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1Greetings

刊行に寄せて

Greetings
医学博士　

テレンスP. オブライエン
屈折矯正・眼感染症局　医局長

Terrence P. O'Brien, M.D.
Director, Refractive Eye Surgery and Ocular Infectious Diseases
Wilmer Institute, Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, MD, USA

坪田先生

坪田先生と、南青山アイクリニックグループの素晴らしいメンバ

ーの皆様に、心からのご挨拶と賛辞を申し上げます。高度の眼科

治療の提供に加えて、革新的眼科研究におけるリーダーシップ、

そして、世界中の同僚に対する卓越した眼科教育など、あなたの

多大な功績は、賛辞という言葉に十分ふさわしいものと思います。

また、南青山アイクリニックグループのメンバーの方々が、数多

くの重要な領域で展開する幅広い活動は、世界の眼科医療に携

わる者にとって、大きな刺激と素晴らしい模範となっています。

とりわけ、この優れたグループのリーダーとしてあなたが進め

られてきたそれぞれの努力は、みんなで優れたものを追求しよう

という基本姿勢という形で見事に結実しています。おそらく特筆

すべきは、心からの満足感を保ちながらこれほどの活動を勤勉に

こなす、称賛すべき哲学的アプローチでしょう。それはグループ

を超えていたるところに反映されています。

一男先生のご多幸と、今後ますますのご活躍をお祈りいたしま

すとともに、国際眼科界を代表し、先生の多大なるご貢献に今一

度の御礼を申し上げます。

心よりの称賛と敬意をこめて

敬具

Dear Dr. Tsubota,

I wish to extend our warmest greetings and hearty congratulations to

you and your entire outstanding group at the Minamiaoyama Eye

Clinic Group.  The congratulations are richly deserved for your

tremendous achievements not only in the delivery of the highest

quality eye care, but for your leadership role in innovative

ophthalmic research as well as providing excellence in ophthalmic

education for your colleagues around the world.

The broad scope of activities conducted by the members of the

Minamiaoyama Eye Clinic Group in so many important areas of our

field are an inspiration and a sterling example for all in international

ophthalmology.

In particular, the individual efforts that you have put forth as the

leader of this shining group are extraordinary and obviously set the

tone for the dedication to excellence that is pervasive within your

organization.  Perhaps of greatest note is the commendable

philosophical approach to conduct these many industrious activities

while maintaining a true inner happiness that is projected far and

wide beyond your group.

Kazuo sensei, I wish you many years of continued happiness with

further successes and thank you again for your enormous

contributions on behalf of international ophthalmology.

With sincere admiration and warmest regards,

Sincerely,
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刊行に寄せて

Greetings
京都府立医科大学教授

眼科部長

木下　茂

Shigeru Kinoshita, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Ophthalmology
Kyoto Prefectural University of Medicine

南青山アイクリニック開設６周年、そして第２号アニュアルレポ

ート発刊、まことにおめでとうございます。

南青山アイクリニックは、厚生労働省が眼科用エキシマレーザ

ー装置を医療用具として正式認可した2000年より先立つこと３

年、眼科専門医による屈折矯正手術の本格的な施設として日本で

最初に開設されました。これより以前の日本では屈折矯正手術の

ほとんどが非眼科専門医により行われていました。

当時、南青山というおしゃれなところで、医療機器もアメニティ

ーも充実させて開院されたので、私たち関西の人間からしますと

「東京はやはり違う」と感じた次第です。その後、科学的なバック

グラウンドを持って手術を行い、データ解析をしっかりと行い、学

会にフィードバックするという、坪田先生のお考えのもとで屈折矯

正手術に取り組んでいらっしゃいました。実際、南青山アイクリニ

ックグループは、治療データから得た知見を、日本国内はもとより、

欧米の専門ジャーナル誌に数多く報告され、これらが今日の屈折

矯正手術の進歩に大きく結びついており、心より敬意を表するもの

であります。

屈折矯正手術はこれからいよいよ次のステップに入っていくと

思われます。とくに昨今の経済状態の悪化等を背景に、この手術

方法の将来をいささか危ぶむ声が聞こえて参ります。実際、屈折

矯正手術では経済的負担と心理的不安が伴います。さらに、この

手術の中長期的なデータが不完全であることは否めません。例え

ば、この手術の主要な位置を占めるLASIKが世界的に始められ

たのが1994～95年頃のことであり、まだ10年の経験があるとは言

えません。このような状況を考えますと、さらに幅広く多くの方々に

この治療が認められるためには、経済状況の回復ともあいまって、

今少しの歳月が必要と思われます。しかし、屈折矯正手術は、欧

米では社会的に十分に認知された眼科診療分野のひとつとして

確立しており、日本でも、あと数年を経て屈折矯正手術が大きく花

開いてくるものと私は考えています。

南青山アイクリニックは、戸田郁子院長を始めとする医学的に

優れた先生方の集まりです。今後も科学的なバックグラウンドを

持ち、ＥＢＭ（エビデンス・ベースド・メディスン＝医学的な実証）

を積み重ねていかれることと思います。日本における屈折矯正手

術の進歩とよりよい治療成績の実現に貢献していただければ大変

嬉しく思います。

Congratulations on the 6th anniversary of Minamiaoyama Eye Clinic

and publication of the 2nd annual report herein. 

Minamiaoyama Eye Clinic’s history began 3 years preceding the

approval of the excimer laser as a medical device by the Japanese

Ministry of Health, Labor and Welfare. It was the first full-scale

Laser Vision Correction Center established in Japan, which is run

solely by board-certified ophthalmologists. Until then, most

refractive surgeries in Japan were performed by non-

ophthalmologists.

When I compared its birthplace, Minamiaoyama, a fashionable area

in Tokyo, and knew that they began with state-of-the-art equipment

and facilities, I realized, “Tokyo is a totally different world from the

western area of Japan where I live.” Since its opening, they have

performed refractive surgeries on the basis of solid scientific

evidence, analyzed data, and input their knowledge to the medical

community, according to Dr. Tsubota’s doctrine. In fact, the

Minamiaoyama Eye Clinic Group has made a great scientific

achievement in that they have collected extensive clinical data and

published many papers in not only domestic but also American and

European journals. I respect them because their activities resulted

from the progress of refractive surgery. 

I believe refractive surgery in Japan is entering the next stage.

Because of recent economical turmoil, there are some pessimists

who worry about the future of this technology. It is true that starting

a refractive surgery clinic will put ophthalmologists in both financial

and emotional instability. In addition, we should not underestimate

the fact that the follow-up data of refractive surgeries are not

extensive enough yet. For example, it has only been less than 10

years since LASIK, a major modality of refractive surgeries, spread

worldwide, which was around 1994 to 1995. In view of the current

circumstances, awaiting economical recovery, it may take a little

more time for refractive surgery to be widely accepted by the

Japanese public. Meanwhile, in American and European societies,

refractive surgery is fully recognized as one of the subspecialties in

ophthalmology and, therefore, I believe it will flourish in Japan as

well in years to come.

The Minamiaoyama Eye Clinic Group, lead by Dr. Toda, consists of

expert doctors. I hope they will build refractive surgery based on

science, in other words, they will continue to conduct evidence-

based medicine (EBM). It would be my great pleasure if they

continued to contribute to the advancement and improved results of

refractive surgery.
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One of the major goals of medicine is to help patients recover from

their diseases and return their bodies to a normal state of health. For

example, cataract surgery and keratoplasty are performed to recover

good vision for the patients who have lost their vision due to

cataracts and/or corneal diseases, respectively. Thus, the goal is to

return to “normal”.

On the other hand, the goal of refractive surgery is to improve the

quality of vision for people who are basically “normal” with the use

of spectacles and contact lenses.  This kind of surgery is elective, in

which the final goal is not to treat diseases, but to improve the

appearance and the quality of life for healthy people.

In refractive surgery, treatments and surgeries should be performed

precisely and safely with regard to maintaining the highest quality of

technology and skills.  Patients should also be satisfied with the

outcome. In 1997, we began refractive surgeries in Minamiaoyama

Eye Clinic, which was the first refractive surgery center operated by

licensed ophthalmologists. We have performed surgery on a total of

20,000 eyes, which we believe satisfied many patients, and the

doctors who referred those patients to us. Through monthly

seminars, doctors’ meetings, attendance at international conferences,

basic research, and continuous staff education, we can continue to

provide medical service of the highest quality. We believe that in the

near future, more types of refractive surgeries will be developed,

while also maintaining preciseness, effectiveness and safety. We are

doing our best to improve our services and techniques, and to

provide “top level” medicine for more people in Japan.

Here, we report our achievements and activities in 2001 and 2002.

As you read this, we would appreciate your consideration in

evaluating this annual report and returning any suggestions and

comments to us.

南青山アイクリニック理事長

戸田　郁子

Ikuko Toda
Director of Minamiaoyama Eye Clinic

医学のもっとも大きな目的は患者様の病気を治し、健康な体に

なっていただくことにあります。眼科ですと白内障で視力が落ち

たから手術によって視力を回復する。角膜が濁ってしまったので

角膜移植によって視力を取り戻すなどがこれにあたります。あくま

で正常に戻すことが医学の目的です。

一方、屈折矯正手術は病気を治すというよりは、近視、乱視、遠

視を取り去り、その方のクオリティーオブライフを上げることを目的

にしています。手術を受けられる方は病気で困っているわけでは

ありません。近視、乱視、遠視から解放されて、メガネやコンタクト

レンズの必要ない生活を希望していらっしゃるのです。このよう

な医学はプラスの医学と言われ、患者様の生活を現代医学の技

術をもってよりよく改善することを目的としています。ですから手

術は最高の技術をもって安全に効果的に行う必要があります。患

者様には心から満足して頂く必要があります。

そこで私たち南青山アイクリニックは、眼科専門医による屈折矯

正手術を１９９７年より始め、今まで総計2万件（2003年2月）の屈折

矯正手術を行って参りました。おかげさまで、患者様はもとより、ご

紹介頂きましたたくさんの眼科専門医の先生方にもとても喜んで

いただいております。これを支えていますのが、定期的な勉強会、

ドクターミーティング、積極的な学会活動、世界レベルの教育、研

究活動、高度なスタッフ教育です。本アニュアルレポートはそのよ

うな私たちの医療への取り組みを皆さまにご報告するために作り

ました。２００１年、２００２年の２年分の実績をまとめさせて頂きまし

たのでご覧いただければ幸いです。

これからの医学は、従来の病気を治す医療に加えてプラスの

医療がたくさん出てくると思います。プラスの医療は安全でなお

かつ確実な効果がなければなりません。南青山アイクリニックは

これからも最新の技術を開発、導入し、世界のトップレベルの屈

折矯正手術の提供に努力して参ります。どうぞ今後ともよろしく御

指導のほどお願い申し上げます。

巻頭言

Preface
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南青山アイクリニックは2003年6月で開院6周年を迎えました。

2000年に発刊しましたAnnual Report第1巻では、南青山アイク

リニックは開院以来、スタート期、忍耐期、転換期、拡大期を経て

2001年に突入したことを報告いたしました。ここで、その後の

2001年から2003年春までのご報告をさせていただきます。

2001年の始まりにあたって、LASIKを受ける患者様は増加傾向で

した。その背景のひとつとして、エキシマレーザーによるPRKが

厚生省の認可を受け、マスコミ報道も増え、多くの眼科施設が手

術を開始したことが考えられました。南青山アイクリニックでは手

術を希望される患者様の増加に伴って検査や手術の予約が2－3

ヵ月待ちの状態がおこっておりました。そこで我々のチームでは

“患者様の待ち期間を減らそう”ということが大きなテーマとなっ

ておりました。今から考えれば、日々の忙しさの中で、効率を重視

するあまり、患者様にいかに満足いただくか？という最も大事なこ

とを考える時間が少なくなっていたのでは？と省みるところもあり

ます。

その後わが国におけるLASIKの件数は、米国の約150万件と

いう急進とは対照的に、2001年および2002年の年間症例数3～4

万件程度と急速な増加は見られませんでした。南青山アイクリニ

ックにおける手術件数は2001年6425件、2002年5211件でした。

しかしこの間に、私たちはとても大切なことを学びました。それま

で私たちは質の高い医療を提供していると自負しており、100％

の努力もしてきたと思っていました。これは間違いではなく、実際

に手術の成績をみても世界のトップレベルでありました。しかし、

もし私たちが本当に患者様全員に満足いただける医療を提供し

ていたら、たとえわが国全体の手術件数が横ばい状態であっても、

南青山アイクリニックで手術を希望される患者様だけは減少する

ことなく増えていくはずと考えられます。LASIKは1人1回だけの

手術ですから、同じ患者様がリピートすることなく、常に新しい患

者様に対応してく、という特殊な医療です。患者様の来院は手術

をうけた患者様のご紹介で続いていくのが主で、手術を受けられ

た患者様が満足しなければ、患者様は減っていきます。私たちは

まだ、患者様の満足のためにできることをやっていなかったと思

いました。2002年以降、私たちは初心にもどり、患者様にいかに

ご満足いただくか？ということを第一目標に以下のことを行ってき

ました。

南青山アイクリニックグループ「2年間の変遷とご報告」

Minamiaoyama Eye Clinic 2001-2002

患者様へのサービス改善

クリニックを訪れる患者様がいかに快適に検査、手術を受

けて、最終的に“よかった”と思っていただけるかを様々な角度か

ら検討し、改善を試みました。まずサービスに対するスタッフの意

識改革を行い、言葉遣い、態度、電話対応、メール対応、受付対応、

クリニック環境の改善を行いました。

医療の質の向上

南青山アイクリニックは2002年末までに約18000例の手術

を行っています。この数は国内ではトップクラスであり、このデー

タは財産です。私たちは過去のデータを解析することによって、

臨床へ常にフィードパックするようにしています。また、学会への

定期参加や院内での研修、新技術導入も積極的に行っています。

フェイキックIOL、角膜リング、角膜内レンズの導入によって、

矯正できる屈折異常の範囲は広がり、また、エキシマレーザーの

改良（20ページ「レーザーオペレーターチームより」参照）によっ

てさらに矯正精度が向上しました。

研究の強化

2とも関連しますが、医療の質を改善するためには、基礎的

な研究は必須です。各研究グループではそれぞれのテーマに従

って、精力的な研究を進めています（16～19ページ「研究」参照）。

この2年間では特にLASIK後のドライアイについて我々の研究が

世界的な評価をいただき、海外のニュースレターや読売新聞など

のメディアで広く紹介されました。

経営改善

南青山アイクリニックの広報活動や経理事務などは株式会

社VISCジャパンがサポートしています。2002年、このサポートチ

ーム内のドラスティックな改革によって、新しいサポートチームが

できました。新たなサポート体制にも期待が高まります。

これらの成果で患者様のご紹介率は2000年では約20％でし

たが、現在は約40％となりました。これらの取り組みは、今後も継

続して行っていきたいと思います。私はこの2年間を敢えて“改革

期”と呼びたいと思います。クリニックの体制や構造を内部改革し、

地固めし、よりパワフルなチームに成長したと思うからです。今後

はこのすばらしいスタッフと高度の技術によって、さらに高水準の

医療を提供していきたいと思っています。次の2年間への期待が

膨らみます。

戸田郁子

1

2

3

4
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Minamiaoyama Eye Clinic (MEC) celebrated its 5th anniversary last

June. In the first volume of our annual report in 2000, I reported that

MEC had established itself as a leader of refractive surgery in Japan

and had continued to expand.  What has happened to us in the last

two years?

After the Japanese government approved the excimer laser in 2000,

many ophthalmologists began performing LASIK surgery and the

number of LASIK cases steadily increased.  At MEC, patients had to

wait for a couple of weeks to have their preoperative examination

and surgery, as well. Our concern at that time was to decrease the

waiting time by performing as many surgeries as possible within a

week. I regret to say that on busy days we sometimes forgot to think

about our first priority, which was our patients’ satisfaction. The

number of LASIK cases in Japan did not dramatically increase over

the following 2 years. At MEC, the number of cases reached 6,425 in

2001, but decreased to 5,211 in 2002.

The reasons why LASIK did not increase in Japan may include the

bad economy, governmental restrictions regarding advertising, and

the conservative nature of Japanese. However, I think that at MEC,

we had an additional reason, which was very important for us.  We

had done our best to improve the quality of surgery and service and

we believe that we had reached those achievements.  The results

were excellent and comparable to worldwide levels. However, the

number of patients who wanted to have LASIK at MEC should have

increased if we had completely satisfied each patient, despite the fact

that the number of LASIK cases had not increased in Japan.  I think

that our efforts to satisfy each patient had not been enough.  At the

beginning of 2001, we resolved to attain the following goal, that is

“to satisfy each patient” and we initiated the following projects:

1) Patient service

2) Improvement in quality of medical service

3) Enhancement of basic research

4) Improvement of business management

As a result of these efforts, the rate of word of mouth introductions

from postoperative patients have increased from 20% to 40%.  I

believe that more patients who underwent LASIK were satisfied and

recommended LASIK at MEC to other people.  In the last 2 years,

MEC has become a more powerful and established team, resulting in

providing more satisfaction to our patients.  We will continue to

improve the quality of our service while also investigating and

obtaining new techniques and devices.

Ikuko Toda
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南青山アイクリニックグループ沿革

An Overview of Minamiaoyama Eye Clinic Group

2002年12月 LASIK手術累計18,000眼達成
December 2002 LASIK surgery reached a total of 18,000 eyes.

2002年10月 エキシマレーザー　EC-5000 新照射システム「OATZ」導入
October 2002 Introduction of EC-5000 new ablation system, OATZ ablation.

2002年 7月 Phakic Toric IOL手術開始
July 2002 Introduction of Phakic Toric IOL surgery.

2002年 6月 LASIK手術累計15,000眼達成
June 2002 LASIK surgery reached a total of 15,000 eyes.

2002年 2月 PermaVision ICL手術開始
February 2002 Introduction of PermaVision R○ ICL surgery.

2002年 1月 エキシマレーザー　EC-5000 Eye Tracking  System導入
January 2002 Introduction of EC-5000 Eye Tracking System.

2001年11月 老眼レーザー手術開始
November 2001 Introduction of Presbyopia laser surgery.

2001年10月 LASEK手術開始
October 2001 Introduction of LASEK surgery.

2001年 6月 LASIK手術累計10,000眼達成
June 2001 LASIK surgery reached a total of 10,000 eyes.

2000年12月 ICRS手術開始
December 2000 Introduction of ICRS surgery.

2000年11月 アイクリニック静岡開院
November 2000 Eye Clinic Shizuoka opened.

2000年 9月 LASIK手術累計5,000眼達成
September 2000 LASIK surgery reached a total of 5,000 eyes.

2000年 7 月 南青山アイクリニック名古屋開院
July 2000 Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya opened.

2000年 7月 南青山アイクリニック東京が外苑前に移転
July 2000 Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo moved to the new premises at Gaienmae.

1999年12月 Phakic IOL手術開始
December 1999 Introduction of  Phakic IOL surgery.

1999年10月 ニデック社マイクロケラトーム「MK-2000」導入
October 1999 Introduction of NIDEK microkeratome "MK-2000".

1999年10月 南青山アイクリニック福岡開院
October 1999 Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka opened.

1999年 8月 わたなべアイクリニック（現南青山アイクリニック大阪）開院
August 1999 Watanabe Eye Clinic (presently Minamiaoyama Eye Clinic Osaka) opened.

1999年 8月 南青山アイクリニックが医療法人となる
August 1999 Minamiaoyama Eye Clinic became a medical corporation.

