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三島眼科医院ホームペイジの「白内障手術
を希望する方のガイド」をあわせお読みく
ださい。

1

眼の健康ジャーナル

三島眼科医院発行

〒 213-0001 川崎市高津区溝口 1-9-1

Vol. 1, No. 1

三井住友銀行溝ノ口ビル 4 Ｆ
Phone: 044-814-4138

白内障の話
：１
白内障の話：
１。
白内障とは
。白
日本古来の漢方医学では、眼の中に病気
があって失明するものを内障とよび、瞳の
なかの色によって７種類に分けました。そ
の内の一つが白内障で右下の図のように瞳
の中が白く濁っているものです。この白い
ものが何であるかが長い間わからなかった
のですが、約３００年
前に眼の構造が解明さ
れ、眼の中にレンズ
（水晶体）があり、これ
が透明でカメラのレ
ンズのような役割を
して、外界のものを
水
光
網膜
晶
眼の奥底の網膜とい
体
うカメラのフィルム
に当たるところにピ
ントあわせをしていることがわかってきま
した。右上図は白内障の模型で、水晶体混濁
のため、眼の底の網膜に光が到達しないこ
とを示しています。水晶体が白く濁っては
見えなくなるのも当然です。
。白
の治療・
２。
白 内 障 の治療
・手 術

ら、顕微鏡で拡大して正確な手術をする方
法が発達してきました。
３。
白内障
（ 濁 っ た 水 晶 体 ）を 取 り 除 く
。白
障（
水晶体はセロハンのような薄い膜に被わ
れているので、まずこの前の部分を丸く
切っておき、次に細い管を差し入れて、硬い
水晶体の中身を超音波で細かく砕いて吸い
出すという技術が進歩しました。眼の中の
他の組織を傷つけないよう、粘度の高い高
分子物質（ヒアルロン酸ナトリウムと言い
正常に眼の中にある物質と同一物）を入れ
て保護します。
４ . 眼内レンズの挿入
眼の水晶体がなくなると、ピントあわ
せが出来ないので外界のものをはっきりと
見ることができません。そこで、水晶体を
とったあとにできたセ
ロハン様の膜の袋のな
かに人工的に作ったレ
ンズ（眼内レンズ）を
挿入します。あらかじ
め眼の大きさ（眼軸）
を計っておいて、丁
度よいレンズの度を
眼
内
光
計算し適当なレンズ
レ
網膜
ン
ズ
を入れます。右上図
はこのような眼内レ
ンズが入り、瞳も正
常になっている状態で、下図はその模型で
光がきれいに眼底に達することを示します。
5 。 手術をする時期は

