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こんにちは。あまの眼科クリ

ニック院長の天野喜仁天野喜仁天野喜仁天野喜仁です。 

いつもありがとうございます。 

 

２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年がスタートしました！今年も皆さんの健康健康健康健康

をををを守守守守ってってってっていけるように、精進してまいります。何卒、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 

今年の干支は『巳巳巳巳』ですね。巳は人々を災難から守り、

幸運の使いとされる干支だそうで、巳年は蒔蒔蒔蒔いてきたいてきたいてきたいてきた種種種種

がががが実実実実をををを結結結結ぶぶぶぶ年年年年と言われているそうです。 

 

今年は今まで努力してきたことが良い結果につながっ

たり、したいと思ってきたことが実現できたりと、そん

ないい年になりそうな予感がしますね！ 

 

夢や目標に向かって今まで続けてきたことを、今年は今今今今

までまでまでまで以上以上以上以上にににに楽楽楽楽しみながらしみながらしみながらしみながら継続継続継続継続していくことしていくことしていくことしていくことが、より良い

結果につながる秘訣だそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私は、あまの眼科クリニックを開業したときから、「地地地地

域域域域のののの皆様皆様皆様皆様にににに愛愛愛愛されされされされ親親親親しまれしまれしまれしまれ、、、、そしてそしてそしてそして信頼信頼信頼信頼されるされるされるされるクリニックリニックリニックリニッ

クククク」を目指してきました。 

 

そして、今現在もそのようなクリニックに近づいていけ

るように、進んでいるところです。 

 

１１１１人人人人でもでもでもでも多多多多くのくのくのくの方方方方をををを健康健康健康健康にするにするにするにするために、私たちは今年も

しっかり歩みを進めてまいりたいと思っています。 

 

私たちが成長し、目指しているクリニックの形に近づい

ていくためには、ご来院いただく患者さんからのアドバアドバアドバアドバ

イスイスイスイスも欠かすことができません。 

 

おおおお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点などございましたら、どんな些細なことで

も結構ですので、遠慮なさらずに教教教教えてくださいえてくださいえてくださいえてください。 

 

夢をひとつでも形にできるように、お互いに素晴らしい

２０１３年にしていきましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまの眼科通信 Ｖｏｌ．１１ 
～２０１３年１月発行～ 

春日井市八田町６丁目２１－２３ 

電話 ０５６８－５６－０００２ 

 

p.1 ご挨拶とお知らせ 

p.2 知っておきたい目の基礎知識 

p.3 よくある疑問 Ｑ＆Ａ 

p.4 緑内障と白内障を知ろう！ 

p.5 目と食べ物のお話 

p.6 スタッフコラム 

あまの眼科クリニックＮｅｗｓ 

ホームページで医院新聞のバックナンバーをご覧になれます！ 

医院新聞も今回で第１１号を発行させていただきました。 

多くの患者さんにお読みいただき、ご感想やお言葉をいただ 

き、大変大きな励みになっております。 

本当にありがとうございます！ 

当院のホームページでは、医院新聞のバックナンバーを 

過去１０回分ご覧になることができます。 

検索サイトで「あまの眼科」と検索していただくか、 

ＵＲＬ「http://www.amano-ganka.jp」でご覧ください。
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１月終わり頃から『スギスギスギスギ花粉花粉花粉花粉』が飛散しはじめます。ス

ギ花粉アレルギーの方には、つらい季節になりますね… 

 

目の反応で言えば、かゆみかゆみかゆみかゆみや涙涙涙涙、目目目目やにやにやにやに、目目目目のののの充血充血充血充血など

『アレルギー性結膜炎』の症状が現れます。 

 

毎年「コンタクトレンズ」を使っている方からのご相談

も多いので、今回は“花粉症花粉症花粉症花粉症によるによるによるによるアレルギーアレルギーアレルギーアレルギー性結膜炎性結膜炎性結膜炎性結膜炎

ととととコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズ”についてお話したいと思います。 

 

● 花粉症とコンタクトレンズ 

 

