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人生100年時代。

100歳まで“健康な目”
でいるために
考えたい3つのトピック
1

スマホの普及で小学生も
「ドライアイ」に!?

2

乾燥しやすい時期に備える対策

知っているようで知らない「老眼」
…肩こりや精神的なストレスに!?

3

80歳代で100％発症!? 失明に至ることもある
「白内障」とは

医学の進歩や健康意識の高まりにより、

長寿化が進む日本。

「人生100年時代」
を迎えるにあたり、健康上の問題がなく日常生活を送れる
“健康寿命”への注目が高まっています。一方、スマートフォンやパソコンなどの
デジタル機器の普及により、現代人の”目“を取り巻く環境は数十年前と比べ変化しており、
正しいケアをしないと、
「目の健康寿命」
に悪影響を与えてしまうかも？
EYE CARE NEWS では、100歳まで“健康な目”でいるために
考えたい3つのトピック「ドライアイ」
「老眼」
「白内障」を紹介します。
毎日を健康に、クリアな視界で過ごすため、
「目の健康寿命」について考えましょう。

「人生100年時代」に向けた目の健康意識に関するアンケート結果 を公開！
※

全国の20～60代の男女1,000名を対象に、目の健康に関するアンケート調査を実施しました。
その結果から、いま現在では、目の病気にならないための取り組みを行っている人は少なかったものの、
「人生100年時代」
に向け、将来的には目の健康を重要視している人が多い傾向が明らかとなりました。
※出典：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社調べ 2018年
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あなたは、自身が結膜炎や白内障、
緑内障といった目の病気にならないよう
何らかの取り組みを行っていますか？

どちらとも言えない
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「人生100年時代」を迎えるにあたり、
目の健康は重要だと思いますか？
どちらかと言えば
そう思わない
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五感の中で、あなたが100歳まで
健康を維持したい機能を1つ選ぶ
としたらどれですか？

そう思う
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スマホの普及で小学生も「ドライアイ」に!?

ドライアイ
老 眼

乾燥しやすい時期に備える対策
そもそもドライアイとは？
目が乾く、ショボショボ・ゴロゴロする、ピントが合いにくい…。日
常に普及するスマートフォンやパソコンを長時間利用した後などに現
れるこうした症状、もしかするとドライアイかもしれません。

最近の
ドライアイ事情

「目が乾くだけ」
といって
放置すると、
さらなる
トラブルを招くケースも

ドライアイに詳しい慶應義塾大学の村戸ドール先生
は、ドライアイの症状を抱える方は近年確実に増え
てきていると言います。先生によると、その主な原
因はスマートフォンやパソコン。特に、最近ではその
普及が著しい高校生から、早い場合は小学生に
まで症状が見られるケースもあるそうです。スマート
フォン等の影響による子どもだけでなく、2016 年に

ドライアイは、適切な対処をせずに放置すると肩こりや頭痛、
うつなどの二次的な症状が発生するきっかけとなるほか、視力
の低下や、角膜の表面が傷ついて一部が剥がれてしまう「角膜
びらん」
など、さらなるトラブルを招くケースもあります。

ドライアイの診断基準が変わって以降、新たにドラ
イアイと診断される方も増えてきています。眼科医
から正式にドライアイと診断された場合、適切な治療
を受けられるようになるため、
ドライアイと思われる症状
が出ている場合には早期に眼科を受診ください。

ドライアイになりやすい要因は？
このように、さまざまな問題を引き起こすドライアイは、どのよ
うな場合になりやすいのでしょうか？スマートフォンやパソコン
を長時間利用する方がなりやすいのはイメージできるかもしれ
ませんが、男性に比べて女性の方、涙の量が落ちてくるため
年齢を重ねた方、また人種的にも日本人を含めたアジアの方は
ドライアイになりやすいことがわかってきています。

スマホの普及で小学生もドライアイに!?

解決！

すぐにでもできるドライアイへの有効な対策は？

長時間のスマートフォン・パソコン作業をしている場合には、意識的に目の休息を取ることが有効です。例えば2時間
に1回程度、作業中に休憩を取り、力強くまばたきをすることでまぶたのふちにあるマイボーム腺から目に油分が分泌
されるため、手軽にできるドライアイ対策となります。また、目元を温めるアイマスクでマイボーム腺から涙液表面に
油を出し、涙の安定性をよくする、乾燥を防ぐために加湿器を用いるなども対策としてよいでしょう。

