
緑内障 

 

緑内障～疾患編～ 

 

緑内障は視神経が障害されることで視野狭窄など起こし、放置すると失明する可能性の高い

疾患です。 

しかし、早期発見して適切に治療管理することで病気の進行を抑えることが可能です。 

ある程度進行するまで自覚症状が現れにくいため自分では気づきにくく、定期的に検診を受

けて早期発見することが大切です。 

このコンテンツでは緑内障の病態を中心に 

【緑内障の疫学】 

【目の仕組みと緑内障】 

【緑内障の症状】 

【緑内障の分類】 

【緑内障の検査と診断】 

について順に見ていきます。 

 

 

緑内障の疫学 

緑内障がどのような疾患か疫学も含めて見ていきます。 

 

緑内障とは 

緑内障とは、原因はまだはっきりしていませんが眼圧や視神経の脆弱性などが関係して神経

細胞が死滅・消失し、次第に視野が欠ける狭くなるなどの視野障害を引き起こし、それが進

行する疾患です。 

治療しないで放置すると進行して、最終的には失明の危険性もあります。 

緑内障は多くの場合、眼圧を下降させる治療により視野障害の進行を防止もしくは遅延させ

ることが可能です。 

早期に発見し、治療によって眼圧を下降させることが出来れば失明の危険性はかなり低くな

ります。 

そのため緑内障は早期発見と早期治療開始が非常に重要な疾患と言えます。 



日本眼科学会緑内障診療ガイドラインでは、緑内障は『視神経と視野に特徴的変化を有し、

通常、眼圧を十分に低下させることにより視神経障害を改善もしくは抑制しうる目の機能的

構造的異常を特徴とする疾患』と定義されています。 

 

統計 

緑内障は、我が国における中途失明の原因疾患として糖尿病・網膜症と並んで非常に重要な

疾患です。 

 

失明との関連性 

厚生労働省科学研究費補助金事業として行われた視覚障害者に関する疫学調査において、

2016年の時点で緑内障は失明の原因疾患の第1位で、原因全体の28.6%を占めていまし

た。 

 

このように緑内障が中途失明の原因疾患となりやすい背景には、緑内障の視野障害が相当

進行するまで自分では気付きにくいということがあります。 

片目の視野が欠けたと言っても、両目で見た場合にはカバーされてしまいます。 

また、かけた部分は黒く見えるわけではなく明るさに対する感度が落ちる程度であるた

め、よほど注意しなければ自覚することはありません。 

症状を自覚するのは中期を過ぎてからと言われ、それまでは放置している人が多いのが現

状と言われています。 

一度障害されてしまった視神経は決して回復することはありません。 

 

(％) 



罹患率 

緑内障疫学調査多治見スタディによると、日本人の40歳以上の緑内障有病率は5.0%、つ

まり20人に1人が緑内障患者と推定されています。 

これを日本の人口で換算すると、日本には約400万人もの緑内障患者が入ることになりま

す。 

また、この疫学調査で約90%の人が緑内障であることを気付かず、未治療のままであるこ

とも明らかになりました。 

緑内障は男女とも加齢に伴い有病率が上昇し、特に70歳以上では少なくとも10人に1人が

緑内障に罹患していると言われています。 

今後人口の高齢化の進行とともにますます患者の増加が予想されます 。 

 

 

目の仕組みと緑内障 

目の仕組みと緑内障について見ていきます。 

 

目の構造 

まず目の構造を眼球の縦断面の模式図で見ていきます。 

目の構造はカメラの構造に似ています。 

目に入った光の情報は、まず角膜を通過して次に瞳孔を通過します。 

 

角膜は透明で眼球前方の表面をドーム状に覆っており、カメラで言えばレンズを守るフィル

ターにあたります。 

角膜には眼球の表面を保護するほか、眼球の裏側にある網膜上に光画像を結ぶのを助ける働

きがあります。 

角膜(かくまく) 



 

瞳孔は通常黒目と呼ばれる虹彩の

中央部のことで、光はここを通っ

て目の中に入ります。 

 

 

虹彩は、カメラで言えば絞りにあ

たり、瞳孔の外側にある円盤型の

色がついた部分のことで、中心の

瞳孔を拡大させたり収縮させたり

して眼球に入る光の量を調節して

います。 

虹彩の働きにより、暗いところで

はたくさんの光が目に入り、明る

いところでは目に入る光の量が少

なくなるように調整しています。 

 

