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一口に緑内障といっても、さま

ざまな種類があります。 

眼圧が慢性的に高い開放隅角

緑内障。眼圧が正常の正常眼圧緑

内障。急激に眼圧が上がりやすい

閉塞隅角緑内障。糖尿病や膠原病

により 2 次的に引き起こされる

続発性緑内障。 

一般的な緑内障とは開放隅角

緑内障、正常眼圧緑内障をさし、

自覚症状はほとんど無く、知らな

いうちに病気が進行しているこ

緑内障の種類と症状 

 緑内障は目の中の神経が障害を受けて、徐々に見える範囲が狭くなっていく病気です。 

2005 年の疫学調査において、40 歳以上の 20 人に 1 人が緑内障であるという結

果が得られています。さらに 60 歳以上では、有病率が急激に高くなることも報告

されています。高齢化が進む現代社会では、緑内障はこれからも増え続ける病気で

あると推測されます。 

眼の中には血液の代わりとな

って栄養などを運ぶ、房水と呼ば

れる液体が流れています。眼の形

状は、この房水の圧力によって保

たれており、この圧力を眼圧と呼

んでいます。眼圧は時間や季節に

より多少変動しますが、ほぼ一定

の値を保っています。 

正常眼圧は 10～20 ㎜ Hg と

されており、21 ㎜ Hg 以上の眼

圧を高眼圧と定義しています。 

緑内障とは眼の中の神経が眼

圧によってダメージをうけ、見

える範囲が狭くなる病気ですか

ら、以前は眼圧が高い人がかか

るものと思われていました。 

しかし、眼圧が正常でも視神

経がダメージを受け視野が狭く

なるタイプの正常眼圧緑内障が

日本人に多いことがわかり、眼

圧のみでの診断は行われなくな

っています。 

とが多くあります。 

視神経の障害はゆっくりと起

こり、見える範囲も少しずつ狭

くなっていくため、初期の緑内

障では眼に異常を感じることは

ありません。 

しかし、閉塞隅角緑内障とよ

ばれる急性タイプの緑内障で

は、急激に眼圧が上昇するため、

眼の痛みや頭痛、吐き気など激

しい症状をおこしますので、至

急の治療が必要となります。 
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２月１３･２７日 
３月１３･２７日 
４月１０･２４日 

■受付時間■ 
午前 8 時～ 

 午前 10 時 30 分 
 

 

 

 

