。 の病気は気づかないうちに
進行している!?
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自覚症状がない
『緑内障Jという病気

緑内障が原因で
失明する人が多い

日本緑内障学会が匝阜県多治見市で大規模な調査

眼圧〈目の硬さ)が上昇することで視神経が障害さ

を行った結果、r40歳以よの20人!こ1人の割合で緑

れ、視野が狭まってUく緑内陣。私たちは普段、両日

内障患者がいるJということがわかりました。この調

で主に視野の中央を見ているため、周辺視野から侵

査で発見された組内陣患者のうち、自分が緑内障で

される緑内障では自覚症状が早期には出怠いので

あると知っていた人は全体の1割。つまり、9割の人が

す。残念怠がら現在の医学では、ちとの視野や視力

組内障と気づかす、治療も受けていませんでした。緑

に回復させることができ怠いため、気づし1たときに

内障を放置すると失明してしまう恐れもありますの

は既に手遅れで、失明に至ってしまうこともありま

で、自覚症状から判断する乙とは非常に危険怠乙と

言。緑内障は、日本人の失明原因の第1位という調

なので宮。

査 結果も出ていま官。

だから定期検診が大事です!
緑内障l志きちんと治療を行えば、進行を防いだり、遅5せ
たり菅るととができま習。だから、 ますは定期検診を受け、
自分自唱内障であるかどうかを知ることが大切です。

-・=ω171二1f.�.Àc"�il�]同�F.豆f�""'};蓄量・・

緑内障は眼圧の数値のほか、眼底写真に写った視神経乳
頭の凹みの大きさで発見されます。当クリニックでIa:、人
間ドックの基本コースで眼圧と眼底検査を実施。眼圧の測
定を行い、眼底写真で視神経乳頭の凹みはもちろん、出血
の状態など、自の状態をしっかり診断レ、多くの緑内障患
者を発見していま言。平成25年4月か51å:、人間ドック告
コースで簡易視野検査も導入レ、緑内障発見率をさらに高
める努力をしていきま言。

E五Z生!I:亙血基盤品盟昼・・・・・・・・・・・・・

|三��:.f��=l;�，[�F正直.1!:1�置・
当クリニックで行っている
『眼圧検査jと『眼底検査jとは?

句主主登

緑内障はもちろん、さまざまな重大な
病気が発見できる検査です。

眼底写真をチzック!

-:I司同量珍

ゆっ

視神 経が障
害を受けて
いる場合、こ
この 凹 み が
大きくなる。

簡単にできる眼圧検査でも、
緑内障の発見につながりま言。

眼圧が正常値でも緑内障に!?
眼圧が上がる乙とで鰻内障に怠るのですが、眼圧が正常
範囲なのに緑内障になる人がいま官。これは、視神経の
血液循環が悪い怠どのさまざま怠原因で、少レの眼圧の
上昇でも視神経に障害が起こることがあるためで音。緑
内障になった方の72%が、正常眼圧緑内障で言。だ力、

視神経の状態を見るために、視神経現扇部付近を眼底写真で
撮影.通常依すぐに絡了じますが、瞳孔が小さくなコている場
合I�少し休憩してから再度撮影します.眼底検査で緑内障(縫
い)と判定された人Iå:、眼科で精密怠視野検査を行い、緑内障
の有無や程度を確かめましょう.

5、眼圧とともに眼底も検査官ることが大事怠ので言。

動脈硬化や纏尿病もおかる!
眼底写真からは、緑内障のほか、精尿病性網膜症や黄斑
変性症といった自の重大な病気告発見宮ることが可能
ノ

コシタクトをしている人は外レ、眼圧計にあごを乗せま言。技師
の声かけとともに、片目�つ圧縮した空気が数回当てられ、眼E
の平均値を測定していま言。目と機揺が接触しないため、感染な
どの心配が芯く安心して受けられま宮。眼庄の正常憧は1021mmHgで言。21mmHg以上に怠った人l志、眼科で再検査を
受ける必要がありま官。上記の方法でl志まつ毛に空気が当たる
などで、数値に誤差がでることがあるか5です。