薬で白内障が治れば理想的ですから、多
くの薬が試されました。白内障の進行を遅
らせる点眼薬がありますが、結局根本的に
治すには手術以外に方法がありません。
白内障は３０００年も前から手術によっ
て治療されてきました。人間にとって失明
は本当に恐ろしいことですから、早くから
白内障の手術法が開発されたのです。昔の
白内障でどのくらい視力が悪くなったら
話は次号以後にお話をすることにして、今
回は現在行われている手術の話を先にいた 手術をするかという質問をよく受けます。
します。眼という繊細な器官の手術ですか 昔は視力が悪くなってから手術をするとい
（裏へつづく）
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われたましたが、現代生活では視力がある 宅することになっています。日本でも厚生
程度落ちると仕事ができなくなり、眼が疲 省が当日帰宅を奨励していますので、次第
れて困ります。眼は２つあり、両方の眼でも に当日帰宅の方法が普及してきました。勿
のを見て一つの像にしています（両眼視）
。 論手術の後ですから、起こりうる事態に対
一方の眼の視力が０ . ６くらいに落ちると 処する必要があり、そのため、いろいろな
両眼視が難しくなり、とても疲れます。
薬が処方されます。また、もし万一の時に
今の手術の技術では、眼が疲れて仕事が 備えて２４時間体制で救急呼び出しの電話
難しくなってきた時が手術をする時期であ に応ずる準備が整えられます。手術の翌日
ると理解されています。この時の視力はそ および翌々日には検査を行い問題がなけれ
の人の仕事上の必要性によって様々です。 ば、その後検査の間隔をのばして行きま
６ . 手術の前の準備
す。手術というのは眼に傷をつけることで
眼という繊細な器官の手術をするのです すから、術後はどうしても軽い炎症がつづ
からその安全性にはいくら注意を払っても きますので、それを押さえるための薬が必
払いすぎということはありません。あらか 要で、また注意深い経過観察が重要です。
。説
意（
説明と同意
（ イ ン フ ォ ー ム ド・コ ン
じめ手術の前に全身状態や眼の状態を検査 ８ 。
して安全であることを確かめる必要があり
ます。このための術前検査にはいろいろな
準備がされます。内科の先生と連絡しあっ
て専門的な検査を受け、高血圧、心臓病、腎
臓病、肝臓病、糖尿病等の入念なチェック
が行われます。また眼にも白内障以外の病
気がないかどうかを検査します。もし何か
異常があればそれに対する対応を準備した
上で、手術に入ることになります。検査の
結果入院が必要であれば、入院設備のある
病院で手術をすることになります。日本眼
科学会では手術を安全に行うための基準を
定めていますので、これによって設備、医
師の配置などがなされています。
。手
７。
手術の後の対応
昔は手術のあと何日も入院するのが普通
でしたが、手術技術が向上し、術後すぐに
起きることができるようになりましたの
で、入院日数が次第に短くなり、ほとんど
入院を必要としなくなりました。術後は日
常よくなれている自宅のベッドで休むのが
一番よいことはもちろんですので、手術の
後、しばらく休息したうえで、眼の状態が
これで大丈夫とわかった時点で帰宅すると
いう方法が次第に普及してきました。アメ
リカではほとんどの白内障手術が当日に帰
3

セント）
患者さんが自分の受ける医療について十
分説明を受け、理解した上で納得し自分で
決定した上で、医療を受けることに同意す
る事をインフォームド・コンセントと呼ん
でいます。特定の治療を受けるのは患者さ
んですから、受けるかどうかを決定するの
は患者さん自身だからです。そのため、医
師の側には患者さんの理解しやすいように
説明する事が要求されています。特に手術
はその内容が専門的になるのでわかりにく
いと考えられがちですが、何をし、何が起
こる可能性があるか、事前に何をしなけれ
ばならないか、手術の後どんなことがあ
り、どんな注意をしなければならないか、
特に患者さんに守っていただきたいこと等
を、個人的に詳しく説明することになって
います。誤りなく患者さんに情報を伝える
ため、また十分理解して頂いた上で手術に
同意して頂くため「手術の説明・同意書」を
読んで署名していただくことになっていま
す。こうすることによって、本当の意味で
の患者さんと医師との信頼関係にもとづく
共同作業としての治療行為ができることに
なるからです。
（以下次号に続く）
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白内障の話
：２
白内障の話：
１。
白内障になったときの見え方
。白
白内障の中でもっとも多いのは加齢とと
もに特別な原因が無いのにおこってくる老
人性白内障で、日本が高齢化社会になると
ともに非常に多くなりました。なぜ白内障
がおこるのか、年齢とともにどのようにふ
えるのか、日本以外の国ではどうか、など
の諸問題については次回以後に詳しくお話