花粉症の方がコンタクトレンズを使っていると… 

 

「目がゴロゴロする」 

「目がかゆくて充血する」 

「コンタクトがずれやすい」 

「目やにでレンズがくもる」 

 

このような症状が現れてきます。 

 

しかし、つらい症状はあるものの、なかなかコンタクトコンタクトコンタクトコンタクト

レンズレンズレンズレンズのののの使用使用使用使用をををを一時的一時的一時的一時的中止中止中止中止ににににすることができないすることができないすることができないすることができない方が

多いようです。その理由としては… 

 

理由① メガネをかけたくない（見た目が気になる） 

理由② 使用を止めても症状に違いを実感しない 

理由③ メガネをかけることが面倒だから 

 

外見を気にすることもありますが、やはり普段普段普段普段ののののライフライフライフライフ    

スタイルスタイルスタイルスタイルをををを変変変変えたくないえたくないえたくないえたくないと望む方が多いと感じます。 

 

実際にコンタクトレンズを使っている方６００人に実

施したアンケートの結果を見てみても、「「「「花粉飛散期花粉飛散期花粉飛散期花粉飛散期もももも

できればできればできればできればコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズコンタクトレンズのののの使用使用使用使用をををを継続継続継続継続したいしたいしたいしたい」」」」という

方は８８８８８８８８．．．．３３３３％％％％にもなります。 

 

 

 

 

しかしながら、「目がゴロゴロする」「コンタクトがずれ

る」などの症状がありながらコンタクトを使い続けるこ

とは、非常非常非常非常にににに危険危険危険危険なことなことなことなことです。 

 

中には、非常に重篤な結膜炎・角膜炎を発症する患者さ

んもいますので、細心の注意を払ってください。 

 

● 花粉飛散期のコンタクトは？ 

 

花粉飛散期には、それなりのそれなりのそれなりのそれなりの使使使使いいいい方方方方があります。そのポ

イントをよく知っておいてくださいね。 

 

①①①①    症状症状症状症状がががが出出出出るるるる前前前前にににに早目早目早目早目のののの受診受診受診受診をををを！！！！    

 

花粉飛散期であってもコンタクトレンズを使い続けた

い方は、早めに眼科医に相談し、症状症状症状症状がががが出出出出ないうちからないうちからないうちからないうちから

目薬などの対処をしておきましょう。 

 

②②②②    １１１１日使日使日使日使いいいい捨捨捨捨ててててレンズレンズレンズレンズにににに変変変変えてみるえてみるえてみるえてみる    

 

花粉を目に留めないよう、毎日のケアで「レンズレンズレンズレンズをををを清潔清潔清潔清潔

にににに保保保保つつつつ」ことが最も重要なポイントです。そのためにも、

１日使い捨てタイプへの切り替えはひとつの方法です。 

 

③③③③    自己流自己流自己流自己流ののののケアケアケアケアはやめましょうはやめましょうはやめましょうはやめましょう！！！！    

 

目に入った花粉を洗い流そうと水道水や洗眼水で目を

繰り返し洗うことは、目の粘膜を刺激してかえって症状

を悪化させたり、かゆみが増すこともあります。 

 

また、眼科以外で処方・購入された目薬では、コンタクコンタクコンタクコンタク

トレンズトレンズトレンズトレンズのののの装用装用装用装用にににに関関関関してしてしてして適切適切適切適切ななななアドバイスアドバイスアドバイスアドバイスができませができませができませができませ

んのでんのでんのでんので、必ず“眼科”を受診してください。 

 

一番良いのは、コンタクトの使用を中止することですが、

使用使用使用使用をををを継続継続継続継続したいしたいしたいしたい場合場合場合場合はははは、、、、必必必必ずずずず眼科眼科眼科眼科をををを受診受診受診受診しましょうしましょうしましょうしましょう！ 

知知知知っておきたいっておきたいっておきたいっておきたい目目目目のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識    

第１１回 『花粉症』と『コンタクト』 
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日頃の診療で、皆さんからよくご質問い