1999年 4月 ニデック社エキシマレーザー「EC-5000」導入
April 1999 Introduction of NIDEK exicimer laser "EC-5000".

1999年 4月 みなとみらいアイクリニック（現南青山アイクリニック横浜）開院
April 1999 Minatomirai Eye Clinic (presently Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama) opened.

1998年 5月 モリア社マイクロケラトーム「LSK-1」を導入
May 1998 Introduction of the Moria microkeratome "LSK-1".

1997年10月 LASIK手術を開始
October 1997 Introduction of  LASIK surgery.

1997年 7月 PRK手術を開始
July 1997 Introduction of PRK surgery.

1997年 7月 サミット社エキシマレーザー「APEX PLUS」導入
July 1997 Introduction of Summit excimer laser "APEX PLUS".

1997年 6月 南青山アイクリニック（現南青山アイクリニック東京）が表参道に開院
June 1997 Minamiaoyama Eye Clinic (presently Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo) opened in Omotesando.
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医師紹介

Doctors
常勤医

非常勤医

戸田郁子
Ikuko Toda, M.D.
理事長,東京院長　

Director, Chief of Tokyo Clinic

坪田一男
Kazuo Tsubota, M.D.

手術顧問　
Chief Surgeon

堀 好子
Yoshiko Hori-Komai, M.D.

加藤直子
Naoko Asano-Kato, M.D.

山本享宏
Takahiro Yamamoto, M.D.

野田 知子
Tomoko Noda-Tsuruya, M.D.

（～2002年12月まで）

福本光樹
Teruki Fukumoto, M.D.

横浜院長　
Chief of Yokohama Clinic

荒井宏幸
Hiroyuki Arai, M.D.

辻 一夫
Kazuo Tsuji, M.D.

中島 潔
Kiyoshi Nakajima, M.D.

名古屋院長　
Chief of Nagoya Clinic

森本晶子
Akiko Morimoto, M.D.

伊藤光登志
Mitsutoshi Ito, M.D.

大阪院長　
Chief of Osaka Clinic

稲澤 かおり
Kaori Araki-Inazawa, M.D.

菅沼隆之
Takayuki Suganuma, M.D.

福岡院長　
Chief of Fukuoka Clinic

石田玲子
Reiko Ishida, M.D.

静岡院長　
Chief of Shizuoka Clinic

池田宏一郎
Koichiro Ikeda, M.D.

川村真理
Mari Kawamura, M.D.

羽田奈央
Nao Hada, M.D.

渡邊康介
Kosuke Watanabe, M.D.

高橋洋子
Yoko Takahashi, M.D.

榛村重人
Shigeto Shimmura, M.D.

島崎潤
Jun Shimazaki, M.D.

佐藤泰広
Yasuhiro Sato, M.D.
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State-of-the-Art Refractive Surgeries
屈折矯正手術
最先端レポート

年の科学技術の進歩を反映し、屈折矯正手術の世界で

もその技術革新には目を見張るものがある。思えば十

数年前まで、白内障は失明に直結する疾患で、手術のあとも

厚いメガネをかけなければならなかったが、今では眼内レン

ズにより裸眼で視力が得られ、手術も外来で20分程度のも

のとなった。南青山アイクリニックでは、屈折矯正治療にお

ける世界の動向から、その最先端技術において常に研究と検

証を重ね、治療の安全性と有効性を見極め導入している。今

までレーシックが適応とならなかった症例にも治療の選択

が広がり、人々のクオリティオブライフの向上に貢献する医

療として、国内外で評価されつつある。ますます患者主導の

医療へと進んでいるようにも思える。今後の展望も含めてこ

れらの屈折矯正手術の最先端をまとめてみた。

リングの埋め込みで近視を矯正する

角膜リング(ICRS)
角膜リングは、ポリメチルメタクリレート（PMMA）という素材で

できています。これは生体適合性が非常に良いといわれている材

質で、白内障手術の眼内レンズに使用されているものと同様です。

リングは半円の２つの切片からなり、角膜の周辺部に挿入しま

す。リングを挿入することによって、角膜の前面のカーブが変わる

のを利用して、近視を治療することができます。矯正する度数は

リングの厚みによって調節でき、基本的には軽度の近視に適応と

なります。またレーシックの追加矯正としても有効です。このリン

グは、1999年４月に米国FDＡの承認を得ています。

Implanting a ring into the cornea 
gives nearsighted people clear vision:

Intrastromal Corneal Ring
Segments (ICRS)
Intrastromal Corneal Ring Segments (ICRS), is made of polymethyl

methacrylate (PMMA). This material is known for its high

biocompatibility and has been also used in cataract surgeries.

The ICRS is made of two clear half rings that are inserted into the

mid-peripheral cornea. Myopia is corrected by the mechanism of

altering anterior corneal curvature as a result of the insertion. The

amount of visual correction achieved is related to the thickness of the

device, and it is mainly applicable to low myopia. The other

indication is an enhancement procedure post-LASIK. The ICRS was

approved by the U.S. Food and Drug Administration in April 1999.

ecent advances in scientific technology have made a tremendous
impact in the world of refractive surgery. Looking back to a few

decades ago, we remember cataract as a disease that may lead a person
to blindness and even after having had the surgery patients needed to wear
thick glasses for the rest of their lives. But now, intraocular lenses have
made swift uncorrected vision come true, and the surgery is performed as
an ambulatory procedure in just twenty minutes. The policy of
Minamiaoyama Eye Clinic is to incorporate new technologies only after
strictly evaluating their safety and efficacy and after keeping a close eye on
the world’s trend in therapeutic modalities. We have introduced new types
of refractive surgeries into Japan to treat patients who used to be out of the
treatment range of LASIK. Hence, we dedicate ourselves to improving
peoples’ quality of life, and we believe that the public appreciates our
service. In this way, our practice becomes more and more patient-
oriented. Written below are updates and the future of the state-of-the-art
refractive surgeries that we are offering at Minamiaoyama Eye Clinic. 

R近
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手術方法
点眼麻酔をした後、角膜に小さな切開を加え、リングの挿入

の前にその切開部から特殊な機器を使ってリングを入れるた
めの弧状のトンネルを2本つくります。そこに2つの切片をそ
れぞれ挿入します。その後、最初に切開したところを縫合し、
保護のためのソフトコンタクトレンズを装用して終了します。
手術時間は約30分です。手術してから１ヵ月までの間に縫合し
た糸をとります。両眼同時に手術できます。

適応と禁忌
適応：
・近視の度数が-1.0Ｄ以上-４.0Ｄ以下
・乱視の度数が-1.0Ｄ以下
・矯正視力1.0以上
・年齢20歳以上
・十分なインフォームドコンセントのもと、医師の説明を理解
していただけた方

禁忌：
・眼の病気（角膜ヘルペス、白内障、網膜疾患など）がある
・妊娠中
・医師の説明を理解していただけない方
・屈折矯正手術が許されない特殊職業の方

Surgical Technique
Under topical anesthesia, a small radial incision is made in the
cornea. An instrument developed specifically for the procedure is
introduced through this single incision to create an intrastromal
tunnel. The device is then inserted through the incision and into
the tunnel. After positioning the ring, the incision is closed with a
suture, and a bandage soft contact lens is used. The procedure is
performed in less than 30 minutes. The suture is removed within
one month. Bilateral surgery is possible.

Indications and Contraindications
Indications:
・A myopic refraction between –1.0 to –4.0 diopters.
・Cylindrical correction of less than –1.0 diopter
・A best-corrected visual acuity equal to or better than 1.0 (20/20)
・20 years of age or older
・Informed consent obtainable and the patient fully understands

the doctor’s indications

Contraindications:  
・Ocular conditions such as herpes, cataract or retinal disease
・Pregnancy
・Unable to understand the doctor’s indications
・Occupations that do not allow refractive surgeries

超高度近視の視力矯正を可能にした

有水晶体眼内レンズ
(フェイキックIOL)

有水晶体眼内レンズは、ポリメチルメタクリレート（PMMA）と

いう素材でできた人工のレンズです。これは生体適合性が非常

に良いといわれている材質で、現在、白内障手術に使用されてい

る眼内レンズと同じものです。

このレンズを角膜の後ろの房水の部分、虹彩の手前に挿入し

て装着することにより、光の屈折を変えて近視や遠視を治療する

ことができます。矯正する度数はレンズの厚さによって調節でき

ます。「有水晶体」とは、白内障手術のように水晶体を取り除かず

に残したままという意味で、水晶体に加えて新たにもう一枚の人工

のレンズを加えることになります。

この方法は、1986年からヨーロッパで行われており、レンズの

改良で合併症等の問題も改善されました。米国では現在臨床試

験が終了して、現在はＦＤＡの認可待ちの状況です。最近は乱

視も矯正できるようになり、超高度の近視で不便を強いられている

患者様に有効な治療となっています。

Extreme myopia has become correctable:

Phakic IOL
The phakic IOL is an artificial lens made from a material called

polymethyl methacrylate. This material has high biocompatibility

and is also used for the intraocular lenses in cataract surgery. 

This lens is fixed to the anterior surface of the iris during surgery.

The lens changes the refraction to correct myopia or hyperopia and

the amount of the correction can be adjusted by the lens thickness.

The word “phakic” means that the natural lens of the eye remains, to

which another artificial lens is surgically fixed. 

This procedure has been performed in Europe since 1986. In the

many years of its existence, the surgical technique and the lens

design have evolved to counter complications. In the USA, clinical

trials have been completed and are awaiting final approval from the

FDA. The latest design of the lens has enabled the correction of

astigmatism as well. This technique is most effective for those

patients suffering from extreme myopia.

手術方法
手術の準備段階として、2週前までにレーザーで虹彩に穴をあけます（虹彩切除術）。

これは手術後に眼内の水の流れが悪くなって眼圧が上昇するのを防止するための処置
です。手術当日は、局所麻酔をした後、強角膜（白目と黒目の間の部位）を切開し、レン
ズを眼内に挿入して、虹彩に固定します。その後、切開したところを縫合して終了です。
手術時間は約30分。両眼同時にはできません。1ヵ月程度あけて片眼づつ行います。

適応と禁忌
適応： 近視の度数が-3.0Ｄ以上-23.5Ｄ以下

乱視の度数が-7.0D以下
矯正視力1.0以上
年齢20歳以上
十分なインフォームドコンセントのもと、医師からの説明を理解していた
だけた方

禁忌： 眼の病気（角膜・瞳孔・虹彩・ぶどう膜・網膜の疾患、白内障など）のあ
る方や、角膜内皮が2,000個/mm2以下または角膜内皮ジストロフィ、緑内
障の既往、または眼圧が21mmHg以上の方
妊娠中の方
医師の説明を理解していただけない方
屈折矯正手術が許されない特殊な職業の方

Surgical Method
In preparation for the surgery, laser iridotomy is performed at
least 2 weeks in advance. The rationale for this procedure is to
prevent a rise in intraocular pressure due to aqueous flow
congestion.
Under topical anesthesia, a sclerocorneal incision is created.
Through the wound, the lens is implanted and fixed to the iris.
The wound is closed with sutures. The whole procedure takes
about 30 minutes. It is impossible to perform bilateral surgery in
one day. One month is necessary between the first and second
eye surgeries. 

Indications and Contraindications
Indications:
・Myopia from -3.0 to -23.5 diopters
・Astigmatism equal to or less than -7.0 diopters
・Best-corrected visual acuity of 1.0 (20/20) or better
・20 years of age or older
・Informed consent fully established and the patient capable of

understanding the doctor’s indications

Contraindications:
・Ocular diseases of the cornea, pupil, iris, uvea, or retina 
・Ocular conditions such as corneal dystrophy, corneal endo-

thelial cell density of less than 2000/mm2, cataract,
glaucoma, or intraocular pressure of higher than 21 mm Hg
・Pregnancy
・Patients unable to understand the doctor’s indications
・Occupations that do not allow refractive surgeries

Clinical Results
The results of a Phakic IOL study performed at Minamiaoyama
Eye Clinic include refraction, visual acuity, and psychometric
data:
・Preoperative mean refraction of -12.3 +/- 3.1 D (range, -20.8

to -7.6 D) improved to –13 +/- 1.1 D (range, -3.5 to –0.0 D)
after the surgery.
・Preoperative mean uncorrected visual acuity of 0.03

improved to 0.7 after the surgery.
・No eyes lost their preoperative best-corrected visual acuity.
・Seventy-six percent of the patients who underwent the

surgery rated their results as “very satisfied” or “satisfied.”

成績
南青山アイクリニックで行った有水晶体眼内レ
ンズ手術の屈折、視力、満足度の成績
（2000/9/18～2002/10/1、49眼）は次のとおり
です。

手術前-12.3±3.1D（-20.8～-7.6D）の高度近
視から、手術後-1.3±1.1D（-3.5～0.0D）に改善
しました。

手術前の平均裸眼視力0.03から手術後平均裸
眼視力0.7に改善しました。手術により矯正視
力の低下はありませんでした。

「とても満足」「満足」の合計は76％でした。

術前 1週 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月

2.5
0

-2.5
-5
-7.5
-10
-12.5
-15
-17.5

屈折の経過

術前 1日 1週 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月

1.0

0.1

0.01

裸眼視力の経過

とても満足
43％

満足
33％

やや不満
10％

回答なし
13％

手術後の満足度
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中等度の遠視矯正を可能にした

角膜内レンズ
角膜内レンズは、言うなればコンタクトレンズを角膜の中に埋め

込んでしまって近視、乱視、遠視を矯正をするという方法です。

LASIKと同様にフラップを作成し、角膜実質層に、Anamed Inc.

（米国）が開発したソフトコンタクトレンズと同様の形をしたレンズ

を装着して、フラップを閉じます。+６D～-12Dの範囲が矯正でき、

乱視も矯正可能ですが、当院では、遠視を適応としています。日

本ではまだあまり症例は多くありませんが、米国では1999年末より

多施設臨床試験が開始され、2001年に、カナダ、ヨーロッパ（イギ

リス、ドイツ、ギリシャ、ポルトガル、スペイン）、中南米（ブラジル、

メキシコ、南アフリカ）、中東（エジプト、サウジアラビア）の11ヵ国

14施設で、中等度遠視に対して実施されています。ヨーロッパ

（EU）では､CEマークを取得して2002年にレンズの販売が認め

られました。米国では､2001年９月にFDAより臨床試験を開始す

るためのIDEが認可され、臨床試験が開始されています。

手術方法
LASIKと同様にマイクロケラトームで厚さ約180μm､直径８mm以上のフラップを作製
し、角膜内レンズを角膜ベッドの上に瞳孔を中心にして置きます。その後にフラップを
戻します。片眼を手術してから他眼の手術までの期間は､最低１週間あけます。

適応と禁忌
適応： 21歳以上

中等度の遠視（+１D～+６D）
乱視はマイナス表示で１D以下
術前矯正視力が１.0以上
術前裸眼視力が0.5未満
角膜屈折力が41～46D
角膜厚が430μｍ以上
十分なインフォームドコンセントの後、医師からの説明を理解していた
だけた方など。

禁忌： 乱視が１D以上
薄明環境下で瞳孔直径が5.0mmより大きい
眼の病気（角膜・瞳孔・虹彩・ぶどう膜・網膜の疾患、白内障など）の
ある方や、角膜内皮が2,000個/mm2以下または角膜内皮ジストロフィ、
緑内障の既往、または眼圧が21mmHg以上の方、妊娠中の方、医師の説
明を理解していただけない方など。

Intracorneal lens corrects hyperopia:

PermaVision® Intracorneal lens
Intracorneal lens surgery can be better described as a procedure to insert a

soft contact lens into the cornea to correct myopia, astigmatism or

hyperopia. As in LASIK, a corneal flap is created, under which the

PermaVision® lens (Anamed, Inc., Lake Forest, CA, USA) is implanted

into the corneal stroma. The lens is applicable for the correction from +6

through –12 diopters as well as for the correction of astigmatism. In our

clinic, the device is currently used for the correction of hyperopia.

Although the procedure is not often performed in Japan yet, since 1999, it

has been investigated in a multi-center clinical study. Since 2001, 14

international centers located in the following 11 countries, Canada,

England, Germany, Greece, Portugal, Spain, Brazil, Mexico, South Africa,

Egypt, and Saudi Arabia, have been participating in the clinical study. The

CE Mark was obtained in 2001, which permits its commercial distribution

throughout Europe. In September 2001, in the USA, the lens was approved

for investigational device exemption (IDE) by the US Food & Drug

Administration to initiate clinical trials, which are now underway.

▲収差測定(OPD Scan)の1例
A case of aberration measurement (OPD-Scan)

Surgical Technique
A microkeratome is used to make a hinged corneal flap with a thickness of 180 microns and a diameter of 8 mm, just as in
LASIK. The PermaVision® lens is placed onto the underlying cornea and centered over the pupil. The flap is placed back over
the PermaVision® lens. Surgery for the contralateral eye may not be performed for at least one week.

Indications and Contraindications
Indications: ・21 years of age or older

・+1 to +6 diopters of spherical equivalent manifest refraction
・Cylindrical correction of equal to or less than -1 diopter
・Preoperative best-corrected visual acuity of equal to or better than 1.0 (20/20)
・ Preoperative uncorrected visual acuity of less than 0.5 (20/40)
・Corneas that are steeper than 41 diopters and that are flatter than 46 diopters
・Corneal thickness of more than 430 microns
・The informed consent fully established and the patient capable of understanding the doctor’s indications

Contraindications: ・Cylindrical correction of greater than -1 diopter
・Mesopic pupil diameter of larger than 5.0 mm
・Ocular diseases in the cornea, pupil, iris, uvea, or retina 
・Ocular conditions such as corneal dystrophy, corneal endothelial cell density of less than 2000/mm2,

cataract, glaucoma, or intraocular pressure of higher than 21 mm Hg
・Pregnancy
・Patients unable to understand the doctor’s indications
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PRKのメリットを生かした新しい術式

ラセック(LASEK)
レーシックの後で開発された新しい術式ですが、レーシックの前の術式

のPRKに近い方法といえます。角膜は、表面をおおう上皮と、その下の実

質層、いちばん内側の内皮と、大きくは三層構造になっています。PRKは

表面の上皮もレーザーによって削り、角膜のカーブを表面から調整するも

ので、削られた実質層の上に、新しい上皮が再生するまでの間、視力が

出ない、痛みがある、等のデメリットがあります。ラセックは、角膜の上皮

をアルコールでいわばふやかした後、慎重に上皮を剥ぐようにしてめくり、

そうして現れた実質層にレーザーをあてて角膜のカーブを調整し、めくっ

た上皮を戻します。ＰＲＫよりも痛みが少ない、視力の回復が早い、とい

うメリットが生まれました。レーシックとの比較では、マイクロケラトーム使

用に関する合併症がない点があげられますが、術後の視力の回復には時

間がかかります。

適応と禁忌：PRKと同様

Advanced modality of PRK

LASEK
Although laser epithelial keratomileusis (LASEK) was

developed later than LASIK, its concept is closer to

photorefractive keratectomy (PRK), the original style of

refractive surgery using an excimer laser. The cornea is

composed of three major layers: epithelium, stroma, and

endothelium. PRK is a technique to ablate the corneal surface,

including the epithelial layer, by using the excimer laser to

reshape the curvature. There were disadvantages in

performing PRK such as blurry vision and pain, which lasted

until the renewed epithelium covered the denuded stroma.

