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--最新医学のトピックス-

屈折矯正手術の新時代

エキシマレーザー屈折矯正術

戸　田　郁　子　　坪　田　-　男

東京歯科大学市川総合病院眼科

Current Concept of Refractive Surgery

- Excimer laser photorefractive keratectomy -

Ikuko Tol)A and Kazuo TsUBOTA

Ophthalmology, Ichikawa General Hospital,

Tokyo Dental College

1.近襖と屈折矯正法

我が国は視力矯正が必要な屈折異常者が　　万～

万人といわれ,その大部分が近視という"近視大

Eg"である｡この大勢の癌正患者の一人一人に対して,

個人のニーズにあった安全で効果的な矯正法を選択する

のは社会的にも医学的にも非常に重要な問題である｡

近視とは図1に示すように,何らかの廃園で眼内にはい

る光線が網膜上よりも前方に結像するためにピントがあわ

ない状態をいう｡この原因の中には,角膜や水晶体などの

屈折力が強すぎる場合(属折性近視)や,眼軸が長すぎるた

めにおこる軸性近視等があるo　この屈折を調整して網膜上

にピントがあうようにすることを屈折矯正という｡

現在までに一般的に用いられている属折矯正法には眼

鏡とコンタクトレンズがある｡これらはいままで有効

悼,安全性ともに認められ,広く使用されてきた屈折矯

正法であるが完空な方法ではない｡後述するように高度

近視では眼鏡は光学的に禾利であり,ドライアイやアレ

ルギー性結膜炎患者ではコンタクトレンズの装用は不可

能なことがある｡これらの患者,すなわち"眼鏡やコン

タクトレンズの装用が困難な患者''は第3の方法である

屈折矯正手術の適応の一つであると考えられる｡屈折矯

正手術には様々な方法が行われてきたが,その中でも有

名なのは角漠放射状切開　　　　　　　　　　　　手

術である｡ RK手術は数十年前に本邦の佐藤によって開

発された方法で,図2に示すように角膜の周辺部を光学

郭分を残して,放射状に切開し,中央部の平坦化をはか

り近視を矯正する方法である｡最初の方法では角膜を内

側から切開する方法で,術後数年は非常によい方法と考

えられ,多数の症例が行われたが, 10年後ころより,角

膜の内側に存在する内皮細胞を障害して不可逆的な水癌

性角膜症を発症することが分かってきた｡このため日本

では屈折矯正手術に対して,かなり慎重かつ否定的に

なってしまった｡現在のRK手術は改良型(前面切開法)

で,アメリカなどでは今でもかなりの数が施行されてい

る｡しかし予測属折値とのずれ,視力の変動,眼球の脆

弱化等の問題が多いO　そこに登場したのがエキシマレー

ザーによる屈折矯正術

である｡

とは

眼科領域においてエキシマレーザーは　　　　　らに

よってはじめて属折矯正術としてヒトに応用された1)｡

エキシマレーザーは,短波長の紫外線で,臨床応用され

ているのは　　　のアルゴンーフルオロライドユキマ

レーザーである｡このレーザーは分子間の化学的結合を

切断し,周辺の組織にほとんど障害を与えていることな

しに正確に必要な室の組織を除去することが可能であ

る｡これを用いて角膜の中央部の光学部分を　接切除し
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図1正視と近視のメカニズム

図2　RKの原理

て平坦化させ,近視を矯正するのがPRKである｡ (図

3)切除の深さはコンピューターによって計算され,今

までの屈折矯正術の最大の欠点であった

(予測値との一致率)を劇的に向上させたo　またレーザー

照射時間も数10秒で,ほとんど技術を要求されない簡単

な方法である｡この結果　　　　は,画報的な属折矯正

法として脚光を浴びることになった｡現在までに全世界

で数万人が手術を受け,その結果も比較的良好であるた

め,将来的にこの治療が眼鐘,コンタクトレンズといっ

一32
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図　　　　　の原理

た今までの屈折矯正法を凌駕する可能性も考えられ,そ

うなるとこれらの業界に与える影響は相当なものになる

であろう｡しかしながら,エキシマレーザーには後述す

るように,高度矯正での　　　　　　　の低下,上皮

下混源,夜間のブレア等残された問題も多く,また臨床

応用されてからまだ5年で長期的予後が不明であり,未

だ完空な屈折矯正法とは言えない｡またRK手術と同

様,何よりも"健康な眼に敢えて手を加える''というこ

とが,潜在的リスクを背負い,倫理的な問題につなが

る｡以上より,現時点ではPRKを行う適応選択基準が

大切であると考えられる｡我々は約1年前よりPRKを

約50眼に施行している｡その適応選択として,眼鏡や

コンタクトレンズが装用不可能な患者を選んでいる｡

P RKの適応選択は現時点では議論のあるところである

が,今回はコンタクトレンズ不耐症(とくにドライアイ)

