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眼　科

糖 尿 病 網 膜 症

医長 葉田野宣子

糖尿病網膜症とは

　糖尿病は血液中のブドウ糖濃度（血糖値）が高い状態、すなわち高血糖が

続く病気です。日本人における患者さんの数は「糖尿病の可能性を否定で

きない人」を含めると、全国で 2,210 万人もいるとされ、国民病と言って

も過言ではありません。

　糖尿病は、はじめのうちは痛みなどの自覚症状がなく、そのまま治療を

受けない人が４割くらいいると言われています。しかし、放置すると知ら

ないうちに合併症が進行し大変なことになってしまいます。

　その合併症の中の代表的なものに目の病気「糖尿病網膜症」があります。

とう  にょう びょう  もう   まく  しょう

　目はカメラのような構造をしており、眼球の

中にはフィルムの役割をする神経の膜（網膜）

があります。高血糖が続くと網膜の中の血管に

異常をきたし、網膜の機能がだんだんと低下し

てきてしまいます。

　やっかいなのは、網膜症では視力は末期にな

るまで悪くならないことが多く、進行の度合い

の判断にはなりません。

　人間は必ず年をとりますが、年をとるのと同

じだけ糖尿病である時間も長くなり、それとと

もに網膜症になる人の割合も増えます。それは

糖尿病になってからの時間と網膜症の発症に

関連があるからです。

網膜症の病期

　①単純網膜症

　網膜の毛細血管がもろくなり、小さい出血が

起きる状態です。

　視力はよいことが多く自覚症状はありませ

ん。内科で血糖をコントロールする治療で落ち

着くことが多く、眼科は通院で経過観察となり

ます。

　②増殖前網膜症

　異常をきたしていた血管が詰まったり消失

したりして、網膜の血液の循環が悪くなり酸素

不足になります。

　悪性の網膜症ですが、やはり自覚症状がない

ことがほとんどです。近いうちにレーザー治療

が必要となる重要な時期です。

　③増殖網膜症

　やがて酸素不足になった網膜には反応性に

新たな血管が生えてきますが、網膜の中でなく

眼球の中（硝子体）に向かってめちゃくちゃに

生え、ときには蜘蛛の巣のように絡まったりし

ます。このような血管を新生血管といい、これ

がちぎれると硝子体出血という大きな出血に

なったり、縮むと網膜剥離を起こしたりして失

明の可能性が高くなります。

　患者さんは突然視力が悪くなるなどの強い

自覚症状が出ます。積極的な眼科の治療（レー

ザーや手術）が必要になります。

積極的に眼科の受診を

　網膜症があってもよく見える状態はごく普

通にあり、それゆえに眼科への受診が遅れて治

療のベストのタイミングを逃してしまってい

る患者さんが多数いらっしゃいます。

　また、失明する恐ろしい病気なので怖くて眼

底検査を受けたくない、と思っている患者さん

もいらっしゃいます。

　「放置すると失明してしまう病気」であるこ

とは確かですが、末期になるまでに適切な治療

を開始すれば、失明せずに一生を送れることが

ほとんどです。

　患者さん自身が現在、網膜症があるのかない

のか、ある場合はどの程度の進行なのかを知る

ことが大切です。異常がなくても積極的に眼科

を受診し、前向きに治療に取り組んでいただけ

れば幸いです。
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クールビズ
実 施 中

●●●●●●●

●●●●●●●

６/1 ～ 10/31

期間中、ノーネクタイ、

ノー上着等による対応と

させていただきます。

また、昨年に引き続き電力

の削減を実施しており、院

内の冷房温度を高めに設

定しております。

ご来院の皆様のご理解と

ご協力をお願い申し上げ

ます。

「第 7 回 東京臨海病院 区民公開講演会」を開催しました。

「看護の日」イベントを開催しました。

江戸川区「災害医療コーディネーター」に任命されました。

 