However, with LASEK, the corneal flap that is swollen by an

alcohol solution is gently scraped off, and the corneal

curvature is remodeled by laser ablation of the exposed

stroma. The advantages of LASEK to PRK include quicker

vision recovery and less pain. Compared with LASIK,

microkeratome complications can be avoided with LASEK,

but recovery of vision may be slower. 

Inclusion/exclusion criteria: same as in PRK 

角膜上皮 
角膜実質 

不正乱視の矯正も可能。
将来が期待される

カスタムレーシック
(Wavefront LASIK)

ウェーブフロント、スーパービジョンなど、いろいろと呼ばれていますが、

簡単にいうと、レーシックの際のレーザーでの矯正をより精密にしたもので

す。眼科学と物理光学理論から生まれたものですが、人の角膜や水晶体

など、眼球全体には微妙なゆがみがあり、光軸にもゆがみ(収差)が生じま

す。これらのゆがみをすべて精密に矯正して、3.0や4.0の視力「スーパー

ビジョン」を可能にするものとして主に米国にて研究が進められてきました。

一般には個々の目の状態に合わせた矯正が可能、ということで「カスタムレ

ーシック」と呼ばれることが多いようです。たとえていえば、これまでのレー

シックが既製服で、カスタムレーシックはオーダーメイドのような感覚です。

これにより、高次収差による矯正視力の低下例の矯正が可能となり、今まで

適応外であった不正乱視への適応の可能性も出てきました。ただ、人間の

目は生体であり、レーザーでの矯正後、角膜の形状が変わったために微妙

な変化をすることがわかり、理論上可能と予測された3.0や4.0のスーパービ

ジョンはなかなか思い通りにいかない、ということがわかってきました。現在

のレーシックで1.5の視力は十分に矯正が可能です。しかしながら不正乱

視の矯正に可能性が見えてきたことは、画期的な進歩といえます。

適応と禁忌：レーシックの適応と禁忌の中で、高次収差による矯正視力の低下例、非対称性
乱視の禁忌が適応となりました

State-of-the-art refractive surgery can correct
irregular astigmatism

Custom LASIK
(wavefront-guided LASIK)
Custom LASIK is also known as wavefront-guided LASIK or

a “supernormal vision” technique. In short, this is a technique

to program the ablation pattern by the excimer laser more

precisely than in conventional LASIK, and it was born from

ophthalmology and optical science. This technique is

supposed to correct irregularities of the entire optical system

of the eye, which are 'mainly' caused by the irregularities in

the cornea and lens in order to achieve a supernormal vision

of as high as 20/5. This technology has been developed

mainly in the USA. In Japan, it is often called “custom

LASIK,” which is comparable to haute couture as opposed

to ready-to-wear. With this technique, irregular and

asymmetric astigmatism has become treatable, which had

been out of the application criteria of LASIK. However, it

became clear that the supernormal vision is actually difficult

to achieve, since the human cornea slightly changes its shape

in reaction to the laser surgery. A vision of 20/12.5 would be

achievable even with conventional LASIK, but this advanced

technology should be appreciated for its ability to treat

refractory astigmatism that used to be difficult to correct.  

Inclusion/exclusion criteria: in addition to the LASIK criteria, irregular and asymmetric

astigmatism became treatable
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白内障手術で老眼を改善する

調節可能眼内レンズ（アコモダティブIOL）
調節可能型眼内レンズは、アクリル製の眼内レンズで、基本的には現在日本で認可されている

後房レンズ（白内障手術で使用する眼内レンズ）と同じ材質で作られていますが、形がほんの少し

異なっています。レンズが眼内に固定されるときの足の部分の形が異なっていて、これが毛様体筋

の動きに反応して、レンズが前後に動き、ピント調節をする仕組みです。既にヨーロッパでは2002

年秋に許可が下りて、発売されているレンズです。

従来の眼内レンズでは、手術後の調節力はゼロでしたが、このレンズを挿入することにより、調

節力0.5から2.2ジオプタ－の調節力を保持できる可能性があると期待されています。ヨーロッパで

行われた25例の研究では、25人中25人が調節力を保持しましたが、その程度は様々でした。とて

もよい結果の方と、あまり調節力を発揮できなかった方と、様々だったのです。現在までの研究では、

どのような方がどの程度の調節力を保持できるかについては、予測を立てることができず、これが

この治療の今後の課題となっています。

Cataract surgery can treat presbyopia as well

The Accommodative IOL 
The accommodative intraocular lens (IOL) is made of the same material as the acrylic IOL, which has

been approved as a medical device by the Japanese government and is currently in use for the posterior

chamber IOL in cataract surgery. The design of the accommodative IOL is slightly different from the

conventional acrylic IOL. The haptics of the accommodative IOL fixate in the capsular bag and allow

the optic to move in reaction to the contraction of the ciliary muscle so that the patient can focus on

nearby objects. The lens has been commercially available in Europe since autumn 2002. 

Conventional IOLs have had no ability of accommodation postoperatively, but the patients implanted

with this new lens are expected to retain or recover accommodative amplitude of 0.5 to 2.2 diopters. In

the European study on 25 eyes that underwent accommodative IOL surgery, accommodation remained

unchanged in all the eyes, however the amplitude was various. Some eyes showed more accommodative

amplitude than the other eyes. Currently, it is impossible to predict which patient will react to the

surgery and will recover accommodation. It is the challenge that lies ahead.  

HumanOptics社製の調節可能眼内レンズ
この他に形の異なるC＆C社のレンズなど
がある

Human Optics' Accommodative IOL
(Human Optics AG, Erlangen, Germany)

手術方法
従来の白内障の手術方法と全く同じです。切開や切除の位置も従来

と全く同様です。違いは、挿入する眼内レンズの形のみになります。万
一予想された調節力が得られないとしても、通常の眼内レンズとして働
きますので、一般的な白内障手術の効果は得られることになります。

適応と禁忌
適応：白内障手術と同様

自費診療となることも含めて、この新しい手術を理解し、同
意された方

禁忌：白内障手術と同様

Surgical Method:
The surgical method is almost the same as conventional cataract surgery,
including incision depth, length, and location. The only difference is the
design of the lens. Even in cases when the accommodative effect is not
produced, the lens works as a conventional IOL by which the cataract is at
least corrected.  

Indications and contraindications:
This procedure has the same indications and contraindications as cataract
surgery. In addition, patients must understand the investigational nature of
the surgery and that the Japanese National Health Insurance plan will not
cover the whole procedure.

▲アコモダティブIOLが調節をする仕組み
The mechanism of the accommodative IOL

▲
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Interview with Kimiko Yamauchi:

The Status Quo of LASIK in Japan
山内喜美子さんを迎えての対談：

日本のレーシックの現状

国ではレーシックの手術件数が白内障手術を抜

き、外科手術としてトップに躍り出た。日本も

2000年にエキシマレーザーの認可がおり、この手術に

本格的に取り組む大学病院やクリニックも急激に増え始

めた。しかし日本においてはその後、米国のような手術

件数の急伸は見えない。また、米国ではレーシックの価

格戦争によって激安の施設が現れて治療のクオリティ面

での問題が頻発するといった問題が起き、日本において

も今その兆候が若干見え始めている。専門医システムな

どの問題もある。

今から５年前、ノンフィクション作家の山内喜美子氏が

近視手術を取り巻く問題を文藝春秋に９ページにわたっ

てクローズアップし反響を呼んだ。その山内喜美子さん

を交えて、昨今のレーシック事情を話題にしてみた。

「記事にしなければいけない」と思った理由

戸田 山内さんは1998年に屈折矯正手術の実態についての記

事を書かれていますが、それを書かれたのはどんなきっかけか

らですか？

山内 ドライアイの取材で坪田先生を訪ね、後で受診したら自分

もドライアイだとわかったことです。私は0.07のド近眼で、20年以

上もコンタクトレンズを使用している間にドライアイになっていた

んですね。以前から屈折矯正手術があるということは知っていま

したが、怖いイメージしかなく、自分が受けるなんて全く考えもし

ませんでした。でも坪田先生からレーシックの話を伺い、実際に

手術の様子をモニターで見せてもらったりしているうちに現実とし

て関心が高まってきました。そこで、近視が治せるものなら手術を

受けてみようかなと考え始めたんです。

荒井 記事にする前にご自身で受けようかと？

山内 同時ぐらいでしたね。自分が受けようとなると当然、手術の

メリットやデメリット、安全性、手術方法といったことを事前にもっ

と詳しく知りたくなりました。だからこれはしっかりと取材をして、も

っとよく知ってから手術を受けようと。それと、これを記事に書かな

ければと思ったのは、取材の過程で、非眼科専門医による無責任

な手術でトラブルをかかえている方もいるということを知ったから

です。それで、この手術の正確な情報を患者側の立場から伝え

なければいけないと強く感じたのです。

荒井 他の大学病院や総合病院の著名な先生方にも広く徹底的

に取材されていますよね。素晴らしい記事でしたが、ちょっと興味

n the USA, the number of annual LASIK
cases has not only surpassed that of cataract
surgery but has also become the most

frequently performed eye surgery. In Japan, since
the Ministry of Health, Labor and Welfare
approved the excimer laser as a medical device in
2000, more and more university hospitals and
clinics have incorporated LASIK in their services.
However, there has been no evidence of a LASIK
boom like that in the USA. Also, the price war of
LASIK in the USA has brought about frequent
troubles caused by low-quality discounters, and it
appears that this is happening in Japan as well.
Another problem is that non-board certified
ophthalmologists are performing some refractive
surgeries. 
Five years ago, the nonfiction writer, Kimiko
Yamauchi, shed light on issues regarding refractive
surgeries. Her 9-page article published in the
magazine ‘Bungei-Shyunjyu’ caused a public
sensation. We herein welcomed Kimiko Yamauchi
to discuss the status quo of LASIK in Japan. 

I

米
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本位で伺ってしまうと……そうそうたる先生方のところへ取材に

行かれて、その結果、南青山アイクリニックで手術を受けられたの

はなぜですか（笑）。

山内 正直に言うと……当時、眼科専門医がレーシックを行って

いる施設は南青山アイクリニック以外に都内にもう１箇所あって、

取材しながら迷ったのですが（笑）、こういう手術はいろいろな患

者さんで混み合っている総合病院とか大きい病院である必要は

ないなと気づいたんですね。クリーンな施設で信頼できる眼科専

門医に執刀していただけるのであれば、こじんまりして静かで落

ち着けるところのほうがリラックスして受けられるかなと思いまし

た。それに、角膜移植もされている坪田先生や戸田先生など、角

膜の治療で著名な先生方にお任せできることが何より安心でし

た。

常によい手術結果を得るには評価が重要

荒井 それでレーシックを受けられたのは1998年3月でしたよ

ね。記事の最後にも体験を書かれてらっしゃいましたね。

山内 充分に心の準備をして「よし！」と臨んだんです。ところが、

マイクロケラトームがはまらなかった（笑）。

戸田 そうでした。当時はまだ外国人用の大きめのマイクロケラ

トームしかなかったんです。女性は顔自体が小さいので、山内さ

んみたいに目がくりっとしていても、実際には眼が小さいことがあ

るんですよ。マイクロケラトームでしっかりと角膜を吸引させない

といけないのですが、それが両眼ともできなくて。

山内 そう、それで手術が中止になっちゃった。

戸田 マイクロケラトームがしっかりはまらないとフラップのきちん

とできない可能性があります。無理してやれないこともなかった

のですが、安全第一でこれは中止したほうがいいと判断して手

術を中止したんです。

山内 とても残念でしたが、精神的にはそんなにショックではな

かったんです。決して無理なことはしない、そして状況をきちんと

説明してくださったので、逆にすごく安心しました。やはりこの先

生方は信頼できると確信しましたね。

戸田 それでＰＲＫにしたんですよね。

山内 もう少し待てば日本人用のマイクロケラトームが開発され

るという話を聞いていたんですが、それを待とうとは思わなかっ

た。手術の前の、コンタクトレンズをはずしたメガネでの生活が煩

わしいし大変で。ＰＲＫだと術後すぐに見えないし、痛みもある。

だけど、もうその時点では早く手術をして近視を治したいという気

持ちのほうが強かったんです。

荒井 パソコンと同じで、待てばバージョンアップするけれど、早

く買えば早くその恩恵を受けられるという。

山内 今はもうマイクロケラトームがはまらない方はいらっしゃい

ませんか？

荒井 さまざまな大きさのものが増えま

したから、はまらないという人はほとんど

いませんね。

戸田 マイクロケラトームの安全性も高

くなりました。安全装置もきちんとついて

います。また、エキシマレーザーも正確

さが増していろんな種類のものが出て

きました。例えば、人によって違う角膜の

形にあわせて微妙なデコボコを治せる

カスタム照射がついたレーザーとか。

荒井 照射にしても、今はミサイルの追

尾のように眼の動きにあわせて自動的に

追っかけるんです。最近は、そういった

装置がだいたいどこのメーカーもつくよ

うになりました。精度がよくなってきてい

ますね。

山内 精度が高まってきていても、やは

り手術結果は、ドクターの技術による部

分が大きいですよね。

戸田 治療は全て同じことが言えると

思いますが、特殊な技術で術者によって

結果が左右されるのでは良い治療とは

いえない。誰もが同じ機械を使って同じ

ことができなければ治療として不完全

です。もちろん、トレーニングは必要で

すが。つまりシンプルで早くていつも同

じよい結果を得られることが大事なんで

す。とくに屈折矯正手術はそれが重要

です。

山内 そうすると、適応かどうかをいか

に判断するかということでしょうか。

荒井 評価が一番重要です。評価とは、

適応かどうかの見極めを、マニュアル

的な検査の数値のほかに、経験や、そ

れまでの症例データの蓄積、これらを総合して分析して最終的に

判断する。そして手術の結果を常にフィードバックして、適応判断

に生かしてゆく。その積み重ねです。

氾濫する情報の見極めが難しい時代

山内 アメリカでは、1995年にＦＤＡが認可してからすごい勢

いで手術件数が伸びて、確か今は年間150万件を超えています

よね。

荒井 アメリカは白内障の手術件数をLASIKが抜きました。

戸田 日本はというと、まだ年間３万件ぐらい。白内障の手術は年

間約80万件ですからね。日本は近視の人が多いから手術件数が

どんどん増えていって、それこそ白内障の手術件数を軽く抜いて

しまう可能性もあるのですが、そうならないんですよね。

山内 やはり「近視で手術」ということに抵抗があるのでしょうか。

荒井 知り合いの中に一人「私は受けた」という人がいるくらいの

母集団になってくると抵抗がなくなってくるのかもしれません。

山内 知っている人が受けたというのは大きいかもしれません

ね。私もこの記事を書いた後、友人や知り合いからずいぶん問い

合わせを受けました。反響は大きかったですね。一番びっくりした

のは、眼科専門医の先生方が喜んでくださったことでした。この

治療のいわば陰の部分やデメリットも臆さず書きましたが、マイナ

ス面もちゃんと書いた記事も必要だったのかなと。

戸田 眼の手術は恐いというイメージがありますよね。日本人は

コンサバティブで慎重だから、万が一、眼が見えなくなったら、と

いうのがどうしてもあるみたいですね。

山内 日本人の特性なんでしょうか。

戸田 だからこそ情報の伝え方がすごく大切だと思います。正し

く伝えないと、恐いというイメージが先行してしまうこともあります。

荒井 たぶん一般の人の半分くらいは正しく伝わっていないと思

います。だからきちんと認知してもらうために、私たちのほうでア

クションをとらないといけないと思いますね。

戸田 今はインターネットで一般の人も情報を得ることができるよ

うになった一方で、情報が氾濫しています。

山内 インターネットは便利ですが、誰でも自由に発信できます

戸田郁子
Ikuko Toda, M.D.
南青山アイクリニック理事長, 
東京院長　
Director of Minamiaoyama Eye
Clinic, Chief of Tokyo Clinic

山内喜美子
Kimiko Yamauchi
1985年、早稲田大学第一文学部
卒業後、宮崎放送アナウンサー、
サンデー毎日契約記者、ラジオの
リポーター等を経てフリージャー
ナリストに。新聞、雑誌、書籍等、
生老病死をテーマに執筆。デビュ
ー作の『告知せず』は92年にＴＢ
Ｓテレビでドラマ化され、自身も
キャスター役で出演。『海を渡るい
のち』は93年度講談社ノンフィク
ション賞候補に。講演、テレビ・ラ
ジオ出演、司会、ナレーションなど
幅広く活躍。

※文藝春秋の記事は『患者の言い
分』（山内喜美子著／時事通信社）
に改訂版で収められている。
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から、都合のいいことが書いてあっても、それはどちらかというと

事実というよりも広告、というようなこともおうおうにしてありますね。

戸田 情報を得るときは、それを誰がどの立場で言っているのか、

本当に信頼できる人が言っているか、受け手がきちんと見極めて

選択することが必要になります。

患者さんの視点に立った医療の提供

山内 私がすごく感じるのは、患者側も自由に情報を受け取れる

ようになったにもかかわらず、自分で調べたり直接聞いたりするの

ではなく、誰かが教えてくれるのではないかという受動的な人が

多いことです。ドクター側は、インフォームドコンセントも当たり前

になってきたし、医療情報も提供してくださる。一方、患者さん側

の認識はというと、進んでいる方もいれば、まだまだ受け身のまま

の方も多い。自己責任という意識が、日本の患者さんの場合はま

だできあがっていないと思うんです。

荒井 私たちドクターに対して、フレンドリーに何でも聞いてくれ

ればいいんですけど。患者さんが上下関係の下のような感覚で

いらっしゃると、こちらの言ったことが逆にプレッシャーに変わって

しまうような気もして、言葉を選んでしまいます。

山内 このクリニックのスタッフは本当に行き届いた応対をされて

いるし、ドクターもすごくやさしい。自然に相談できる雰囲気があ

ります。そういうムードをつくり出すポイントは何ですか？

荒井 まずは私自身がそういう親しみやすい雰囲気を出すよう

に考えています。笑顔で接するのはもちろんですが、年配の方に

は目上の方に対してのフレンドリーさで、若い方だったら仲間の

ように気軽に話してもらえるよう気さくに話しかけます。

山内 接客姿勢や応対などのスタッフ教育は特にされているん

ですか。

戸田 ここはすごいです。サービス業

並みの教育をしています。医療施設で

あっても、患者さんの視点に立ったサー

ビスをするというのは当たり前のことだ

という感覚です。こういう時代ですから。

山内 競争になってくると当然、患者さ

んはよりサービスのいいところを選びま

すからね。

戸田 この医療は患者さんが主体の選

択医療であり、患者さんとドクターは対

等な関係です。患者さんが自由に選ぶ

のですから、汚かったり暗かったり冷た

い雰囲気だったら、誰もそこへは行かな

いのではないでしょうか。患者さんに満足していただくというのは、

視力の回復は当然です。でも、それだけでなく、患者さんに「ここ

で受けてよかった。happyだわ」というところまで思っていただけ

て、それで本当に満足していただけることになるんです。

山内 プラスの医療が広がり、選択肢が増えてきているというの

は、患者側からすればとてもいいことだし、歓迎すべきことだと思

います。日常生活がより便利で快適にすごせるという部分で、助

けていただけるわけですから。

専門性が明確にわかる制度の確立が課題

山内 手術件数が増えてくると、アメリカのように日本も手術費用

が安くなってくるんでしょうか。

戸田 アメリカでは一時500ドル前後まで費用が下がりました。

そうすると、どうしてもクオリティが落ちるんですよ。どこか節約し

たりしますから。それで結局、そういうところには患者さんが行か

なくなって、アメリカは今、どちらかというと、高くてしっかりと治療

をしていたところが生き残っています。相場は、両眼で4000～

5000ドル(48万～59万円)くらいです。

荒井 高いクオリティの医療を提供するためには、手術室の設備、

ドクターをはじめとして、ナース、レーザーや検査担当などのスタ

ッフの専門教育、検査システム、さらにレーザーなどの機器のメン

テナンスや管理、チェック、そして手術データの管理など、細部に

渡ってまでいろんなところにコストがかかるわけです。だから、レ

ーシックはそんなに安くできる手術ではないんです。

山内 クオリティは大切ですよね、何と言っても。

荒井 それが命の手術ですから。

山内 専門医制度はどうなっていますか？

戸田 日本眼科学会で、専門医の認定をもっていなかったらレー

シックをできないという方向になってはいますが。実際のところは

……。

荒井 法律的には医師であれば医療行為としてできるわけだか

ら、そこが難しいところですよね。

山内 今でもトラブルはありますか？

戸田 残念ながらあります。私たちなら不適応で手術はしなかっ

たであろう患者さんに無理な矯正をして合併症を起こしていたり、

またその術後のケアをきちんとしていないなどで、相変わらずこ

こに駆け込み寺みたいに患者さんがいらっしゃるのは悲しい現実

です。

山内 そうした例が、せっかくの素晴らしい治療のイメージを下

げてしまうことになりますよね。

戸田 眼科専門医であれば、手術の適応と不適応を明確に区別

する知識があるし、手術後に不幸にして合併症が起こったとき適

切な対応ができます。医師免許があれば眼科を標榜することはで

きるわけで、眼科専門医かどうかというのは実際にドクターに聞く

までわかりません。したがって、患者さんは見極めるのが難しい

と思います。

山内 患者さんのほうからも専門医と明確にわかるように、法的な

整備がなされればいいのですけれど。

荒井 そうですね。私たちドクターが調べようと思っても難しいこと

も多いですから。眼科は特に「視力」という重要かつナーバスな機

能を担っています。医師の専門性が一般の人たちにわかるようなシ

ステムの確立というのがこれからの課題だと思います。

(2003年2月12日収録)