隠れた水晶体の周辺からはじますものと、
右図のよう瞳の後ろの中心部から始まるも
のがあります。
外界のものを見るのに使っている水晶体は

光

光

をするとして、今回は老人性白内障を例と
して、白内障になった時の物の見え方、白
内障の手術の後でどのように物が見えるの 瞳の後にある中心部だけですから周辺部に
かなどについてお話をいたします。
白内障があっても左の図のように光は真っ
白内障になると、視力が低下する事はよ 直ぐ眼底に到達するので、視力には影響は
く知られていますが、それ以外にも眼の見 ありません。しかし、右図のように中心部
え方にいろいろな変化が現れます。正常な から始まる場合は早くから急に視力が低下
水晶体は透明ですから光はその中を真直ぐ するので急に白内障になったという表現に
に進み、眼底の網膜に外界のピントをうま なるわけです。周辺から始まる白内障でも
く合わせる事が出来ますが、白く濁った水 いずれは中心部に混濁がおよぶので、この
晶体では光が散乱して眼の中全体に光を散 時急に視力が落ちて、白内障が急に進んだ
らします。そのため外界には薄く霞がか と感じるわけです。
かって見え、見ている物のコントラストが ２ 。
白内障手術後の見え方
。白
悪くなる結果、視力が低下するわけです。 白内障手術をうけた後、２ー３日もすれ
また電球の周りには暈がかかって見えるよ ば手術の影響がほとんどとれて、眼帯を
うになります。左右の眼で白内障の程度が とったとたんにすっきりと澄み渡って見
異なりますと、両眼視が困難になり、たく え、手術前の薄霞が完全に消えてなくなり
さん書類を見なければならい人などはとて ます。眼内レンズを挿入して外界にピント
も疲れて仕事にならなくなります。
が合うように手術がされていますので、完
白内障が急に進んだというような表現を 全に透明な世界の中ではっきりとものが見
よく耳にします。これは水晶体の中で白内 えてきます。それだけでなく、外界が今ま
障のおきる場所とその進行状態に関係する で見たこともないほどの透明感で、青く見
のです。右上の図は眼球の断面を示したも えます。最近の朝日新聞でこんな俳句を読
ので、左から光が眼の中に入ります。老人 みました。
性白内障といっても、図の左側のように眼 眼 帯 を と れ ば 秋 天 青 し 青 し
（菖蒲あや）
し（
の中の瞳の周りにある茶色い虹彩の後ろに
（裏へ続く）
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この句は何も解説の必要がないくらい、白
内障術後の感動をよく表していると思いま
す。解説には『鶴の天』に平成９年所収の
句で、作者は２０年来こんなに明るい世界
を見たことがないとしるされていました。
。外
３。
外界が青く見えるわけ

視状態にします。眼の瞳は明るい所で小さ
く、暗いところで大きくなり、外界の明る
さが変動しても眼の中に取り込む光の量が
一定になるように調節しています。瞳が小
さいと眼の焦点深度が深くなって完全にピ
ントが合っていなくても、かなりの範囲で
生まれたばかりの赤ちゃんの水晶体は無 はっきり見ることができます。軽い近視状
色透明ですが、年齢とともに少しずつ黄色 態ではメガネが無くても遠方がよく見え、
い色がついてきます。下の図はその様子を また近くも新聞の中見出し程度の文字は読
示していますが、４０歳の人の水晶体はか むことができます。
なり黄色くなっています。これは水晶体が
眼内レンズを入れても、これで近くにピ
生きて行く上で、他の臓器と同様に新陳代 ントあわせをする能力が出来るわけではあ
謝をしていますの りませんので、本や新聞の細かい字を読む
で、その過程でで ことはできません。ですから、近を見るた
きた色素が沈着し めのメガネが必要で、術後２カ月くらい後
て ゆ く か ら で す 。 にメガネを処方することになります。近方
６０ー７０歳にな 視専用のメガネ、遠近両用のメガネなどが
ると、そのうえにさらに茶色がかってきま ありますが、分割線のない遠近両用メガネ
す。すなわち成人は普段から黄色いフィル （累進焦点レンズ）は慣れると便利です。
ターを通して外界を見ていることになりま
白内障手術後は有害な紫外線が網膜まで
す。眼に感じる光を可視光線といいます 入 ら な い よ う
脈絡膜
白内障手術後
が、そのうち青い光はこの水晶体のフィル に、右図のよう
眼内レンズ 網膜
紫外線
中心窩
ターに遮断されて、正常の成人は青い光の に 眼 内 レ ン ズ 青光線
可視光線
少ない世界を見ているわけで、加齢ととも に は 紫 外 線
硝子体
視神経
にますます青が少なくなり、白内障ではこ カ ッ ト 加 工 が
れがさらに顕著になります。
されています。しかし紫外線と可視光線の
手術によって黄色い水晶体が無くなり、 境目の青い光線は網膜まで入り、強くなる
光を散らしていた白内障が無くなるので、 と網膜にとって有害です。水晶体が年齢と
突然透明な青い世界が現れます。青や紫色 ともに黄色くなるのは、有害な光から網膜
が非常に鮮明に見え、青の上に真っ青、白 を守るための自然の摂理と言うことができ
の上に真っ白という色があることが実感さ ます。白内障手術後の感動的な青い世界
れ、今まで見たことのない色の世界が眼前 は、人の感覚の順応現象のため、２ー３ヶ
に現れるので、先に引用した俳句が口をつ 月もすれば普通に戻るように感じます。し
いて出るのでしょう。眼科学ではこの状態 かし眼の中に青い光が入り続けていること
を「青視症」と呼んでいます。
に変わりがありません。ですから、正常水
。白
晶体の様に網膜を青い光の悪影響から守る
４。
白内障術後のメガネ
手術後２ー３ヶ月もすれば眼の状態はほ ために、光の強い時期の外出時には、紫外
とんど完全になります。眼内レンズはあら 線カットのサングラス（黄色、グレイなど
かじめ眼の測定から計算し、患者さんの要 で青い光をカットするもの）をかけると安
望に応じて、術後の眼の度が日常生活に便 心して日常生活ができるというものです。
（以下次号に続く）
利なように決定されますが、通常は軽い近
5
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白内障の話
：３
白内障の話：
に増殖組織が眼内レンズの後に回って、瞳
の中央に白く濁った組織を作ります。これ
が手術の後の霞や視力低下の原因で「後発
白内障」と呼ばれます。
．後発白内障の治療
２．
後発白内障の治療