に対するPRKの白験例を通じて　　　　の有効性,安

全性,問題点および適応について論じてみたい｡

3.眼轟,コンタクトレンズの問題点

前述したように屈折矯正法は眼鏡,コンタクトレンズ,

屈折矯正手術　　　　　　の3つに分顛されるo (表1)

前2者は非浸嚢的方法で広く｢蚊に使用されている.

眼鏡は取り扱いが簡単で,また眼に直接触れないため

非常に安全な方法であるo　しかし通常矯正レンズは角膜

頂点から　　　離れて位置するためこれにともなう様々

な光学的欠点が存在する｡たとえば収差(球面収差,罪

点収差,コマ収差)のために光軸をまっすぐ通る光以外

の焦点があわずに像がぼやけたり,プリズム効果によっ

て周辺のものが歪んで見えたりする｡また枠のために視

野が狭くなる｡これらはおよそ-5ジオブクー以下では

あまり問題にならないが,度数が増すにつれ顕著になっ

てくる2)｡したがって高度近視患者にとって眼鏡は十分

な矯正法とは言えないO　さらに左右の屈折の差が大きい

不同視では左右の像の大きさが異なるため,眼銭による
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表1　眼鏡,コンタクトレンズ　　　　　　　の

比較

眼鏡　コンタクトレンズ

光学的欠点多い

乱視の矯正限界あり

不同視の矯正不適当

眼への榎襲なし

眼球の脆弱化なし

感染の危険なし

視力の安全匪良好

取　り　扱い簡単

美容上の欠点あり

アレルギー　なし

角且莫上皮障害なし

捧　　　盾なし

少ない　?　　　?

優れる　可能　　可能

適当　　可能　　適当

ややあり　あり　　　あり

なし　　　あり　　　なし

あり　　　あり　　　ほぼなし

良好　　時に不良　比較的良好

面倒　　必要なし　必要なし

なし　　　なし　　　なし

あり　　　なし

あり　　　時にあり

?
･
　
?
･

時にあり　上圃抄ない　あり

矯正は限界がある｡これらに加えて,眼鏡はスポーツの

際邪魔になる,美容上体裁が悪いなどの医学的以外の問

題もあるo

一方,コンタクトレンズは　接角膜上にのせるため,

眼鏡の様な光学的欠点がほとんどなく,高度近視,禾同

視,乱視の矯正にも優れているOまたスポーツ時や美容

上の間蓮も克服できる｡しかし涙液を介して蕃接角膜に

触れることから様々な医学的問題点がある3)｡第一は

角膜の障害の可能性であり,その原因として感染,酸

素不足,誘引として不適切な装用法やケアが挙げられ

る｡第二には人によってアレルギー,すなわち

を起こすことがあり,

装用継続が困難となる｡この他,コンタクトレンズは

時々ずれて突然の視力低下や痛みをひきおこす,毎日の

洗浄等のケアが煩雑,値段が高い等の問題がある｡

コンタクトレンズによる角膜の障害は,大都分は一･時

的なもので適切な治療によって治癒するものだが,一方

で永久的な視力障害や角膜移植術の対象になったり,悼

性的に不快な症状に悩まされるといった例もある｡コン

タクトレンズ装用者では非装用者に比較して,細菌性角

膜潰症の相対危険率が80悟といわれ,さらに取り扱いが

簡単で,装用感のよい連麓装用ソフトコンタクトレンズ

ではとくにその危険率が高いといわれている4)｡また近

年開発された使いすてコンタクトレンズでも細菌性角膜

漬症の危険率は,他のタイプのレンズに比較してむしろ

高いことが証明されている5)｡コンタクトレンズに伴う

角麓演癖は角麓中央部に癖痕を残す率が高く,視力障害

の最大の原因の1つであるoまたコンタクトレンズとく
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にハードでは3時9時の角膜上皮障害,いわゆる3時9