荒井宏幸
Hiroyuki Arai, M.D.
南青山アイクリニック横浜　
Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama
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研究

Research

屈折矯正手術に必須の研究

角膜の形状や厚みに関する検査や評価を中心テーマに研究を

行っています。

角膜トポグラフィー、オーブスキャン、収差測定装置（OPD Scan）、

パキメーター（角膜厚測定検査）、コントラスト視機能検査装置な

ど、さまざまな機器を駆使しながら、具体的には、

1) 角膜の形状と視力や視機能との関係

2) 不正乱視の発生原因とその定量評価、対策と治療法

3) 角膜フラップ、残存角膜の厚みや形状と矯正効果との関係

4) 収差の特性と手術による変化

などが現在進行中の主なテーマです。

最終的には、遠方でも近方でも、明所でも暗所でも、だぶりやに

じみがなくクリアに見えるような理想的な角膜の形状をレーザー

で作り上げるにはどうしたらよいのかを解明していくことが目標で

す。

将来のwavefront-guided LASIKあるいはカスタム照射の開

発・確立に向けて、これまで蓄積してきた基礎的なデータをひと

つひとつ解析していきたいと思います。また、新たな検査あるいは

手術手技、装置などに対する評価をきちんと行っていきたいと考

えています。

Essential research for refractive surgery
Our research centers on the examination and evaluation of the shape

and thickness of the cornea. We use various types of equipment,

including the corneal topography system, scanning-slit

videokeratoscopy (Orbscan II, Bausch & Lomb, Rochester, NY,

USA), aberration measurement device (OPD-Scan, Nidek Co., Ltd.,

Aichi, Japan), pachymeter (corneal thickness measurement device),

and contrast visual performance inspection equipment.  Specifically,

we have been focusing on the following themes recently:

1) Relationship between corneal shape and visual acuity or visual

performance.

2) Identifying causes and quantitative analysis of irregular

astigmatism. Prevention and treatment against irregular

astigmatism.

3) Relationship between the thickness or shape of the corneal flap

and remaining cornea and its effects on correction.

4) Aberration characteristics and changes caused by surgery.

Our ultimate goal is to determine a laser treatment method that forms

an ideal corneal shape resulting in clear vision without double vision

or dimmed vision, even at a distance or close proximity, and in the

light or dark.

For developing and establishing wavefront-guided LASIK or

customized laser application, we are going to meticulously analyze

the basic data that has accumulated.  In addition, we are going to

evaluate new techniques for examinations and operations, as well as

equipment usage. 

角膜形状グループ　Corneal Topography Group 

リーダー：堀　好子
メンバー：菅沼隆之

Chief:  Yoshiko Hori-Komai 

Members: Takayuki Suganuma

LASIK前後の角膜トポグラフィー
Pre- and post-LASIK corneal topography

角膜トポグラフィーでのフーリエ解析
Fourier analysis with corneal topography

オーブスキャンの1例
A case of scanning-slit videokeratoscopy (Orbscan II)
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増殖するOSグループ

Ocular Surfaceグループでは、LASIKが角膜に与える影響を

Cell Biologyを中心に解析し、合併症の治療や予防法を検討する

ことを目的に研究活動を行ってきました。1999年に研究グループ

が発足した当初は、「LASIKは比較的シンプルな手術でそんな

に合併症もないし、じきにテーマが枯渇してしまうんじゃない!?」と

グループの存続を危ぶむ声も聞かれましたが、どうしてどうして、

2003年1月現在、グループは消滅するどころかメンバーも増えて

隆盛を誇っています。研究テーマも、グループの名が示す『眼表

面』にはこだわらず、その時々で重要と思われる問題に積極的に

取り組むようになってきました。その結果、ドライアイ、角膜上皮迷

入、diffuse lamellar keratitis、角膜上皮剥離、といったこれまで

提示されていた合併症だけでなく、実用視力・涙液動態解析、血

清点眼の有効性、涙点プラグの有効性、瞳孔・虹彩の偏位、など

多岐にわたるようになりました。

最近ではこれだけの人数を有するにも関わらずテーマに比し

てマンパワーが不足気味で、特にお膝元である東京クリニックで

はORTも参加して学会発表を行う、という活発な広がりをみせて

います。しかし、これまで誰も注目していなかった部分にスポット

をあててみたり、新しい発見がジャーナルや学会で採択されたこ

となどは、積極的な眼科医療への取り組みと自負し、我々クリニッ

クグループ全体の喜びともなっています。OSグループは、今後も

楽しくアカデミックに成長していきたいと思っています。

現在の各メンバーの主な研究テーマ

戸田：ドライアイ

加藤：DLK、epithelial ingrowth、瞳孔・虹彩

福本：外傷後の変化、涙点プラグの効果

石田：実用視力、涙液動態解析

辻　：上皮剥離

野田：血清点眼の有効性、DLK

坪田：スーパーバイザー

Expansion of the Ocular Surface Group

Since the establishment of our group in 1999, our research goal has

been to develop a therapeutic strategy for ocular surface problems

related to LASIK by investigating the cell biology of corneal and

conjunctival cells. At first, we had been concerned that there might

not be so many themes for research because we believed LASIK was

quite a simple and safe surgery. However, in that respect, we were

incorrect. Several new members joined our group in the past two

years, and through their influence we found that there were several

topics that should be investigated. Our themes are now not only

limited to the "ocular surface," but for every currently related topic

of importance. We now run investigations related to the ocular

surface, such as dry eye, epithelial ingrowth, diffuse lamellar

keratitis, and epithelial erosion, and also other fields, such as tear

dynamics and functional visual acuities, effectiveness of autologous

serum eye drops and punctal occlusion, line of sight and position of

pupil/iris, and so on. 

Recently, not only doctors but also some orthoptists in the Tokyo

Clinic are involved in these studies. All of our members are enjoying

the discovery of new findings and contributing to the development of

refractive surgeries. We hope we could continue to grow more and

more.

オキュラーサーフェス(OS)グループ　Ocular Surface Group

リーダー : 戸田郁子
メンバー : 加藤直子　福本光樹　石田玲子　辻一夫　

野田知子　坪田一男

2001年～2002年に当グループが発表した英
文論文と、それが掲載された学術専門誌。

Academic papers that were published from
our group in 2001 and 2002.

2002年1月の第25回日本眼科手術学会で当
グループの野田が最優秀ポスター賞を受賞し
ました。

Dr. Noda-Tsuruya won the best prize for her
poster presentation in XXV JSOS (Jan.
2002).

Chief: Ikuko Toda
Members: Naoko Asano-Kato, Teruki Fukumoto, 

Reiko Ishida, Kazuo Tsuji, 
Tomoko Noda-Tsuruya, Kazuo Tsubota
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技術革新を超えて

テクニカルチームの研究目的は、実際の診療に即応できる、機

器の特性の解析や手技の開発です。屈折矯正手術の分野におい

ては、機器の開発スピードは依然として速く、その原理や特性を

理解することは、実際に手術を執刀する我々にとっては大切な勉

強であり、重要な研究対象であると考えています。

機器の中でもエキシマレーザーに関して、最も重要なことはそ

のregistration（制御＝レーザーと照射プログラムとの相互調整）

を把握することであり、今後展開されるであろうcustom ablation

（カスタム・アブレーション＝個々の目に最適な照射をおこなうテ

ーラーメイドのLASIK）においては、レーザーエネルギーの均一

性と共に、システムのregistrationが術後成績の鍵を握ると思われ

ます。

マイクロケラトームにおいても、均一で予測通りの角膜フラップ

を作成するために、データを解析し、メーカーにフィードバックし

ています。マイクロケラトーム自体の設計やブレード（マイクロケ

ラトームの刃）の各パラメーター決定に際し、我々の提供したデ

ータが反映され、実際の診療に役立っています。

現在、眼球の回旋（時計・反時計まわりの動き）を検出し補正す

るプログラムの検証をおこなっていますが、こうした基礎データを

十分に検討した上で、カスタムアブレーションに取り組みたいと考

えています。

LASIK/PRK以外にも、フェイキックIOL、角膜リング、角膜内レ

ンズなど、多くの屈折矯正手術における手術器具の開発、手術器

具の選択・設定なども研究対象であり、現在までの臨床経験とデ

ータは、術式を決定する上での重要な要素となっています。

また、基礎的な共同研究として、「低圧環境におけるPRK・

LASIKの安全性」（自衛隊との共同研究）、「強度近視の遺伝子解

析」（横浜市立大学との共同研究）などにも着手しています。

Beyond the technological innovation

The research objectives of the Technical Group are to analyze the

specifications of new devices and to develop new surgical techniques.

It is crucial for LASIK surgeons to investigate the basic mechanisms

and characteristics of the surgical instruments in order to perfect

their LASIK skills.

The hot topic on the excimer laser is its application for the custom

ablation, which requires the accurate “registration” of topographical

data on the real cornea. The registration system and homogeneous

laser power output will be the key issues for the custom ablation and,

ultimately, postoperative outcomes.

As for microkeratomes, we collaborate with the manufacturers by

exchanging clinical data so that we can obtain a predictable and

uniform flap thickness. Our input to the manufacturers facilitates

their designing of the blades and the microkeratomes.

We are currently performing a study on the detecting/adjusting

system of ocular cyclotorsion, which will also be integral to the

custom ablation.

Our scope of research includes Phakic IOLs, ICRS, and

PermaVision® Lenses as well as LASIK and PRK. We seek new

instruments and the best selection of the surgical devices in these

variable techniques as well.

Ongoing basic research projects in collaboration with other facilities

include a study on “Safety of PRK/LASIK in low-atmospheric-

pressure environments” (with the Self-Defense Forces laboratory),

and “Genetic analysis on high myopia” (with Yokohama City

University).

テクニカルグループ　Technical Group

リーダー：荒井宏幸
メンバー：池田宏一郎　伊藤光登志　山本享宏

Chief: Hiroyuki Arai
Members: Koichiro Ikeda, Mitsutoshi Ito, 

Takahiro Yamamoto

TED(眼球回旋検出)測定画面
Torsion Error Detection  Measurment Screen

マルチ照射のエネルギープロファイル
Energy Profile of Multiabration



とても満足 
21.2％ 

不満0.6％ 

満足 
51.3％ 

やや不満 
26.9％ 
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視機能と屈折矯正手術

屈折矯正手術はメガネ・コンタクトに次ぐ第３の近視矯正法で

すが、視機能グループではそれらの矯正法を“見え方の質”に着

目して研究を行っております。“目指せ！健常な視機能”を目標に、

様々な方向からの屈折矯正法の評価を検討中です。

基礎的な研究としては、今年は特に調節力をキーワードに研究

を進めており、新しい視機能評価法の開発にも取り組んでおりま

す。個人個人の調節力を生かした屈折矯正法や度数設定を可能

にする事を目標に、様々な状況下での基礎的なデータを各年代

から集めております。更に、調節力を改善する方法の開発にも力

を入れています。

臨床研究としては、“モノビジョン”と呼ばれる度数設定の評価

に取り組んでおります。モノビジョンは左右眼の屈折状態を変え

ることによって、遠くも近くもメガネなしで生活を可能にさせる状態

であり、本法における視機能評価やアンケートを用いた満足度・

問題点についての検討を行っております。本法の利点と欠点が明

らかになれば、本法を応用することにより比較的年齢の高い患者

様に対しても満足度の高い屈折矯正手術を提供することが可能

であると考えています。

現在までに以下の研究テーマに沿って検討をすすめています。

1) LASIK術後の調節力と近方視力の推移

2) 眼周囲温熱法による調節力の改善効果

3) モノビジョンによるLASIKの術後成績

4) LASIK術後の自覚症状と満足度調査

5) 照射条件によるLASIK術後の屈折状態の違い

6) LASIK術後矯正視力低下症例の検討

7) 新しいコントラストグレアテスターによる視機能評価法

8) 網膜から視中枢への加齢変化

9) 眼内レンズ眼の視機能とフィルターレンズ

Research of visual function 
after refractive surgery

We consider our motto as “Improvement of the Quality of Vision”.

Refractive surgery is an alternative to wearing spectacles and contact

lenses. Our goal of the Visual Function Group is to ensure the

difference between these correction methods in terms of the visual

function. 

We accomplished several projects concerning accommodation in

2002. First of all, we tried to develop a new evaluation method for

visual function, especially accommodation. As accommodation plays

an important role in any generation, we should give careful

consideration not to obstruct the accommodation when we decide the

correction methods and diopters. With this in mind, we are collecting

data on accommodation for all sorts of people and conditions in

order to be able to decide the correction methods, while giving

careful consideration to accommodation. We are also studying about

new methods to improve the accommodation.

In clinical trials, we are doing research about so called mono-vision.

Mono-vision is a relatively new correction method. In this method,

one eye is corrected for distance viewing and the other eye for near

viewing. However, the merits and drawbacks of this method are not

fully known yet. We are trying to determine the effectiveness and

patient satisfaction of mono-vision through questionnaires.

Refractive surgery for myopia generally meets the needs of the

relatively young generation. Accordingly, it is important to confirm

whether mono-vision refractive surgery meets the needs of the

relatively older generation, whose accommodation is attenuated.

Following is a list of our ongoing studies:

1) Accommodation and near vision after laser in situ keratomileusis.

2) The effect on accommodation of heating the circum-ocular region.

3) The outcome of laser in situ keratomileusis for mono-vision.

4) Visual performance and patient satisfaction after laser in situ

keratomileusis.

5) The difference in refraction after laser in situ keratomileusis

applied on varied conditions.

6) The evaluation of visual acuity disturbance after laser in situ

keratomileusis.

7) The evaluation of visual function using the new contrast glare

tester.

8) Age-related changes of retina to visual cortex.

9) The visual function of eyes with intraocular lens and the

usefulness of filter lens after cataract surgery. 

視機能グループ　Visual Function Group

リーダー: 高橋洋子
メンバー: 森本晶子　佐藤泰広

とても満足 
52.9％ 

満足 
35.3％ 

やや不満5.9％ 不満5.9％ 
満足度の比較
Satisfaction

▲モノビジョンLASIK
Mono-vision LASIK

▲45歳以上完全矯正合わせ
Full correction (45 years of age or more)

症例全体での出現頻度の推移
Change of Frequency

｢やや不満｣症例の訴えの特徴と出現頻度の推移
Complaints of fair cases
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暗がりで見づらい Visual disturbance at night

Chief: Yoko Takahashi
Members: Akiko Morimoto, Yasuhiro Sato
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has reached an even

higher level of precision.

According to Nidek Co.,

Ltd. (Aichi, Japan), it is

developing a more

advanced system of the

eye-tracker that has a

sampling rate of 200 Hz.

Secondly, we installed a new ablation profile to cope with post-

LASIK “nighttime halo,” which is a result of the gap between the

ablated and the unablated area of the post-LASIK cornea. The new

ablation pattern smoothes the “gap” area and alleviates the halo

symptom in the scotopic pupil. When combined with the eye-tracker,

this technology is expected to provide patients with a higher quality

of vision than previously available.

Lastly, we would like to touch on future technology to be

incorporated in our laser systems, which is the so-called “custom

ablation.” This technology will design an ablation profile according

to the individual eye. Several laser manufacturers are now competing

for its development. Once the system is completed, we can provide

clear uncorrected vision for patients suffering from irregular

astigmatism. We are eager to adopt this kind of state-of-the-art

technology to create more and more happy patients who have been

given crystal-clear sight.

Senior Laser Operator

Junichi Watanabe
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屈折矯正手術との関わり

私は５年前まで大学病院に勤務していました。通常、病院に来

院されて治療を受ける患者様は、基本的な日常生活に支障をきた

している場合が多いのです。例えば1人で食事ができない、トイレ

に行けない、寝返りをうてないなどです。その、日常生活の援助

が看護師の役割だと考えていました。しかし、この仕事を始めて

から気が付いた事は、これまで接していた患者様対応だけでは

不十分だということです。屈折異常は、病気ではないと捉えられ

ているので、保険適用ではなく、高額な金額を自費でお支払いい

ただき、当クリニックで屈折矯正手術を受けることになります。よっ

て、希望されて受けていただく患者様は、ビジュアルライフをより

快適に過ごそうという、プラス志向の方が大半だということです。

この手術を受けられる目的は、より良い生活をするためで、当然、

満足度の高いものでなければなりません。看護師も今まで以上に

サービス面での技術が必要と考え、当クリニックを選んで手術を

受けていただいている事に対しての感謝の気持ちを、言葉や姿

勢、行動で表し、いかに快適に過ごしていただくかを考えていま

す。正確で安全な手術を提供するのは当然のことであり、さらに

ナースチームより
From the Nursing Team

進化するエキシマレーザー

これまでの屈折矯正手術の歴史を見てみると、驚くべきスピー

ドで進化を遂げています。そしてそのスピードは現在でも衰える

ことがありません。そこでこの2年間に我々が導入したエキシマ

レーザーの新しいシステム、そして今後導入されるであろうシス

テムについてご説明したいと思います。

まずはアイトラッキングシステムです。従来のエキシマレーザー

では、患者様の眼が手術中に動いてしまった場合に、術者の判断

でレーザーの照射を止めるという処置が必要でしたが、この処置

をレーザーの装置により自動的に行うことが可能となりました。具

体的には、60Hz（1秒間に60回のサンプリングレート）で眼の動き

をとらえ、その動きに合わせてレーザーが追いかけて照射すると

いうシステムです。エキシマレーザーの完成度は非常に高いもの

ですが、これによってさらにその精度は高くなったと言るでしょう。

また、メーカーでは現在200Hzのアイトラッキングシステムを開発

中です。

もう1つは、これまで術後の患者様の中には「夜間の見難さ」を

訴える方がいらっしゃいました。これはレーザーを照射した部分

と照射していない部分との「ギャップ」が生み出しているものとい

われていますが、このギャップを極力少ないものにする新しい照

射方式が導入されました。先に述べたアイトラッキングシステムと

組み合わせることにより、これまで以上の質の向上が可能となりま

した。

今後導入が考えられることとしては、「各個人の眼にあわせた

形での照射」、いわゆるカスタム照射です。現在各メーカーが競

って開発中ですが、この方式が導入されればこれまで矯正が難

しかった「不正乱視」などの患者様にも快適な裸眼視力を提供す

ることができるようになります。こういった最新のシステムをいち早

く導入し、多くの患者様に「裸眼で見える喜び」をご提供させてい

ただきたいと考えております。

チーフ レーザーオペレーター

渡辺　純一

Evolution of Excimer Laser Systems

The evolution of the technology of refractive surgery has been and

will continue to progress very rapidly. In this column, we would like

to explain what new systems we have incorporated in the past two

years and what we plan to install in the near future.