　当院 救急科部長 佐藤秀貴医師が、江戸川区災害医療コーディ

ネーターに任命され、４月２８日（月）に多田江戸川区長より辞令

が伝達されました。佐藤医師の他、江戸川区医師会・浅岡副会長、

江戸川病院・下重統括外科部長が任命されました。任期は２年です。

　【災害医療コーディネーター】とは…？

　大規模災害が発生した際、人々の命を救うため、医療の確保が何よ

りも求められます。各医療機関の負傷者の受け入れ体制や医療品の供

給状況などの集約、今どこで何が機能し何が不足しているのか…といっ

たことの調整役が必要となります。このように災害時に必要な調整を、

迅速かつ的確に行う医師のことをいいます。

　５月１７日（土）「タワーホール船堀」にて、

『ロコモティブシンドローム（運動器症候群』～いつまでも自分の足で歩くために！～
をテーマに講演会を開催しました。

次回の

区民公開講演会は、

10 月18 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためて

お知らせいたします。

▲丹正勝久病院長 ▲斎藤忠則副院長

▲整形外科部長 落合俊秀 ▲理学療法士 笠原剛敏 ▲来場者全員で「ロコモーショントレーニング」！

　５月１０日（土）「看護の日」イベントを開催しました。当

日は天気にも恵まれ、患者さんだけでなく、ご家族やお見

舞いに来られた方の参加もあり、延べ 182 名の方に参加

していただきました。毎年恒例の「健康診査」「健康相談」に

加、今年は「正しい手洗い」や「ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）チェック」など、参加者の方々に実体験し

ていただく内容を実施しました。

　参加者からは「大変ためになった」「役にたったので今後

実践したい」などのご意見を沢山いただきました。また、

「救急車試乗コーナー」では普段乗ることのできない救急

車に実際に乗り、見て、触れることができ、記念撮影をする

など大人気でした。「看護への道」では看護師を目指す方だ

けでなく、多くの方に看護師になるための進路を知ってい

ただく場となりました。

　今後も多くの方にお役に立てるような企画をしていき

たいと思っています。
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原則として予約診療は
いたしません

