
　池田　それで数日治療されて、それ
から外す。
　湯村　はい。
　池田　かなりドラスチックな感じが
しますね。
　湯村　シードですから、放射線が漏
れてしまうので、そのあたりで入院管
理が難しいので、日本ではあまり行わ
れないのかと思います。

　池田　いずれにしても、今の方向と
しては陰茎をなるべく温存してQOLを
上げるという方向なのですね。
　湯村　できればそうしていきたいと
思っていますし、私たちの施設は、僕
もそうですけれども、なるべくマージ
ンも小さく取って、陰茎を残す方向で
進めています。
　池田　ありがとうございました。

　山内　相原先生、緑内障といいます
と、ポピュラーになってきて、現在、
失明も非常に増えてきていますね。
　相原　そうですね。日本の失明の原
因の１番になっています。
　山内　あとでも詳しくお話しいただ
きますが、この質問にも絡むところで、
正常眼圧緑内障というものがあります。
この用語は専門でないと混乱するとこ
ろもあるので、まず緑内障の定義から
教えていただけますか。
　相原　緑内障というのは、基本的に
慢性進行性に視神経が傷んでくる病気
で、診断としては目の奥の視神経乳頭
の部分の障害、いわゆる構造障害が大
事です。乳頭陥凹という状態、それに
伴って神経が抜けてくる網膜神経線維
素欠損という状態を、眼底写真などで
診断し、まず一つ見つける。それに伴

って機能的障害、いわわる視野が欠け
ることになります。ですから、緑内障
は視神経の構造障害と、それに伴って
起こる視野障害、その２つがそろって
緑内障といわれるのです。
　山内　あとでも出てきますが、そこ
に眼圧が絡むと考えてよいでしょうか。
眼圧の正常値から教えていただけます
か。
　相原　世界的に見れば、眼圧の正常
値が決まっていて、正常値は10～21 
㎜Hgになっています。これは正常な
人を集めてきて統計的に解析すると、
だいたい平均値が14～15㎜Hgで、10～
20㎜Hgの間にほとんどの人が分布す
るので、正常値を10～21㎜Hgにしよ
うという決まりがあります。
　その値を超えると、基本的には緑内
障になりやすいのではないかといわれ

緑内障の視神経障害

東京大学眼科教授
相　原　　一

（聞き手　山内俊一）

　緑内障の視神経障害は、眼圧と無関係に起こってきます。機序、ならびにそ
の治療法についてご教示ください。

＜愛媛県開業医＞

ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016） （903）  2322 （902） ドクターサロン60巻12月号（11 . 2016）

1612本文.indd   22-23 16/11/14   9:46



ていますし、正常値だったら緑内障に
なるリスクは低いだろうということに
なるのです。実際には境界域などでは
正確に測れないのもありますし、眼圧
自体が変動するため、きちんと境界を
決めるのは非常に難しい話です。ただ、
定義的には21㎜Hgを境に、高ければ
眼圧が異常値、いわゆる高眼圧、それ
より低ければ正常眼圧と一応決められ
ています。
　その中で、さっき言った視神経乳頭
陥凹、網膜神経線維素欠損、そういう
神経が減っている状態と視野障害があ
れば、どちらも緑内障になるのです。
ですから、眼圧が幾つであろうと、所
見的には緑内障と決まってしまうので
す。
　山内　幾つかに分類されていますが、
このあたりについても教えてください。
　相原　一つは、隅角といって水がで
て流れていく仕組みがあるのですけれ
ども、その隅角の部分が構造的に開い
ているか、閉じているかで分類されて
います。
　閉じているタイプ、いわゆる閉塞隅
角というのが、例えば麻酔の後とか、
抗コリン剤を使うときに注意すべき、
急に眼圧が上昇する閉塞隅角緑内障に
なりやすいタイプの方です。そういう
もともと眼圧をつかさどっている水が
流れにくい状態の人が一部いるのです。
　ただ、閉塞隅角の方は１割もいませ
ん。ほとんどの人が開放隅角といって、

水が流れているところが見かけ上は開
いているけれども、抵抗が上がってき
て徐々に眼圧が上がっている人がほと
んどです。ですから、基本的にほとん
どの人が開放隅角緑内障であると思っ
ていただいていいと思います。その中
で眼圧が正常か異常かの問題が次にあ
ります。
　山内　正常眼圧の緑内障を起こしや
すいタイプというのはあるのでしょう
か。
　相原　起こしやすいといいますと、
人種的には非常に日本人に多いのです。
正常眼圧緑内障は、世界的にも日本と
韓国が非常に多いというのがわかって
います。その理由はよくわからないの
ですが、おそらく日本人はいわゆる正
常値、統計学的な正常値にもかかわら
ず、視神経が弱くて、傷みやすいので
はないかと考えられています。
　山内　影響を受けるサイドの臓器や
組織の強さも当然関係してくるわけで
すね。
　相原　組織の問題ではないかと思い
ます。
　山内　眼圧自体にも人種差というの
は相当あるのでしょうか。
　相原　いや、それはそんなに違いま
せん。ただ、平均値でいうと、欧米人
のほうが１ぐらい高いのですが、分布
はほとんどの人が10㎜Hg台にあるの
が普通です。そんなに大きな差はない
です。