時ステイニングをおこし,慢性的な充血や異物感をひき

おこす｡このようなコンタクトレンズの危険性は装用者

の廃液に問題があるとさらに大きくなると考えられてい

る｡コンタクトレンズは濠液を介して角膜上に安定して

いるため,ドライアイではトラブルを起こす率が高い｡

我々が50人のコンタクトレンズトラブル患者の廃液検査

を行った結果,その　　　に何らかの戻液異常すなわち

ドライアイがあることがわかった6)｡したがって,廃液

正常者以上にドライアイではコンタクトレンズによる屈

折矯正は適性な方法とぼ言えないと思われる｡

4.コンタクトレンズ不耐症

とPRK

コンタクトレンズがどうしてもいれられない患者,す

なわち　　　　　　　　　　　　　　　は日常よく遭遇

するo　中等度以下の近視者にとって

は職業上,美容上の問題を除けば,眼鏡装用にきりかえ

ることで視覚的な-ンディキャップは克服可能である｡

しかし高度近視や不同視の患者にとって,前述の光学的

問題のために非常に不便である｡

の原因として最も多いものは濠液の

異常,すなわちドライアイである｡症状は装用時の異物

感,眼の疲れ7),かすみ,充血など多岐にわたり,長時

間の装用が困難である｡これらの患者では濠液の基礎分

泌検査であるシルマーテストや,結漠嚢内の貯留戻液

検査である綿糸法で廃液室の減少を認める｡しかしこ

れらの戻液検査で異常を認めないにもかかわらず, CL

となる患者は意外と多い｡この患者群では

ほとんどで廃液層破壊時問

が短縮している　　　　は角膜上での戻液の安定性の指

標であるが,濠液室よりもむしろこの安定性がコンタク

トレンズ装用継続の可否に影響している｡中野問らは,

長期間(15年以上)何ら問題なくコンタクトレンズ装用を

続けていた患者を調査し,これらの患者ではシルマ-チ

ストが減少していることはあっても　　　　は非常に長

く,濠液の安定性がよいことを報害している8)｡これよ

りコンタクトレンズの装用にはBUTが非常の大切であ

ることがわかった｡

アレルギー性結膜炎も　　　　　　　　の大きな原因

のひとつである｡とくにソフトコンタクトレンズでの

GPCはコンタクトレンズの材　　洗浄液,あるいは機

械的刺激等が考えられているが明らかな原因は不明であ

る｡対策としてレンズのタイプを変更したり,抗アレル
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ギ一割を使用したり,また最近ではディスポーザブルレ

ンズの終日装用等でよい結果をみたという報吾もある

9'｡しかしどれも完全に症状をおさえることはできず,

コンタクトレンズ装用の大きな問題のひとつである｡ま

た前述のBUTの短縮にアレルギーが関与している可能

性もある10)｡

-ードコンタクトレンズに伴う3時9時ステイ二ング

も充血や異物感の原因としてI-般的であるが,これはこ

の部分に限局した乾燥である｡ビデオカメラで廃液の動

きを観察すると,この部位が早親に養液層が破綻する｡

このため機械的刺激によって上皮障害をおこす　　これ

も広い意味でのBUTの短縮と考えられる｡

以上の様な　　　　　　　　　　　　はPRKの適

応と考えられるが,一方で廃液の異常やアレルギーが

PRKの予後に影響を与えてないかということが危慣さ

れる｡　　　　　らは,臨床治験においてリウマチの

患者にPRKを施行したところ,上皮化に2週間以上を

要したと報吾している　　我々はおそらくこの患者は戻

液の基礎分泌に加えて刺激性分泌も低下しているシェー

グレン症候群タイプのドライアイではないかと考えてい

る｡刺激性分泌が正常であれば,上皮の再生に必要な

どタミン等の供給は十分であると考えられる｡

これより我々は刺激性分泌陰性をドライアイに対する

PRKのひとつの条件としている｡実際に我々の患者で

は上皮化の異常は認められていない｡

一方,最近連続装用ソフトコンタクトレンズの長期装

用者では,角膜上皮の綿胞面積が有意に拡大しているこ

とがわかっている13)｡角膜上皮の抽胞面積は上皮の脆弱

性の指標であり,この拡大は最近性角膜演症の危険率を

増す可能性がある｡これに対して,天野ら14)や今回我々

がPRK後の角膜上皮をスペキュラーマイクロスコープ

で観察した結果,上皮細胞面積は術前と差は認められな

かった｡これより長期間の連続装用ソフトコンタクトレ

ンズ装用とPRKではPRKの方が角膜上皮に対する負

荷が少ない可能性もあり,今後どちらが本当に安全か?