ただくことについて、簡単にお話したい

と思います。 

 

同じような疑問をお持ちの方のお役に立てればと思い

ますし、周りの方でこんな疑問をお持ちの方がいらっし

ゃいましたら、参考までに教えてあげてくださいね。 

 

それでは、早速お答えしていきましょう！ 

 

Ｑ．コンタクトレンズ装用中に目の調子

が悪くなって・・・どうしたらいいですか？ 

 

コンタクトレンズ（以下ＣＬ）は眼鏡と違って目目目目にににに直接直接直接直接

触触触触れるれるれるれるため、重篤な障害を引き起こす場合があります。 

 

ＣＬを装用中に、目が「赤い」「ゴロゴロする」「痛い」

「かゆい」「まぶしい」などの異常を感じたときは、すすすす

ぐにぐにぐにぐにＣＬＣＬＣＬＣＬをををを外外外外しましょうしましょうしましょうしましょう。 

 

このような異常の原因としては、ＣＬの装用による場合

と、ＣＬの装用とは関係のない目の病気による場合とが

あります。 

 

ＣＬの汚れや付着物による場合などでは、ＣＬＣＬＣＬＣＬをををを外外外外したしたしたした

だけでだけでだけでだけで症状症状症状症状はははは軽減軽減軽減軽減しますしますしますします。 

 

一方で、ＣＬを外しても目の症状が軽減しない場合は、

目目目目にににに何何何何らかのらかのらかのらかの障害障害障害障害をををを生生生生じているじているじているじている可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいいので、すぐ

に眼科の診察を受けてください。 

 

安易に薬局で適当な目薬を購入して対処するのは、お勧

めできません。原因を明らかにして、適切な処置を講じ

る必要がありますので、必ず眼科を受診しましょう。 

 

 

 

 

 

 

ところで、眼鏡を持っていない方や度があっていない方

など、ＣＬを外すと見えないので生活に困るという理由

からＣＬをなかなか外さない方がいます。 

 

普段から適切な眼鏡を持ち、ＣＬＣＬＣＬＣＬとととと眼鏡眼鏡眼鏡眼鏡をををを併用併用併用併用することすることすることすること

を習慣にして欲しいと思います。 

 

Ｑ．緑内障の検査はどんなことをす

るんですか？時間がかかりますか？ 

 

視力検査、細隙灯顕微鏡検査、眼圧検査、隅角鏡検査、

眼底検査、視野検査などがあります。視野検査以外視野検査以外視野検査以外視野検査以外はははは、、、、

それほどそれほどそれほどそれほど時間時間時間時間はかかりませんはかかりませんはかかりませんはかかりません。 

 

緑内障＝高眼圧というイメージがあるかもしれません

が、緑内障の診断には眼圧検査よりも、眼底検査眼底検査眼底検査眼底検査とととと視野視野視野視野

検査検査検査検査がががが重要重要重要重要です。 

 

最近では、健康診断や人間ドックで眼底検査や眼圧検査

が行われるケースも増えてきて、そこで指摘を受けて、

眼科で精密検査を受診するケースも増えてきました。 

 

眼科では、特殊な検査ではなく眼科で一般的に行われて

いる眼圧検査や眼底検査など、短時間で受けられる検査

である程度診断がつきます。 

 

さらに視野検査にて診断を確定し、隅角鏡検査で病型を

確認します。 

 

これが眼科で行う緑内障検査の一連の流れです。 

 

緑内障緑内障緑内障緑内障はははは、、、、早期発見早期発見早期発見早期発見とととと早期治療早期治療早期治療早期治療がががが肝心肝心肝心肝心ですですですです。緑内障では

視神経の変化が視野変化より先に現れますので、早期発早期発早期発早期発

見見見見のためにはのためにはのためにはのためには眼底検査眼底検査眼底検査眼底検査がががが重要重要重要重要になります。 

 

よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問におにおにおにお答答答答えしますえしますえしますえします！！！！    

ちょっと気になる目の疑問 
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年齢を重ねるとともに、若い頃には感じたこともなかっ