原則として予約診療は 

いたしません 

緑内障の治療として最も確実な方法

は、眼圧を下降させることです。 

緑内障治療には薬物治療、レーザー

治療、手術治療があります。 

現在、眼圧下降に効果の高いさまざ

まな目薬が開発され、ほとんどの緑内

障は目薬で治療できるようになってき

ています。 

 緑内障は、数年から数十年かけて進行

する慢性の病気ですので治療において

は、時間的負担、経済的負担も考慮が必

要です。 

個人個人に適した治療を、担当医と相

談し選択することが大切です。 

治療 

前述のように緑内障にはいろいろな

タイプがあるため、診断にあたっては、

さまざまな検査結果を総合的に評価す

る必要があります。人間ドックなどで

「緑内障疑い」と診断された場合でも、

まずは不安がらずに眼科を受診するこ

とが大切です。特に眼科専門医による

眼底検査は、緑内障発見の最も高い検

査法のひとつです。 

近年、眼底検査の所見を数値として

表すために、さまざまな精密測定機器

が登場してきています。目の機能を評

価する検査である視野検査も短時間で

行えるようなプログラムが搭載される

ようになりました。 

当院においても、今年度より視野測定

の結果を時系列で比較検討できるハン

フリー ビーライン解析というソフト

を導入しました。これは検査結果をグラ

フ化し、瞬時に視野障害の進行度を判定

できるソフトです。視野障害の程度と悪

化スピードがわかるため、治療変更・レ

ーザー時期・手術時期の判定にも有用で

あるとされています。 

 緑内障による視神経の萎縮、視野の変

化を元に戻す方法はありませんが、病気

の進行を食い止めるための様々な治療法

があります。早期発見、早期治療が視力

障害を予防するために最も有効であるた

め、40 歳を過ぎたら一度眼科受診をさ

れることをおすすめします。 

緑内障の早期発見のために 

赤ちゃんにおっぱいを上手く吸ってもらえ

ない、母乳が足りているのか心配、おっぱい

が張って痛い、乳首が切れて痛いなど、母乳

育児に不安がある場合をはじめ、仕事復帰す

る、断乳･卒乳する時にどうしたらよいか困っ

ている、などの場合にもぜひご利用ください。

こんなお悩みはありませんか？ 

助産師がご相談をお受けいたします。 

日 時 

毎週月曜日 15:00～16:00 

第 2･4 土曜日 9:00～10:30 
※1 回に付き 30 分の完全予約制 

料 金 

一般の方     3,150 円(初回時のみ＋2,835 円) 

当院で分娩された方 2,100 円 

（乳房マッサージを行った場合は＋2,100 円）   ※税込 

母乳外来は・・・ 

お母さまの「母乳で育てたい」という気

持ちを大切に考え、安心して母乳育児をす

すめられるよう、退院後のおっぱいのトラ

ブルや赤ちゃんの授乳状況などについて、

助産師がご相談をお受けする外来です。 

予約方法 
退院時または 
電話にて予約してください。 
 

受付時間 9:00～16:00 

東京臨海病院 産婦人科外来 
03(5605)8811(代表) 

受診当日 
①受付後、2 階産婦人科外来にお越しください。赤ちゃんの体重

や母乳量を測りたい方は、赤ちゃんも一緒にご来院ください。

②助産師による母乳相談、乳房マッサージ(別料金)を行います。

次回も来院が必要かどうかは、状況に応じて担当の助産師がお

答えします。 

③母乳外来が終わったら、1 階の会計窓口にて会計を済ませて 

ください。 
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外科 

■資格■ 

日本外科学会指導医・専門医

 日本消化器外科学会専門医 

日本消化器病学会専門医 

日本肝臓学会専門医 

マンモグラフィー読影認定医

日本がん治療認定医 等 

■専門■ 

消化器一般外科、乳腺外科 

肝胆膵外科、腹腔鏡下手術 
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平成２２年１月に 

着任した医師を紹介します。 

平成 22 年 1 月より就任致しました。 

専門は一般消化器外科です。平成 5 年昭

和大学医学部を卒業後、順天堂大学病院

にて肝胆膵(肝臓、胆道、膵臓)外科を修

練し、その後乳腺外科、腹腔鏡手術に関

してもトレーニングを積んできました。 

低侵襲(体への負担が少ない治療)長期予

後(治療後も長期間生命を保つ)を支柱

に、患者さまに対し優しい治療に取り組

んでいきたいと思っています。 

 

 

臨床工学技士とは昭和６３年に国家資格として制定された生命維持管理装置の操作及

び、保守点検を目的として作られた資格です。生命維持管理装置で代表的なものは心臓の

手術時に用いられる人工心肺や人工呼吸器、人工透析装置などがあります。 

 

