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トポグラフィーと不正な角膜 

はじめに 

ソフトコンタクトレンズの直径は最大 16mm、即ち、レンズは角膜と強膜の両方にフィットする。 

しかし、角膜を測定する装置はそこまで測定できない。ケラトメターは角膜中心の 4mm、トポグラフ

ィーは 8mm のみ測定可能となる為、角膜の周辺の情報をあまり与えられない。実際には二人の患者の

角膜の周辺が大きく異なっても中心ケラト値が同様になる場合もある。 

 

ソフトレンズの直径と比較した、さ

まざまな装置によって測定された

面積のデモンストレーション 

 

トポグラフィーはより正確に角膜の情報を与えるが、それでも輪部の部分までは測定できない。加え

て、ソフトコンタクトレンズのフィッティングは角膜の形状とレンズの後面を相関させるという単なる

問題ではない。最適なフィッティングのソフトコンタクトレンズは目に入れされると伸縮し変形する。

それもレンズのフィッティングと角膜のトポグラフィーに関連付ける際に考慮する必要がある。 

KeraSoft のフィッティングの場合、大規模な患者データベースに最適なレンズと患者のトポグラフィー

の Tangential map (Instantaneous map)を比較し、その相関を考えた。その結果に基づいて、トポグラフ

ィーから最も適正なレンズを速やかに予測できる Base Curve Calculator ソフトアプリは開発された。ア

プリは Instantaneous map に適用する。Axial map を使用して成功を達成する症例もあるが、Axial map

は一般的に誤解を招く結果が生じる。 

 

同じ角膜の Instantaneous と Axial map を比較する 

Instantaneous (Normalised)             Axial (Standardised) 

            
 

Instantaneous map の周辺は、特に鼻側と耳側の部分において、Axial map より扁平にみえる。マ

ップ全体により均一で「真の」角膜を表す。 
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なぜ Instantaneous map はより良い結果を与えるのか？ 

Axial map は目が完璧に対称な球体から構築させると

仮定する。目の表面の曲率半径は幾何学的な軸

（geometrical axis）から測定される。それゆえ「axial」

という名前になった（時々Sagittal map と呼ばれる）。

これらの仮定は通常の目でさえも適用ではない、まし

てや特に不正な角膜には適応しない。最終的に得られ

るマップは非常に歪んでおり、実際の角膜の形状に相

関しない。 

トポグラフィーソフトウェアはまた、目の中心点は角

膜の頂点として仮定するが、それは不正な角膜には当

てはまらない。 

これらの両方の仮定はコンタクトレンズのフィッティングをより複雑にする可能性がある。 

一方、Instantaneous map は、幾何学的な軸とは無関係に作成され、任意の点で曲率と一致する円に対

する接線を計算する事によって作成された。従って、重要な違いは、Instantaneous map は仮定をしな

い、実際の形状を測定するという事です。そのタイプのマップは、曲率が目の表面上の個々の点で計算

される為「Instantaneous（瞬間）map」と呼ばれる。 

通常の角膜では、2 種類のマップの違いはあまり重要ではないが、不正な角膜では、Instantaneous map

の方が正確となる。そのため、トポグラフィーとソフトコンタクトレンズの最適なベースカーブの間の

より良い相関関係が可能となる。 

Instantaneous map を使用する 

Instantaneous map (Normalised)    Instantaneous map (Normalised) 

下方・偏心する頂点      中心頂点 

         

Central Sim Ks: 7.87/8.21                        Central Sim Ks: 5.98/6.10  

5 mm Steep/Flat: 6.40/9.00                     5 mm Steep/Flat: 8.20/10.30 
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ソフトコンタクトレンズのフィッティングとの相関は SimK 値（Simulated K）と 5 mm リング上にある

最もフラットと最もスティープ値を分析する事によって理解できる。結果は角膜の形状（中心あるいは

下方・偏心する頂点）により計算される。もし、マップに数字で表示されない場合、「Normalised モード」

を設定すれば、カラー範囲より数値を計算するのに役立つ。 

 

最適な情報のために Instantaneous map を設定する 

Instantaneous map を使用する 

下記のマップは同じ患者の Instantaneous map の“Standardised”と“Normalised”フォーマットを示してい

る。 

  

「Standardised」フォーマットはカラー変化のステップが固定され、異なる患者のトポグラフィーを比較

することがより簡単であること意味する。しかし、この設定の上下限は主に通常の目に基づいて設定さ

れたため、不正な角膜の殆どのマップはこれらの設定されたカラー範囲外にある。その結果、出てきたマ

ップはデフォルトの数色になり、カラーの範囲だけから曲率の小さな変化を読み取ることは不可能とな

る。 

Normalised フォーマットはカラー変化のステップが可変で自動的に曲率の最大値と最小値の間で均等に

分布する。そのため、他の患者のトポグラフィーと比べるのは困難となる。但し、この場合の ECP (Eye 

care professional)の主な関心事は前回の診察時と比べて、角膜形状に変形があるかどうかを検出すること

である。 

Normalised トポグラフィーは、マップ上に数値が出ない場合でも、マップされた眼表面の全体の曲率に

関する情報を収集できるので、特に特定のレンズのフィッティングのアドバイスを得る為に、メーカー

に送付のは非常に有用である。 
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Normalsied の設定でもカラーの表示が制限され

