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眼科医長 石口 奈世理

いことに気付きません︒これと同 お薬で十分に眼圧が下がらない
じで︑緑内障で部分的に視野の欠 場合は︑レーザー治療や手術が
損が出ても普段の生活ではわかり 必要になります︒
ません︒眼科で視野検査を受けて︑ 緑内障は︑自覚症状は出にく
初めて視野の障害がわかるのです︒いものの進行すると見づらくな
緑内障かどうか調べるには︑ま り︑最終的には失明する可能性
ず眼科で眼底検査を受けます︒目 があります︒現在︑我が国の中途
の神経の形や色を観察して︑正常 失明原因のおよそ ％を占めて
かどうかを判断します︒神経が傷 います︒緑内障は︑早期発見・早 最後に︑緑内障治療の基本は
んでいそうな所見があれば︑次に 期治療がとても大切です︒ 初期 点眼治療です︒十分に目薬の効
視野検査を行います︒人間ドック から中期は自覚症状がほとんど 果を引き出し︑かつ副作用や合
で﹃視神経乳頭陥凹拡大﹄という ないため︑気付かないで放って 併症を減らすために︑以下のこ
結果が出ることがあります︒これ おいている人が多く︑ 見づらく と を 守 っ て 上 手 に さ し ま し ょ
は︑﹁目の神経が傷んでいるかもし なってから受診して緑内障と診 う︒
れない﹂
﹁緑内障の疑いがある﹂と 断された場合︑神経の傷みがか ・点眼の回数を守りましょう︒
いうことを示します︒視野検査は︑なり進行していることが多いで ・１回１滴で十分です︒ボタボ
外来で行います︒暗い部屋の中で︑す︒一度傷んでしまった神経は︑タとたくさんつけないようにし
検査機器を使って片目ずつ検査し 元に戻すことはできません︒ で ましょう︒
ます︒光の点が見えたらブザーを きるだけ早期に見つけて治療を ・２つ以上の目薬を点眼すると
押す検査で︑両目 分くらいでで 開始することが︑生涯見える状 きは︑５分以上間をあけてつけ
きます︒痛い検査ではありません 態 を 維 持 す る た め に 大 切 で す ︒ましょう︒
歳を過ぎたら︑年に１回は眼 ・点眼前に手を洗いましょう︒
し︑怖くもありません︒結果はす
ぐわかりますので︑検査した日に 科を受診し緑内障のチェックを ・点眼容器がまぶたやまつげに
受けましょう︒
結果を説明いたします︒
触らないようにしましょう︒
緑内障に対しては︑眼圧を下げ
・蓋をあけた目薬は︑中身が
る治療をします︒眼圧というのは
余っていても１ヶ月で捨てま
目の硬さのことで︑正常範囲は
しょう︒
〜
︵ミリメートル水銀柱︶で
・目薬をつけた後︑目頭を軽く
mmHg
す︒緑内障の方には眼圧が高い人
押さえるようにしましょう︒
もいますが︑眼圧が正常範囲の人
・目薬をつけた後︑むやみにパ
もいます︒眼圧が高くても正常で
チパチとまばたきしないように
も︑治療ではさらに眼圧を下げて
しましょう︒ 薬が鼻へ流れて
目の神経にかかる負担を減らすこ
いってしまいます︒
とで神経が傷むのを食い止めます︒
緑内障の治療には︑薬物療法︑レー
ザー治療︑手術などがあります︒多
くの場合︑点眼治療が基本治療に インフルエンザの感染予防について
なります︒いろいろな緑内障点眼
感染管理認定看護師 菅野 勝司
薬があり︑患者さんにあった薬を
探すため︑途中で変更したり追加
今年もインフルエンザの流行 も多いことと思いますが︑すで
したりすることがあります︒点眼
薬だけでは効果が不十分な場合は︑ 期 と な り ま し た ︒ 皆 さ ん も に茨城県内の小学校・保育施設
内服薬を併用することもあります︒ ニュース等の報道でご存知の方 などで︑インフルエンザによる
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かすみがうら
緑内障について