当院の臨床工学室業務は①機器管理業務、②臨床業務、③教育業務に別けられます。 

① 機器管理業務 
a)定期点検、修理業務 

管理された機器は使用頻度や機器の

重要度に応じて作成された年間点検計

画に基づき定期点検及び修理を行って

おります。 

また、機器は電子カルテ内の物流シ

ステムで管理されており、常に最良な

状態で患者さまへご使用出来るよう努

めております。 

② 臨床業務 
a)血液浄化業務 

血液透析を始め、持続的緩徐式血液透析、血漿交換、腹水濾過濃縮など、各種血液浄化

を行っております。 

b)人工心肺業務 

人工心肺操作は日頃から技術訓練を行い、技術の維持、向上を目指しております。 

また、プレコネクト回路や遠心ポンプ、各種安全装置等、最新のシステムと自動記録シス

テムを採用し、安全で確実な人工心肺操作を目指しております。 

c)補助体外循環装置業務 

当院には経皮的心肺補助装置（PCPS）及び、大動脈内バルーンパンピング(IABP)が設

置されており、日頃より臨床工学士が技術訓練を行い緊急時にも迅速に対応が出来るよう

体制を整えております。 

d)人工呼吸器業務 

近年、人工呼吸器は高度な機能をもち、操作やその換気方法が難しくなっております。 

臨床工学室ではより安全な医療を提供する為に、人工呼吸器稼動時・稼働中にチェックリ

ストを基に、正常な稼動が行われている事を常時確認しています。  

③ 教育業務 
臨床工学室では人工呼吸器操作等の定期的な院内勉強会に加えて、各部門から依頼を受け

て機器に関する勉強会を開催しております。 

また看護師だけではなく、臨床研修医・コメディカルなど、医療に従事するスタッフへの

教育も行い、安全性の向上に努めております 。 

 

 

b)中央管理業務 

機器は、使用していない場合は臨床工学室に

て保管され、必要時に病棟からのオーダーで、

貸出しを行っていることにより、廊下などに医

療機器を保管しない、すっきりとした環境整備

に配慮しております。 

電子カルテ内のシステムで、機器の所在を把

握し、少ない台数で効率的な機器の管理を行う

ことが可能となっております。 

2 月 27 日(土)の

糖尿病教室は 

都合により中止
となっています。

ご了承ください。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒134-0086 

東京都江戸川区臨海町 1-4-2 

電話 03-5605-8811(代表) 

FAX03-5605-8113 

ホームページもご覧ください 

http://www.tokyorinkai . jp/ 
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◆発行：東京臨海病院  
◆発行責任者：山本 保博  
◆編集：広報委員会・企画経営課 
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2 月 3 日は節分の日。豆まきは行いましたか？ 

節分は、春を迎えるために豆をまいて邪気を払うといわれていますが、これは中国から伝わった

「追儺(ついな)」という儀式から由来しているそうで、疫病や災害を打ち払うため、鬼の面をか

ぶった人を追う、という行事だそうです。ではなぜ豆まき？かというと、春が訪れたといっても

依然として寒さが厳しく、季節の変わり目でもあるから病気になりやすい。そこで、「畑の牛肉」

ともいわれる大豆を食べてタンパク質を補給するという狙いがあったそうです。 

豆まきをして邪気を払い、「畑の牛肉」を食べて本格的な春の到来まで頑張っていきたいもので

すね。 

体重 70ｋｇのヒトの第 3 腰椎の椎間板内圧量を測定。立位姿勢の負荷量を

100 とし、姿勢ごとの椎間板内圧量の割合を表示。 

 

 

 

 

仰向け姿勢が最も負担が少なく、座って前かがみで物を持ちあがる姿勢が

最も負担が高い。 

～腰痛～ 
 肩こり、腰痛の出現は、二足歩行で過ごすヒトの 

宿命と言われています。 

私達が日頃過ごす姿勢は、直立姿勢だけでなく、 

寝たり、座ったり、しゃがんだりと様々な作業、動作に応じて姿勢

を変えています。そのため、どんな姿勢が肩こりや腰痛を起こしや

すいかを知ることが、予防対策につながります。 

 上半身と下半身をつなぎ止めている腰椎は、直立姿勢で体重の 2

～3 倍の負担がかかると言われます。ちょっとからだを前かがみに

するだけで、直立姿勢の 1.5 倍の負担がかかります。また座って前

かがみになる場合では、1.8 倍以上の負担が生じます。座る方が負

担を受ける理由は、股関節を曲げる事で腹筋がゆるみ、腹圧が下が

り、脊柱の支持力が減少するためと考えられます。 

 ひと口に腰痛と言っても原因は、さまざまです。突然生じるよう

に思いがちの腰痛も実際は、日々の生活で知らない間に蓄積したダ

メージが影響します。日頃から腰椎に負担がかからない生活様式の

工夫をしましょう。 

Nachemson.et.al : The lumber Spine.An orthopaedic challenge(1976) 

姿勢によって腰の負担は異なります。 

座っている方が腰の負担は大きい！ 