虹彩の調節 

虹彩の収縮や拡大は筋肉によって行われます。 

虹彩を動かす筋肉は瞳孔側にある円状の瞳孔括約筋と、その周りの放射状の瞳孔散大筋

から成り立っています。 

瞳孔括約筋は副交感神経の支配を受け、副交感神経が興奮すると瞳孔括約筋が収縮し縮

瞳します。 

一方瞳孔散大筋は交感神経の支配を受け、交感神経が興奮すると瞳孔散大筋が収縮し散

瞳します。 

 

 

瞳孔を通過した光は水晶体に入っていきます。 

水晶体はカメラで言えばレンズにあたり、虹彩のすぐ後ろにあり厚みを変えることで目に入

った光を屈折させ、網膜上に焦点が丁度合うように調節します。 

 

 

水晶体の焦点を合わせで重要な役割をしているのが虹彩の根元にある毛様体と、毛様体と水

晶体を結んでいるチン小帯です。  

 

 

瞳孔(どうこう) 

虹彩(こうさい) 

水晶体(すいしょうたい) 

毛様体(もうようたい)・チン小帯(ちんしょうたい) 



焦点を合わせる仕組み 

近くを見る時は毛様体の筋肉が収縮し、チン小帯が弛緩します。 

すると水晶体が厚くなり屈折率は大きくなるため、近くがよく見えるようになります。 

逆に遠くを見るときは毛様体の筋肉が弛緩しチン小帯が収縮します。 

すると水晶体は薄くなり屈折率が小さくなるため、遠くがよく見えるようになります。 

 

 

水晶体を通過した光は硝子体を通って網膜上に像を結びます。 

その情報は視細胞で電気信号に変換されて視神経を通じて脳に伝えられ、最終的に映像とし

て認識されます。 

硝子体は透明なゼリー状で眼球の形を保っています。 

 

 

網膜はカメラで言えばフィルムにあたり、網膜には光を感じる細胞の視細胞と、その細胞に

栄養を与える血管が分布しています。 

 

 

視細胞はそれぞれ神経線維に繋がっていて、その神経線維は眼球の裏側で束になって視神経

を形成します。 

この視神経の基部を視神経乳頭と言います。 

 

 

眼球の一番外側には強膜と言われる膜があり、眼球の形を保っています。 

その内側には脈絡膜があり、網膜に酸素や栄養素を送る役割を担っています。 

脈絡膜は虹彩・毛様体と合わせてぶどう膜と呼びます 。 

 

 

眼圧と仕組み 

 

房水 

房水とは、角膜と水晶体の間にある前方と後方を満たしている透明な液体です。 

房水はβ受容体などの交感神経の刺激により毛様体で産生され、後房から瞳孔領を通って

前房に抜け、角膜と虹彩の間の隅角を通り眼外に排出されます。 

この排出経路には、主経路と副経路があります。 

主経路は線維柱帯というフィルターの役目をしている網目状の組織を通ってシュレム管か

ら排出される経路です。 

硝子体(しょうしたい) 

網膜(もうまく) 

視神経(ししんけい)・視神経乳頭(にゅうとう) 

強膜(きょうまく)・脈絡膜(みゃくらくまく) 



房水の約90%がこの主経路から排出します。 

副経路は毛様体からぶどう膜と強膜を取って眼外へ排出される経路です。 

房水の約10%がこの副経路から排出されます。 

 
 

眼圧とは 

房水の循環によってほぼ一定の圧力が眼内に発生し、眼球の形状が保持されています。 

この圧力のことを眼圧と言います。 

つまり眼圧とは、目の形状を保つための目の硬さということもできます。 

毛様体で産生される房水と排出される房水のバランスが保たれていると、常に一定量の房

水が循環していることになり、眼圧が正常に維持されます。 

ところが、何らかの原因で房水が過剰に産生されたり排出がうまくされなかったりする

と、房水の流れが滞り眼圧は上昇してしまいます。 

眼圧が上昇すると視神経乳頭が圧迫されてしまい、それが視覚障害に繋がります。 



 