　山内　つまり、眼圧というのは正規
分布ないし何らかの分布をしているの
で、それから外れたものを眼圧が高い
といっているけれども、境界領域のと
ころに関して、場合によっては正常と
診断されるということですね。
　相原　そういうことになってしまう
のです。眼圧はいつも一定ではないの
が問題で、季節変動もありますし、１
日の中でも午前中高くて夕方低いとい
うパターンが多い。このようにぶれて
くるので、実は正常眼圧緑内障といわ
れている人でも、夜中に高かったりす
る人がいるかもしれないのです。実際
に毎日クリニックに来るわけではない
ので、数カ月に一度測って正常値であ
っても、ふだんは高い可能性もあるの
です。
　山内　そうしますと、正常と断定す
るような言葉を使ってしまうと、ちょ
っと紛らわしいことから、境界領域と
いったほうがいいのでしょうか。
　相原　それでいいと思います。一般
的な眼圧が高い開放隅角緑内障と正常
眼圧緑内障は連続した疾患であって、
特別境界域は設けていないのです。
　山内　今回の質問で、「眼圧と無関
係に視神経障害が起こってくる」とい
うのは、厳密にいうと眼圧は、やはり
高いとみてよいのでしょうか。
　相原　そうですね。その人にとって
は高いのだと思います。健常眼圧とい
うのが個々人によって違うと思うので

す。健常眼圧を逸脱すると、その人に
とっては異常値であって、例えばそれ
が統計上の正常値であっても、その人
にとっては異常値だということになる
と思います。
　山内　ほんの少し高くても、けっこ
うダメージが来るケースは多いのでし
ょうか。
　相原　ほんの少し高い場合は、ゆっ
くりしかダメージが来ない。正常眼圧
緑内障というのは進むのもそれほど速
くないのです。20年、30年かけて失明
するような領域まで進むので、変な話
ですが、かなり高齢の方であれば、軽
度の緑内障を見つけても、もつと考え
てもいいと思います。
　山内　健康診断で眼圧が高いことが
ありますが、そういった意味では直ち
に緑内障というわけではないのでしょ
うか。
　相原　そうですね。ただ緑内障の一
番の問題は、視野障害が起きても、基
本的に末期になるまで気がつかないの
です。ある日突然かなり視野が狭くな
るとわかるのですけれども、何年もか
けて狭くなるので、ほとんど気がつか
ないのですが、視野の欠けている部分
が暗くなればすぐ気がつくのです。例
えば、網膜剝離などは暗くなったりし
ますし、出血でも暗くなるのですけれ
ども、緑内障の場合は霧の中にだんだ
んかすんでいくような感じ。自覚症状
がないので、眼圧が異常といわれても、
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ていますし、正常値だったら緑内障に
なるリスクは低いだろうということに
なるのです。実際には境界域などでは
正確に測れないのもありますし、眼圧
自体が変動するため、きちんと境界を
決めるのは非常に難しい話です。ただ、
定義的には21㎜Hgを境に、高ければ
眼圧が異常値、いわゆる高眼圧、それ
より低ければ正常眼圧と一応決められ
ています。
　その中で、さっき言った視神経乳頭
陥凹、網膜神経線維素欠損、そういう
神経が減っている状態と視野障害があ
れば、どちらも緑内障になるのです。
ですから、眼圧が幾つであろうと、所
見的には緑内障と決まってしまうので
す。
　山内　幾つかに分類されていますが、
このあたりについても教えてください。
　相原　一つは、隅角といって水がで
て流れていく仕組みがあるのですけれ
ども、その隅角の部分が構造的に開い
ているか、閉じているかで分類されて
います。
　閉じているタイプ、いわゆる閉塞隅
角というのが、例えば麻酔の後とか、
抗コリン剤を使うときに注意すべき、
急に眼圧が上昇する閉塞隅角緑内障に
なりやすいタイプの方です。そういう
もともと眼圧をつかさどっている水が
流れにくい状態の人が一部いるのです。
　ただ、閉塞隅角の方は１割もいませ
ん。ほとんどの人が開放隅角といって、