１．
手術後の視力低下
（後発白内障）
．手術後の視力低下
手術後の視力低下（
手術の後、はじめの透明な世界がだんだ
んとうすれ、薄霞のかかった様になり、その
ために視力も多少落ちて、小さい字が読み
にくくなることがあります。それは以下の
ような理由によるものです。
水晶体は、胎児の２ヶ月までに将来皮膚
になる部分から分かれて出来るので、生涯

後発白内障のために視力が落ちたときに
は、後発白内障の真ん中に小さな穴をあけ
ると、再びもとの良い視力と透明な世界を
にわたり皮膚とよく似た性質を持ち続けて 取り戻すことができます。今では、この目的
いて、水晶体細胞の中一部のものは一生の のためにレーザー技術が開発されました、
間細胞分裂を繰り返して増殖します。手術 すなわちヤグ・レーザーの２本の光線を後
によって白内障を吸い取っても、水晶体細 発白内障の所にピント合わせをしておいて、
胞を１００％完全に取りのぞくことができ 一気にこの部分の組織に穴をあけるわけで
るわけではなく、周辺にわずかの細胞が残 す。もちろん治療は短時間で終わり、痛みも
ります。この細胞が手術の後も増殖をつづ 苦痛もありませんので外来で行い、術後す
ぐ帰宅できます。後発白内障をヤグレー
け混濁した組織を作ります。
ザーで治療して瞳の中央に透明な穴があい
右の図は手術の
たところを右下の写真に示しています。
後、しばらくして
レーザーの強いエ
から薬で瞳を開い
ネルギーが加わり
て、虹彩（茶目）に
ますから、術後は軽
隠れた部分を見た
い炎症が２ー３日
ところですが、白
い輪のように見えるのは、眼内レンズの周 続きますので、炎症
りに水晶体細胞の増殖がおきたものです。 をおさえる薬が処
この場合には、増殖組織がうまい具合に眼 方されます。この治
内レンズの足を固定してくれるのできわめ 療の後は、再び後発白内障のため視力が低
て好都合です。 増殖組織が眼内レンズ後 下することはありません。
。白内障の頻度
白内障の頻度
面の中央部には出 ３ 。
水晶体の老化によっておきる老人性白内
障は、当然のことながら年齢とともにその
頻度をましてゆきます。眼科の診療所では、
詳細な眼の検査をするために、眼に細い光
の束を当て、顕微鏡で診察します。これを細
（裏へ続く）