今回は︑眼科でよくみる病気
のひとつである﹁緑内障﹂につい
てお話しします︒

みなさんは︑
﹁緑内障﹂にどの
ようなイメージをお持ちでしょ
うか︒特殊な人がなる病気？よ
く罹る病気？高齢者の病気？失
明する病気？自分には関係ない
病気？
緑内障は︑ 歳以上の 人に
１人がなる病気と言われていま
す︒ある研究では︑ 〜 人に
40
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１人というデータも出ています︒も中心からやや外側に盲点がある
ところが︑そのうちの ％の人 のですが︑普段そこが見えていな
たちは緑内障に気付いていない
潜在患者 さんです︒緑内障
は︑自覚症状のないままじわじ
わと進行していく病気です︒人
間ドックなどの眼底検査や眼科
の診察でチェックしないと︑自
分が緑内障かどうかはわかりま
せん︒緑内障はだれでもなる可
能性があり︑高齢になるほど罹
りやすい病気ですが︑若い人で
も緑内障になることがあります︒
緑内障は︑目の神経がダメー
ジを受けて視野が狭くなる病気
です︒
﹃視野が狭くなる病気﹄と
聞くと︑
﹁じゃあ︑緑内障になっ
たかどうか自分でわかるだろ
う︒
﹂と思われる人もいるかもし
れません︒しかし︑実際には緑内
障で視野が悪くなったことを自
覚できるのは︑緑内障がかなり
進行して視野が相当悪くなって
からです︒初期〜中期の緑内障
の場合︑自分で視野の異常に気
付くことはほとんどありません︒
人間には︑誰でも盲点という見
えない部分があります︒両目と
80
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今回の１品料理は︑冷蔵庫で１︿︿︿︿︿
週間程度は保存できるので︑常備

月集団指導のご案内﹀
12

菜としても利用できます︒是非︑☆減塩教室︵第３木曜日︶
お試しください︒
午後２時から 第４会議室
◆◆◆◆◆ 日日日日
日
栄養管理室では︑患者さまの個﹃気になる 気にならない
人栄養相談を行っております︒
外食の塩分量﹄ 管理栄養士
個々の病状にあったお食事のアド

カリフラワー
１株（約４００ｇ）
酢
１カップ
白ワイン
１／４カップ
水
３／４カップ
砂糖
大さじ４
塩
小さじ１／４
唐辛子
１本分
ローリエ
１枚
黒こしょう（ホール）
小さじ１
クローブ
１粒

!?

!?

冬場の空気の乾燥が︑のどの粘
膜を傷め︑インフルエンザにかか 今月の一品料理
りやすくなるといわれています︒
︻︻︻︻︻ カリフラワーのピクルス︼︼︼︼︼
加湿器等を用いて︑適切な加湿を
栄養管理室
保つことも効果的です︒
︻予防策４︼
○十分な休養とバランスのとれた

＜材料（４人分）＞
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︻予防策２︼
○手洗い
ウイルスは咳やくしゃみだけ
でなく︑手を介しても感染する
恐れがありますので︑こまめに
手洗いをすることが非常に大切
です︒特に︑外出から戻った時
や︑食事の際の手洗いを忘れず
に行いましょう︒
︻予防策３︼
○適度な湿度の保持

カリフラワーの旬は 〜２月で
す︒生のままだとすぐにつぼみが
開いてしまうので︑保存する際は
できるだけ早く下ゆでをしてから
保存するようにしましょう︒カリ
フラワーに豊富に含まれているビ
タミンＣは︑加熱しても他の野菜
より減少しにくいので︑風邪や肌
荒れの予防に役立ちそうです︒食
物繊維も豊富なので便秘の予防に
も有効です︒その他︑イソチオシ
アネートというがんの予防に効果
的と言われている栄養成分も含ま
れています︒