眼圧の変動 

眼圧は健康な人でも様々な要因で変動します。 

日内変動と言って、1日のうちでも時間によって圧は変化します。 

個人差がありますが、夜間よりも日中に眼圧が高くなる人が多く、その差は3～6 mmHg 

と言われています。 

季節によっても変動し、夏は低く冬は高めとなり、その差は1～5 mm Hg くらいです。 

また、加齢に伴い眼圧は低下すると言われています。 

その他、姿勢によっても眼圧は変わります。 

例えば、座位に比べ仰向けでは眼圧が1～2 mm Hg 高くなります。 

ステロイド剤など薬剤の使用によっても眼圧上昇の可能性があるため注意する必要があり

ます。 

その他、運動や飲酒・喫煙などの生活習慣も眼圧に影響すると考えられています。 

大規模疫学調査多治見スタディにより、日本人の眼圧の平均値は14.5 mm Hg であり、

ばらつきの程度を考慮すると正常範囲は10～20 mm Hg であることが明らかになりまし

た。 

神経線維は網膜上では網膜と平行に走っていますが、神経の眼球からの出口である視神経

乳頭ではほぼ直角に折れ曲がっているため、眼圧による圧迫に対して行動的に弱くなって

います。 

古くは、緑内障は『眼圧が上昇することで視神経乳頭が圧迫され神経細胞の破壊が起こ

り、視野障害を呈する病気』として理解されてきましたが、近年日本人では正常眼圧の緑

内障が多くを占めることが明らかになりました。 

そのため、緑内障の原因として眼圧上昇は何らかの形で関係はするものの、それだけでは

なく視神経乳頭部の脆弱性の個人差が関係しているのではないかとも考えられています。 

 

 

緑内障の症状 

緑内障の症状について見ていきます。 

一点を見たまま目を動かさずに見える範囲を視野と言いますが、緑内障の主な自覚症状とし

ては 

・視野の中に部分的に見えない部分ができる暗点の出現 

・視野が徐々に狭くなる視野狭窄 

の2つがあります。 

緑内障のほとんどでは、これらの症状はゆっくりと慢性に進行します。 

 



症状の経過 

症状の現れ方と経過には個人差があります。 

多くの場合、次の図の様になります。 

合わせて視力も低下し、日常生活にも支障をきたすようになり、さらに放置すると失明にな

ります。 

 

緑内障発作 

一方、急性に進行する緑内障もあります。 

このタイプの緑内障では眼圧が急激に上昇し、 

・強烈な目の痛み 

・頭痛 

・視力低下 

・吐き気 

・光の周りに虹がかかったように見える光視症 など 

激しい自覚症状が現れます。 

これを緑内障発作といい、多くの場合症状は片方の目にだけ現れます。  

 



緑内障の分類 

緑内障の分類について見ていきます。 

 

緑内障の分類 

緑内障は大きく 

原発緑内障 

続発緑内障 

発達緑内障 

の3つに分類されます。 

 

分類の仕方 

原発緑内障は眼圧上昇もしくは視神経障害の原因が他の疾患によるものでは無いもので

す。 

原発緑内障は除外診断によって診断され、緑内障の90%以上を占めています。 

原発緑内障については、さらに 

房水の出口である隅角の所見に、より深く広く開放している原発開放隅角緑内障 

隅角が狭く閉塞している原発閉塞隅角緑内障 

両者を合併している混合型緑内障 

の3つに分類されます。  

続発緑内障は他の癌疾患や全身疾患、薬物使用が原因になっているものです。 

発達緑内障は先天的な隅角発達異常が原因になっているものです。 



 

原発緑内障 

 

原発開放隅角緑内障 

原発開放隅角緑内障は、通常房水の出口である線維柱帯が徐々に目詰まりし、房水流出抵

抗が上昇することで眼圧が上昇して高眼圧のため視神経が障害されて発症します。 

ただし、神経の眼圧に対する脆弱性には個体差があるため、眼圧上昇が正常範囲内の上昇

であっても視神経障害を起こし緑内障になる人がいます。 

そのため、 

高眼圧で緑内障を発症したものを【狭義の原発解放隅角緑内障】もしくは【高眼圧症】 

正常眼圧で発症したものを【正常眼圧緑内障】 

と、発症機序が共通するこの2つをまとめて【広義の原発開放隅角緑内障】としていま

す。 

日本人においては、眼圧20 mm Hg を境に【狭義の原発開放隅角緑内障・高眼圧症】と

【正常眼圧緑内障】に分けられています。 

正常眼圧緑内障は病型として最も多く、緑内障全体の約70%以上を占めています。 

高眼圧で発症するにしろ正常眼圧で発症するにしろ、いずれも発症と進行の危険性は眼圧

値の高さに応じて増加します。 

慢性進行性の神経症であり、多くは中期以降に視野障害を自覚するようになります。 

形態的特徴として 

・神経乳頭辺縁部の菲
ひ

薄化
は く か

 