ということを検討していく必要があるだろう0

5.高度近視　　　　　　　　に対する自験例

我々は　　年9月より31人40眼に対しPRKを施行し

た｡これらはすべて　　　以上の高度近視でかつCL

であった｡この中で3ヵ月以上の経過観察

を行った16人21眼についてその結果をまとめた｡

1)対象

ドライアイのため　　　　　　　　の患者で

-34

の平均は　　±　　秒と短縮していた｡これらの患者を

術前の屈折により　　　　　　の高度近視13眼と110

D以上の鼻高度近視8眼に分歎して検討した. (図4)両

群の大きな差はA群ではほぼ完全矯正をめざしているの

に対し, B群では機械の最高矯正力である　　を矯正

目標としている点である｡

2)方法

社製　　　　　　　　　　を用いて

照射径　　　　　　　　　　　　〃

の条件でP RKを施行した｡上皮の剥離はスパーテルに

て行い,剥離前の3分間,剥離後の3分間,照射後の1

分間に4℃のBSSプラスによって,術眼の冷却を施行

した｡ (図4)エキシマレーザーは熱変性を起こさないと

いわれているが,伊藤らの実験によって,照射時には局

所において最高7℃の上昇がみとめられ,創傷治癒に何

らかの影響をおよばすことが示唆されている(未発表

データ)｡我々は以前に言司-患者の右眼を冷却,左眼

図4　術眼の冷却

BSSプラスによる術眼の冷却

図5　冷却用のリング
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を冷却せずP RKを施行したところ術後の疫病や上皮化

混蘭よ明らかな差異をみとめたことにより　　この冷却

法を全例に施行しているo最近では照射中の温度を保つ

ために伊藤らの考察した図5のような冷却用のリングを

使用している｡このリングは保水性がよく,かつその形

状を維持できるため冷えたBS Sで濡らしておけば,術

中の低温状態を保つことができる｡さらに照射の効率に

影響を与える周辺組織からの水分の倭人を効果的に抑え

ることが可能である｡ BSSで　　　　　することが

角膜の水分室に変化を与えて　　　　　　　に影響を

与える可能性が考えられるが,後述するようにこの方法

を使用しても,過去の報吾に比較して,明らかな低矯正

は認められなかった｡最近では適当な　　　　　が組

織のスムーズな切除と切除の際に発生するデブリスの除

去に有効なことが報害されており　　この方法は有用で

あると思われる｡

3)結果

図4は術後の屈折の変化である｡ A君羊においては3カ

月までに安定し, 6ヵ月ではほぼODに収束している｡

この群の　　　　　　　は3カ月で±2Dが

6ヵ月で　　と良好であったo (図　　　　-方B群で

は図6 lbの様な経過でほとんどか3カ月現在において

も,目標の　　の矯正量に対して過矯正であり,いま

だに屈折の安定はみられていない｡この群の3ヵ月にお

ける±　　　内はわずか　　　であるo J以上より今まで

- 6 D以上の高度近視では　　　　　　　がまいとい

われてきたが　　　以内の矯正では比較的良好であるこ

とがわかった｡

ドライアイで危慎される術後の上皮化に関しては,全

例において4日で上皮化は完成した｡また術後に再発生

の上皮剥離や遷延性の上皮欠損等は認められなかった｡

さらにスペキュラーマイクロスコープによる上皮の観察

では術後2カ月で形態学的に術前のレベルに回復した｡

内皮に関しては　　　　等は3ヵ月で17%の

を報菖しているが　　我々の深い切除においても内皮平

均編胞面積に有意差は認められなかった｡

94, No. 6 (1994)

術前1過　1月　　2月　　3月　　　6月

図6--a　術後の屈折平均の変化
A群.,術前屈折-
B群:術前屈折-10D以上

矯正室変化(B.秤)
矯正度数

にPRKは有用か?