です。また、眼底Iå:外か5血管が見える唯一の部位です.
直撞血管を見ることで、心筋梗塞や脳梗塞の原因と怠る
動脈硬化の程度右把握することができます。

犠奮を縫え τ・・・

眼圧・眼底検査で1-2分。どち5の検査
右横識にあごを乗せてUっとレているだ
廿で終了。簡単に受け5れたので、マメ
に検査しようと感じましたP

.鼠.奮撞.
申踊ー恵踊

申辻襲相手踊

りラ�クスじて検査が豆1オ5
れるような雰囲気づくDをITh
t予防ています.定期検診除名
ちろん、気になるととがあっ左
ら雪ぐに眼科に行く乙とが大
切で宮.

緑内障を始めとvる自の病気
を早期に発見vるためには、
藍本白眼æ.眼底検査が欠か
せません.大き怠病気でも阜
〈知って、治療を菅れば、自の
健康雄保てま雪よ.

臨席梅宮蟻師

和泉保笹本主帯

虫工25
より水晶体が白く濁

緑内障はこうして起こる

り、写真のように視

眼の中には「房水Jとし、う液体があり、房水が常に循環するこ

る病気。自分で気づ

野がぼやけて見え

とによって眼圧(眼の硬さ)が一定に保たれています。房水は

きやすく、また人工

線維柱帯か5排出されるので苦が、障維柱帯が目詰まり言る

レツズを挿入宮る手術でほぼ回復させることが

ことで房水がうまく流れなく怠り、眼圧が上昇し、 視神経が圧

できるところが、緑内障とは大きく異なりま言。

迫障害されるため緑内障が莞症しま官。

【

þ

視野障害はこのように進行じて

以下l誌、緑内障の人が“片目で見たとき"の視野のイメージ。写真の左か5右へと視野障害が進行レていきま言。私たち は普段、両目で
補完し容が5主に視野の中央を見ているため、視野が半分く5L'l狭まっても意外にち気がつかす、進行じてし まう恐れがあります。

11. l: �

n、 ほかにもある!
ιu 現代人に多旧日の病気
vor症候群・ドライアイ
パνコツ怠どの画面を長時間見続けることで、目や
体、心に支障をきたすVDT症候群やドライアイになる
人が 急増。眼精疲労でピットを合わせる筋肉が麻薄
し、また涙の量が鴻ることでも見えづらく怠ります。そ
の際に視力が低下じたと勘違いじ、度数の高い眼鏡を
かけて さらに症状を悪化さ世てしまう人も いま言。画
面をお分見た510分l芯遠くを見るようにしまじようe

11.

加齢黄斑変性症
ぼんやりと 見え診し可部分があります.ただ
し、自分で異常に気づく乙とは鍵しし1です.

視野が狼く怠っていきますが、自の中央tJ棒書
を受けてし1なければ、あまり気がつきません.

さらに視野が狭く怠口、日常生活も困難に.
Zのまま放っておくと失明してしまし可ます.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l 発作を起こす乙とも l 検診を受けれ{瑚に発見でき
あるので注意!

進行をくい止めることができます

緑内障の進行を防いだり、遅5せ1E.rJ古るには、以下の方法で眼圧を低くコントロール宮る必要があ

遠視が強い人怠 ど、自の構造上、

りま言。緑内障と診断されたら、生涯を過して緑内障とうまく付き合っていかねば怠りません。進行

急性緑内障発作を起こレやすい

がわかりづ5く、点眼を疎かにしがちになる人も多いことから、将来の視野進行を予測する機械を導

人がし可ます。急避に眼圧がよが

入している眼科もありま言。ます!誌、根内障を早期に発見するために、定期検診を更けてください。

り、目1J充血して潰しく痛み、視力
も落吉、頭痛や吐き気も伴うのが
発作の症状で雪。こうした危険を
避けるためにも、眼科で診察を受
け、自分の目の特徴を把握してお
くことが大切で言。発作協瞳孔が
聞いた状態で起こりやすいため、
薄暗し可部屋で本を読むことを避け
ぐ乙ともできま官。