・網膜神経線維層欠損 

が見られます。 

 

原発閉塞隅角緑内障 

原発閉塞隅角緑内障の発症には 

相対的瞳孔ブロック 

プラトー虹彩 

水晶体による因子 など 

が、関与していると考えられています。 

そのため、原発閉塞隅角緑内障はその主たる発症機序によって相対的瞳孔ブロックにより

発症した原発閉塞隅角緑内障と、プラトー虹彩による眼圧上昇で発症したプラトー虹彩緑

内障に分けられています。 

 

 



関与する要因 

・相対的瞳孔ブロックとは、虹彩と水晶体が近接することで房水の流出抵抗が上昇し、虹

彩が前方に膨隆し隅角が閉塞することです。 

・プラトー虹彩とは、虹彩根部がもともと前方に屈曲しているため散瞳時に虹彩根部がさ

ら熱くなり隅角を閉塞する虹彩の形態異常のことを言います。 

 

原発閉塞隅角緑内障の種類 

また、原発閉塞隅角緑内障は発症速度により急性型と慢性型の2つに分けられます。 

急性原発閉塞隅角緑内障は、隅角が広い範囲で閉塞することにより短時間で眼圧が上昇

し、しばしば40～80 mm Hg に達し、いわゆる緑内障発作に代表される臨床症状を呈

します。 

薬物による散瞳・精神的感動・興奮などが発作の誘因となります。 

このような急性型では、対処が遅れると一晩でも失明する危険性があります。 

そのため、発作が起きたら可及的速やかに治療を行い、眼圧を下げる必要があります。 

慢性原発閉塞隅角緑内障は、隅角の閉塞が徐々にあるいは間欠的に生じるため、眼圧上

昇は軽微かつ単調であり、急性型の症状所見が認められないものが該当します。 

自覚症状、他覚所見は原発開放隅角緑内障とほぼ同じです 。 

 

続発緑内障 

次に、続発緑内障について見ていきます。 

続発緑内障は、他の癌疾患や全身疾患あるいは薬物使用によって眼圧が上昇することがあ

り、これが原因で視神経が障害されて起こった緑内障です。 

・外傷による緑内障 

・糖尿病による緑内障 

・ステロイドの副作用による緑内障 など 

が該当します。 

 

発症の仕方 

目の外傷による緑内障は、目を強くぶつけるなどして隅角に傷が付き、房水の流れが悪く

なって眼圧が上昇し、視神経が障害されて発症したものです。 

糖尿病による緑内障は、合併症である網膜症の悪化により発症する新生血管緑内障です。 

網膜症では、網膜の最小血管が詰まって酸素が行き渡らないため、新生血管を作って酸素

を補おうとします。 

この新生血管が網膜症の悪化で虹彩や毛様体にも伸びるとシュレム管が徐々に塞がれ、眼

圧が上昇するため視神経が障害されて緑内障を発症します。 



ステロイドの副作用による緑内障は、ステロイドの投与により繊維柱帯が詰まることで眼

圧が上昇して発症します。 

ステロイドによる眼圧上昇は、通常投与中止により正常に戻りますが、長期継続使用する

と元に戻らなくなることがあります。 

ステロイド緑内障は若年者で多く発症すると言われ、全身投与だけでなく点眼や軟膏でも

報告されています。 

 

発達緑内障 

先天性の発達緑内障は隅角形成異常に起因する緑内障で、 

・早発型 

・遅発型 

・他の先天異常を伴うもの 

の3つに分類されます。 

早発型は先天的な形成異常が隅角に限局するもので、生後すぐに発症します。 

遅発型は先天的な隅角形成異常に起因するものの、異常の程度が軽いため発症時期が遅れま

す。 

他の先天異常を伴うものは隅角以外に先天的な異常を伴うものです 。 

 

 

緑内障の検査と診断 

緑内障の診断の流れと検査について見ていきます。 

 

診断 

緑内障の診断では、まず問診・視診を行い 

目の外傷炎症などの既往歴 

無視眼痛 

充血 

頭痛などの自覚症状 

家族歴 

について確認します。 

続発緑内障の可能性を考慮して、全身疾患の既往歴薬物治療歴についても確認します。 

検査としては、細隙燈顕微鏡検査や眼圧眼底視野隅角などの検査を行います。 

これらの検査結果を総合的に評価し緑内障の確定診断を行うほか、病気の判定も行います。 

 

