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電子カルテ使用による視力・眼症状の把握
～ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用して～

内海病院 ○平間 舞 奥 克代 本多 みさ
中橋 好美 佐伯 美佐

【はじめに】

電子カルテは他職種との情報共有が容易

になり、作業効率が上がる反面、VDT作業

（コンピューターを用いた作業を示す）によ

り眼精疲労を招くと言われている。

  

はじめに　
パソコンの使用は職場のみならず、一般家庭でも

必要不可欠となっている。医療現場においても電子
カルテが導入され、他職種との情報共有が容易にな
り作業効率が上がる反面、ＶＤＴ作業（コンピュー
ターを用いた作業を示す）により眼精疲労を招くと
言われている。

当院では、平成１８年から電子カルテを導入して
おり、当病棟においても眼症状を訴えるスタッフ
が多い状況である。
そこで、今回パソコンのディスプレイから発せられ
るブルーライトを遮断し、視力・眼症状の変化を
報告する。

小豆島
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当院では、平成18年から電子カルテを導入し、当
病棟においても、眼症状を訴えるスタッフが多い状
況である。坪田１）は、「ディスプレイから発せられ
るブルーライトこそ、目の疲れの大きな要因になっ
ている。」と述べている。

そこで、今回パソコンのディスプレイから発せら
れるブルーライトを遮断し、眼症状の変化を知る事
ができたので報告する。

【目的】

ブルーライト遮断の有・無が、視力・眼症状の

変化の有無を明らかにする。

ー ブルーライトとは －

人の目で見る事ができる光=可視光線の中でも、もっとも波
長が短く強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体で吸
収されず網膜まで到達する紫外線にもっとも近い光である。

ブルーライト

４００ ７８０ 〔nm〕

紫外線 可視光線 赤外線

Ⅰ研究目的
　ブルーライト遮断の有・無が視力・眼症状の変化
の有無を明らかにする。
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【研究方法】

１、期間：平成２６年７月～平成２７年８月

２、対象：A病棟に勤務する看護師１６名

（２交代制 １２時間勤務者及び日勤８時間勤務者）

当院での勤務体制

日勤８：３０～１７：１５
準夜勤務（12時間）８：３０～２１：１５
深夜勤務（12時間）２０：３０～９：１５

Ⅱ研究方法
１．研究期間　平成26年７月～平成27年８月
２．研究対象　Ａ病棟に勤務する看護師　16名（２

交替制12時間勤務者及び日勤８時間勤務者）

３、方法： ①勤務前後に視力測定の実施

ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用し、遮断有・

無で勤務を行う

②勤務終了後、独自に作成した表に自覚症状を記入

③研究実施前・中間・最終でアンケートを実施

（複数回答可）

《倫理的配慮》

当研究における倫理的配慮は、研究の結果に関わらず、個人が
特定されずプライバシーは守られる事、当研究以外では使用しな
い事を説明し、承諾を得た。

３．研究方法　勤務前後に視力測定を行い、ブルー
ライト遮断眼鏡・シートを活用し、ブルーライ
ト遮断の有・無で勤務を行った。勤務終了後、
独自に作成した表に自覚症状を記入した。研究
実施前・中間・最終でアンケートを実施した。
（複数回答可）

Ⅲ倫理的配慮
当研究における倫理的配慮は、研究の結果に関わ

らず、個人が特定されずプライバシーは守られる事、
当研究以外では使用しない事を説明し、承諾を得た。

研究実施前アンケート

眼の症状はあるか？

ある
89%

ない

11%

あると答えた人
理由（複数回答可）

眼精疲労
５６％

無回答
２２％

視力低下
２２％

【結果・考察】

研究実施前アンケート

ある

72%

ない

28%

眼以外の症状は？
（複数回答）

肩凝り・頭痛・倦怠感

Ⅳ結果
研究実施前のアンケートで眼症状がある89％、症

状なし11％、眼症状以外の症状がある72％
眼症状として視力低下22％、眼精疲労56％、無回

答22％（複数回答）
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各勤務帯での視力結果
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なし

その他

眼精疲労

各勤務帯での自覚症状（複数回答可）

【視力測定：ブルーライト遮断有無による症状の変
化】　
①視力低下

日勤 遮断有44％、遮断無36％、準夜 遮断有
41％、遮断無38％、深夜 遮断有30％、遮断無36％

研究前、眼症状は２２％に視力低下があったが、
研究後、各勤務での視力測定値に大きな差は
なかった。

ベッドｻｲﾄﾞで患者と関わることが
多く、連続して電子カルテを使用
していない

研究前ではスタッフの半数が眼精疲労を
自覚している。

遮断シートの活用で眼精疲労が
軽減したと感じるスタッフが多く
見られた

②眼精疲労
日勤 遮断有57％、遮断無34％、準夜 遮断有

62％、遮断無51％、深夜 遮断有54％、遮断無33％

頭痛

肩凝り 倦怠感

研究前 自覚症状 ７２％

遮断の有無に関わらず１０％前後と少なかった

変更前

カンファレンスルーム

は、日照の時間帯や

天候に左右され、

照度調節が 難 。

変更後

シャーカステンの

照明で照度は

常時一定である。

③眼以外の症状（肩凝り・頭痛・倦怠感）
日勤 遮断有８％、遮断無９％、準夜 遮断有

12％、遮断無14％、深夜 遮断有15％、遮断無６％

最終アンケート

はい

69%

いいえ

31%

ブルーライト遮断眼鏡・

シートを活用し、症状軽減

はあったか？

はい

87%

いいえ

13%

今後もブルーライト遮断眼鏡・
シートを活用してみたいか？

最終アンケートで遮断シートを活用し、眼症状の
軽減に繋がったと自覚した人69％、うち眼精疲労軽
減と答えた人81％、今後も遮断眼鏡ないしシートを
活用したいと答えた人87％