水が流れているところが見かけ上は開
いているけれども、抵抗が上がってき
て徐々に眼圧が上がっている人がほと
んどです。ですから、基本的にほとん
どの人が開放隅角緑内障であると思っ
ていただいていいと思います。その中
で眼圧が正常か異常かの問題が次にあ
ります。
　山内　正常眼圧の緑内障を起こしや
すいタイプというのはあるのでしょう
か。
　相原　起こしやすいといいますと、
人種的には非常に日本人に多いのです。
正常眼圧緑内障は、世界的にも日本と
韓国が非常に多いというのがわかって
います。その理由はよくわからないの
ですが、おそらく日本人はいわゆる正
常値、統計学的な正常値にもかかわら
ず、視神経が弱くて、傷みやすいので
はないかと考えられています。
　山内　影響を受けるサイドの臓器や
組織の強さも当然関係してくるわけで
すね。
　相原　組織の問題ではないかと思い
ます。
　山内　眼圧自体にも人種差というの
は相当あるのでしょうか。
　相原　いや、それはそんなに違いま
せん。ただ、平均値でいうと、欧米人
のほうが１ぐらい高いのですが、分布
はほとんどの人が10㎜Hg台にあるの
が普通です。そんなに大きな差はない
です。

　山内　つまり、眼圧というのは正規
分布ないし何らかの分布をしているの
で、それから外れたものを眼圧が高い
といっているけれども、境界領域のと
ころに関して、場合によっては正常と
診断されるということですね。
　相原　そういうことになってしまう
のです。眼圧はいつも一定ではないの
が問題で、季節変動もありますし、１
日の中でも午前中高くて夕方低いとい
うパターンが多い。このようにぶれて
くるので、実は正常眼圧緑内障といわ
れている人でも、夜中に高かったりす
る人がいるかもしれないのです。実際
に毎日クリニックに来るわけではない
ので、数カ月に一度測って正常値であ
っても、ふだんは高い可能性もあるの
です。
　山内　そうしますと、正常と断定す
るような言葉を使ってしまうと、ちょ
っと紛らわしいことから、境界領域と
いったほうがいいのでしょうか。
　相原　それでいいと思います。一般
的な眼圧が高い開放隅角緑内障と正常
眼圧緑内障は連続した疾患であって、
特別境界域は設けていないのです。
　山内　今回の質問で、「眼圧と無関
係に視神経障害が起こってくる」とい
うのは、厳密にいうと眼圧は、やはり
高いとみてよいのでしょうか。
　相原　そうですね。その人にとって
は高いのだと思います。健常眼圧とい
うのが個々人によって違うと思うので

す。健常眼圧を逸脱すると、その人に
とっては異常値であって、例えばそれ
が統計上の正常値であっても、その人
にとっては異常値だということになる
と思います。
　山内　ほんの少し高くても、けっこ
うダメージが来るケースは多いのでし
ょうか。
　相原　ほんの少し高い場合は、ゆっ
くりしかダメージが来ない。正常眼圧
緑内障というのは進むのもそれほど速
くないのです。20年、30年かけて失明
するような領域まで進むので、変な話
ですが、かなり高齢の方であれば、軽
度の緑内障を見つけても、もつと考え
てもいいと思います。
　山内　健康診断で眼圧が高いことが
ありますが、そういった意味では直ち
に緑内障というわけではないのでしょ
うか。
　相原　そうですね。ただ緑内障の一
番の問題は、視野障害が起きても、基
本的に末期になるまで気がつかないの
です。ある日突然かなり視野が狭くな
るとわかるのですけれども、何年もか
けて狭くなるので、ほとんど気がつか
ないのですが、視野の欠けている部分
が暗くなればすぐ気がつくのです。例
えば、網膜剝離などは暗くなったりし
ますし、出血でも暗くなるのですけれ
ども、緑内障の場合は霧の中にだんだ
んかすんでいくような感じ。自覚症状
がないので、眼圧が異常といわれても、
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何ともないからと放っておかないで、
ぜひ早く病院に来てほしいと思います。
　山内　そのためのスクリーニングと
して眼圧は大事なのですね。
　相原　基本的には大事です。
　山内　白内障と違って視神経が障害
されると、なかなかリカバーするのは
難しいのですか。
　相原　絶対戻すのは無理なので、長
く維持させることが肝心です。
　山内　この質問にある機序は、基本
的には緑内障と同じでしょうか。
　相原　同じです。眼圧依存性の視神
経障害。圧力が視神経乳頭のダメージ
を起こしていると考えていいと思いま
す。
　山内　視神経乳頭は圧にかなり弱い
ものなのでしょうか。
　相原　一般的にはハンモックのよう
な構造をしているところで、ハンモッ
クの網目の中を神経の軸索が通ってい
るのです。そのハンモック自体が圧が
高いと押し込まれて変形してしまうの
で、軸索障害も起こるのですけれども、
ハンモックの強さは多分、人によって
違うのだと思います。
　山内　いったん起こったらたいへん
だから、とにかくそれを予防するとい
うことですが、この場合、治療といっ
ても、残念ながら、進んでしまったら
なかなか難しいのですね。
　相原　そうですね。神経そのものを
再生させる、復活させる方法はないの