これ5の病気!�、眼の奥の網膜の血管を障害レ、出血
な どを起こし視力低下をまねきま言。内科と合わせ
て、眼科でも定期的に検診を受けてください。

網膜事j離
網膜が剥がれて急潰に視力が低下�る病気。50"を過
ぎると硝子体の質が変わり、網膜剥離に怠りや9"く怠り
ます.特に近視力噛い人やアトピーの人|志、網膜が富い
ため、註意が必要で言。飛披症に怠ったら症状が悪化し
てい怠いか、日々チエ少クを行うことが大切です。

レーザー治疲

眼圧を下げる目薬を点
眼。 以前肱複数の目薬
を点眼しなければなり
ませんでじたが、最近
1;11種類の点眼で効果

虹彩にレーザーで穴を聞ける怠どして、房水
の涜れをよくして眼圧を下げる治療で官。急
性緑内障発作時は眼圧を下げる点滴をしたう
えで、レーザー治療を行いま雪。

大属医栴文字・a判事タυー='!I11

手術

加麓曹子臨

上記の方法で効果かなかった場合、線維柱帯
などを切開して房水を排出じやすくレます。

眼科の病気は自覚症斌なく進行す
るものが、たくさんあ口ま言ので、普
段から定期的な眼科検診を受廿る
ようにしてくださいね.

オプション〈遺掴〉検査(加すペ叫
僅康科学クリニック守位、さまざまな
人間ドックと各種検診を行っています.

人間ドックコース{僻且すべて蜘

・ 基本コース…・ "…….un. ..・….u...... ... 司�42.000

栂
魯

身体測定・属機董・使漕血娩董・血諸積蓋・胸自BX・-呼幅 検査・
岡侮績査<x.'胃'l!i.ラト心電固'..エコー・惨'

・女性コース…………………………￥54.600
(&本コース+乳がん+子宮がん検惨)
.下Eの1ItÞ"_A.、子宮Þ"J，.t量齢者ご'
...
置くだ書�...

..コース …………………………・・・￥54.600
{基本コース+腕がん検砂}
灘下院の勘がん積惨をご.閑〈だ書い.

. ..ドツタA……"川…....山.山山川. ..

穂尿病・高血圧・動脈硬化症

薫物疲法

の高い目薬が開発さ
れ、点眼時の煩わしさ
も解消されていま言。

るなど 、日頃の心がけで発作を防

高齢化 と生活の欧米化により近年増加じており、失明
原因の第4位となっていま言。視力低下やゆがみ怠ど
が出てき ま�o検診の眼底写真で発見できることもあ
りま宮e

….

騎偏c町T犠査+内科鯵-慣
匝

・蜘ドヲタB………・・・……・・…"…・・…・司�31，500
nC1検彊+.・マーカ- (CEA+SCC+制SE+CYFRAl
+司�由細胞.+肉事惨聾+蜘..

・脳ドッタ…・・・・……………………..，￥52.500
身体測定・尿検査・血液検査・心電周・顕騒康超音盤・血圧
尿道'MR検査(MRI+MRA) ••• (恵趨・心血管の穣息の有
鋸・割程単的惨事を含む}
・圃ドヲタプレミアム……………・・・・草63，000
庫ドック+陽知症惨衡のfl:.1bの特蘇MR檎査

編魯司ースと島に胃カメラを温訳された緬合、11途4.2∞円かかり宮本

がん検惨コース{欄隠すべて相

・乳tJん+u +・-…・・…........……………….. :11'8，400
(視.，.惨・マンモグラフィ・uエコー}

・予宮がん ……・……・・・・…......・-…・・・ ￥8，400

細胞蛤検査{子宮頭郁}・量血ヱコー・内診 )

・乳がん+予宮がん…………………・・11'8.400
(祖E蝕槍・守ンモグラフィor乳..エコーー細胞惨後輩

{子宮覇悔}・内陸)