てこないように工
夫して手術をして
も、１００％防げる
わけではなくしば
しば左の図のよう
6

隙灯顕微鏡検査といいますが、上に掲げた 化が進んで２０２０年には高齢者が２５％
３枚の写真は皆この顕微鏡で検査して写真 に達すると推定されています。従って白内
を撮ったものです。この方法によりますと 障はこれからますます増える病気であると
水晶体のわずかな混濁でも必ず発見できま いうことができますのです。
白内障手術と老後の生活
す。このようにして見た白内障は４０歳代 ３ 。
。白内障手術と老後の生活
では約４０％に、５０歳代では６０％、６０
日本は急激に世界一の長寿国になり、平
歳代では８０％、７０歳代では９０％、９０ 均寿命は男性で７６歳、女性で８２歳とい
歳代では１００％の人に白内障があるとい われ、１００歳以上の長寿者が８０００人
われています。すなわち、白内障は加齢とと を超えるようになりました。まさに人生１
もに必発ということになります。
００年に近くなってきたわけです。。 最近
しかし、白内障によって視力障害をおこ はテレビなどにも従来に無いような多数の
し、治療を希望する患者さんがどのくらい チャンネルができたり、いろいろな色のデ
の頻度で見られるかということは調べるこ ザインのものが眼を楽しませてくれるよう
とがとても難しいことです。厚生省は詳し になりました。したがって、よい視力を保っ
い調査を白内障研究の専門家に依頼してい て老後の生活を楽しく過ごし、また仕事も
ますが、その一部を教えてもらったところ、 十分にして社会貢献をすることが要求され
５０歳代で３％、６０歳代で１９％、７０歳 るようになりました。ですから白内障の手
代で２８％ほどあるとのことで、６０歳代 術は非常に重要で、今日の眼科の学会では
から急激に白内障が増加する事がわかりま これをさらに改良しようとする努力が重ね
す。平成５年には白内障患者は１３３万人 られています。手術もどんどん高齢の人に
と推定されていて、前年度より１５％も増 行っても安心できるように改良されていま
加したとされています。その後も人口の老 すので、体さえ健全であれば年齢はあまり
齢化が進んでいますから現在ではおそらく 問題にならなくなってきました。
その２倍以上になると推定されます。日本
私どもは９０歳をすぎた方にも何人も手
人に多い病気は１位：高血圧、２位：心臓疾 術をしました。中には眼が見えないために、
患、３位：糖尿病、４位：脳血管疾患の順で、 憂鬱になり家族も困っていたのに白内障手
白内障は第５番目に多い病気です。
術の後、すっかり優しい朗らかなお爺さん
白内障の手術が年間どのくらい行われて になってお孫さんと楽しく過ごした方や、
いるかというのも白内障の頻度を知る目安 ９０歳で手術の後、再びすばらしい文筆活
になります。これもまた調査するのが難し 動を盛んにされた文学者の方もいました。
いのですが、最近はほとんど眼内レンズを 本当にすばらしい人々です。停年をすぎて
用いますので、１年間に眼内レンズがどの も、健全な眼と健康な体で、これからの長寿
くらい出荷されたかという数から推定して 社会を楽しく有意義なものにしたいもので
います。アメリカでは毎年約１００万人以 す。
上に手術が行われているといいます。日本
でも年間に約５０〜６０万人が手術を受け
ていると推定されています。
日本は急速に高齢化社会になり現在６５
歳以上の人は全人口の約１５％に及びます。
（以下次号に続く）
後３年で２１世紀を迎えますが、更に高齢