はい
71%

いいえ
29%

眼症状の軽減があったか？

眼痛
8%

その他
8%

眼の疲れ

眼のかすみ
34%

乾燥
8%

どのような症状軽減に
繋がった？

はい
100%

今後も継続して使用したいか？

４２％

最終アンケート後、継続して遮断シートを活用し、
眼症状の軽減に繋がったと自覚した71％、症状軽減
として眼の疲れ42％、眼のかすみ34％、乾燥８％、
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眼痛８％、その他８％、今後も継続して遮断シート
を活用したいと答えた人100％
Ⅴ考察

研究実施前アンケートより、スタッフ全体の89％
に眼症状があり、また72％が眼症状以外に症状があ
ると答えている。ブルーライトとは、人の目で見る
事ができる光＝可視光線の中でも、もっとも波長が
短く強いエネルギーを持っており、角膜や水晶体で
吸収されず網膜まで到達する紫外線にもっとも近い
光である。パソコンやスマートフォン等のＬＥＤ
ディスプレイや照明にも多く含まれており、眼や身
体に大きな負担があると言われている。研究実施前、
眼症状として22％が視力低下を自覚しているが、各
勤務前後での視力測定値に大きな差は見られなかっ
た。これは普段私達がベッドサイドで患者と関わる
事が多く、連続して電子カルテを使用していないた
めと考える。また研究実施前、スタッフの56％が眼
精疲労を自覚しており、遮断眼鏡の有無に関わらず
50％前後に症状がみられた。しかし最終アンケート
では遮断シートを活用した事で、81％が眼精疲労軽
減に繋がったと回答している。遮断シートでは、使
用による苦痛が少ないという意見が聞かれた。また
遮断眼鏡は普段眼鏡を使用していないスタッフには
装着による違和感があり、苦痛であるという意見が
聞かれ、日々の症状軽減には繋がらなかったと考え
る。

研究実施前アンケートでは、眼症状以外の症状と
して肩凝り・頭痛・倦怠感の自覚症状が72％と多く
見られていたが、実際は各勤務、遮断眼鏡・シート
の使用有無に関わらず10％前後と少なかった。これ
らの事から、ブルーライトから発せられる光だけが
原因ではなく、加齢や自己の体調、準夜・夜勤等の
長時間勤務や日々変化する業務内容による症状出現
も大いに関係しているのではないかと考えられる。

今回の研究では、スタッフの年齢層や個々が持つ
視力も様々であり研究結果に多少の個人差が生じ
た。また、中間アンケートで視力測定場所が不適切
と感じる人が59％いたため測定場所を変更し、明る
さを均一にした事で81％が変更後の測定場所が適切
であったと答えた。

最終アンケートではブルーライト遮断シートを活
用する事で眼症状軽減を自覚した人が69％見られ、
87％の人が今後も遮断シートを活用したいと答えた
事から、ブルーライト遮断シートの活用を継続した。
その結果、眼症状軽減を自覚した人が71％だった。
この事からブルーライトによる眼精疲労の軽減を促

す手助けになったのではないかと考える。しかし、
眼症状軽減に至らなかったと自覚した人が29％だっ
た。それは、加齢による老眼や元々眼症状がない事
が考えられる。100％の人が今後も継続してブルー
ライト遮断シートを活用したいと答えた事から、ス
タッフ個々での健康障害への意識付けになったので
はないかと考える。

坪田２）が、「ディスプレイの輝度・ブルーライト
をカットするフィルターやメガネを使用するといっ
た工夫をすることが望ましい。」と述べているよう
に、業務において重要な役割を担っている電子カル
テは、私達医療職にとって必要不可欠なアイテムで
ある。今後の活用においてはスタッフそれぞれが健
康障害への意識を高め、電子カルテの使用環境を整
える工夫を行っていく必要があると考える。

１、ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用しての各勤務毎で

の視力変化に大きな差は見られなかった。

２、ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用する事で、眼精疲

労軽減を促す手助けに繋がった。

３、スタッフの健康障害への意識付けになった。

結論

Ⅵ結論
１、ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用しての各

勤務毎での視力変化に大きな差は見られなかっ
た。

２、ブルーライト遮断眼鏡・シートを活用する事で
眼精疲労軽減を促す手助けに繋がった。

３、スタッフ個々での健康障害への意識付けになっ
た。
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ご清聴ありがとうございました