た何となく感じる目の違和感、目の疲れや見えにくさな

どを感じることがあります。 

 

症状が一時的であったり、はっきりした症状がなかった

りするために、放って置かれてしまうこともしばしばあ

りますが、そこには病気病気病気病気がががが隠隠隠隠れているかもれているかもれているかもれているかもしれません。 

 

目も身体の一部である以上、長年使ってくるうちに老化老化老化老化

現象現象現象現象が現れます。さまざまな目の病気も、老化老化老化老化のののの延長線延長線延長線延長線

上上上上にあるにあるにあるにある自然現象自然現象自然現象自然現象ともいえます。 

 

一方で、「生涯見生涯見生涯見生涯見えることえることえることえること」は、私たちが豊かな生活を

送る上で必要不可欠なことでもあります。 

 

加齢性の目の病気は、適切適切適切適切なななな治療法治療法治療法治療法があるものがほとんがあるものがほとんがあるものがほとんがあるものがほとん

どどどどです。病気のことを知って、より豊かな生活を送るこ

とにお役立ていただきたいと思います。 

 

● 加齢とともに現れる目の病気 

 

加齢とともに現れる病気の中には、緑内障のように「はははは

っきりしたっきりしたっきりしたっきりした症状症状症状症状もなくもなくもなくもなく徐徐徐徐々々々々にににに進行進行進行進行しししし、、、、重重重重いいいい障害障害障害障害をををを残残残残してしてしてして

しまうしまうしまうしまう可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある病気病気病気病気」があります。 

 

逆に「ちょっとしたちょっとしたちょっとしたちょっとした治療治療治療治療でででで目目目目のののの疲疲疲疲れやれやれやれや違和感違和感違和感違和感がとれてがとれてがとれてがとれて快快快快

適適適適になるになるになるになる病気病気病気病気」もあります。 

 

目の病気も、ほかの病気と同じように、早早早早いいいい段階段階段階段階からのからのからのからの

対応対応対応対応やややや治療治療治療治療が大切です。目の調子がおかしいときには、

まず眼科を受診するようにしましょう！ 

 

いくつかの代表的な病気をご紹介しますと… 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    白内障白内障白内障白内障    

 

加齢により本来透明な水晶体が酸化、白濁した状態にな

る病気です。まぶしい、暗い、目のかすみ、二重に見え

る、視力低下などの症状が現れます。 

 

②②②②    緑内障緑内障緑内障緑内障    

 

眼圧が高くなり視神経の障害され、視野が欠ける病気で

す。初期には自覚症状がほとんどなく、自覚症状が現れ

る頃には症状が進行していることが多いのが特徴です。 

 

③③③③    老視老視老視老視    

 

ピントが合わない、視力低下、眼痛などの症状が現れま

す。毛様体の動きと水晶体の弾力性の低下し、焦点が合

いにくくなることが原因です。 

 

④④④④    乱視乱視乱視乱視    

 

角膜と水晶体の歪みで焦点が定まらない状態になり、物

体が二重になったり、ゆがんで見えたりします。 

 

⑤⑤⑤⑤    黄斑変性症黄斑変性症黄斑変性症黄斑変性症    

 

網膜の中心にある黄斑部の老化が原因で、視野がぼける、

ゆがんで見える、見たいものが見えないといった症状が

現れる病気です。 

 

他にも、『飛蚊症飛蚊症飛蚊症飛蚊症』や『網膜剥離網膜剥離網膜剥離網膜剥離』などの病気も加齢を

原因とする代表的な病気です。 

 

これから『加齢加齢加齢加齢をををを原因原因原因原因とするとするとするとする目目目目のののの病気病気病気病気』について、順番

にお話していきます。病気のことを知って、皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの““““よよよよ

りりりり健康健康健康健康でよりでよりでよりでより豊豊豊豊かなかなかなかな生活生活生活生活””””にににに役立役立役立役立ててくださいててくださいててくださいててくださいね！ 

 