○禁煙外来のご案内
○禁煙外来のご案内（呼吸器科より）

学級閉鎖等が出始めており︑報 栄養摂取
バイスをさせて頂いております︒☆糖尿病教室︵第１〜３金曜日︶
告されている患者さんの数も全 感染から体を守るのに必要な抵
ご希望のある方は主治医にご相談
午後３時から 第４会議室
国的に少しずつ増え始めてきて 抗力を高めるため︑十分な休養と
ください︒
◆２日
います︒例年︑１月から３月が バランスのとれた食事を日頃から
﹃糖尿病とは・・・
インフルエンザの患者数がピー 心がけましょう︒
原因・症状・合併症など﹄
クを迎えるため︑これからの時
内科医師
期は十分に気をつけていく必要︻予防策５︼
◆◆◆◆◆９９９９９日日日日日
がありますが︑効果的な予防方 ○人混みや繁華街への外出を控え
﹃食事療法︑
︿公開市民講座のお知らせ﹀
法を以下に挙げてみますので︑るるるるる
３日坊主を卒業しよう！﹄
是非参考にして頂きたいと思い 人混みには出かけないことが一
管理栄養士 会場／地域医療研修センター講堂
番の対策となりますが︑年末年始 作り方
ます︒
◆◆◆◆◆ 日日日日
日
日時／ 月 日
時 分
を迎えるにあたり︑人混みに出か
﹃糖尿病の薬って何があるの？イ
﹃国立霞ヶ浦病院
①カリフラワーは小房に切る︒大
ける機会はどうしても多くなって
︻予防策１︼
ンスリン注射って不安・・・そ
きい房は半分にする︒
年の軌跡︵再︶
﹄
しまいます︒
そのような場合には︑
○流行前のワクチン接種
んな疑問に薬剤師がお答えしま
②鍋に調味料︑香辛料を入れ一煮
小児・周産期診療部長 山口 真也
感染を完全に防ぐことはでき マスクを着用する︑まめに手を洗
す︒
﹄
立ちさせ︑火を止める︒
ませんが︑かかった場合の重症 う等の対策を行いましょう︒
薬
剤
師
③②に①を加え︑
荒熱がとれるま
︿︿︿︿︿看護公開講座の案内﹀﹀﹀﹀﹀
化を防ぐ効果があると言われて︵引用・参考文献：厚生労働省ホー
でそのままにしておく︒
います︒ワクチンは接種後１か ムページ インフルエンザ対策
④荒熱がとれた ③を冷蔵庫で一晩
会場／茨城県県南生涯
月程度経過した頃から効果が出 インフルエンザＱ＆Ａ︶
ねかせたら出来上がり︒
学習センター小講座室４
ますので︑流行期から逆算して
︵土浦市大和町９番１号
月前半までには接種すること
ウララビル５階︶
をお勧め致します︒
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月２２２２２日
時〜〜〜〜〜 時時時時
日時／ 月月月月
時時時時
時
﹃手洗いで守ろう家族の健康﹄
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︻参加費︼無料
︻定 員︼ 名

感染管理認定看護師 菅野 勝司
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【土曜日・日曜日のみ実施しております！】
電話番号 ０２９−８２２−５０５０（代表）
（内線 ３３６０）
料
金 １９，０００円（自費診療）

15

60

※電話でお申込みください︒
０２９ ８
‑ ２２ ５
‑ ０５０
︵内線３１０１ 小沼まで︶
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【エネルギー １人前 ９４ｋｃａｌ】

○脳ドックのご案内
○脳ドックのご案内（放射線科より）
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＜インフォメーション＞

○電話予約の受付時間
○電話予約の受付時間（診療予約センターより）

電話番号 ０２９−８２６−６４７１（直通）
受付時間 平日 １２時３０分〜１６時まで

○ＭＲＩ検査予約について
○ＭＲＩ検査予約について（放射線科より）

当院では、ＭＲＩ検査を休日に実施することができます。
ご希望の方は、主治医にご相談ください。

受付時間 水曜日：１３：３０〜（完全予約制）
担
当 呼吸器科医師 菊池 教大
費
用 １クール通院５回 保険適応（要件有り）
３割負担で合計６，５００円程度
※初診もしくは３年以上受診がない場合は、別に３，１５０
円掛かります。

