■ 対談 白内障手術の最前線̲15D4C（ w 379mm × h 510mm ）
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レンズを入れた場
合︑中間が見えにく
いということになり
ます︒たとえば美術

徳永
よ︒施設によっては﹁日帰り手術﹂が

岡

ンズも︑やはり小さなものなので

手術で済むならば安心です︒眼内レ

徳永

ね︒﹁遠くと近くに

立って鑑賞しますよ

㍍離れたところに
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※写真はシミュレーションイメージです。
術後の見え方には個人差があります。※2焦点レンズや3焦点レンズは、
2つ、
もしくは3
つの焦点距離にあるものを同時にクリアに見られますが、
単焦点レンズほどクリアな視界が得られないことがあります。
また、
時に、
強い光をまぶしく感じることがあります。※焦点が合っているところでも、
場合によっては眼鏡が必要なことがあります。

な見え方に近いでしょう︒

ご心配なさることはありません︒

3焦点自然視覚レンズ

﹁近く﹂のいずれか１カ所にのみ焦
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3つの焦点距離にあるもの
が、
同時にクリアに見える

2つの焦点距離にあるもの
が、
同時にクリアに見える

ピントを合わせた距離のも
のが、
非常にクリアに見える

老眼になる前の
見え方に近い

見る対象との距離に
よっては眼鏡が必要
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﹇ 対談 ﹈
白内障手術の最前線

３焦点
自 然視 覚レンズで
進 化 した
白 内 障 治 療 のいま
﹁視覚﹂は人間の五感の中でも重要な働きをしています︒
﹁人生１００年時代﹂︒年齢を重ねても活力ある
後半生を築くためには︑
目の加齢対策が大切です︒
加齢によって引き起こされる目の代表的な病気が白内障︒
歳以上から急速に増加し︑ 歳以上のほとんどの

高齢者に症状が出ているそうです︒
白内障の疾患や治療法における正しい知識について︑
フリーアナウンサーの徳永玲子さんが

■ 図2 レンズの種類による見え方の違い
（シミュレーション）
合わせるため︑例えば遠く

（白内障に関する問い合わせ）

検索
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0120-000-000

白内障の情報はこちら

日本アルコン きける！白内障

わかる！白内障

タレント、女優、
パーソナリティ。
福岡県太宰府市出身。筑紫中央高校卒業後、劇団テアトル
ハカタ入団。1985年ＫＢＣテレビ
「モーニング・モーニング」のア
シスタントとしてお茶の間の人気を集める。現在、
テレビ
「アサデ
ス。」
などＫＢＣのパーソナリティとして活躍中。
医療法人先進会 理事長。
日本白内障屈折矯正手術学会理事。
日本眼科学会認定眼科
専門医。1970年生まれ。愛知医科大学卒業。福岡大学病院
眼科を経て、2002年福岡県飯塚市に岡眼科クリニック開業。
2019年先進会眼科東京・大阪・福岡開院。
レーザー白内障
手術及多焦点眼内レンズ手術を多数執刀。

2焦点レンズ

単焦点レンズ

※

※
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先進会眼科・岡義隆先生に伺いました︒

白内障と分かった場合︑どの

眼内レンズの
挿入で
完治することが
可能に
徳永

たとえば近視の場合は︑メガネ

ような治療法があるのでしょうか︒
岡

やコンタクトなどで視力を補う︒ピ
ントの調節機能が落ちてきたらその
分︑老眼鏡で補うことができます︒
しかし︑水晶体のタンパク質が変性
して濁りが生じる白内障にはそれが
できません︒水晶体はいったん濁る
と︑もとの透明な状態に戻ることは

光が十分に
正常な眼 水晶体が透明なため、
通ってよく見えます。
水晶体が濁ってくると、
光が通りに
くくなり、
見え方に影響が出ます。

白内障
の眼

徳永玲子さん
先生

岡 義隆
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ありません︒取り替えるしかないわ

■ 図1 白内障の水晶体の変化

フリーアナウンサー
眼科医
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