加齢加齢加齢加齢とととと目目目目のののの病気病気病気病気についてについてについてについて知知知知ろうろうろうろう！！！！    

第１回 「加齢と目の病気」のお話 
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目目目目にいいにいいにいいにいい食食食食べべべべ物物物物のお話、今回は““““リコピンリコピンリコピンリコピン””””という栄養

素のお話をしたいと思います。 

 

● リコピンって？ 

 

「リコピン」とは、トマトやスイカなど赤黄色野菜に含

まれる赤赤赤赤やややや黄色黄色黄色黄色のののの色素成分色素成分色素成分色素成分のことです。 

 

Βカロテンと同じように、活性酸素を取り除き、視力を

保持することに役立ち、目の粘膜を正常に保つという

“抗酸化作用抗酸化作用抗酸化作用抗酸化作用”がある栄養素です。 

 

注目されているのは、その抗酸化力抗酸化力抗酸化力抗酸化力です。Βカロテンの

２倍以上、ビタミンＥのなんと１００倍以上の抗酸化力

があるのだとか。 

 

海外には「トマトが赤くなると医者が青くなる」という

ことわざがあるそうで、それぐらいトマトの赤色は注目

を集めてきました。 

 

目の病気で抗酸化作用と深いかかわりがある病気とい

えば、“白内障白内障白内障白内障”です。 

 

近年多くの研究報告が発表されており、「リコピンの血

中濃度が高い人は白内障の発症率が低い（発症が遅くな

る）」という報告が注目されています。 

 

● リコピンの効率的な摂取法は？ 

 

リコピンは、もともと油油油油にににに溶溶溶溶けやすいけやすいけやすいけやすい性質を持っていま

すので、油を使った調理法によって、吸収がぐんと高ま

ります。 

 

リコピンは熱熱熱熱にににに強強強強いいいいので、炒めたり煮込んだりしても成

分がそれほど減少する心配もありません。 

 

 

 

 

 

トマトソースがイタリア料理などでよく使われている

ように、オリーブオイルなどと一緒に調理するのが効果

的です。 

 

１日に摂取するリコピンの目安量は１５mg で、これは

Ｌサイズのトマト２個分に相当します。実際にトマトを

これだけ食べるのは難しいですよね… 

 

実は加工食品加工食品加工食品加工食品のほうが効率よく摂取でき、例えばトマト

ジュース１缶にはリコピンが２３mg 程度含まれていま

す。加工食品の活用が、リコピン摂取のポイントです。 

 

【リコピンを効率よく摂取するレシピ】 

 

チキンのトマト煮込み 

 

＜＜＜＜材料材料材料材料（（（（２２２２人前人前人前人前）＞）＞）＞）＞    

・ トマト水煮 １缶 

・ 鶏もも肉 ３００ｇ 

・ たまねぎ １／２個 

・ にんじん １本 

・ きのこ 適量 

・ オリーブオイル 大さじ１ 

    

＜＜＜＜作作作作りりりり方方方方＞＞＞＞    

１． 鶏もも肉は一口大に、たまねぎはみじん切りに、に

んじんは乱切りに、きのこは一口大に切ります。 

２． フライパンにオリーブオイルをひき、刻んだにんに

くを入れて火にかけ、香りが出てきたら鶏肉を入れ

て全体に焼き色がつくまでよく焼きます。  

３．たまねぎ、にんじんを加えて炒めます。 

４．料理酒を加えてアルコール分を飛ばし、固形ブイヨ

ン１個を加えて溶かします。 

５．トマトの水煮缶とローレル、きのこを加えて弱火で

１５分ほど煮込み、最後に塩こしょうで味を整えて

出来上がりです！ 

目目目目にににに良良良良いいいい食食食食べべべべ物物物物をををを食食食食べようべようべようべよう！！！！    

「目に良い栄養素 ～リコピン～」 

・ にんにく １かけ 

・ 料理酒 １／２カップ 

・ 固形ブイヨン １個 

・ 塩こしょう 適量 

・ ローレル あれば１枚 
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春日井市八田町春日井市八田町春日井市八田町春日井市八田町６６６６丁目丁目丁目丁目２１２１２１２１－－－－２３２３２３２３    