パソコンの作業中、室内の照明などが画面

ドライアイ対策に有効な、睡眠の質を向上

に映り込むことで意識が集中してしまうと

させるため。

瞬きが減り、ドライアイを誘発するため。

目薬の適切な選択
（防腐剤有無の確認）

コンタクトレンズの適切な選択
（レンズ素材の確認）

防腐剤が入っているものは目の表面に傷を

テクノロジーの進歩により、乾きを軽減させる

つける可能性があるため。

ことを目指したレンズも出てきているため。

お

ブルーライト対策

を伺ったの
話

は

パソコン画面の反射防止

慶應義塾大学医学部
眼科学教室

村戸ドール先生
1993 年トルコより来日し、1999 年に神戸
大学大学院医学研究科博士課程修了。
現、慶應義塾大学医学部

眼科学教室

非常勤特任准教授。ドライアイの研究室に
所属し、
「ドライアイと酸化ストレス」を研究
テーマとしている。

知っているようで 知らない

老 眼
眼

早めに対策しないと、肩こりや精神的なストレスに !?
日常生活でこんなことはありませんか？

ピントが
合わせづらい

小さくて細かい
文字が読みづらい

うす暗いところで
見えづらい

目が疲れやすい

老眼、正しく知っていますか？
その症状、もしかすると
「老眼」
かもしれません。老眼とは、目の水晶体のピント合わせの力
（調節力）
が低下することで、
近くのモノ（およそ33～50cmより近くのモノ）
が見づらくなった状態を言います。近視や遠視の有無にかかわらず
誰にでも起こる加齢変化で、一般的に40歳を過ぎた頃から症状を感じるようになると言われています。

「老眼矯正をすると症状が進む」は間違い！
早めの対策が重要です

老眼矯正をしていない

「老眼を矯正すると、症状が進む」と言われることがありますが、これは間違いです。
老眼をそのまま放置すると、目はがんばって近くを見ようとするため負担がかかり、
眼精疲労につながります。眼精疲労はさらなる見づらさを引き起こすほか、肩こり
や頭痛、頭の重さなどの体調悪化や精神的ストレスにもつながります。目にとって
は「楽に見える」ことがとても大切なため、早めの眼科受診をおすすめします。
弊社の調査 ※によると、40 ～ 44 歳では老眼の症状を感じる方は42％の一方で
老眼矯正をしている方は7％、45 ～ 49 歳では老眼の症状を感じる方は73％の
一方で老眼矯正をしている方は25％と、老眼の自覚があるにもかかわらず、あまり
矯正が進んでいない実態が明らかになっています。

解決！

老眼矯正をしている

老眼の症状を感じる
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※出典：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社調べ 2015年 35-59歳
（n=1514）

あなたにマッチする老眼矯正は？

老眼鏡

遠近両用コンタクトレンズ

手っ取り早く、手軽に老眼矯正を行いたい方

近くも遠くも自然に見やすいため、老眼の症状が出

は老眼鏡をお試しください。レンズの種類も豊

る前と同じように毎日を楽しみたいという方には遠近

富なため、近視や乱視の度数変化にも簡単

両用コンタクトレンズという選択肢もあります。眼鏡

に対応できます。最近では、ワンタッチで遠近

をかけると邪魔になってしまうスポーツをされる方や、

の焦点距離を切り替えられる電子回路を組み

老眼の症状に悩んでいるものの「老眼鏡をかけて

込んだタイプも登場しています。

いる」と思われたくない方はぜひ一度お試しください。

普段どのようなライフスタイルを送っているかによって最適な矯正方法は異なり、またいずれの矯正方法もメリット・デメリットがあるため、眼科の先生とよくご相談ください。

目がかすむ…、ぼやけて見えにくい…

白
老内眼障

80 歳代で 100％発症!? 白内障とは？
日本国内での中途失明原因の第6位（3.2％）が白内障 !
※

白内障とは、目を構成するパーツのうち、カメラに例えると「レンズ」
にあたる、本来透明な水晶体が
濁ることで、
「フィルム」にあたる網膜に光が届きにくくなり、見えにくくなる目の病気です。主な
原因は加齢のため、早ければ40代から、遅くとも80歳代で100％発症すると言われています。
日本国内での中途失明原因の第 6 位
（3.2％）が白内障によるものとなっています。
※

※平成17年度 厚生労働科学研究「わが国における視覚障害の現況」より

「目がかすむ」
「ぼやけて見えにくい」…こんな症状ありませんか？

目がかすむ

ぼやけて
見えにくい

視界が
暗く感じる

光が
まぶしい

自分は手術を
したほうがいいの？
日々の生活や仕事のうえで、不自
由を感じたときが眼科医にしっかり
相談すべきタイミングです。日本の
眼科医療において白内障手術は
最もポピュラーな手術で、時間は
数分から30 分ほど、麻酔により痛
みはほとんどなく終了します。濁っ
た水晶体を取り除き、代わりに人工
のレンズ（眼内レンズ）を挿入する
ことで視力の回復を図ります。

正常

解決！

白内障の症状の一例

最新の白内障治療トピック

眼内レンズには、遠方など1ヶ所にのみピントが合う「単焦点眼内レンズ」
と、遠方と近方などの2ヶ所にピントが合う
「多焦点眼内レンズ」
の2種類があります。遠くも近くも見えるようになり、メガネなしで生活しやすくなる多焦点眼内
レンズですが、
「夜間に光がまぶしく感じる」
「コントラスト感度が低下する」
などのデメリットも…。ただ、最近では
こうした従来の多焦点眼内レンズのデメリットを克服した、新しいタイプの多焦点眼内レンズも登場してきています。

コントラストが低い見え方

コントラストが高い見え方

まぶしさが強い見え方

まぶしさが少ない見え方

【 ZS202 】