We would first like to discuss an eye-tracking system. In

conventional surgery, surgeons themselves had to halt laser ablation

during LASIK in cases when ocular fixation was poor. A laser

machine now performs this process automatically. In detail, the

location of the pupil is sampled at a frequency of 60 Hz by the

system, and the laser pursues the center of pupil while ablating the

cornea. With this technology, we believe the excimer laser system

レーザーオペレーターチームより
From the Laser Operation Team
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屈折矯正における最高の検査技術の提供を誇りに

南青山アイクリニックグループの検査部は、ORTとOMAで構

成されています。ORT？OMA？ 一般の方は何？と思われるで

しょう。

まずORTはOrthoptistの略で、日本名を視能訓練士といいます。

一般にはあまり知られていませんが、看護師や、臨床検査技師同

様、厚生労働省の定める国家資格です。この資格を得る為には最

低でも３年の月日が必要です（1年の学校もありますが、受験資格

として大学に2年以上在籍し、必要科目を取得するという条件が

つきます）。在学中には一般教養はもちろんですが、最後の約2年

間は眼科に関する知識をみっちり勉強し、また数ヶ月をかけて臨

床を経験します。

OMAはOphthalmic Medical Assistantの略で、日本眼科医会

眼科医療従事者委員会の定める認定資格です。こちらも1年以上

の眼科勤務が受験条件であり、さらにその後一定期間の研修を

経て、最終試験を合格したもののみに与えられる資格です。

当クリニック検査部は、このような有資格者で構成された検査

のプロフェッショナルチームですので、屈折矯正の知識はもちろ

んのこと、眼疾患や、その他全身疾患についての知識もあり、安心

して検査を受けていただくことができます。また視力検査は、その

結果が直接手術や術後の視力に影響することもあり、重要な要素

です。私たちは、経験と蓄積されたデータから、器械だけでは測

定しきれない屈折状態を考慮し検査することによって、患者様に

最適な度数を決定することを実現しています。これは他に類のな

い当院ならではの高度な技術力と自負しています。

今後も患者様にご満足いただけるような手術結果を生み出す

ため、この高度な視力検査技術を保ちつつ、さらに南青山アイク

リニックグループ全体のスキルアップを目指して頑張っていきた

いと思います。

チーフ検査員　ORT

小林絵里加

We  are proud of the high quality techniques used
in our examinations.

The clinical technicians at Minamiaoyama Eye Clinic consist of
“ORTs”and“OMAs.”What are “ORTs”and“OMAs?”Here
are our answers: ORT is our abbreviation for Orthoptist. As with
nurses and clinical lab staff, their license can be obtained only by
passing the national board exam that is issued by the Japanese
Ministry of Health, Labor and Welfare. To be qualified to take the
exam, you have to study for three years at a professional school for
orthoptists, which include cultural subjects for one year and general
ophthalmology for two years as well as a clinical practice for a few
months.Another course to enable qualification for college or
university graduates is to have a post-graduate education in
ophthalmology for one year.

検査チームより
From the Clinical Technician Team

私達は、患者様の満足度を高めるための技術を提供し、患者様の

立場に立った対応を常に心がける、医療サービススタッフの一員

であることを基本としています。
チーフナース

久保田弥生

Refractive Surgery - From a Nursing Point of View 

I was working for a university hospital five years ago.

Patients who receive treatment at a hospital have usually

experienced some interference in the basic tasks of their

daily lives. For instance, they cannot turn over in bed, go to

the rest room, nor eat by themselves. I used to believe that

one of the roles of the nursing staff was to help these

patients during their illnesses in order to ease the necessities

of daily life.  However, after I began working in refractive

surgery, I realized that there were even more roles for

nurses. Since refractive error is not generally thought of as a

disease and is not covered by health insurance, patients

have to invest a great deal of money at their own expense to

receive refractive surgery at our clinic. Therefore, the

majority of these patients hope to spend a more comfortable

visual lifestyle. The purpose of this surgery is to achieve

visual satisfaction and improved lifestyle. We, the nursing

staff, understand that patient service is important in this

field of medicine. We try to show gratitude towards the

patients who have chosen our clinic by means of our words

and our positive attitudes. We always do our best to offer an

accurate and safe surgery in order to improve the patients

satisfaction rating. Furthermore, we are aware that by being

medical service staff members, we are always available to

help our patients in any way or form.

Chief Nurse

Yayoi Kubota
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より快適なビジュアルライフを求めて

LASIKは飛行機に例えることができます。手術を受けられる患

者様は、飛行機に乗って目的地まで旅をされる乗客と言えます。

その乗客の皆様に快適な‘LASIKの旅’を過ごしていただくよう、

クリニックスタッフが一丸となっているのです。

パイロットにあたる医師、整備士にあたるレーザーオペレータ

ー、客室乗務員や地上業務を含めた旅客業務員にあたる看護

師・検査員・受付スタッフ、そして皆様の安全で正確な‘フライト’

を総合的にバックアップするのが我々、マネージメントチームで

あると考えています。

各チームそれぞれが専門分野でプロフェッショナルに働いて

マネージメントチームより
From the Management Team

OMA is our abbreviation of Ophthalmic Medical Assistant, and the

Japan Ophthalmologists Association conducts certification for that

position. This license requires a career as an assistant clinical

technician for one year or more in order to take the exam for

certification. 

The visual acuity test is one of the most important exams to

determine the amount of surgical correction. Since the data is crucial

for the best results, the exam has to be completely accurate. We do

not only judge the basic data obtained from the exam devices, but we

also incorporate our experience and the patients' results that have

accumulated in our clinic to determine the most appropriate amount

of correction for each patient. We are proud of the quality of exams

in that we factor in both apparent and hidden aspects of the refractive

status.

To continue to produce the results that make our patients as happy as
possible, we will maintain the level of the exams and, at the same
time, will do our best to raise the skill of all the ORTs and OMAs of
the Minamiaoyama Eye Clinic Group.

Senior Orthoptist

Erika Kobayashi

いるとすると、マネージメントチームは時にチーフパーサーのよう

に職場環境を整えたり、また時に管制官のようにクリニック内の流

れを把握し、各スタッフの動きに目を配りながら、対応に問題はな

いか、予約や術後の結果に問題はないか、患者様にご不安やご

不満な点はないか日々確認をしたり、また時に事務系として新し

いサービスなどを企画して患者様に提供することなど、その全て

が役割であると言えます。

おかげ様で、多くの患者様から手術後の喜びの声をお寄せ頂

いたり、お知り合いの方を当クリニックにご紹介していただいてお

ります。これは我々マネージメントチームにとっての喜びであり、

誇りでもあります。

今後も患者様に快適なビジュアルライフをご提供できる喜びと

同時に、この医療に関わる責任の重さをしっかりと受け止め、日々

努力していきたいと思います。

マネージャー

保要　恒久

The Management Team - 
W orking Towards a Higher Quality of Visual Life

LASIK can be compared to an airplane; patients are passengers,

doctors are pilots, laser operators are maintenance engineers, and

receptionists, nurses, and orthoptists are flight attendants. The

clinical staff is united and does their best in order to make the flight

(LASIK) comfortable for the passengers. Our roles as the

management team are like those of a chief purser. We always try to

support everyone in each of the teams to realize a safe and pleasant

journey.

・We arrange a working environment to meet everybody’s purpose.

・We check and solve various problems and deal with claims from

patients.

・We plan and offer new clinical services. 

We are working diligently to assist all of our patients to receive a

good quality of visual life and satisfaction.

Clinic Manager

Tsunehisa Hoyoh
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診療時間
日 月 火 水 木 金 土

通常
外来 外来 休診 外来 外来 外来 外来

手術 手術 手術
10:00～13:00 ○ ○ 電話受付 ○ ○ ○ ○
14:00～18:00 ○ ○ 電話受付 ○ ○ ○ ○

祝祭日
× × × 外来 外来 外来 外来

手術 手術 手術
※祝祭日が月曜、火曜の場合は、休診させていただくことがあります。

南青山アイクリニック東京 Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo

南青山アイクリニック東京は、1997年6月に開院、6周年を迎え

ます。

南青山アイクリニックグループは、全国6施設においてエキシ

マレーザー屈折矯正手術LASIKを中心とした手術を行っており

ますが、その中でも南青山アイクリニック東京は、グループの中

心となる施設です。立地的にも南青山というおしゃれな街中の地

下鉄銀座線「外苑前駅」から徒歩１分と、大変交通の便の良いと

ころにあり、東京に在勤の方から地方の方、また芸能関係やスポ

ーツ関係の方など、多くの方々にご来院いただいております。

検査フロアはビルの8Fにあり、経験豊富な眼科専門医、熟練し

たスタッフ、最新の検査機器が患者様をお迎えします。手術セン

ターは1Fにあり、検査フロアとは別になっておりますので、手術

当日はリラックスして手術をお受けいただくことができます。

手術に使用するエキシマレーザーは、NIDEK社のEC-5000を2

台導入しており、アイトラッキングシステムなど最新の技術や器

械を導入し、常に手術精度の向上に努めています。また平日お忙

しい方のニーズにおこたえして、土曜日・日曜日・祝日（月曜・火

曜は除く）の診療も行っております。また、土曜日にも手術日を設

けましたので、週末に手術をお受けいただくことも可能です。

そういったハード面のサービスはもちろんのこと、ソフトの面で

も患者様のニーズにおこたえできるようなホスピタリティ（心の

こもったおもてなし）をご提供できるよう努力しております。患者

様に喜んでいただけることがスタッフにとっての何よりの喜びで

す。何かあればお気軽にお声をかけて頂ければ幸いです。

今後も日々勉強と研鑽を重ねながら、さらなるレベルアップを

図り、医師、ナース、レーザーオペレーター、検査員、受付、センタ

ーマネージャー、すべての専門スタッフが、プロフェッショナルな

仕事で、皆様へ世界最高水準の医療とサービスの提供に努めて

参りたいと思います。

In June 2003, Minamiaoyama Eye Clinic will celebrate its 6th

anniversary. The Minamiaoyama Eye Clinic Group consists of six

laser surgery centers where mainly LASIK is performed. The Tokyo

Clinic is the principal clinic of the Group and is located in

Minamiaoyama, one of the most fashionable areas of Tokyo. It’s

only a one-minute walk from Gaienmae station on the Ginza subway

line. 

Our clinic is on the 8th floor of the Da Vinci Aoyama building. Here

you can find experienced ophthalmologists, skilled staff and state-of-

the-art equipment. The operating rooms are on the 1st floor, where

patients can enjoy a relaxed atmosphere away from the outpatient

clinic area. 

There are two operating rooms, both equipped with the Nidek EC-

5000 excimer laser. The laser machines are equipped with advanced

technology, including eye-trackers. Hence, we can provide the

highest quality of care to our patients. Our clinic is now open on

Saturdays, Sundays and public holidays to meet the needs of busy

patients. Surgery is also performed on Saturdays, so patients can

enjoy the convenience of ‘weekend LASIK.’

All of the staff in our clinic are dedicated to serving the patients with

cordial hospitality. Please feel free to ask us any questions. We are

happy to help you.

Through the intra-office education for the orthoptists, nurses, and

receptionists, we will continue to improve the quality of care to serve

our patients with the highest level of professionalism.

クリニック紹介 東京・横浜・大阪・福岡・名古屋・静岡

Laser Vision Correction Centers
Tokyo,Yokohama,Osaka,Fukuoka,Nagoya,Shizuoka

0120-89-3810
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南青山アイクリニック横浜 Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama

南青山アイクリニック横浜は、1999年4月に横浜の近未来都市“みな

とみらい”に開院致しました。症例数も2600眼を越え、またグループ内

では唯一LASIKでは矯正できない超高度近視の手術や老視手術等、

最先端の医療技術を提供しております。

スタッフは常に患者様の立場に立ち、視力回復はもとより、手術前の

不安を少しでも解消できるよう、また手術後も快適に生活を維持できる

よう、細やかなケアをご提供しご相談をお受けすることに努めておりま

す。

2004年春には、みなとみらい21線の開通が予定されており、駅から外

に出ることなくクリニックにお越しいただけるようになり、アクセスがさ

らに良くなります。これからも全国の皆様に、信頼と安心と親しみともっ

てご来院していただけるクリニックであり続けられるよう日々努力して

いきたいと思っております。

Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama opened its doors in the

modern area of “Minatomirai” in Yokohama City in April 1999.

Since then, we have treated over 2600 eyes. Our clinic is unique

from the others in the group in that we offer state-of-the-art

refractive surgeries to correct extreme myopia or presbyopia, which

cannot be treated by LASIK. Our staff is most happy to offer

dedicated consultation from the patient’s standpoint so that they can

obtain the best results, relax before the surgery, and maintain a

pleasant life after the surgery. 

In the spring of 2004, the “Minatomirai 21” train line is scheduled to

open. After that, convenient indoor access from the ticket gate to our

clinic will be available.

We will do our best

from now on to build a

reliable clinic with a

relaxing atmosphere for

every future patient.

南青山アイクリニック大阪 Minamiaoyama Eye Clinic Osaka

1999年8月に開院して以来1800例の症例実績となりました。手術後

のアンケートにおいても受けられた方の満足度は90％を超えています。

これは、手術を希望される方へ徹底した術前検査をして正確に適応・

不適応を診断していること、そして、コンサルテーションを時間をかけ

て行い、おひとりおひとりに対しての治療のすべてをお話しさせていた

だいているため、このような評価を頂いているのではないかと思います。

日々常に「どのようにすればご満足いただけるのか？」を考え、手術

後の患者様の笑顔を見るのが何よりのスタッフの喜びとなっています。

しかし、術前検査に来られた方の約４人に１人の方は何らかの理由によ

って手術を受けられないという事実もあります。最近は強度近視の方や

角膜の厚みがあまりない方でも最先端の技術で適応範囲は広がってい

ます。南青山アイクリニックグループの西の拠点として素晴らしい技術

と治療を患者様にご提供し、満足度１００％を目標にしていきたいと思い

ます。

Since our opening in August 1999, we have treated 1,800 eyes at

Minamiaoyama Eye Clinic Osaka. The results of our patient survey

shows that over 90% of our patients are satisfied with the service we

provided. We assume their satisfaction was created by the

preoperative consultation in which we discussed in detail the

individual’s data. The clinical technicians are dedicated in meeting

the patients’ demands and are very encouraged to see happy post-

LASIK patients. However, sadly, we cannot treat one quarter of the

patients who, after a preliminary consultation and examination, do

not meet our inclusion criteria for LASIK. For those patients, we

have incorporated state-of-the-art techniques to treat high myopic

eyes or thin corneas. We are eager to function as the center for the

western area of Japan of the Minamiaoyama Eye Clinic group by

offering these new techniques as well as the established LASIK

surgery in order to satisfy “100%” of our patients.

診療時間
日 月 火 水 木 金 土

通常
休診 休診 外来 休診 外来 外来 外来

手術※ 手術※

10:00～13:00 × 電話受付 ○ 電話受付 電話受付 ○ ○
14:00～18:00 × 電話受付 ○ 電話受付 電話受付 ○ ○
祝祭日 × × × × × × ×
※手術日: 第2金曜日、第4土曜日（変更になる場合がありますので直接お問合せください）

診療時間
日 月 火 水 木 金 土

通常
休診 外来 休診 外来 外来 外来 外来

手術
10:00～13:00 × ○ × ○ ○ ○ ○
14:00～18:00 × ○ × ○ ○ ○ ○

祝祭日
× × × × × × ×

金曜手術の時
○

06-6190-1210

045-682-4411



25Laser Vision Correction Centers

南青山アイクリニック福岡 Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka

南青山アイクリニック福岡は、1999年10月に福岡市の新スポットであ

る博多リバレインに開院いたしました。お陰様で開院以来、福岡での症

例数も1900眼を超え、福岡はもとより、九州一円の患者様から高い評価

を頂いております。近年、屈折矯正手術の話題は様々なメディアやイン

ターネット等で取り上げられており、眼鏡、コンタクトに替わる第3の選択

肢として手術希望者も年々増加しています。しかしその症例数はアメリ

カなどの諸外国との比較では日本はまだまだ少ないと言えます。よって

正確な情報と知識を患者様に提供する事がとても大切であり、その責務

を果たすのがクリニックの医師とスタッフであると考えます。当院は、来

院された全ての患者様に満足して頂き、裸眼でものが見えるすばらしさ

を知って頂ける様に、常に技術の向上とサービスに努めています。

Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka opened in "Hakata Riverain", a new
spot in Fukuoka City, in October 1999.  The number of cases has exceeded
1900 and we have received favorable evaluations from patients not only
residing in Fukuoka but from all over Kyushu. In recent years, refractive
surgery has received much attention through various forms of the media
and the Internet.  After spectacle and contact lens use, refractive surgery is
ranked the 3rd choice of treatment and due to this, the number of patients
requesting surgery is increasing each year. But when compared to the
United States, the number of domestic
cases in Japan is still few.  It is very
important to provide patients with the most
up-to-date information and knowledge
regarding surgery in order to increase the
number of cases in Japan. We intend to
completely satisfy all of the
patients that visit our clinic.  We
hope that patients will feel the
splendor of sight without the use
of visual aids and we will strive
to continue to improve our
service and technology.

南青山アイクリニック名古屋 Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya

南青山アイクリニックグループ5番目の手術センターとして開院、以来

1000例を超える手術を行っています。名古屋駅桜通り口から徒歩５分、

各方面からのアクセスに大変便利な場所にあります。当院は月・火・

金・土曜日が検査・コンサルテーション・診察日となっておりますが、無

料相談も随時行っております。術後視力は1.0以上の方が92%、0.7以上

の方では96%（手術後１ヵ月）と皆様に大変喜んでいただいており、手術

後のアンケートにおいても90%以上の方に「非常に満足」あるいは「満

足」とお答えいただいています。私たちは、100%の方に「非常に満足」

とお答えいただけるよう日々努力しており、そのためスタッフ一同毎日

やりがいのある喜びを得ています。東海地区において質の高い屈折矯

正手術のご提供に貢献していきたいと考えています。

Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya opened on July 7, 2000 as the 5th
surgery center of the MEC group and since then we have performed
surgery on more than 1,000 cases as of December 2002. Our clinic is
conveniently located within a 5-minute walk from the Sakuradori exit of
Nagoya Station, and we are within easy access from everywhere. We are
performing consultations and medical examinations on Mondays,
Tuesdays, Fridays, and Saturdays. Free consultations are available anytime.
Postoperative eyesight improved to 20/25 or better for 96% of our patients
and of those, 92% had improved eyesight to 20/20 or better. Based on the
postoperative questionnaire, more than 90% of our patients have answered
“very satisfied” or “satisfied”. We are doing our best and happily working
hard everyday while striving to
fulfill our goal of having 100%
of our patients answer the
questionnaire as being “very
satisfied”. Moreover, we want to
contribute to the spread of high
quality refractive surgery in the
Tokai area.

