイが発症することを
報告した1）．またこの理論から，VDT 作業をする場合
は，開瞼幅が小さくなるようにモニターを眼より下方に
置くべきであることを推奨した．また，VDT 作業者は
調節緊張による眼精疲労を起こすことも多く，ドライア
イに加えてケアが必要なことがある．

●疫学調査の観点から
現在，オフィスワークはコンピューター中心の作業が

多くなり，また仕事以外の日常生活でもスマートフォン
などの普及により常にディスプレイを見る生活環境とな
っている．Uchino らは 3,549 名のオフィスワーカーを
対象に行った研究で，重症ドライアイ症状をもつリスク
は VDT 作業が 1 日 4 時間以上の場合に 1.8 倍，コンタ
クトレンズ（CL）装用がある場合は 3.6 倍高くなること
を報告した．また，筆者らがオフィスワーカー 198 名

（平均年齢 37.3 歳）を対象に実際に眼表面の評価を行っ
たフィールドワーク研究においても，ドライアイ確定例
は 29.3％で，そのなかで CL 装用者と非装用者と比較す
ると，装用者で涙液メニスカス高の低下，ドライアイ症
状スコアの高値を認めた．さらに興味深いことに，この
CL 装用と 1 日 4 時間以上の VDT 作業が重なる者は，
さらに涙液メニスカス高の低下およびドライアイ症状ス
コアの高値を認めた2）．これらの結果から，日常診療で
も，CL 装用者で VDT 作業が長い患者ではドライアイ
が悪化しやすいことを念頭において，問診することが重
要と思われる．

● VDT作業と CL装用が涙液層に与える影響
図 1 に VDT 作業と CL 装用が涙液層にどのように影

響を与えるかを示した．VDT 作業は瞬目回数および完

（61）

全瞬目（瞼の上下が合う）回数の減少により，CL 表面
の涙液層の不安定化を起こす．もともとソフト CL によ
って涙液層は分断されており，不安定化が起こっている
ことから，VDT 作業でさらに増悪する．このため涙液
水層は蒸発量亢進により少なくなり，CL と眼瞼，CL
と角結膜との摩擦増加を引き起こす．CL 装用者ではマ
イボーム腺の減少も報告されている．これは CL による
機械的な刺激と涙液水層の変化による慢性的な影響が原
因として考えられるが，メカニズムの詳細は明らかでな
い．マイボーム腺の減少が著しくなると，涙液層の不安
定化に拍車がかかることが予想される．

● アニマルモデルから明らかになった VDT作業起因性
ドライアイの新しい知見
中村らは VDT 作業を動物モデルで再現できないか検

討し，ラットのブランコモデルを開発した．このモデル
を用いた実験では，涙腺の組織学的変化を伴った涙液分
泌量の低下が示された．また，ヒトでも VDT 作業者の
涙液分泌量の低値を認めており，VDT 作業によるドラ
イアイは涙液蒸発量の亢進だけでなく，涙液分泌量の減
少も関与している可能性が示された3）．
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図 1　 ソフトコンタクトレンズおよび VDT作業が涙液層に
与える影響
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● VDT作業を行う CL装用者におけるドライアイ対策
現在，ドライアイ研究会から TFOT（tear film ori-

ented therapy）の概念が提唱されているが，VDT 作業
者のドライアイに関しても，この考えかたに基づいて治
療を行うことが望まれる．図 2 に概略を示したように，
それぞれの涙液層に対する治療が必要である．また非
CL 装用者のドライアイ戦略と異なり，CL 関連の因子
が治療に大きく関係することも念頭においたほうがよ
い．CL の含水率，水濡れ性，レンズの硬さ，ベース
カーブ，エッジデザイン，ケアシステムなどが乾燥感に
大きく関係するからである．一般的には水分の分泌量が
少ない患者では含水率が低いレンズが好まれるが，シリ
コーンハイドロゲル素材の場合には，含水率が高くなる
につれてレンズが硬くなる傾向にあり，この 2 つの要素
のバランスが重要である．

●  VDT作業を行う CL装用者における眼精疲労対策
まず外来で患者を診察する際に，現在の屈折矯正の状

態を必ず確認する．ソフト CL 装用者は度数変更が容易
に行えるために過矯正になっている場合をしばしば経験
する．また，年齢による残存調節力を考慮した処方や，
患者のニーズによっては遠近両用の CL も適応になる．
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図 2　 コンタクトレンズ装用者のド
ライアイに対する tear film 
oriented therapy（TFOT）
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