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その一部は黄色い着色の原因になります。
1 ． 白内障は何故おこるか
水晶体は一生の間、光にさらされ続けて
水晶体細胞と皮膚が似ていることは先に
お話ししましたが、皮膚は細胞分裂によっ います。強い光、特に紫外線にあたると水晶
て出来た新しい細胞が表面に移動し、つい 体の新陳代謝に変化がおこることが知られ
には脱落しますので、皮膚の細胞は常に新 ています。ですから、白内障の発生には光が
しく入れ替わっていることになります。こ 関係していると考えられており、専門家の
れに反し水晶体は眼の中で水晶体嚢に閉じ 調査によると戸外生活の長い人は白内障に
こめられていますので、新しい細胞は次か なりやすいといわれています。また、熱帯地
ら次へと古い細胞の上に加わってゆきます 方では白内障が多く、光の弱い北の地方で
ので水晶体は加齢とともに大きくなります。 は白内障が少ないことが知られています。
水晶体の中心にある部分は生まれたときに また、それだけではなく、人種間の遺伝子の
できていた水晶体でこれを「水晶体核」と呼 差、食生活の差なども関係すると考えられ
び、上に付け加わった部分を「皮質」と呼ん ています。
一般に細胞分裂をおこしている細胞は外
でいます。下の図は水晶体核に混濁（白内
界からの影響、特に光を含めて放射線には
障）がおきたものを示しています。
弱いのです。水晶体周辺部では常に細胞分
水晶体は透明性
裂がおきていますので、水晶体は放射線に
を保つために血管が
弱く、Ｘ線、超音波、紫外線、赤外線などで
ありませんので、そ
障害を受けることがあります。日常生活で
の栄養は眼の中に分
は有害な放射線にさらされることはありま
泌される水のような
せんが、産業界では屡々あり得ることで、労
体液（水様液）から
働衛生安全の上で、注意しなければならな
取り込まれており、
新陳代謝の結果できた老廃物もまたこの水 い重要なことになっています。
また水晶体は全身的な新陳代謝異常の影
様液を通じて排出されています。血管を持
つ他の組織から見ると大変非能率に見えま 響をうけやすく、糖尿病で非常にしばしば
すが、組織を透明に保つために払わなけれ 白内障がおきるので、これを「糖尿病白内
ばならない犠牲といえるでしょう。 水晶 障」と呼んでいます。また皮膚にアトピーが
体核は真ん中に閉じこめられたまま一生を あると白内障がおこりやすいことが知られ
過ごすので、加齢による変化を真っ先に受 ています。
老人性白内障の原因は正確にはわかって
けます。水晶体は体のどの部分にもないほ
ど大量の、しかも構造の特殊な蛋白質から いません。人の細胞は遺伝子によってその
できていますが、この蛋白質は変化して水 運命が決められていることがわかってきま
に溶けない塊になりますので、水晶体核は したが、白内障の発生も多分に遺伝子によ
水を失って硬くなります。また新陳代謝の るもので、上述の人種的な差もこのためか
老廃物は完全に排出できず次第にたまって、 もしれません。 さてこのようなわけで、白
（裏へ続く）
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内障にならないための生活指針といったも
のは特にありません。しかし強い光線をさ
けるために外出時に薄く色のついたサング
ラスをかけることはとても良いことだと思
います。また全身的な健康保持が大切であ
ることはいうまでもありません。
．世
２．
世 界 の白内障