あまの眼科クリニック 

℡ ０５６８－５６－０００２ 

http://www.amano-ganka.jp/ 

 

 

 

 

２０１３年最初の『あまの眼科クリニック通信』、いか

がでしたか？ 

 

２０１３年も皆さんの健康で

豊かな生活のお役に立てるよ

うに、スタッフスタッフスタッフスタッフ一丸一丸一丸一丸となってとなってとなってとなって

努力努力努力努力してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。 

 

本年本年本年本年もどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします！！！！    

 

話は変わりますが、先日診療を通じて、とてもとてもとてもとても嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい出出出出

来事来事来事来事がありました。 

 

その嬉しい出来事は、とある患者さんが来院してくださ

ったところから始まりました。 

 

初めて来院されたときの症状は、結膜炎でした。目の充

血やかゆみなどの症状があり、なかなか良くならなかっ

たので、当院へご来院いただいたそうです。 

 

最初は病院という場所に緊張緊張緊張緊張されていたようですが、何

度か通院していただくうちにいろいろなおいろいろなおいろいろなおいろいろなお話話話話をさせて

いただけるようになってきました。 

 

目薬で結膜炎の症状が改善していたこともあり、少しず

つ生活の中で困っていることなどを話し合うようにな

り、白内障の検査をしてみることを提案しました。 

 

検査の結果、白内障であることが分かって、当院で手術

をすることになり、手術後は「よくよくよくよく見見見見えるようになったえるようになったえるようになったえるようになった」

と喜んでもらえて、本当に嬉しかったです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病院はまず緊張してしまう場所だからこそ、患者さんと

のコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションが大切なのだと思います。 

 

病気や悩みについて一緒一緒一緒一緒にににに話話話話しししし合合合合いいいい、解決するための方

法を一緒一緒一緒一緒にににに検討検討検討検討しししし、治療を通じて元気元気元気元気にににに生活生活生活生活できるようできるようできるようできるよう

におにおにおにお手伝手伝手伝手伝いいいいできることが私たちの喜びでもあります。 

 

そんな医療人としての本質に、あらためて気がつかせて

いただくような出来事でもありました。 

 

そして、その後にさらにさらにさらにさらに嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい出来事出来事出来事出来事が起こりました。 

 

その患者さんが、お友達を通じてお友達の娘さんが通っ

ている幼稚園の先生に当院当院当院当院のことをおのことをおのことをおのことをお話話話話してくださっしてくださっしてくださっしてくださっ

ていたていたていたていたのです。 

 

それは、紹介された幼稚園の先生から当院のお話を聞い

て来院してくださったという患者さんのお話をお聴き

して分かりました。 

 

来院された患者さんとのひとつの出会いが、こんな風に

新新新新しいしいしいしい出会出会出会出会いをいをいをいを創創創創ってくださっているってくださっているってくださっているってくださっているのだということ

を嬉しく思い、感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでいっぱいちでいっぱいちでいっぱいちでいっぱいになりました。 

 

私たちは「地地地地域域域域のののの皆様皆様皆様皆様にににに愛愛愛愛されされされされ親親親親しまれしまれしまれしまれ、、、、そしてそしてそしてそして信頼信頼信頼信頼ささささ

れるれるれるれるクリニッククリニッククリニッククリニック」を目指しています。その根底には、誠誠誠誠

実実実実ななななコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションが欠かせないと考えています。 

    

患者さんとのコミュニケーションを大切にし、心心心心とととと心心心心のののの

通通通通うううう診療診療診療診療を行い、一番身近一番身近一番身近一番身近なななな「「「「かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ医医医医」」」」になれるになれるになれるになれる

ようにようにようにように、これからも努力していきたいと思います。 

    

 

ああああまのまのまのまの眼科眼科眼科眼科クリニッククリニッククリニッククリニック    院長院長院長院長コラムコラムコラムコラム    

『診療を通じて起こった嬉しい出来事』 