 



検査 

緑内障の診断にあたって行われる検査の主なものについて見ていきます。 

 

細隙灯顕微鏡検査 

細隙灯顕微鏡検査は、細い帯状の光を眼球の各部に当てて、それを顕微

鏡で拡大して調べる検査です。 

角膜・前房・虹彩・水晶体などを観察でき、特殊なレンズを用いると隅

角や硝子体、眼底の極周辺部まで観察が可能です。 

 

眼圧検査 

眼圧検査は緑内障の診断のほか、治療経過を確認するために必要な検査です。 

眼圧は日時などを変えて何回か測定するようにします。 

日本人の眼圧の正常範囲は10～20 mm Hg であり、20 mm Hg を超える場合は緑内障

を疑います。 

しかし、正常眼圧緑内障も多く存在するため眼圧が正常範囲であっても緑内障を否定する

ことはできません。 

緑内障の治療では、眼圧を患者個々の適正範囲にコントロールすることが重要なため、眼

圧の測定は患者管理上最も欠かせません。 

現在、広く用いられている眼圧測定方法には接触法と非接触法があります。 

接触法は、目の表面に測定器具を直接当てて測定する方法で、治療中の経過観察など正確

な値を必要とする場合に適しています。 

一方、非接触法は目の表面に空気を瞬間的に噴射した時の角膜の形から眼圧を求める方法

で、患者の目に直接触れずに比較的簡単に測定できるためスクリーニングに適していま

す。  

 
 



眼底検査 

眼底検査は、瞳孔を通して眼底に光を当て、網膜の血管や視神経乳頭、視神経線維を直接

観察する検査です。 

緑内障では視神経乳頭陥凹拡大が認められ、その変化は視野異常に先んじて現れる傾向が

あります。 

そのため、検診の眼底検査で脳神経乳頭陥凹拡大の指

摘が緑内障の早期発見に繋がっています。 

また正常眼圧緑内障は、視野異常はあるものの眼圧が

正常であるため、眼底検査での視神経乳頭陥凹拡大が

診断の決め手となります。 

最近では光干渉断層計などの三次元画像解析装置を用

いて神経乳頭や網膜の視神経の厚みを測ることがで

き、緑内障をより的確に診断できるようになっていま

す。 

実際に眼底検査を行うと、右の図のように血管と神経

乳頭が見えます。 

視神経乳頭の部分だけ拡大してみると、正常な場合、

神経乳頭は神経線維が束になって眼球から出て行く出

口であるため、真ん中が少しへこんでおり白っぽく見えます。 

これを神経乳頭陥凹と呼び、緑内障の場合は視神経の萎縮のため神経乳頭陥凹の拡大が認

められます。 

 

視野検査 

視野検査は見える範囲と光に対する感度を調べる検査です。 

緑内障の病気や進行状態を確認できるため、定期的に検査をします。 

正常視野は横長の楕円形をしており、右の図の様に片目につき 

上   約60° 

下側  約75° 

鼻側  約60° 

耳側  約100° 

の範囲になります。 

視野検査には 

・視野の範囲を調べるゴールドマン視野計 

・網膜感度の精密測定が可能な自動視野計であるアンフリーシア型  

など 

があります。

眼底検査で撮れる眼底写真図 
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隅角鏡検査 

隅角鏡検査は隅角の広さを測定する検査です。 

隅角の広さを測定することで緑内障のタイプを診断し、また急性隅角閉塞の危険性の程度

を調べます。 

検査は隅角鏡という特殊なレンズを目に装着して隅角の開き具合を確認します。 

 

 

あとがき 

緑内障はよく耳にする目の疾患ですが、実際にどのように患ってどのように治療するかはあ

まり意識されていないかもしれません。 

目の病気の怖い所は、一度失った視力は元に戻らないことです。 

現在では検査方法も充実しており、かなり高い精度でわかります。 

加齢も原因の一つですので、年1回の人間ドックや健康診断を受け、自覚症状が出る前に 

早期発見・早期治療に努めましょう。 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。 

疾患編を読んで、分からないことや、もっと知りたいことなどありましたら

ご意見をお聞かせください。 

感想もお待ちしております。 

 

 