で、圧力を極力下げて、なるべく変形
を抑えるのが最大の治療です。
　山内　それでiPS細胞とか、そうい
ったものも出てくる。それぐらい難し
い領域ということですね。
　相原　iPS細胞で今、網膜神経節細
胞という緑内障でやられる細胞が再生
できるようにはなったのですけれども、
残念ながら、それが脳のほうにつなが
るかというと話は別です。外側膝状体
まで伸ばさないといけないので、それ
が通り抜ける管の視神経の乳頭が壊れ
ているわけですから、iPS細胞で軸索
を伸ばしても、そこを通らないと意味
がない。
　山内　治療はまだまだ困難というこ
とですね。それでは予防ということで
すが、こちらはいかがでしょう。
　相原　ぜひ40歳になったら一度検診
を受けていただいて、眼底写真、でき
れば視野検査もあるといいのですけれ
ども、少なくとも眼底写真を撮ってい
ただいて、視神経が傷んでいるのを見
つけてもらうのが一番いいと思います。
　40歳になったら必ずクリニックに行
って、早期診断。そうしたら、まず失
明することはないので、心配しなくて
いいと思います。
　山内　症状が出てくるとかなり厳し
くなる。
　相原　自覚症状が出たときは、緑内
障でいうと末期の視野障害になってい
ます。それぐらい、真ん中に来るまで

気がつかないし、視野はそうですけれ
ども、最後の最後まで見えるのです。
ですから、よけい病院へ来ないのです。
とにかく早めに検診を１回、40歳で受
けることが大事です。

　山内　急な失明を防ぐためにも非常
に重要ですね。
　相原　そうですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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何ともないからと放っておかないで、
ぜひ早く病院に来てほしいと思います。
　山内　そのためのスクリーニングと
して眼圧は大事なのですね。
　相原　基本的には大事です。
　山内　白内障と違って視神経が障害
されると、なかなかリカバーするのは
難しいのですか。
　相原　絶対戻すのは無理なので、長
く維持させることが肝心です。
　山内　この質問にある機序は、基本
的には緑内障と同じでしょうか。
　相原　同じです。眼圧依存性の視神
経障害。圧力が視神経乳頭のダメージ
を起こしていると考えていいと思いま
す。
　山内　視神経乳頭は圧にかなり弱い
ものなのでしょうか。
　相原　一般的にはハンモックのよう
な構造をしているところで、ハンモッ
クの網目の中を神経の軸索が通ってい
るのです。そのハンモック自体が圧が
高いと押し込まれて変形してしまうの
で、軸索障害も起こるのですけれども、
ハンモックの強さは多分、人によって
違うのだと思います。
　山内　いったん起こったらたいへん
だから、とにかくそれを予防するとい
うことですが、この場合、治療といっ
ても、残念ながら、進んでしまったら
なかなか難しいのですね。
　相原　そうですね。神経そのものを
再生させる、復活させる方法はないの

で、圧力を極力下げて、なるべく変形
を抑えるのが最大の治療です。
　山内　それでiPS細胞とか、そうい
ったものも出てくる。それぐらい難し
い領域ということですね。
　相原　iPS細胞で今、網膜神経節細
胞という緑内障でやられる細胞が再生
できるようにはなったのですけれども、
残念ながら、それが脳のほうにつなが
るかというと話は別です。外側膝状体
まで伸ばさないといけないので、それ
が通り抜ける管の視神経の乳頭が壊れ
ているわけですから、iPS細胞で軸索
を伸ばしても、そこを通らないと意味
がない。
　山内　治療はまだまだ困難というこ
とですね。それでは予防ということで
すが、こちらはいかがでしょう。
　相原　ぜひ40歳になったら一度検診
を受けていただいて、眼底写真、でき
れば視野検査もあるといいのですけれ
ども、少なくとも眼底写真を撮ってい
ただいて、視神経が傷んでいるのを見
つけてもらうのが一番いいと思います。
　40歳になったら必ずクリニックに行
って、早期診断。そうしたら、まず失
明することはないので、心配しなくて
いいと思います。
　山内　症状が出てくるとかなり厳し
くなる。
　相原　自覚症状が出たときは、緑内
障でいうと末期の視野障害になってい
ます。それぐらい、真ん中に来るまで

気がつかないし、視野はそうですけれ
ども、最後の最後まで見えるのです。
ですから、よけい病院へ来ないのです。
とにかく早めに検診を１回、40歳で受
けることが大事です。

　山内　急な失明を防ぐためにも非常
に重要ですね。
　相原　そうですね。
　山内　どうもありがとうございまし
た。
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