高度近視では過去の報菖でも　　　　　　　は中等

度以下の近視に比較して劣るといわれている｡今回の結

果でも　　　未満の矯正では比較的良好であったが, I

10Dの最高矯正では安定性　　　　　　　　ともに低

かった｡これらはまだ経過観察期間が短く,現時点では

まだ結論ずけることはできない｡患者にとってPRKを
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術前1週　　1月　　　2月　　　3月

図　　　　　群における各患者の術後の変化

受けたことがよかったかどうか,満足度と白覚症状の調

査を行った｡その結果,コンタクトレンズ装用時には

様々な症状に悩まされていたが　　　　後はコンタクト

レンズから開放されて,自覚症状が劇的に減少したこと

がわかった｡ (図7)また,満足度では80%以上の患者で

満足が待られた｡結果が中等度以下の近視に比較して

劣っているにも拘わらず,満足度が高い理由として,術

前の患者の期待度と要求する目標の違いが挙げられるo

我々の目標はコンタクトレンズの離脱であり,屈折0が

目標ではない｡裸眼で日常生活が送れ,眼鏡によって快

適にものがみられることが目標であり,このことについ

て術前に患者と完全に　　　　　　　　　　を得てい

る｡さらに我々の患者はコンタクトレンズ,眼鏡ともに

非常な不溝があったため,その期待するレベルが,術前

に"コンタクトレンズでも眼鏡でもよくみえる"患者と
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図7　患者の満足度

