
医学的根拠一覧 
 
温罨法； 
涙の成分には水・ムチン（オクラなどに入っているネバネバ成分）・

油があります。油はマイボーム腺という分泌腺から分泌されますが、

この分泌腺の状態が悪い人（マイボーム腺機能不全といいます）は、

油の分泌が悪くなりドライアイや眼精疲労の原因にもなります。通

常の人と比べ眼瞼の温度が、約２℃程低下していると言われており
１）、温罨法自体が、国際的標準治療としても認められています２）。当

院では皮膚面〜皮下組織に熱を届ける医療用 LEDを採用し、直接マ
イボーム腺付近を温められます。 
 
眼瞼洗浄（リッドハイジーンとも言います）； 
歯を磨く習慣はありますが、眼の周りを洗浄したり、まつげをきれ

いに整えることの重要性２）はほとんど知られていません。これらが

おろそかになるとマイボーム腺機能が低下し、眼不快感を伴います。

また、まつげやまぶたが汚れていると、デモデックスというダニが

生息し３）、眼不快感の原因にもなります３）。 
※	 また、温罨法と眼瞼の洗浄などを併せて行うことがよいとされ

ています。 
ティーツリーオイル； 
前述のデモデックスというまつげに生息するダニに対し、デモデッ

クスの有効性が証明されています４-６）。 

 
水素； 
ドライアイやマイボーム腺機能不全、またはその他の眼疾患では酸

化ストレスの関与が言われています７−９）水素は活性酸素の除去を行

い、酸化ストレスが軽減することがわかっています１０-１１）当院では

水ティーツリー配合の水素マスクで、活性酸素を除去し、眼や眼の

周りの酸化ストレス、つまりサビを軽減します。 
 
腹式呼吸；腹式呼吸は副交感神経を高めます。また涙腺という涙の



分泌腺は副交感神経支配によるもので、実際に腹式呼吸で涙が増え

るという報告があります。 
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これら医学的根拠に基づいた医療とは	 ＝	 EBM と言われていま

す。（Evidence - Based Medicine） 
 
当院では EBM に基づき、その方に合った方法などを取り入れ、眼

精疲労を軽減するプログラム（＝羽根木メソッド）を提供できれば

と考えています。 
 
EBMとは？ 
	 治療結果などが数値化され、その優劣のみで病気を判断されてし

まう、また、個人の状況は加味されないなど、非常に冷たいものと

して、捉えられてしまうのが EBM です。ドクターの中でも間違っ

た認識でいることもあります。しかし、EBMは以下の４つで定義さ
れています。 
① 研究結果からの最も優れた根拠 
② 臨床的な技能 
③ 患者側の価値観 
④ 患者側の状況 
つまり、医学的に正しいことを元に、患者様を中心とした医療をす

することに他なりません。当院では証明されたデータをもとに患者

様個人に最もよい治療は何かを追求していきたいとおもっておりま

す。 
 
 