診療時間
日 月 火 水 木 金 土

通常
休診 外来 外来 休診 休診 外来 外来

手術※ 手術※ 手術※

10:00～13:00 × ○ ○ × 電話受付 ○ ○
14:00～18:00 × ○ ○ × 電話受付 ○ ○
祝祭日 × × × × × × ×

※手術日: 第2金曜日、第4土曜日（変更になる場合がありますので直接お問合せください）

アイクリニック静岡 Eye Clinic Shizuoka

2000年11月にオープンしたアイクリニック静岡では、手術症例数が

1000例を超えました。常に手術のクオリティを最優先に考え、問診、検査

の段階から細心の注意をはらい、手術を受けられたすべての方に喜んで

いただけるよう努めています。患者様がリラックスして受診できるように、

スタッフ対応からクリニックのインテリアに至るまで創意工夫していま

す。国内でも徐々にレーシックが浸透しつつありますが、静岡県内では

近視矯正手術を専門で行なっている施設は当院のみで、レーシックに対

する認知度がまだまだ低いように感じます。当院では情報公開の場とし

て、毎月2回の説明会を開催しています。また、当院執刀医の池田宏一

郎医師がレーシックの解説書「レーシック治療」を出版しました｡

診療時間 月・水・木・金・土曜日

10:00 ～ 13:00 14:00 ～ 18:00

Since Eye Clinic Shizuoka opened in November 2000, the number of
surgical cases has exceeded 1,000. We believe that the accuracy of the
operation is the most important aspect. Careful precautions are always
taken from the initial stages of consultation and examination. We are
working diligently so that all of our patients who have received LASIK
will be completely satisfied. The popularity of LASIK is gradually
extending throughout Japan. However, in Shizuoka, our clinic is the only
clinic offering excimer laser refractive surgery, so the degree of recognition
of LASIK is still low. We also
offer an explanatory seminar
on LASIK, which is held twice
monthly. In addition, Dr.
Ikeda, of our clinic, released a
book entitled, "LASIK
Medical Treatment".

診療時間
日 月 火 水 木 金 土

通常
電話受付 電話受付 外来 休診 外来 外来 外来
外来 手術　　手術

10:00～12:00 土曜手術時診察 電話受付 ○ × ○ ○ ○
13:00～18:00 土曜手術時診察 電話受付 ○ × ○ ○ ○
祝祭日 × × × × × × ×

092-283-5555

052-569-0171

0120-049-446
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手術実績
Surgical Results

期間 1997年10月～2002年12月
Period : October 1997-December 2002

症例 LASIKを施行した7491例14659眼
Cases : LASIK 7491 cases 14659 eyes                      

男性 4542例 8877眼
Male 4542 cases 8877 eyes

女性 2949例 5782眼
Female 2949 cases 5782 eyes                      

平均年齢 34.0 ± 8.9 歳
Average Age : 34.0 ± 8.9 years      

術前裸眼視力 0.06
Preoperative Uncorrected Visual Acuity :  0.06

術前屈折 -5.82 ± 2.45 D（-17.25 ～ -0.25 D）
Preoperative Refraction :  -5.82±2.45 D (-17.25 ～ -0.25 D)

矯正度数 -5.71±2.43 D
Correction Power : -5.71 ± 2.43 D

経過観察期間 280.1 ± 232.1 日
Follow-Up Period : 280.1 ± 232.1 days  

対　　象
Subjects

1.0以上 12553眼 (85.6％)
More than 1.0 12553 eyes (85.6％)

0.7～0.9 1300眼 (8.9％)
0.7～0.9 1300 eyes (8.9％)

0.5～0.6 446眼 (3.0％)
0.5～0.6 446 eyes (3.0％)

0.5未満 360眼 (2.5％)
Less than 0.5 360 eyes (2.5％)

術後裸眼視力
Postoperative Uncorrected Visual Acuity

≦±0.5 Ｄ 12151眼 (82.9％)
≦±0.5 Ｄ 12151 eyes (82.9％)

≦±1.0 Ｄ 13857眼 （94.5％)
≦±1.0 Ｄ 13857 eyes (94.5％)

≦±2.0 Ｄ 14553眼 (99.3％)
≦±2.0 Ｄ 14553 eyes (99.3％)

術後屈折
Postoperative Refraction

手術後の満足度
Satisfaction Rate

手術件数の推移
Number of Surgeries

各年齢における術後裸眼視力の獲得率
Ratio of Gaining Postoperative Uncorrected Visual Acuity by Age Group

各屈折度における術後裸眼視力の獲得率
Ratio of Gaining Postoperative Uncorrected Visual Acuity in Each Refraction

100％

80％

60％

40％

20％

0％
≦20 21~25 26~30 31~35 36~40 41~45 46~50≧51

年令 Age

100％

80％

60％

40％

20％

0％
≦2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12

術後の屈折度数（ジオプター）Preoperative Refraction (diopter)

合計 
14659 7299

5814

1333
101 112

とても満足 Very Satisfied

満足 Satisfied

やや満足 Partially Satisfied

不満 Dissatisfied

回答なし No Answer

1997 1998 1999 2000 2001 2002

総手術件数 レーシック件数

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

(件)

All Surgeries LASIK Surgeries

1.0以上 More than 1.0 0.7以上 More than 0.7

1.0以上 More than 1.0 0.7以上 More than 0.7
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手術を受けた動機
Motivation for Undergoing Surgery

屈折の経過
Postoperative Progress of Refraction

裸眼視力の経過（矯正量別）
Postoperative Progress of Uncorrected Visual Acuity

裸眼視力の経過（年令別）
Postoperative Progress of Uncorrected Visual Acuity

最高矯正視力の変化
Change of Best Corrected Visual Acuity
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6.0D以上（6377眼）
More than 6.0D (6377 eyes)

6.0D未満（8282眼）
Less than 6.0D (8282 eyes)

40歳以上（3584眼）
Over 40 years (3584 eyes)

40歳未満（11075眼）
Younger than 40 years (11075 eyes)

スポーツや趣味　Sports or hobbies

コンタクトレンズが合わない Unable to wear contact lenses (CLs)

眼鏡が合わない　Unable to wear spectacles

裸眼での生活希望　Expect life without spectacles or CLs

コンタクトの手入れが面倒　Troublesome to take care of CLs

外見上の理由　For improved appearance

職業的な理由　Vocational reasons

メガネやコンタクトより安い　Cheaper than spectacles or CLs

不同視　Anisometropia

新医療技術への興味　Interest in new medical techniques

その他　Others

合計件数 
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essages from Patients

中谷彰宏さんが2001年8月に南青山アイクリニック東京にてレーシ

ックを受けられました。中谷彰宏さんは、これまでに550冊以上、毎週１

冊は新しい著作を出している日本一エネルギッシュなライターです。

彼はレーシック体験のエッセイをご自身のホームページ「an-web」

http://www.an-web.comの「中谷彰宏レター」のページに書かれてい

ます。ここでご紹介させていただきます。

手術は、決心した時から、成功している。第499号

親愛なる君に
坪田一男先生に、レーザー近視手術のレーシックを
していただくことにしました。
前からこの治療のことは関心がありましたが、
やっぱり坪田先生に出会わなければ、
決心しなかったと思います。
まず驚いたのは、事前の検査の細やかなことです。
目の検査だけで、こんなに細かな検査を受けたことはない
というくらい細やかな検査でした。
「怖くないですか？」
と、みんなから聞かれましたが、
僕自身は、わくわくしています。
美容整形を決めた女性は、
きっとこんな感じなんでしょうね。
女性は、整形の結果、前向きになるのではなくて、
整形を決心した時から、前向きになるのですね。

中谷彰宏拝
P.S. メガネ最後の顔を、君に見せておこう。

ものの見え方が変わると、人生が変わる。第500号

親愛なる君に
坪田一男先生のレーシックの手術は、あっという間に終わりました。
時計を見ると、１０分もかかっていません。
歯医者さんよりも、簡単でした。
「入院するの？」
と、みんなから聞かれました。
終わって、すぐ家まで歩いて帰りました。
夜、晩ごはんを買いに、ナチュラルハウスに出かけました。
青山通りの景色は、今まで見たことがないくらいきれいでした。
感動した。
１０年以上も住んでいる街なのに、
まるで外国の景色のように感じました。
僕は、１４歳からメガネ、２３歳からコンタクトレンズをしていました。
２８年ぶりに、自分の目で見た景色に、感動しました。
ここからまた、人生が変わり、ものの見方が変わり、
新たな発見があると思います。

中谷彰宏拝
P.S. 君の魅力にも、新たな発見。

神様も街も、光の姿をしている。第750号

親愛なる君に
レーシックに興味のある人には、
無理強いしない範囲で、「いいですよ」と話をしています。

「痛くないですか？」という正直な人には、
「僕ほど、痛がりな人間が痛くないんですから、大丈夫」と、こたえています。
ある人から、「レーザーが、当たっている間は、何が見えるんですか？」
と聞かれました。
いい質問です。
「光が、見えます」
ステレオのインジケーターのような光です。
映画『２００１年宇宙の旅』のワープする光を見る気分でした。
その時、坪田先生の「ど真ん中ですよ。いいですよ」
という心地よい声を聞きながら、
霊視の加藤眞由儒先生が以前、
「中谷さんは、神様にあえます。
神様は、光の姿をしています」
と、おっしゃったことを思い出して、
「神様は、こんな感じかな」と思って、眺めていました。
40秒なんて、あっという間で、
もっと眺めていたい気分でした。
そして、帰り道、僕は「南青山の街の光」を見ました。
南青山の街は、光に包まれていました。

中谷彰宏拝
P.S. 君にも、光を見せてあげたかった。

an-web 中谷彰宏レターより転載許可を得ています。

中谷彰宏 さん　作家 Akihiro Nakatani Writer

○1 坪田医師に手術の最後の説明を受けて ○2 最後のメガネ姿で記念撮影 ○3 いざ、
手術○4 終了した記念すべき瞬間
この後、中谷氏はボーリングに夢中とのことでした。
レーシックおめでとうございます。

1 2

3 4

Akihiro Nakatani underwent LASIK at Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo

in August 2001. He is one of the most active and prolific writers in Japan,

who has published over 400 books and keeps writing one book a week. He

reports his experience of LASIK in “A letter from Akihiro Nakatani”

section in his own home page named “an-web” at http://www.an-web.com.

“The laser light I saw during surgery was as beautiful as the one I saw in

the movie 2001: A Space Odyssey. I had the experience of wearing glasses

since 14 years of age, contact lenses since 23 years of age, and now I am

most impressed by what I can see without any correction. I believe I can

change my life and the way I see things, and I will make new discoveries,”

he comments in his home page.    

M 患者様からのメッセージ
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俳優の藤村俊二さんが、2001年12月に南青山アイクリニッ

ク東京にてレーシックを受けられました。術後はとても快適

になられたご様子で、とても喜んでいただきました。ますま

すお若く素晴らしいご活躍をされています。また、グルメで

有名な藤村氏は青山に自身のワインバーを営んでいらっし

ゃり、まるでご自分のリビングルームにお客様をお迎えする

ようにおもてなしされています。多忙なスケジュールでも、

時間の許す限りお店にいらっしゃり、ゲストに温かく声をか

けられ、おしゃべりを楽しんでいらっしゃいます。

（http://www.ohyoi.co.jp/ohyois/）

当レポートに素敵なメッセージをありがとうございました。

藤村俊二 さん　俳優 Shunji Fujimura Actor

Shunji Fujimura, an actor, had LASIK at Minamiaoyama Eye

Clinic Tokyo in December 2001. He is very comfortable and

quite happy with his vision after having LASIK. He looks even

younger and has become more active in his work than before.

Fujimura, also known as a connoisseur, owns a wine bar in the

Aoyama area and entertains customers with specially selected

wines and cuisine (http://www.ohyoi.co.jp/ohyois/). After dusk

you can find him in his bar, which is always filled with pleasant

conversation.
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Masashi Abe, gold-medallist for the Nordic Combined Team at the

Lillehammer Olympics, underwent LASIK at the Yokohama Clinic.

Abe now serves as the senior coach for the All Japan Nordic

Combined Team. Leading the younger athletes of the team, he says,

“When I was an active athlete, my poor vision was very

inconvenient. I had difficulty seeing the starting sign given by my

coach or the vanes that judge airflow, which is a huge disadvantage

for an athlete. It was also very dangerous to lose contact lenses in the

dry air. By speaking out about my LASIK experience, I think I can

give hope to those young athletes who suffer from sluggish growth

due to insufficient vision. I feel very comfortable with my vision,

which was once 20/200 and is now 20/10 in both eyes.”

選手時代から視力がわるく不自由を感じていました。とくに、冬の北欧

やカナダなどは寒さと乾燥でコンタクトレンズができず、よく見えない状

態で我慢していました。スタートのときのコーチの合図も見えない。乱

視もありましたので、夜などは本当に見にくくて、でも仕方ないとあきら

めていました。

現役選手を引退してコーチになってからレーシックを知りました。はじ

めは目の手術ということでやはり不安を感じ「もし見えなくなったら」と

思いましたが、チームドクターが、南青山アイクリニックの荒井先生を教

えてくれて、角膜治療に実績のある眼科専門医の先生で、あのクリニッ

クなら大丈夫と太鼓判を押してくれたので受診しました。自分自身も快

適にコーチの仕事がしたいことはもちろんですが、僕と同様に視力で悩

んでいる若い選手たちがたくさんいますから、自分が体験すれば、そう

いう後輩たちに身体のトレーニングや技術のことだけでなく、いわば視

力という能力を上げることも伝えてあげられると思い受けることを決め

ました。

ジャンプのときなどは、スタートの時に遠くのプロペラを見て、風の向

き、強さを見極めて飛び方を風に合わせて変えますが、それが見えない

のはジャンプ選手にとってすごくハンデになります。真冬のスキーでは、

寒さと乾燥でコンタクトレンズが使いにくい事が多いのです。コンタク

トをしている選手たちはジャンプのスタート前に目薬をさしたりして挑

みますが、それでも途中ではずれたケースもあり、とても危険です。

ジャンプ選手はもちろんですが、スポーツ選手にとって裸眼視力はと

ても重要な要素だと思います。裸眼視力の快復は自分のもっている力

を発揮させる大きな力となると思います。

自分は海外遠征合間で日本滞在期間５日間の間に手術を受けまし

た。手術前はやはり不安もありましたが、スタッフの方がとてもてきぱき

とされていて頼もしく、それらの指示に従っていると「もうおまかせ」とい

う気分になり、不安も消えて、すんなり終わってしまいました。ベッドか

ら起きると、もう見えているのにびっくり。海外へ発つ準備などがありま

したので、５分休んですぐにクリニックを出させていただきました。駅で

切符を買うときに、いつもは見えない料金表の文字が遠くから見えてい

るのにまた驚きました。その２日後に見たアメリカ・ソルトレイクシティ

の雪景色はいつもよりも明るく見え、新鮮な輝きに感動しました。左右

0.15だった視力が、今は左右1.5で快適です。

スポーツの世界ではとかく筋力トレーニングや技術ばかりに意識が

いきがちですが、もっとほかにもパフォーマンスを上げる要素があるの

では、ということに身をもって気づき、体験できたことはとてもよかったと

思います。荒井先生、スタッフの皆様、ありがとうございました。

阿部雅司 さん　1994年リレハンメルオリンピック、ノルディックスキー金メダリスト　東京美装株式会社勤務・全日本複合チームチーフコーチ Masashi Abe

1 3

2 4

○1 左から河野孝典さん、阿部雅司さん、荻原健司さんでリレハメルオリンピック
団体金メダル時の表彰台。

○2 そのリレハメルオリンピック団体戦前半のジャンプ。
○3 金メダル獲得の翌日のスナップ。
○4 2003年2月にイタリアのバルディフィエンメで行われた世界選手権の複合代表
チーム。写真はイタリアの山をバックに撮影。

永嶋章利さん　Akitoshi  Nagashima

福岡県在住 34歳

数年前に知人が受けたり、周囲からレーシックのことを聞いていて興

味を持っていたところ、お付き合いをしている東京の会社社長が受けら

れて、受けるなら南青山アイクリニックがいいと勧められ受診しました。

受診のときにあらかじめ疑問に思っていたことや不安な点をメモしてい

き、先生に質問しました。どのくらいの視力が出るのか、元に戻ってしま

わないのか、乱視はとれるのか、など。先生はひとつずつ明快に納得の

行く答えを返してくださり、また合併症のこともきちんと説明をしてくれ

て、その丁寧なカウンセリングに不安はすべて消えました。1週間は目

が赤くなります、3か月は夜間光がにじんだ感じで見えます、術後は過矯

正になりますがあとで落ち着きますなど、本当にすべてその通りになり、

その通りにおさまりました。

手術中は、まばたきをしたくてたまらなかったのと、目の周りを押さえら

れる苦痛はありましたが、耐えられない痛みはまったくありませんでし

た。手術が終わると涙目になって目がショボショボしましたが、10分ほ

ど休んで外に出ると、まだ曇ったような視界でしたが、クリニック正面の

看板がクリアに見え、それはもう嬉しくて、嬉しくて、生まれ変わったよう

な感動を覚えました。仕事の都合上、東京で受けましたので、そのまま

地下鉄に乗り、飛行機で福岡へ。帰宅してからは見える景色が全く変わ

りました。自宅から500メートル先の大濠公園を歩く人がハッキリ見え、

3キロ先の天神のビル群もハッキリ見えます。趣味のゴルフでも、ボー
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We also have had LASIK at Minamiaoyama Eye Clinic