■受付時間■
　午前８時～
　　午前10時30分

7月12・26日
8月  9・23日
9月13・27日

７・８・９月
土曜診療日

７・８・９月
土曜診療日

 
●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 26 年７～８月）

（木）

（月）

8/  7

8/18

日　時 テーマ 担　当

●時間 /14 時～ 1５時
　（13:40 開場）
●場所 /2 階  大会議室
●参加費 / 無料
●申込み / 不要
※当日は直接会場までお越しください。

　詳しくは、病院ホームページまたは院内に

おいてあるパンフレットをご覧下さい。

ICT times Vol.6

ＴＶや新聞などで「耐性菌」や「薬剤耐性菌」という言葉を、お聞きになったことはありませんか？

　●耐 性 菌 と は………抗菌薬（抗生物質）に対して抵抗力を持ってしまい、抗菌薬が効き

　　　　　　　　　　　にくくなった菌のことです。

　●多剤耐性菌とは……多くの抗菌薬に耐性を獲得した菌のことです。

　●抗 菌 薬 と は………細菌感染によって引き起こされる感染症の治療を助ける薬です。

Ｑ. 日常で多剤耐性菌に感染したりするのですか？

Ａ.菌は私達の身の回りにも存在し、体の中に常在している菌（常在菌）として持っています。

　 多剤耐性菌は通常の菌に比べればまれにしか存在しません。生活上感染する可能性はあ 

　 まりないでしょう。もし多剤耐性菌が体内に入ったとしても、ほとんどの人が何も症状が

　 ないまま体内からいなくなってしまう場合が多いと考えられています。

Ｑ. 多剤耐性菌からの感染予防法はありますか？

Ａ.日常生活を送る上で、感染する可能性はまれです。手洗いなどの衛生管理をしっかり守っ

　 ていれば大丈夫というわけではなく、特に有効な手段があるわけでもありません。しか

　 し、多剤耐性菌以外の菌でも細菌感染が起こることがあるので、常に手洗いなどの衛生管

　 理をしっかり行うことが大切です。

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

（木）

（月）

7/10

7/28

管理栄養士

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～

糖尿病の食事

　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病とは
糖尿病の検査の話

【ミニ講座今後の予定】

お問い合わせ：がん相談支援センター

■場所 /2 階  第 1･2 会議室

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

８月のキャンサーカフェはお休みさせて頂きます。

気持ちの整理とストレスの緩和について

日　程 担当者ミニ講座の内容

7/29（火） 臨床心理士

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 ～予定（15 ～ 30 分程度）  

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士
糖尿病の食事　基礎編

　～バランスよく食べよう～

　がん患者さん･ご家族同士の交流の場

です。毎回ミニ講座も開いております

ので、どうぞお気軽にご参加下さい。

毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています
【がん相談支援センター】

1階「売店」前です。

シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

平成 26 年６月に着任した医師を紹介します。

■専門■
　高齢者の筋肉量、運動量、内臓脂肪と
　糖代謝の関連について

糖尿病内科

医員　橋本　雅夫
はしもと　　 まさお

 

■専門■
　小児科一般

小児科 小児科

■専門■
　小児科一般

医員　永田　裕子
ながた　　　ゆうこ

医員　八田　京子
はった　　きょうこ

５月末で退職した医師

小 児 科 池尻　佳奈

小 児 科 上田　琴葉

■資格■
　日本内科学会認定内科医
　日本糖尿病学会専門医
　日本老年医学会老年病専門医

 日本医科大学付属病院老年内科では、ご高齢の患者さん
を中心に糖尿病、その他一般内科を診察してきました。
この経験を生かし、丁寧な診察を心掛けたいと思います。

薬剤耐性菌について薬剤耐性菌について薬剤耐性菌について
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
18 15  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒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

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２６年５月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２６年５月1日現在）： 82 名

外来延患者数： 19,906 名

入院延患者数：  9,343 名

手術件数： 249 件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆発行：東京臨海病院
◆発行責任者：丹正　勝久
◆編集：広報委員会・企画経営課

※外来診療のない日（休日、第1・3・5土曜日、
　年末年始等）は運行しておりません。

  

 

 

 

 

 

 次号のドクターメールは･･･「夏に多い子どもの病気 ～小児科～」を予定しております。

編集後記・次回予告
　梅の実が熟すころ、長い雨の季節が到来して、梅雨になります。昨年は我が家

の梅の実も豊作。梅酒を漬けて得意になっていました。そ

んな折、山本前病院長から「うちの梅だよ」と言ってジャ

ムを渡されました。あまりの美味しさに、ちょっと天狗に

なっていた鼻もポッキリ。病院の周りでは今年もビョウヤ

ナギが全開です。鮮やかな黄色い花の色が梅雨明けに向け

て、新たな元気をくれます。

 

【 薬局窓口 ～お薬を受け取られるときに～ 】

　お薬と一言で言っても、

　　○錠剤、カプセル、粉薬などの『内服薬』

　　○軟膏、吸入薬、湿布などの『外用薬』

　　○糖尿病のときに使用する『注射薬』

など様々な形のお薬が存在します。そのため、今までお薬の飲み方や使い方で

戸惑ったことがあるのではないでしょうか？

　特に、初めてもらったお薬に関して、病院では理解した

つもりでも、自宅に帰って実際に使用するときに、飲み方

や飲む量などが分からなくなり、不安になってしまったと

いう経験をされた方もいるのではないでしょうか。また、

分からないまま確認せず自己判断で長期にわたり使用され

ていた方も多いのではないでしょうか。

　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊

　薬局の窓口では、そのような患者さんのためにぜひお役に立ちたいと考えて

おります。お薬をお渡しするときに一緒にお渡ししている『お薬説明書』にも記

載されていますが、下記事項についてより詳しく説明を行うことが可能です。

　　　○お薬の効能・効果や用法・用量など

　　　○使用により起こる可能性のある副作用

　　　○食べ合わせの悪い食品

　　　○保管方法などの使用上の注意点

　　　○お薬の飲み合わせ

　また、火・金曜日の 10 時 30 分～ 11 時 30 分の 1 時間、

お薬に関することならどんな些細なことでも対応する

「お薬相談」も行っています。

　　　　　　　　＊　　　＊　　　＊

　お薬を安全かつ安心して使っていただけるよう、お薬のことで気になること

があれば、薬局窓口までお気軽にご相談ください。

あれ？


