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糖尿病に伴う網膜の変化を糖尿病網膜症といいます。
糖尿病の３大合併症（糖尿病腎症、糖尿病神経症、糖尿
病網膜症）の１つとして有名ですが、眼科では中途失明
疾患の原因の第２位として重要な疾患です。 
糖尿病網膜症の病期には、【単純網膜症】、【増殖『前』
網膜症】、【増殖網膜症】があり、この順番に進行してい
きます。 
 
＜糖尿病の症状＞ 
【単純網膜症】 
糖尿病で血糖の高い状態が続くと、網膜の血管の壁
の一部が弱くなって、コブのように膨れ上がったり（毛
細血管瘤（りゅう））、血管が破れて小さい出血を起こし
たり（点状出血）、出血や浮腫が吸収されたあとが白い
点となって残ったり（硬性白斑）といった症状がみられ
るようになります。このような初期の段階であれば、糖
尿病のコントロールをしっかり保つことでこれらの変化
は消失する可能性があります。 
 

【増殖『前』網膜症】 
糖尿病が悪いまま放置され、網膜症がある程度進行

すると、網膜の細い血管がつまり始め（毛細血管床閉塞）、
網膜は酸素不足になり、ＳＯＳを発するようになります。
その結果、綿ぼこりのようなむくみ（軟性白斑）が現れ
てきます。 
 

【増殖網膜症】 
さらに症状が進むと、酸素不足を補うために眼は突
貫工事で新しい血管（新生血管）を作って対処しようと
しますが、新生血管は非常にもろいため、後に失明につ
ながるような大出血を引き起こしてしまう可能性があ
ります。また、新生血管を足場に蜘蛛の巣のような悪い
膜（増殖膜）ができ、その膜が網膜を引っ張ることによ
り網膜剥離を引き起こすことがあります。 
 
 
 
 
 
 

＜糖尿病の治療＞ 
網膜症が増殖前網膜症や増殖網膜症に進行すると、

血糖コントロールに加えて積極的な眼科的治療が必要
となります。 
眼科の治療にはレーザー光線による【光凝固療法】

と【硝子体手術】になります。 
 

【光凝固療法】 
酸素不足になって網膜を視力に大切な中心部分を

除いて、レーザーで焼きつけて網膜を間引き、酸素不
足を解消する治療です。すでにある新生血管も枯れて
細くなり、大出血を起こす危険性が低くなります。 
 

【硝子体手術】 
すでに眼球内に大出血を起こしていたり、増殖膜が
網膜を引っ張り、網膜剥離を起こしている場合には、出
血や増殖膜を取り除く硝子体手術が必要になります。 
 

＜最後に＞ 
糖尿病網膜症は自覚症状が出にくい病気です。糖尿

病網膜症もほかの病気と同じで早期発見、早期治療が
大切です。血糖コントロールをしっかり行うことはもち
ろんのこと、定期的に最低でも１年に１～２回の眼科検
査を受けてほしいと思います。 
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の母子健康診査、BCG予防接種、教室のお知らせ ８月 
持ち物 定員 対象 受付時間（開催時間） 日 種別 

看護師・保健師・管理栄養士が担当します ★あなたの健康づくりを応援します 
健康ホットライン 
1２７－１０２１（相談専用です） 

月～金（祝日は除く） 
午前９時３０分～１１時 

７月１５日 、８月２６日  
※要予約 
※上記以外の日程でも 
　相談可能 

ご自身や家族の健康について、また、育児に関する
ことを専用電話で、保健師が相談をお受けします。 

健康相談 月～金（祝日は除く） 
午前９時～午後５時 
※要予約 
　電話相談可 

生活習慣病など健康に関すること。 
血圧・尿・体脂肪・喫煙度チェックもできます。 

こころの健康相談 こころの不調への早期対応、予防に関すること。 

家庭訪問 ご家庭に訪問して、相談をお受けします。 

栄養相談 食生活に関する相談を管理栄養士がお受けします。 

場所・予約・問い合わせは保健センター 

くすり安心電話 
津島海部薬剤師会
会員が、緊急時の薬
の相談に応じます。 
 
午後９時～翌日午前
９時 
 
1０９０-２１３６-３８５８ 

HAPPY 
マタニティ(育児編） ２１

午前９時４５分～１０時 
(午前１０時～１１時４０分)