ルが落ちていくのが最後まで見えます。スコアも上がりました。出張や

旅行にもコンタクトレンズの用具を持たずに済みますし、徹夜のときも

楽になりました。中学から授業中にメガネをするようになり、高校1年か

らコンタクトレンズに。それ以来、コンタクトを買い換えたり、手入れも

面倒でしたが、メガネはどうもうっとうしく、疲れるのでする気になりませ

んでした。社会人になってからは視力がさらに低下し、ここ数年は右

0.06、左0.05でしたが、今は右1.5、左1.2。近視と乱視の呪縛から開放

され、毎日本当に快適で心より感謝しております。

谷田綾乃さん　Ayano Tanita

東京都在住 32歳

坪田先生の著書『近視は新技術で20分で治る!』の中に、「患者さん

は飛行機に乗ったつもりで余裕で構えていれば良い」というたとえがあ

りましたが、フライト中にスマートかつ的確な操縦をするためには、旅客

の見えないところでの自己研鑽や努力が欠かせないものと思います。

主人がパイロットなのでよくわかります。操縦している姿とは別に、自宅

では最新の情報や知識を常に得るため、夜遅くまで本を読んだり、日々

の努力があります。クリニックからいただいた資料やスタッフ方の対応

にもそういった面を感じました。ネットでいろいろと調べて、クリニック

のホームページの実績データ以外にも坪田先生のホームページや体

験した方の個人のサイトなどを参考にクリニックを選びました。ここなら

きっとしっかりしている、と思っていましたが、それは期待以上で、とても

気持ちよく受けることが出来ました。

お陰様で手術直後から視界がクリアになり、人生が変わった気がい

たします。メガネやコンタクトレンズの煩わしさから解放されたのはもち

ろんですが、目の疲れが軽減して肩こりもとれ、とても積極的になり、行

動的になりました。表情も変わりました。クマが出やすかったのがなく

なり、目もとが生き生きして明るくなりました。何より大きなことは不安が

なくなったことです。主人が出張が多いため、小さな子どもとふたりで

夜を過ごすことが多いのですが、今まではまずメガネをかけなければ何

もできなかったのでとても不安でした。今は子どもをすぐに抱いて行動

ができます。地震などの災害時のことを考えても安心です。

アメリカではプライベートパイロットの身体検査基準でレーシックが

OKになっているとのこと。エアラインパイロットでも近いうちにOKにな

るのでしょうか。一週間前に弟もお世話になりました。先生方の今後の

ご研究とご活躍を心よりお祈りいたします。

近視と目の疲れから解放されて何事にも
積極的になりました。

子どもと過ごす時間も快適になりました。

清水正美さん　Masami Shimizu

千葉県在住 32歳

2001年の7月と9月に南青山アイクリニック横浜でフェイキックIOL

の手術を受け、2002年の2月5日にレーシックを受けました。右0.8、左

1.2も見える様になりました！

手術前は、ここまで視力が出ないかもしれないといわれていたので、

夢のようです。小一の時に大学病院で検査をして、1万人に1人の目の

悪さと言われ、30歳過ぎまで目ではずっと苦労してきまきた。乱視も強

かったので、メガネでは矯正できず、コンタクトレンズも5～6年前からド

ライアイがひどくなり、辛くて辛くて、人に会うことができなくなるくらい

でした。手術の直後に「長い間がんばったね」と坪田先生から言われた

時は思わず涙がこみあげてきました。

南青山アイクリニックのことは、たまたま近所のゴルフのレッスン場

のレッスンプロが教えてくれました。さっそく検査を受けに行くと、私の

場合はレーシックだけでは視力が出せないことや、新しい高度近視のた

めの治療のことなどを丁寧に説明してくれました。不安もありましたが、

先生の説明に納得ができ、あとは先生を信頼しようと決心しました。私は

すでに両親を亡くしていますが、母の弟にあたる伯父が「正美の目が良

くなるのなら何でも応援するから受けなさい」と全面的に協力してくれ

たことに心から感謝しています。

最初の手術の翌日、手術をしたほうの目だけで0.3見えました。普通

の人からは悪く思えるかもしれませんが、私にとってはこれだけでもう

「見える! 見える! こんなに見えちゃっていいのー!!」とびっくり。今まで

は床に落ちたものも見えなかったので、これでも十分なくらいでした。

両眼のフェイキックが終わり、翌年にレーシックで乱視をとっていた

だいて、予想以上の視力が出て、本当に別世界です。手術を受けるの

を機にそれまで10年間勤めていた会社をいったんやめました。そして、

それまで肩こりがひどくその辛さを知っていたので、マッサージ師の学

校に通い、念願の仕事も得られました。

また、この治療中に、若い頃に知り合った知人と再会する機会があり、

そして結婚することに。目が悪かったときは何を始めるのにも躊躇して

いましたが、快適な視力を得て、人生が変わったと言ってもいいくらいで

す。先生、クリニックの皆様、本当にありがとうございました！ 同じ悩

みを抱えている方に、私の体験が少しでも役立てば嬉しく思います。

2003年6月1日に挙式しました。ハネムーンはモルジブでシュノーケリングや体験
ダイビングを楽しんで毎日マリンスポーツをしてました！
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医療に於いては、どんな治療もミスや失敗は許されないものです。し

かし、屈折矯正手術はさらに“その質の高さ”が求められます。病気の

マイナスを治して０にするのではなく、メガネやコンタクトレンズから解

放されたい、というプラスの目標を実現させる治療であり、感覚器の中

でも外的情報収集に重要な視覚を扱うため、治療の安全性は最優先と

されなければなりません。

南青山アイクリニックでは、開設時より、その安全性とクオリティを守る

ための独自のシステムを構築してきました。

1) 定期的な「ドクターズミーティング」の実施

2ヵ月に1回、全国6ヵ所のクリニックのドクター全員が集まり、ミーテ

ィングをもちます。最近の症例報告と検討、新しい技術に関する討議や

情報交換など、さまざまな討議を行っています。

2)「倫理委員会」の実施

たとえば、手術の適応・不適応の審査基準などは眼科学会が定める

基準を基本とした上で、さらにこの委員会を通して厳しい安全域の詳細

を設定しています。また、とくに判断しにくいような症例などが生じた場

合は、この委員会で討議検討し、適応を決定するなど、安全のための重

要なシステムを果たしています。また、新技術の導入にあたっては、そ

の効果や安全性を海外のデータなどを用いて検討し、導入するかどう

かの決定を行います。

3) 毎月の研究ミーティング

さらなる技術とクオリティアップのために、研究分野にも力を注いでい

ます。４つの研究グループごとにミーティングを毎月行い、研究計画、実

施状況、学会発表の予定、論文の進捗状況などを話し合っています。

4) 学会発表

積極的な学会参加により、常に世界の最前線の治療レベルを実現す

るとともに、クリニックでの症例データは、日本や世界における貴重なデ

ータと認識し、これらを学会で報告し、世界の屈折矯正治療の向上と進

歩に貢献することを責務と考えています。

5)「危機管理マニュアル」の設置

クリニック内でのすべてのインシデントに対応するマニュアルを作成

し、実施しています。たとえば、万一手術中に地震や火災が発生したら

…？など、緊急時の安全に備えています。

6) ハーバード大学の研修システムを元にした独自の「研修マニュアル」

たとえば、ドクターは、眼科専門医の知識とキャリアを基本として、執刀

に際しては、規定のウエットラボ実習等を十分に積み重ねた後に助手を

勤め、ひとり立ちするまでに最低でも120眼の経験を積みます。レーザー

オペレーター、ナース、検査スタッフにおいても徹底した研修マニュアル

を設置しており、世界的にハイレベルの医療提供を自負しています。

7) 年に1回のスタッフ全員の勉強会

年に1回、スタッフ全員が参加し、各チームごとの報告から、ドクター

の発表、ゲスト講師のレクチャーなどを交え、楽しく知識を得て皆でスキ

ルアップするミーティングを行っています。

以上の７つのシステムとともに、さらに、ドクター、スタッフといった垣根

を取り払い、誰もが思ったことや意見を発言できるよう、メーリングリスト

等を通じてオープンな情報交換を行っています。

安全とクオリティを守るための南青山アイクリニック独自の７つのシステム

Unique Systems at Minamiaoyama Eye Clinic for Maintaining Safety
and Quality of Care for Patients

It is true that there is no room for malpractice in any type of medical

service. In elective surgery, a doctor has to satisfy the patient 100%,

although it may not always be true with non-elective procedures. The first

priority is safety of surgery since refractive surgery is an elective procedure

aimed at ridding the patients of eyeglasses or contact lenses, but not

curing any disease. Also, the human eye is a very sensitive organ for

gathering information that is coming from external sources. Since its

opening, Minamiaoyama Eye Clinic has established unique systems to

maintain safety and quality of care for patients:

1. Doctors’ meetings
Once every two months, doctors from all six clinics of the Minamiaoyama

Eye Clinic Group, gather for case presentations and for discussion about

new surgical technologies. 

2. Ethical council
One of the activities of the ethical council is to set a stricter standard of

care and safety than the proposed standard by the Japanese

Ophthalmological Society. The other activity is to evaluate the applicability

of refractive surgery for difficult cases. Also, when introducing a new

technology to our services, this council serves as a gatekeeper whereby

the safety and efficacy of data from abroad are rigorously scrutinized.

3. Research meeting
To improve the quality of care for patients, we make every effort at

research activities as well. There are four research groups in our clinics

and each group holds a research meeting once a month to discuss study

planning, project management, and presentation schedule.

4. Participation at conferences 
Participation at major conferences all over the world is a critical activity for

us to gather the latest information so that we can maintain the highest

standard of care. Also, we believe that we can dedicate ourselves to the

advancement of the technology of refractive surgery by presenting the

valuable clinical data from Minamiaoyama Eye Clinic.

5. Risk management manual
The staff edited an internal risk management manual to cope with any

accidents that might occur in clinics. This includes the instruction in

emergency situations such as for earthquakes or fires during surgery.

6. Training system for surgeons 
On the basis of the system at Harvard University, we established our own

training system to become a refractive surgeon. To be certified as a

surgeon at one of our clinics, an ophthalmologist is required to be board-

certified, to be trained at prerequisite wet lab, and to perform 120 cases

with an experienced assistant. The high standard of training system is also

adopted for laser technicians, nurses, and clinical technicians. We are

proud that these systems are essential for offering a high level of medical

services.

7. Annual meeting 
In this meeting, all staff participates in sharing updated information by

listening to presentations by doctors’ and by invited lecturers. This friendly

meeting gives the staff members an opportunity to enhance their

knowledge in a relaxing atmosphere. 

In addition to the aforementioned systems, we have an internal mailing list

service to which not only doctors but also all the staff can participate.

Anyone working in our clinics has the chance to take part in an open

discussion on any topics.
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Toda I, Asano-Kato N, Hori-Komai Y, Tsubota K. Dry eye after laser in situ keratomileusis. Am J Ophthalmol 132: 1-7, 2001.

Toda I, Asano-Kato N, Hori-Komai Y, Tsubota K. Laser-assisted in situ keratomileusis for patients with dry eye. Arch Ophthalmol 120:

1024-1028, 2002.

Hori-Komai Y, Toda I, Tsubota K. Laser in situ keratomileusis: association with increased width of palpebral fissure. Am J Ophthalmol

131: 254-255, 2001.

Hori-Komai Y, Toda I, Asano-Kato N, Tsubota K. Reasons for not performing refractive surgery. J Cataract Refract Surg 28: 795-797,

2002.

Asano-Kato N, Toda I, Hori-Komai Y, Tsubota K. Allergic conjunctivitis as a risk factor for laser in situ keratomileusis. J Cataract

Refract Surg 27: 1469-1472, 2001.
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福本光樹, 荒井宏幸, 戸田郁子, 堀好子, 坪田一男. Laser in situ keretomileusis後,鈍的外傷によりフラップの偏位を起こした1例. 臨床眼科 55: 526-
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日本語総説 Review Papers (Japanese)

坪田一男. 眼科研究のたのしいアプローチ(64) 血清プロジェクトをつきつめる. あたらしい眼科 18: 491-492, 2001.

坪田一男. 眼科研究のたのしいアプローチ(65) PK, LASIKサージャンを育成する. あたらしい眼科 18: 633-634, 2001.

坪田一男. 眼科研究のたのしいアプローチ(69) Phakic IOLプロジェクト. あたらしい眼科 18: 1165-1166, 2001.

坪田一男. 眼科研究のたのしいアプローチ(81) ビジョンベンチャーファンド. あたらしい眼科 19: 1177-1178, 2002.

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: 中谷彰宏さんLASIKを受ける. 眼科ケア 4: 72-73, 2002. 

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: アンタイエージング医学入門1. 眼科ケア 4: 268-269, 2002.

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: アンタイエージング医学入門2. 眼科ケア 4: 370-371, 2002.

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: アンタイエージング医学入門3. 眼科ケア 4: 470-471, 2002.

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: アンタイエージング医学入門4. 眼科ケア 4: 590-591, 2002.

坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター: 眼科におけるアンタイエージング-老眼治療最前線. 眼科ケア 4: 694-695, 2002.

坪田一男. 抗加齢眼科学とは. あたらしい眼科 19: 833-834, 2002.

坪田一男. 前眼部障害. 日本医師会雑誌 127: 1499-1504, 2002.

坪田一男. 最先端屈折矯正手術とそのケア-序文. 眼科ケア 4: 9, 2002.

戸田郁子. LASIK術後管理のポイントについて教えてください. あたらしい眼科(臨): 124-128, 2001.

戸田郁子. LASIKの合併症とその対策特集LASIK. 眼科 44: 187-196, 2002.

戸田郁子. 近視, 乱視, 遠視プライマリケアでおさえておきたい高齢化社会における眼のケア. 治療 84: 65-77, 2002.

戸田郁子. 屈折矯正手術セミナー Thin flapやボタンホールができたらどうするか?. あたらしい眼科 19: 735-736, 2002.

戸田郁子. LASIKについて. 日本コンタクトレンズ学会誌 44: 51-53, 2002.

戸田郁子. 角膜屈折矯正手術シリーズ第1回-私のスタンダード-患者: 治療の選択編. 眼紀 53: 676-682, 2002.

戸田郁子. 角膜屈折矯正手術シリーズ第2回-実際のこだわりLASIK編. 眼紀 53: 757-763, 2002. 

戸田郁子. 角膜屈折矯正手術シリーズ第3回-特殊ケース編. 眼紀 53: 839-844, 2002.

戸田郁子. 角膜屈折矯正手術シリーズ第4回-副作用編: 私の予防法, 対処法. 眼紀 53: 924-930, 2002.

戸田郁子. 角膜屈折矯正手術シリーズ第5回-賢者の教え編. 眼紀 53: 1004-1009, 2002.

堀　好子. 特集光レーザーで近視を治す. 科学技術ジャーナル February, 2001.

堀　好子. 照射ズレについて教えて下さい. あたらしい眼科 18(臨): 172-174, 2001.

堀　好子. 新しい治療と検査シリーズ120 ビデオケラトスコープ(TMS)のフーリエ解析. あたらしい眼科 19: 195-196, 2002.

堀　好子. 新しい治療と検査シリーズ121 Wavefront-guided LASIK(コメント). あたらしい眼科 19: 472, 2002.

堀　好子. 第55回日本臨床眼科学会印象記. 眼科 44: 622-624, 2002.

堀　好子. 特集最先端!屈折矯正手術とそのケア手術中のケアポイント. 眼科ケア 4: 548-551, 2002.

加藤直子. 屈折矯正手術(LASIK)のコンサルテーション. 眼科ケア 3: 634-641, 2001.

加藤直子. 屈折矯正セミナー強度近視眼に対するLASIKの適応. あたらしい眼科 18: 625-626, 2001.

加藤直子. 上皮細胞層間侵入とは?. あたらしい眼科 18(臨): 175-177, 2001.

加藤直子. 屈折矯正セミナーフラップ下への上皮迷入の予防と治療. あたらしい眼科 19: 325-326, 2002. 

伊藤光登志. LASIKの合併症. 日本の眼科 72: 23, 2001.

伊藤光登志. 角膜リングの適応について教えてください. あたらしい眼科 18: 201-202, 2001.
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伊藤光登志. 老視. 治療 84: 461-464, 2002.

伊藤光登志. LASIKと視機能. あたらしい眼科 19: 75-76, 2002.

伊藤光登志. 老眼をケア. 眼科ケア 4: 126-128, 2002.

野田知子. 屈折矯正セミナー24 LASIK術後のDiffuse Lamellar Keratitis. あたらしい眼科 19: 609-610, 2002.

高橋洋子. 最先端の白内障手術今サージャンが考えているのはこれだ!. 眼科ケア 3: 220-226, 2001.

高橋洋子. 高齢者に多い眼疾患とケア･白内障. 眼科ケア秋季増刊: 78-86, 2001.

高橋洋子. コントラスト感度検査. あたらしい眼科 18: 1151-1153, 2001.

高橋洋子. コントラストグレアテスター. IOL＆RS 15: 192-199, 2001.

高橋洋子. 視機能の加齢と抗加齢. あたらしい眼科 19: 839-843, 2002.

高橋洋子. 屈折異常(近視･遠視･乱視)とLASIK. デンタルダイアモンド 26: 27-131, 2002.

福本光樹. LASIK術後のフラップ偏位. あたらしい眼科 19: 467-468, 2002. 

荒井宏幸. ノモグラムの作り方. あたらしい眼科 18: 879-880, 2001.

荒井宏幸. レーザーマイクロケラトームって何ですか. あたらしい眼科18(臨): 146-148, 2001.

荒井宏幸. PRK後のLASIKによるエンハンスメント. あたらしい眼科 19: 1169-1170, 2002. 

石田玲子. 眼科領域におけるシェーグレン症候群. 診療手帳 154: May, 2002.

森本晶子. LASIKの現状. 眼科手術 14: 463-469, 2001.

菅沼隆之. マイクロケラトームとフラップ厚. あたらしい眼科 18: 1137-1138, 2001.

酒井誓子. 超音波角膜厚測定装置SP-3000の使用経験. Tomey Ophthalmology News 31, 2002.

保要常久. 患者さんを怒らせてしまったら-トラブルシューティング-. 眼科ケア 4: 945-947, 2002.

国内編著 Books & Chapters (Japanese)

坪田一男, 島崎潤, 榛村重人編集. 編集角膜移植ガイダンス. 南江堂, 東京, 2002.

戸田郁子. ドライアイの管理1 涙点プラグ閉鎖. 角膜移植ガイダンス, 77-80, 坪田一男, 島崎潤, 榛村重人編集, 南江堂, 東京, 2002.

戸田郁子. ドライアイの症状と検査総論. ドライアイ診療PPP, 12-20, ドライアイ研究会編集, メジカルビュー社, 東京, 2002.

戸田郁子. 手術希望患者への説明時におけるトラブルとケア. 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 17-19, 臼井正彦編集, 文

光堂, 東京, 2002.

戸田郁子. 各疾患における角膜形状解析-屈折矯正術術後評価. 眼科診療プラクティス89 角膜形状解析の基礎と臨床, 70-79, 丸尾敏夫他編集, 文光

堂, 東京, 2002.

堀　好子. 新世代のエキシマレーザー. 眼科診療プラクティス75 眼科レーザー治療のすべて, 163, 田野保雄編集, 文光堂, 東京, 2001. 

堀　好子. データ入力ミスへの対策とそのケア, スタッフの教育. 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 27-29, 臼井正彦編集,

文光堂, 東京, 2002.

堀　好子. 進行性角膜拡大症. 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 54, 臼井正彦編集, 文光堂, 東京, 2002.

堀　好子. 屈折矯正手術の術後評価-不正乱視, 高次収差. 角膜トポグラファーと波面センサー, 171-179, 前田直之, 大鹿哲郎, 不二門尚編集, メジカ

ルビュー社, 東京, 2002.

加藤直子. ドライアイの治療 LASIK. ドライアイ診療PPP, 235-237, ドライアイ研究会編集, メジカルビュー社, 東京, 2002.

伊藤光登志. インタクス(ICRS). 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 104-105, 臼井正彦編集, 文光堂, 東京, 2002.

伊藤光登志. インタクスと角膜形状. 眼科診療プラクティス89 角膜形状解析の基礎と臨床, 65, 丸尾敏夫他編集, 文光堂, 東京, 2002.

野田知子. 患者の選択についてのトラブルとケア 適応と禁忌. 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 20-23, 臼井正彦編集, 文

光堂, 東京, 2002.

高橋洋子. 網膜から視覚中枢の加齢変化. 眼科診療プラクティス66 色覚の考え方, 74,北原健二編集, 文光堂, 東京, 2001.