年前の推定です
から、現在はこ
れよりもかなり
多いと考えられ
ています。 WHO
は何とかして近
代的な白内障手
日本のような先進国では手術のできる眼 術をできるだけ多くの人々に行いたいと世
科医の数も多く、最新の技術によって手術 界の先進国に援助を要請しています。
されますので、白内障になってもすぐ手術
アジアの国々では精力的に眼科医の教育
を受けることができ、もとの良い視力を回 を行い、近代的な白内障手術の普及に努力
復できるので、白内障はいわゆる失明には した結果、眼科医の数も増加し、手術の技術
含まれません。しかし、発展途上国では日本 も大変向上してきました。中国における進
とは様相が全く違っています。
歩はめざましいものがあり、天津の大学に
まず、熱帯地方には白内障が多く、多くの は眼科医の訓練センターがおかれ、多くの
発展途上国はこの地方にあり、眼科医の数 眼科医を教育していますし、また各地の大
も少ないので白内障になっても手術が受け 学でも白内障手術の教育が盛んに行われて
られない人が非常に多いのです。さらに交 います。また眼内レンズも自国で製造され
通不便な地方が多く患者さんは医師のいる ていて大変普及しましたので、現在の中国
都会に出てくることができません。このよ では上の図よりはずっと白内障の失明が少
うな地方では眼科医、看護婦、医療助手らが なくなっているということです。眼内レン
チームを組んで出かけてその地の学校、役 ズは高価なもので、自国で製造できない国
場などで白内障の手術をしてまわります。 が多いのですが、輸入もままならないので、
これをアイキャンプとよんでいます。ネ 人道的援助に頼っている国もあります。た
パールなどはその例で、ヒマラヤの谷間に とえは日本失明予防協会は日本のメーカー
すむ人々のためのアイキャンプには日本の から眼内レンズの寄付を受けて、これをは
アジア眼科医療協力会から眼科医が毎年参 ラオスへ送ったところ大変喜ばれています。
加しています。また南太平洋の島国もよく すでに多数の手術がこれを用いて行われた
似た状況ですので、毎年日本人の医療チー ということです。
ムが診療に出かけています。
いずれにしても失明は人生の最も不幸な
世界保健機関（ＷＨＯ）は各国の政府が拠 出来事ですから、治療可能なものであれば
金して運営している国連の中の組織で世界 あらゆる努力をして、失明を防止しなけれ
の人々の健康を守るのを任務としています。 ばなりません。日本は法律が整備されてい
このＷＨＯの失明予防部が調べたところに て病気の予防に予算措置がされていますが、
よると、世界で失明原因のいちばん多いの 眼の病気の予防に関してはまだまだ万全と
は白内障で、世界に約１４００万人の白内 いうわけには行きません。やはり各人が眼
障による失明者がいるということです。、右 の健康について十分意識し自分で自らの健
上の図は世界における白内障失明者の分布 康をチェックすることが大切です。また、世
を示しています。アジアに１０００万人、ア 界にはまだ恵まれない人々も多いので、日
フリカに３００万人、南アメリカに７０万 本も世界の人々の健康に貢献する事が望ま
人という数字がでていますが、これは１０ れています。
（以下次号に続く）
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白内障の話
：５
白内障の話：
１．
白内障は昔から手術された
．白内障は昔から手術された
芸復興の時代が訪れたとき、イタリアの僧
白内障という病気は人類の歴史とともに 院でこれを翻訳し滝を意味するカタラクタ
あった古い病気で、早くからその手術法が （ＣＡＴＡＲＡＣＴ）と言う言葉を用いまし
開発されました。西暦紀元前８００年頃、イ たので、これがその後白内障を意味するよ
ンド亜大陸のベンガル地方（今のバングラ うになりました。英語の辞書を引くと日本
デシュ）に「スシュルタ」という偉い先生が 訳に１）滝、２）白内障と出ていますが、滝
いて、当時の外科技術を集大成した本を著
と同じ言葉を使うの
しました。千葉大学の眼科教授をされた伊
はアラビヤ医学に端
東弥恵治先生が非常な苦労をされてこの本
を発しているのです。
を日本語に翻訳され「スシュルタ大医典」と
西暦１５８３年は
して我々にも読めるようにされました。鍼
本能寺で織田信長が
を使って白内障を治療する方法が詳しく述 殺された翌年にあたります。この年、ドイツ
べられています。おそらくこれが白内障手 で世界最初の眼の手術書が発行されまし
術の始めであると思われ、私どもはスシュ た。、上の図はこの本に出ている白内障手術
ルタ先生を白内障治療の元祖としてあがめ の図で、眼の横から鍼を刺し、白かった瞳が
ています。すなわち白内障手術は３０００ 黒くなって白内障が治っていることを示し
年近く前からおこなわれていたわけで、イ ています。
ンド地方から宗教や文化の伝搬につれて、 ２ ．
日本の白内障手術の始まり
．日本の白内障手術の始まり
東西に伝わっていったと思われます。
インドから中国を経て日本に白内障手術
西暦紀元前５２９年、ペルシャのカンビ が伝わったのは、足利尊氏の晩年にあたる