る場合、マップで表示された最大値と最小値の近

い値を Min と Max に設定する。 

 

 

 

KeraSoft Thin のベースカーブを計算する際、Instantaneous map で下記の設定する必要がある。 

⚫ Instantaneous 曲率（mm） 

⚫ Normalised 

⚫ Polar rings 

⚫ 数値 

⚫ 中心の SimK データ 

Polar rings, 数値及び瞳孔境界はマップを強化する追加の値である。Polar rings は 3, 5, 7 リングが重ね合

わせることで、参考のフレームとして役立つ。数値の設定はマウスの右クリックまたはマウスカーソル

でオン・オフにする事ができる。 

最後に、いくつかの装置は瞳孔境界の表示を可能にし、それはどの程度の角膜歪みが患者の見え方に影

響を及ばしているかを理解するのを助ける。マップはこのように設定すると、マップから測定値がえら

れ、第一選択レンズのベースカーブが Base Curve Calculator によって計算される。 

 

Base Curve Calculator 

Base Curve Calculator は KeraSoft IC 及び KeraSoft Thin の第一選択レンズのベースカーブを予測するた

めに開発された。Calculator は Axial map の数値を使用すると信頼できる結果は得られない。 

手術や重度の外傷により変化していない角膜での使用が最も信頼できる。 

中心頂点の角膜の場合、中心角膜の最もフラット SimK 及び 5mm リング上にある最もスティープ曲率の

平均値を使用する。 
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下方・偏心する頂点の角膜の場合、5mm リング上にある最も

フラット K と最もスティープ K の平均を先に計算する。その

後、計算された平均値と角膜中心の中間値の平均を計算する。 

その後、中心の SimK の 1 つ以上が 7mm を超えるかどうかに

応じて、補償係数（compensation factor）が追加される。 

全ての必要する数値を入力し、「Calculate」ボタンをクリック

すると適正な補償係数のラインはオレンジ色で表示される。 

測定値は mm または Dioptres で入力でき、出てきたベースカ

ーブは mm で表示される。 

 

 

 

円錐角膜の頂点を判定する 

全てのトポグラフィーを分類するのは簡単ではない。円錐角膜の頂点が「変位」する傾向がることで中心

頂点と下方頂点、偏心する頂点を区分するのが難しい。 

中心頂点 

これらのマップは頂点が少し下方に偏心しても、対称に見える傾向がある。中心のスティープ領域の周

辺に明確なよりフラット領域がある（Central Cone 1）。多くの場合は、5mm と 7mm リングの一致する

位置の数値はよく似ているが、下方が上方の角膜と比べフラットであることがよくある。 

Central Cone 2 のタイプは中心の頂点の周辺にフラットの領域があり、その部分の外側に正常な角膜形

がある。それは円錐角膜の形状を改善するために、INTACs を挿入した角膜でよくみられる。 

Central Cone 3 のタイプは、中心頂点のマップは非対称で、5mm 及び 7mm リングにある曲率は上方よ

り下方の方がスティープである。但し、多くの場合は、上方は非常にフラットで、下方は正常な曲率を有

し（8.70）、中心頂点は非常にスティープ(4.14/4.83)である。この「垂れ下がっている」円錐角膜タイプ

は周辺部がフラットな形状のレンズが必要である。 



6 

 

 

 

下方・下方に偏心する角膜 

これらのタイプは 5mm と 7mm のリングの上下が非対称的な曲率の数値を表示している。 

Low Cone 1 は最も一般的で、角膜の一番スティープな部分は明らかに下方に位置する。7mm リングを

見れば、上方・下方の曲率数値は 9.20/6.10 で、差は 3.10 である。 

Low Cone 2 はそれほど一般的ではない。頂点が中心にあるように見えるが、まだ非対称である。7mm リ

ングの上方・下方の曲率は 9.50/7.40 で、差は 2.10 である。これらの場合は、偏心する頂点と見なすこ

とができ、Base Curve Calculation は下方頂点として使用する。 

Low Cone 3 は大きい中心頂点のように見えるが、実際は下方頂点と見なすことができる。7mm リング

上にある上方・下方は 11.20/7.20 で、差は 4.00 である。このパータンは上記の 2 つのパータンよりもは

るかに軽いように見えるが、実際は、古典的な「下方頂点」よりも非対称である。 

 

 

Base Curve Calculator を使用する 

Instantaneous map を取得出来たら、SimKs 値と最もスティープ値いとフラット値を入力する。適切な BC

の結果は、オレンジ色で強調され表示される。患者の角膜が中心頂点か下方頂点により BC を決定する。 
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 中心頂点であるため 8.38、BC は 8.38 に近い

8.40 を選択。 

実際、患者のレンズは 8.40:14.50 であった。 

 

下方頂点であるため 8.28、BC は 8.28 に近い

8.20 を選択する。 

実際は、8.20:14.50 レンズは落下する傾向が

あったため、直径を大きくする事で、レンズ

が安定し、最終レンズは 8.20:15.0 であった。 

 