-一般外来では女性内科/涜方肉科/栂人精/制時内科/
循環畿内科/総合内科在敵けておりますが、すべて、医事織
聞からの11介が必要となりますのでご了示ください.
・当院の健鯵で喪精査などの判定された方の肉、当院ででき6内
容のもの陰惨積いたしますので当クリニヲクにご相殴〈だ書い圃

検査項目

料 金

�.:I:コー

単4.200

マシモグラフィ

単4.200

乳がん

子宮間UIIJ 0町田町

司�S，150

宇宙.u;，t，ん

�'富沼崎曾 〈伸由。

単5.260

子宮体がん

-・エコー

単4.200

卵雌のう'...子宮内aポリープ'è�

飽自由CT(�JI>"��ィ�cn

チJ:�タされ6主傘型廃凪
日

B置が'10，.踊銅且牢ど

_CT(干助手ス，イヨcn

町�12.6oo

肝障が品、姐E置がん、肝硬直、組右、
IIIJ画集、 大動.. t"ど

MRI検量E句噸削RI+周_MAA>

司匝3司，500

厨便息宋嘘a勘園田・、脂.�甚など

.II.OC・3

.3，150

骨粗しょ号a:��

内-創測定

l1li3，150

内鳳周防..IIl.��

司�2点目25

肝がん、肝硬*

-マ-;11- (，倒9-8)

単3.150

聞がん、値圏がん、直."'"..肝がん、
"が品、国のうがん、血道がん、腕がん

-マ-;b- (C判明的

単3.150

'困�"- .，・�，._竃車仏.:4Je

-マー淘ー〈側軍司

単色目§

盟国F九， 国闘量'"ん�e

-マ-;b-ωα�

単2.100

局担"，._手寓がん、食掴'JI'，払底膚がん�e

--

単3.6'16

首E嘗ι

<N'円

副鳳硬化噌重曹ト

時:2013年5月18日(土) 14:00-

場所:大阪医科大学 看護学部講堂
入場料:無料 ※彦前予約なし・自白書島加制

愚近、アメリカでも注目されてきている東洋医学.
効果lëi?安全性rëi?民間療法やサプリメツト、健康食晶と1志何が違うの?
今回の f健康掴進講話Jでは、古いようで新しい漢方の世界にご案内し1た
しま�.またf健康マメ知識lでは、健康掴進のための効果的怠食事の摂り
方や運動について、保健師やイシストラクター((柄。テイツブネス)からと
紹介致じます.
皆績、おそろいでお越しください.

鋼幽.血・聞・、 ..
睡録血.犠稽、

a・・.'"ョー+ABI)

単守，.:掲O

量動属工コー

.4，.2泊。

頭勘贋血管関S、顕島原血管事民事

ABI (血E厩強3

単3.150

脳血量.fl:、聞圏E佐助鳳硬化lu:e

.111ん危機鹿剰ltCABC横・3
E恒申ピロリ・+血泊"(;T�，，�';I】

司_6，825

聞がん掲生の危慣度
-但申のピロリ薗{胃炉ん賓がん困干1

圃由周同園fl:�e

使申ピロリ薗

単3，150

血中ピロリ薗錦弥

￥2.100

血漉中のピロリ酋{聞がんft*J.困干}

.摘ベプシノゲシ

司�S.6'15

..佳胃炎【胃轟に傘り申す車の程庫〉

甲a・ホルモンE円4・T副3

単4.200

パセ門前.織事事聞なE

材 プショシ初日岡みの窟跡、隠しτおりま信ん. �必ずλ冊F:lI�舗コー配合t>itTå申("iil>�下曹、、J
・詳しくは お 問い合わせ〈揺害も、

Ø$し込み・8問い合わ1!.資制虜司階白t
E 宮072・684・6277
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』日
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・

回品�

I晴嵐田健・冊1
干569・0095
大阪府高槻市八丁西町7・8

1主催1
大阪医科大学値厳科学クリニック
干569-1123
大限府高楓市3'fJII町1-1-1
JR高観駅NKピル
TEL:072・684-6277
P C:http:lハNWW.omchsc.jpl
揖棺:httロ://www.omchsc.jロ/mobile/
詳しくlまホームページをと覧ください.