妊娠中の方とその家族 
内容：赤ちゃんの生活や特徴についての講話、 
お父さん向けに赤ちゃんのお世話の実習、 
お母さん向けにストレッチの実技 

４０人 
予約制 

母子健康手帳 
※動きやすい服装で 
ご参加ください 

２歳児歯科 
健康診査　 ４ 午後１時～１時４５分 平成２６年８月生のお子さん 

（３歳未満まで受診可） 
４０人 
予約制 

母子健康手帳、問診票 
タオル 
仕上げ磨き用歯ブラシ 

―― ＢＣＧ 
予防接種 ２ 午後１時２０分～２時 生後１歳に至るまでのお子さん 

＊対象者に個別通知をします 
母子健康手帳 
BCG予診票 

―― ４カ月児 
健康診査 

３

２４
午後１時～２時３０分 
（指定された時間） 

生後４カ月を過ぎたお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（１歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

―― 
１９

２６
３歳児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２５年８月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（４歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 
視力･聴力アンケート 

―― １歳６カ月児 
健康診査 午後１時～１時４５分 

平成２７年１月生のお子さん 
※対象者に個別通知をします 
（２歳未満まで受診可） 

母子健康手帳 
問診票 

１８

２５

離乳食 
後期 １７ 午前９時４５分～１０時 

(午前１０時～１１時)

教室開催月に９～１２カ月頃になるお子さんをもつ保護者 
内容：離乳食後期から完了期のお話と試食など 
（１１時から個別相談もできます） 

２０人 
予約制 母子健康手帳 

☆健康診査はすべて１～２時間程度かかります。乳幼児健康診査を受けていない方は、保健センターの保健師がご家庭を訪問します。      

☆３歳児健康診査では当日会場で尿検査を実施します。      

☆麻しん（はしか）、風しん（三日ばしか）、水痘（水ぼうそう）、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、インフルエンザ、とびひ等にかかっている方は、

医師の許可が出てからお越しください。      

☆予約制の場合は、定員になり次第締め切らせていただきます。      

☆暴風警報等が、愛知県西部地方に発令された場合は実施できないことがありますので、保健センターにお問い合わせください。     
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財源確保のため有料広告を掲載しています。広告については市が推奨するものではありません。内容については直接広告主へお問い合わせください。 

神島田小学校　６年 
金丸　颯 さん 

将来の夢はパティシエ 

一年生の運動会で、初めて金管バンド
部のマーチング演奏を観ました。ぴった
りとそろった動きや演奏に、「かっこいい。
私も入りたい。」と強く思いました。四
年生になって、あこがれ続けた金管バン
ド部にやっと入ることができました。トラ
ンペットをまっすぐ構え、音楽の拍数に
合わせて足を上げて動くことは、思って
いた以上に大変でした。苦労している時、
上級生の子が「一緒にやろう。」とさそ
ってくれて、暑い中、一緒に練習をくり返

しました。そのおかげで、運動会当日に
はみんなの動きや演奏がそろい、とても
気持ちよく、私の顔が自然に笑顔になっ
ていました。上級生に助けられ、努力す
ることの大切さと仲間と一つのものを
作り上げる喜びを味わうことができました。
この二年間、練習に励んだ時間は、私を
強くしてくれました。六年生になった今年、
最後の演奏を精いっぱいがんばります。
そして、私も下級生の子にやさしく教え、
一緒に演奏を楽しみたいです。 

市立図書館  
２５‐２１４５  

――――― 　 　 ――――― ――――― 　 　 ――――― 

皆さんと本との出会いを求めて、  
新着の図書をご紹介します。  

※毎月第４火曜日は、館内整理のため、分室（生涯学習センター、神島田公民館）もお休みします。 
　ご自宅から図書館ホームページで蔵書検索ができますので、ご利用ください。 
　津島駅構内（津島総合案内所）に「図書返却ポスト」を設置していますので、ご利用ください。 

児童書 一般書 

［ 　 ７月の休館日 　 ］ 

『からかさにざえもん』 最上一平 文 国松エリカ 絵 文研出版 
 

２３日 (尾張津島天王祭のため臨時休館) 

２６日  
 

『図解絵本工事現場』 モリナガヨウ 作・絵 ポプラ社 
 

『日本史有名人の身体測定』 
　篠田達明 著 
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

『城のつくり方図典 改訂新版』 三浦正幸 著 小学館 
 

『買い物の九割は失敗です』 岸本葉子 著 双葉社 
 

『まかしとき！』 
くすのき しげのり　作 
のしさやか　絵 
フレーベル館 

 

ななみちゃんはまだお家のお手
伝いをしたことがない小学生。い
つもはお母さんお父さん、おばあ
ちゃんがしてくれています。そん
なある日、おばあちゃんがけがを
してしまいました。ななみちゃん
はここぞとばかりに「まかしとき！」
とお手伝いを始めるのです。はた
してうまくいくでしょうか。 
もうすぐお姉さんになるななみ
ちゃん。家族のために何かしたい
という思いやりが関西弁で温かく
表現されています。 

今と昔、日本人はどのくらい体
格差があったのでしょうか。この
本は日本の歴史上有名な人物を、
身長、体型、持病等の身体的特徴
から紐解いた内容になっています。 
豊臣秀吉は現在の１０歳児童の