は大きく晃なっている｡他覚的結果は勿論重要である

が,自覚的満足度も適応選択の上で大切である｡

の問題点

PRKはまだ歴史も浅く,長期経過は不明である(,帝

に高度近視患者に対してはいまだ解決すべき問題も多

いO　これらの問題が解決されてはじめてすべての近視患

者にPRKは適応されると考えられる｡現在の問題点に

関して多少触れてみたい｡

1 ) predictability

下の近視に関しては, 1年後に二｣1 1 D以内の

達成が90%以上であり,ほぼ問題ないと考えられる18'｡

高度近視に関しては　　　　　　　　はやや劣るもの

の,我々の様な適応選択であれば,有効であると考えら

れる｡しかし高度近視の　　　　　　　の向士に閑

しては,機械や計算式の改良,照射法の改善が望まれ

る.たとえば寛在の計算式は切除径と矯正量のみで決定

され,角膜の曲率半径の差は問題とされていないため,

軸性近視も屈折性近視も同様の計算式で施行されてい

る｡また同じ室の矯正(たとえば9D)を-度に切除す

るのと, 3回にわけて3Dずっ行うのでは後者の法が

がよい可能性もある｡　　　らは低矯

正であった患者に2回めのPRKを施行し,良好な結果

を待ている　　今後はこの問題はさらに検討が必要であ

る｡

2)上皮下混蘭

PRKはRKと違って角膜中央部の切除を行うため,

この部分の混蘭は視力の低下や術後のブレアをひきおこ

す危険性がある　　　はほとんどの例で観察される

が,術後3-6ヵ月で消失するものが多い. (図8)しか

し一部の患者では永久的な混商を残すことが報害されて

おり　　大きな問題である｡　　は切除深度と相関す

る19)という報吾としない20)という報吾があり,我々の例

図　　　　　後の上皮化混蘭

では相関していなかった｡　　の原因は術後のコラー

ゲンの再生に関与し,再生が活発であると　　　も強

く,屈折の戻りも大きい傾向にあるo Lかし,個人差が

大きく,術前にその程度は予測できない｡冷却法を使用

することによって,やや改酎お忍められたものの,完全

に予防する方法は現在のところないo　またドライアイで

あっても　　の程度は軽度以下であり,組織の修復過

程に差は認められなかった｡今後この　　をいかに最

小限に抑えるかが　　　　のひとつの課題である0

3)上皮障害

は角膜上皮とさらにボーマン膜を完全に除去す

る｡上皮を除去した後の問題点として,再発性の上皮剥

離や遷延性の上皮欠損等の問題がある｡特にドライアイ

の場合はそれが危恨されるが,刺激性の濠夜分陽性の患

者では問題はなかった｡さらに上皮再生後に外傷等で上

皮剥離を起こしてもその創傷治癒には問題はなかったと

報曹されている21)｡ -方ボーマン月英は再生しないので,

それが欠損した場合の長期的予後に関しては,禾明であ

る｡

4)中心ずれ

ほとんどの術者は点眼麻酔のみでPRKを行ってお

り,現在のエキシマレーザーのシステムは,センタリン

グは患自身の眼球運動抑制と術者の患者頭郭の固定に

頼っているため,時に中心ずれが発生することがある｡

とくに高度近視では照射時間が長いため術中のずれは起

こりやすいだろう｡センタリングは固視時の角膜反射に

あわせるのがベストとされているが　　通常は瞳孔中心

を目標にする｡このため手術時は縮瞳させておくことが

望ましい.画し､ずれは乱視やコントラスト感度の低下の

原因となるため,今後レーザーの迫視システムの導入等

の改善が必要であろう｡
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表2　屈折矯正術の適応に関する答申
(日本眼科学会屈折矯正手術適応検討委員会)

屈折矯正手術適応条件

20歳以上の眼境またはコンタクトレンズの装用困歎者

で下記の説明を十分に受け納待し,かつ以下の各項目
のいずれかに該当する者

1)不同視
を超える角膜乱視
を超える属折度の安定した近視

但し,屈折矯正室は6D以下とし,術後の屈折度

は,将来を含めて遠視にならないことを目標とする｡
なお,両眼に手術を行う場合には,片眼手術後6か

月以上観察し,経過が良好なことを確認した上で,他
眼の手術を行う｡

属折矯正手術前に必要な説明内容
屈折矯正手術は,諸外国においてかなりの数の症例に

行われ,近視および乱視の屈折矯正法としての効果が
認められている｡しかし反面以下に述べるような問題

点と合併症が指摘されている｡
上　問題点

1)新しい方法で長期予後は不明であること｡
2)一度手術を受けたら,やり哀しが効かないこと0
3)実際の近視や乱視の軽減度と予測値との間に差

があること｡
4)屈折度安定までに-定の期間が必要であること0

5)コンタクトレンズ装用が困難になることがある
こと｡

6)外傷で眼球破裂を生じやすいこと
o

7)視機能低下がみられること｡
a.矯正視力低下　b.視力臼内変動
keratotomy)

C.コントラスト感度低下　d.グレア発生
8)老視になった時,近視の方が近兄には有利であ

ること｡
9)術後匪痛のあること0
10)術後も眼鏡やコンタクトレンズによる追加矯正

が必要となる場合があること｡
2.合併症
1)感染
2)角膜上皮下混濁
3)乱視発生
4)反復性角膜びらん
5)眼圧上昇

5)その他

片眼のみの手術後,対眼の手術までの間は高度の不同

視となるo　コンタクトレンズ装用が可能な患者ではこの

装用でこの期間を切り抜けられるが

の患者では困楽である｡今後は両眼間の手術をどのくら

いあければよいか検討が必要と考えられる｡理想的には
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視力の安定化が待られてからがよいと思われるが,ケー

スバイケースで変える必要があるかもしれない｡

また高度近視患者においては,術直後でかなりのオー

バーシュートがみられることがあり,近方視力障害など

の不便な状態がしばらく続くことも問題である｡このこ

とに関しては術前によく説明する必要がある｡

お　わ　LJ　に

平成5年6月に日本眼科学会屈折矯正手術適応検討委

員会では　　　　　を含めた屈折矯正手術の適応につ

いて,答申を発表した｡ (表2)屈折矯正手術は健康な眼

に榎嚢を加える手術であり,蓋本的に白内障や角膜移植

などとは性格を異にする｡したがって適応選択蓋準を

しっかり設ける必要がある｡我々は医学的に必要である

と考えられる症例,すなわち眼鏡とコンタクトレンズの

装用が困難な症例にPRKを施行している｡しかし今

後,安全性,有用性が確認されるにしたがいこれらの適

応素準も改訂していく必要があると考えられる｡また患

者に対し,常に十分な説明を行い

を確立したうえで手術をおこなうことが必要であろう｡

属折矯正は新しい時代を迎えようとしている｡しかし

今までの矯正法である眼鏡やコンタクトレンズにはそれ

ぞれのメリットがあり,今後も使用されていくと思われ

る｡大切なのはそれぞれの患者の眼の状態やニーズに

あった方法を適切に選択することである｡
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