シス大王の７０歳になるお母さんが白内障 文和・延文年間（西暦１３５５−６０年）の
で失明したので、エジプトから高名な眼科 ことで、名古屋の馬島清眼僧都という高僧
医を招いて手術を受け、これが成功して見 がこれを始めました。以来日本の医師は此
えるようになったといわれています。また、 処にきて秘伝を授けられ日本中にその技術
ローマ時代になって西暦紀元１世紀には、 が伝えられていきました。方法はすべて鍼
学術が盛んになり、医学も栄えました。セル を用いるもので、インド、ローマのものと同
ズスという学者が百科事典を著し、その中 じです。江戸時代幕末当時の日本の白内障
に白内障手術の方法が詳しく記載されてい 手術はすでに高度に洗練されていて、オラ
ますが、これもスシュルタと同じ鍼を用い ンダから伝わったのではありません。日本
る方法です。ローマ・ギリシャ時代の文明は の手術用の鍼は非常に繊細、精巧なもので、
アラビヤ人のサラセン帝国に受け継がれ、 今日もなを古い眼科の家に伝わっています。
アラビヤ人は「白内障は脳から濁った水が ３ ．
眼の構造の発見と白内障手術
．眼の構造の発見と白内障手術
滝のように落ちてきて眼にたまったもの」 白内障の手術をしていた眼科医たちも、
であると、考えていました。ヨーロッパに文 眼の構造を知らなかったのです。１８世紀
（裏へ続く）
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に入りフランス人の眼科医によって眼の構 えながら、大変な思いで手術を受けたので
造が明らかにされ、下図左の眼の断面図の す。眼の手術を受けるということがどんな
ように眼の中に水晶体があり、これが濁る に大変なことであったかと想像されます。
白内障に悩んだ歴史上の人々
のが白内障だということが初めて分かった ４ ．
．白内障に悩んだ歴史上の人々
鑑真
：奈良時代の日本史に輝く有名な唐の
のです。
真：
それでは古来の白内障手術は鍼を用いて、 高僧で、１１年にわたって５回も日本への
一体何をやっていたのでしょうか。現在で 渡海を試み、自らも失明しながら言語に絶
は下図右のように鍼で濁った水晶体を下に する艱難の後、天平勝宝５年（西暦７５３
年）日本に着き聖武天皇、光明皇后始め多く
落としてい
の人々に正式な受戒をさずけ、唐招提寺の
たのだと理
開祖となったことは周知のことです。この
解されてい
高僧の失明原因が白内障であることは、眼
ますので、
科学史の専門家の一致する意見です。仏教
この方法を「墜下法」と呼んでいます。
眼の構造が分かると、眼の角膜を切って の戒律を伝える傍ら医薬の道を教え、我が
白内障を取り出せばよい（白内障摘出術）と 国の文化形成に深く関わり７６歳の生涯を
考えこれを実行したのが、フランス、マルセ 閉じた偉人も白内障には大変悩んだのです。
エイユのダビエルという人で１７４５年の 勿論、手術を受けた記録はありません。
：有名な『南総里見八犬伝』の執
琴：
ことでした。下左の図は世界最初の白内障 瀧 澤 馬 琴
摘出術の絵で、東大眼科の教授をされた庄 筆中、６９歳の頃右目からかすみ始め左目
司義治先生が写真に写してきたものです。 に及び、自筆の稿本は判読不可能なまでに
それから百年の間、白内障に「墜下法」か なったと、杉本苑子さんは『江戸を生きる』
「摘出術」かという論争が続きました。麻酔 の中で書いています。老人性白内障でした。
法もなく、消毒法も知らなかった時代のこ 息子の嫁、おみちに口述筆記をさせて八犬
とですから、細い鍼を火で焼いて用いてい 伝を完成させました。８２歳の天寿を全う
た「墜下法」の方が安全であったのだと思い したといいますが、当時天保年間には日本
ます。江戸時代の末、オ
に白内障の手術をする名医がいましたが、
ランダから長崎にシー
貧しい馬琴には手術を受けるすべとて無く、
ボルト先生が来て手術
１０年以上も盲目で暮らした晩年はさぞ苦
を教えましたが、白内障
しいことであったと察せられます。
ヘ ン デ ル（ ゲ オ ル グ 、フリードリッヒ）
：
に関してはまだ日本人
の門弟たちも古来の方
この有名な作曲家も、左眼から白内障が始
法の方が優れていると
まりついに指揮を取ることができなくなり、
考えていました。その約
１７５３年、６８歳で両眼の手術を受けま
２５年後になって、
「墜下法」はかなり熟練 したが成功せず、結局両眼ともに失明した
した人でも成功率は３割程度であるのに、 ということです。その後何度も鬱病に悩ま
摘出術はそれを遙かに上回ることがウィー されながら指揮をとり７４歳の生涯をとじ
ンの専門家によって証明されました。しか ましたが、白内障のため不幸な晩年でした。
し、眼の麻酔法、消毒法などが発見されたの
は明治１７年（１８８４年）のことでしたか 白内障の話はひとまずこれで終わりますが、
ら、それより昔の人は体を寝椅子に縛り付 白内障の問題をご理解頂ければ幸いです。
けられ、痛みに耐え、細菌感染の危険におび
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