平均身長である１４０センチとかな
りの小柄であった事や、江戸後期
の見世物力士、大空武左衛門は身
長２３６センチと圧倒的な巨体だっ
た事など今まで知らなかった真実
の人物像に驚かされます。身体測
定から見る偉人は、想像していた
姿とは全く違うかも知れませんね。 

あこがれの金管バンド部 

かな まる          そう 
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　月…　　  件（　　   件） 
（ ）内は平成２８年中の累計 

　月………　  件（　   件） 
（ ）内は平成２８年中の累計 

事故発生件数 …　   件（　   件） 

うち死亡者 ………  　人（　   人） 

犯罪発生件数 …  　 件  

（ ）内は平成２８年中の累計 

総人口…　　　 人（   　   ） 

　男……　　　 人（   　   ） 

　女……　　　 人（   　   ） 

世帯数…　　　 世帯（  　   ） 

６月１日現在、（　）内は前月比 

無料 須成祭パネル展 
蟹江町歴史民俗 
資料館 
1０５６７-９５-３８１２ 

７月１５日 ～８月２１日  
午前９時～午後５時 
※毎週月曜日休館 

蟹江町産業文化会館 
1階　町民ギャラリー 

無料 
ストーン 
ペインティング教室 

弥富野鳥園 
1０５６７-６８-２３３８ 

７月２３日 ・２４日  
午後１時３０分～ 

弥富野鳥園 

３,５００円 
七宝焼体験教室特別企画 
「ガラス胎七宝」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

７月１０日 ・１２日 ・ 
１４日 ～１６日
午前９時３０分～１１時３０分 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
交流工房 

無料 蓮見の会 愛西市観光協会 
1０５６７-５５-９９９３ 

７月９日 ・１０日
午前８時～午後１時 

森川花はす田 
（愛西市森川町） 

小中学生  １００円 
高校生以上３１０円 

企画展 
「現代七宝あれこれ」 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
1０５２-４４３-７５８８ 

７月３０日 ～９月４日  
午前９時～午後５時 

あま市七宝焼 
アートヴィレッジ 
企画展示室 

無料 須成祭 
蟹江町観光協会 
（蟹江町役場ふるさと振興課内） 
1０５６７-９５-１１１１ 

宵祭 ８月６日  
朝祭 ８月７日

龍照院周辺 
（蟹江町大字 
須成字門屋敷上） 

無料 みんなであそぼう 
～ウォーターガンバトル～ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

７月９日 ・１０日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
中央広場 

プール入場料 
(大人４５０円、 

中学生以下２００円)
プールチャレンジ５ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

７月１６日 ～８月３１日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
プール 

プール入場料 
(大人４５０円、 

中学生以下２００円)

みんなであそぼう 
～プールでゲーム～ 

海南こどもの国 
1０５６７-５２-１５１５ 

７月１７日 ・２４日 ・ 
３１日  
午前１０時３０分～午後３時 

海南こどもの国 
プール 

大 あなた出番です　華スペシャル 
７月３１日
午前９時４０分 無料 

小柳 
1０５６７-２６-６０５７ 

大 ビクター吟友会全国決勝大会 
７月１７日
午前９時３０分 無料 山川 

1０５２-４６１-２００８ 

大 輝け！歌のフェスティバル 
西川 
1０９０-５４５４-７２５０ 

７月１８日（月・祝）
午前９時１０分 

無料 

大 水野幸代ダンスリサイタル２０１６ 
夏を楽しむ 

８月６日
午後１時３０分 無料 

水野 
1０９０-２６１０-９７２８ 

小 Ｌｉｔｔｌｅ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０１６ 
大宮 
1０５６７-２４-３３８０ 

７月３１日
午後１時 

無料 

５ ＋２ 

＋７ 

ー５ 

＋１７ 

６３,９０５ 

３１,５１５ 

３２,３９０ 

２５，８２５ 

市内の 
交通事故・ 
犯罪 
［５月］ 

人口と 
世帯 
（外国人を含む） 
 

市内の 
火災 

救急車の 
出動件数 

津島データファイル 

５ 

９ １ 

１,１６０ ２３７ 

２７ 

０ 

５９ 

１２２ 

０ 
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※開催時間、休館日、 
事業の詳細な内容は、 
問い合わせ先にお尋ね 
ください。 

津島市市長公室 

企画政策課 

1０５６７‐２４‐１１１１ 

となり街 
お出かけ 
情報 

問　合 場　所 日　 時 名　 称 料　金 

問　合 日　時 催　し 入場料 ホール 

文化会館 
催しガイド 

（６月１日現在） 

※掲載している催し物の 

　名称などは予定です。 
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