高橋洋子. 術後の自覚症状. 眼科診療プラクティス83 屈折矯正手術のトラブルとケア, 60-61, 臼井正彦編集, 文光堂, 東京, 2002.

高橋洋子. 角膜屈折矯正手術. スポーツビジョンスポーツのための視覚学, 69-76, 真下一策編集, ナップ, 東京, 2002.

池田宏一郎. レーシック治療. 青林堂, 2002.

国際学会 International Meetings
Tsubota K. Laser treatment for presbyopia. 5th Congress of Researchers in Eye Surgery and Technology, Florida, USA, 2001/4/28. 
Tsubota K. Laser in situ keratomileusis for patients with severe dry eye. International Society of Refractive Surgery Fall Symposium
2001, New Orleans, Louisiana, USA, 2001/11/9-11.
Hori-Komai Y. Quantitative evaluation of irregular astigmatism after LASIK. 2001 Annual Symposium on Cataract, IOL, and Refractive
Surgery, San Diego, USA, 2001/4/28-5/2.
Asano-Kato N. Results of correcting myopia using iris-claw type phakic IOL (ARTISAN Myopia). ESCRS, Amsterdam, The
Nethelands. 2001/9/1-5.
Noda T. Controlled randomized study of effect of autologous serum eye drops for dry eye after laser in situ keratomileusis.
International Society of Refractive Surgery Fall Symposium 2002, Orlando, Florida, USA, 2002/10/18-19.
Takahashi Y. Visual performance and patient satisfaction after laser in situ keratomileusis. International Society of Refractive Surgery
Fall Symposium 2001, New Orleans, Louisiana, USA, 2001/11/9-11.
Ito M. Retreatment after microkeratome complications in LASIK. Annual Symposium on Cataract, IOL, and Refractive Surgery, San
Diego, California, USA, 2001/4/28-5/2.
Ito M. Assessment of variables for LASIK nomogram development using the Nidek EC-5000. International Society of Refractive
Surgery, Fall Symposium 2001, New Orleans, Louisiana, USA, 2001/11/8-10.
Ito M. Ocular integrity and histology after scleral ablation by the Er:YAG laser. ARVO, Ft. Lauderdale, Florida, USA, 2002/5/5-10.
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坪田一男. 屈折矯正手術の将来. 第43回日本眼科医会生涯教育講座｢屈折矯正のすべて｣, 福岡, 2002/3/9.

坪田一男. 近視のレーザー治療　LASIKの適応と合併症について. 千葉市医師会学術講演会, 千葉, 2002/3/20.

坪田一男. 屈折矯正手術の将来. 第43回日本眼科医会生涯教育講座｢屈折矯正のすべて｣, 名古屋, 2002/3/30.

坪田一男. 屈折矯正手術アップデート. 東濃眼科医会, 岐阜, 2002/4/20.

坪田一男. 老眼･遠視も治る時代がやってきた. 第2回日本抗加齢医学研究会, 横浜, 2002/5/18-19.

坪田一男. Phakic IOLの最新の知見. 第45回日本コンタクトレンズ学会総会, 愛媛, 2002/7/6-7.

坪田一男. 角膜治療のすべて. Medical Communication and Learning, 東京, 2002/8/25.

坪田一男. 角膜治療のすべて. Medical Communication and Learning, 大阪, 2002/9/8.

戸田郁子. ランチョンセミナー LASIK術前術後のドライアイ. 第25回角膜カンファランス･第17回日本角膜移植学会, 泉佐野, 2001/2/8.

戸田郁子. 屈折度数からみたLASIKの限界. 第3回ISQOV, 福岡, 2001/6/17.

戸田郁子. LASIKと炎症-スリーサム3学会合同パネルディスカッション. 第35回眼炎症学会, 東京, 2001/6/29.

戸田郁子. LASIKとドライアイ. LASIKのすべて1日講習会, 大阪, 2001/8/26.

戸田郁子. LASIKとドライアイ. 第8回レフラクトサージェリー研究会, 東京, 2002/1/13.

戸田郁子. LASIKの合併症. 神奈川県眼科集談会, 横浜, 2002/2/7.

戸田郁子. 屈折矯正手術: 満足度の高い術後屈折度数の設定法. 専門別研究会, 屈折調節研究会, 老視に対する屈折矯正をマスターする. 第56回日本

臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

堀　好子. 21世紀のLASIK手術. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

堀　好子. 手術が受けられない理由について. LASIKのすべて1日講習会, 東京, 2001/7/1.

堀　好子. LASIKについて-適応と合併症を中心に. 第3回屈折矯正手術セミナー秋桜くらぶ, 福岡, 2001/10/6.

堀　好子. LASIK 適応と限界-こんな人は向いている. 第5回Cornea Update Seminar-Tokyo, 東京, 2001/11/24.

堀　好子. LASIK術後のフラップに関する長期予後-症例を中心にして. 第41回日本白内障学会･第17回日本眼内レンズ屈折手術学会, 東京,

2002/6/21-23.

堀　好子. Optimized Aspherical Transition Zoneの使用経験. 第3回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2002/11/2.

加藤直子. Epithelial ingrowthの診断と治療. 第25回眼科手術学会, 広島, 2002/1/26.

伊藤光登志. Ingrowthについて. 第2回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2001/11/2.

伊藤光登志. LASIKとドライアイ. 第2回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2001/11/3.

高橋洋子. LASIKと視機能. 第3回グラネアの会, 富良野, 2001/3/9-10.

佐藤泰広. LASIKの現況. 足立区医学会, 東京, 2002/1/12.

荒井宏幸. LASIK各論. 七人会, 兵庫, 2001/8/4.

荒井宏幸. LASIKの秘密. 中四国眼科手術フォーラム, 広島, 2001/10/27.

荒井宏幸. Multizone ablationについて. 第2回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2001/11/2.

荒井宏幸. LASIK･PRKとその応用. 富士眼科手術研究会, 富士, 2001/11/17.

荒井宏幸. DLKの一症例. 七人会, 東京, 2001/12/29.

荒井宏幸. Multizone ablationとその応用. 東北屈折矯正講演会, 仙台, 2002/3/9.

荒井宏幸. 近視矯正LASIK. 小笠原眼科主催｢LASIK講演会｣, 盛岡, 2002/4/6.

荒井宏幸. LASIKの手術適応と合併症. 第41回日本白内障学会･第17回日本眼内レンズ屈折手術学会, 東京, 2002/6/22. 

荒井宏幸. ICRSについて. 稲村眼科βの会, 横浜, 2002/7/26.

荒井宏幸. 屈折矯正手術術後のIOL計算. 七人会, 岡山, 2002/7/27.

荒井宏幸. ～Live surgery～. CAOSの会, 横浜, 2002/8/2.

荒井宏幸. エンハンスメントについて. LASIK関西研究会, 京都, 2002/8/3.

荒井宏幸. インストラクションコース｢LASIKのコツと合併症｣. 第56回日本臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

荒井宏幸. パネルディスカッション-LASIK-. 第3回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2002/11/1.

石田玲子. アイクリニック静岡におけるLASIK手術成績. 第38回静岡県眼科医会集談会, 静岡, 2002/2/16.

池田宏一郎. LASIK術後に発生したepithelial ingrowthの11症例. 第36回静岡県眼科医会集談会, 静岡, 2001/2/17.

池田宏一郎. LASIK(laser in situ keratomileusis)治療. 第58回小笠医師会集談会, 掛川, 2001/11/10.

池田宏一郎. 白内障術後眼にLASIKを行った2症例. 第3回静岡県眼科学術セミナー, 静岡, 2002/6/21.

池田宏一郎. OPDスキャンを用いたLASIK術後の高次収差解析. 第37回静岡県眼科医会集談会, 静岡, 2002/8/24.

森本晶子. LASIKの現状について. 愛知県眼科医会, 西尾, 2001/7/19.

森本晶子. LASIKの現状について. 東濃地区眼科セミナー, 岐阜, 2002/4/20.

菅沼隆之. LASIK手術の実際. 林眼科(福岡)でのLASIKセミナー, 福岡, 2001/1/10.

久保田弥生. 屈折矯正手術における看護婦の役割. 第2回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2001/11/3.

渡辺純一. エキシマレーザーのプロを目指して. 第3回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2002/11/2.

小林絵里加. 屈折矯正手術外来における円錐角膜スクリーニング. 第3回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2002/11/2.

マスメディア Mass Media

2001年 1月 （雑　誌）Health Tribune「LASIKって何？」

2001年 1月号 （雑　誌）Golf Classic「芹澤信雄プロ、40歳の原点回帰」

2001年 1月23日 （テレビ）静岡朝日とびっきり静岡「アイクリニック静岡紹介」7

2001年 1月25日号 （雑　誌）Cheek「レーシックで視力が復活！対談」

2001年 1月27日 （雑　誌）からだの科学217号「新しい近視手術ＬＡＳＩＫ」

2001年 2月号 （雑　誌）MORE「MOREクリニック－からだの常識&非常識」
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Morimoto A. Investigation of the eyes with loss of best-corrected visual acuities after laser in situ keratomileusis. ARVO, Ft.
Lauderdale, Florida, USA, 2001/4/29-5/4. 
Suganuma T. Objective and subjective refractions before and after laser in situ keratomileusis. The 8th Annual NIDEK International
Excimer Laser Symposium, Shanghai, China, 2002/12/6-7.

国内学会 Japanese Meetings

戸田郁子. LASIK術中の角膜上皮剥離. 第25回角膜カンファランス･第17回日本角膜移植学会, 泉佐野, 2001/2/8.

戸田郁子. LASIK術後のドライアイの長期経過について. 第105回日本眼科学会, 横浜, 2001/4/19.

戸田郁子. 南青山アイクリニックにおけるLASIK10000眼の成績. 第26回角膜カンファランス･第18回日本角膜移植学会, 横浜, 2002/2/22.

戸田郁子. アイトラッキングシステムのLASIK臨床成績に対する効果. 第56回日本臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

堀　好子. Laser in situ keratomileusis(LASIK)後の角膜不正乱視のフーリエ解析. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

堀　好子. 手術適応となった近視眼の角膜厚について. 第25回角膜カンファランス･第17回日本角膜移植学会, 泉佐野, 2001/2/8-10.

堀　好子. Laser in situ keratomileusis(LASIK)後の角膜前方偏位. 第40回日本白内障学会･第16回日本眼内レンズ屈折手術学会, 福岡, 2001/6/15-

17.

堀　好子. Laser in situ keratomileusis(LASIK)による収差の変化-術後早期の変化について. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

加藤直子. 虹彩把持型有水晶体眼内レンズARTISAN Myopiaを用いた強度近視眼矯正の成績. 第16回日本眼内レンズ屈折矯正手術学会, 福岡,

2001/6/17.

加藤直子. アレルギー性結膜炎患者に対するLaser in situ keratomileusis(LASIK). 第719回東京都眼科集談会, 東京, 2001/9/19.

加藤直子. LASIKにおけるマイクロケラトームの種類とepithelial ingrowth発生の関係. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

加藤直子. Laser in situ keratomileusis後のdiffuse lamellar keratitisとフラップ縁の創傷治癒の関係について. 第721回東京眼科集談会, 東京,

2001/11/8.

加藤直子. LASIK後のdiffuse lamellar keratitisとフラップ縁の創傷治癒の関係. 第308回金沢眼科集談会, 石川, 2001/12/9.

加藤直子. LASIK後6ヶ月で再発した重症の炎症を伴った角膜上皮剥離の一例. 第239回千葉県眼科集談会, 千葉, 2002/3/17.

加藤直子. 家兎を用いたlaser in situ keratomileusis後のdiffuse lamellar keratitisの疾患モデル作成とその病態メカニズムについて. 第309回金沢眼

科集談会, 石川, 2002/4/21.

伊藤光登志. LASIKのフラップ作製に関する合併症と再手術の臨床成績. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

伊藤光登志. LASIKにおける近視矯正ノモグラムの作成. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

伊藤光登志. 角膜リング(ICRS)の適応と臨床成績. 第25回眼科手術学会, 広島, 2002/1/25-27.

野田知子. 南青山アイクリニック東京におけるDiffuse lamellar keratitis症例の検討. 第25回日本眼科手術学会, 広島, 2002/1/26.

野田知子. LASIK術後に発症した網膜剥離症例の検討. 第40回北日本眼科学会, 弘前, 2002/7/12-13.

高橋洋子. モノビジョン眼内レンズ挿入眼の視機能. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

高橋洋子. LASIK後モノビジョンの模擬体験. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

高橋洋子. LASIK術後のアンケート調査. 第40回日本白内障学会･第16回日本眼内レンズ屈折手術学会, 福岡, 2001/6/15-17.

高橋洋子. 眼周囲温熱による調節力の変化. 第41回日本白内障学会･第17回日本眼内レンズ屈折手術学会, 東京, 2002/6/21.

高橋洋子. 眼周囲温熱治療と眼精疲労点眼剤による調節力の比較. 第56回日本臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

佐藤泰広. 照射径がLASIK術後の屈折変化に及ぼす影響. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

福本光樹. LASIK後,眼球打撲によりフラップの偏位を起こした2例. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

福本光樹. LASIK術中における角膜上皮剥離の危険因子の検討. 第26回角膜カンファランス･第18回日本角膜移植学会, 横浜, 2002/2/22.

福本光樹. LASIK後anterior stromal punctureを施行した7例8眼. 第56回日本臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

荒井宏幸. LASIK術後角膜厚の術前予測方法の検討. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

荒井宏幸. PermaVision Intracorneal Lensを用いた遠視矯正手術. 第56回日本臨床眼科学会, 盛岡, 2002/9/27.

辻　一夫. LASIK術前術後の網膜視神経線維厚の評価. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

池田宏一郎. 水晶体乱視にLASIKは有効か. 第24回日本眼科手術学会, 大阪, 2001/1/26-28.

池田宏一郎. LASIKによる乱視矯正が球面度数に及ぼす影響. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

菅沼隆之. LASIK術中角膜上皮剥離症例術後の角膜不正乱視のフーリエ解析. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

国内シンポジウム･講演 Japanese Symposium & Invited Lectures

坪田一男. LASIKの実際. 角膜カンファ屈折矯正インストラクションコース, 泉佐野, 2001/2/10.

坪田一男. 屈折矯正手術の進歩. 日本眼科学会専門医制度第34回講習会, 横浜, 2001/4/21.

坪田一男. Corneal Surgery Update 2001. 第100回青森県眼科医会講演会, 青森, 2001/5/20.

坪田一男. 限界を打ち破る最新のテクノロジー. 第3回ISQOV Meeting, 福岡, 2001/6/17.

坪田一男. LASIKのすべて 1日講習会. メディカルコア, 東京, 2001/7/1.

坪田一男. LASIKのすべて 1日講習会. メディカルコア, 大阪, 2001/8/26.

坪田一男. LASIKとドライアイ. 眼手術セミナー, 和歌山, 2001/9/16.

坪田一男. LASIKの実際とそれに必要な角膜組織の知識. 眼手術セミナー, 和歌山, 2001/9/16.

坪田一男. トラブル対策-術中トラブルビジュアルスタディ屈折矯正手術. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14. 

坪田一男. LASIKにおける手術倫理. 第55回日本臨床眼科学会, 京都, 2001/10/11-14.

坪田一男. Phakic-IOL. 第2回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2001/11/2. 

坪田一男. 近視へのレーザー手術. 第12回日本臨床スポーツ医学会学術集会, 茨城, 2001/11/3.

坪田一男. 屈折矯正手術の将来. 第43回日本眼科医会生涯教育講座｢屈折矯正のすべて｣, 東京, 2002/2/9.

坪田一男. 屈折矯正手術の将来. 第43回日本眼科医会生涯教育講座｢屈折矯正のすべて｣, 神戸, 2002/2/16.
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2001年 2月号 （情報誌）MM21+1 「レーシックについて－芹澤信雄&荒井医師」

2001年 2月1日 （雑　誌）経済界「著者インタビュー/理系人間のための人生戦略」

2001年 2月10日 （テレビ）TBS 王様のブランチ「ＬＡＳＩＫ」

2001年 2月12日 （新　聞）サンケイスポーツ(宅配版)「名医登場」

2001年 2月15日 （雑　誌）日刊ゲンダイ「著者インタビュー/理系人間のための人生戦略」

2001年 2月17日 （テレビ）TBS 王様のお夜食「ＬＡＳＩＫ」

2001年 2月22日号 （雑　誌）ALBA「宮本勝昌－視力矯正手術を受けるならやっぱり日本が最高かも」

2001年 2月24日 （新　聞）夕刊フジ「話題のLASIKで人生開眼」

2001年 3月号 （雑　誌）きょうの健康「疲れ目とドライアイ」

2001年 3月2日 （雑　誌）おもいッきりテレビムック14号「この生活法が目の大病を予防する」

2001年 3月 4日 （テレビ）フジテレビ発掘!あるある大辞典「レーザー近視治療」

2001年 3月 4日号 （雑　誌）サンデー毎日「ウッズも受けた究極の近視治療レーシックとは？」

2001年 3月 7日 （新　聞）サンケイスポーツ「東建カップで3年ぶり涙のV、視界良好芹澤、視力回復へ強力な味方レーシック」

2001年 3月13日 （雑　誌）週刊女性「京子スペクターさん体験談」

2001年 3月13日 （ラジオ）文化放送AM「レーシックについて」

2001年 3月19日 （テレビ）福岡KBC 朝はポレポレ「施設紹介－福岡」

2001年 3月24日 （新　聞）日本経済新聞「プラス1---ドライアイにご注意」

2001年 3月28日 （新　聞）東京中日スポーツ「芹澤信雄プロ、視力矯正手術との出会い」

2001年 3月31日 （新　聞）夕刊フジ「スワンズゴルファーズアイセミナー/レーシック」

2001年 4月号 （雑　誌ダイヤモンドエグゼクティブ「ドクターのインターネットの活用法」

2001年 4月春号 （雑　誌）なるほど倶楽部「快適視力生活のススメ」

2001年 5月 （雑　誌）月刊世相「リフレイミングの発想で自分らしく生きる」

2001年 5月 （雑　誌）ガイア「岡崎郁氏－インタビュー」

2001年 5月 （雑　誌）スポーツ医学「最新視力治療LASIK 」

2001年 5月 （雑　誌）Medical Technology「新しい近視手術LASIK」

2001年 5月10日 （新　聞）日刊ゲンダイ「ドライアイ」

2001年 5月11日 （新　聞）毎日新聞「LASIK治療とは？」

2001年 5月28日 （雑　誌）シティ情報しずおか「池田医師インタビュー」

2001年 6月 （新　聞）日本工業新聞「光る研究室」

2001年 7月号 （雑　誌）日経WOMEN 「レーシックについて」

2001年 7月号 （雑　誌）週刊宝島「最近の視力回復手術LASIK」

2001年 8月号 （雑　誌）日経バイオビジネス「肝細胞移植で視覚・聴覚はよみがる」

2001年 8月25日 （テレビ）静岡テレビ「施設紹介－静岡」

2001年 9月号 （雑　誌）ATHRA「アスリートたちの視力復活物語」

2001年10月号 （雑　誌）ビジネスメーカー別冊「シニア健康特集」

2001年10月号 （雑　誌）安心「LASIK」

2001年10月号 （雑　誌）安心「屈折矯正最新治療」

2001年10月号 （雑　誌）yakushin「40代からのヘルスケア－眼精疲労」

2001年10月 （ＷＥＢ）ヴィーナスガーデン「働く女性特集」

2001年10月 9日 （新　聞）東京新聞「再生医学」

2001年10月10日号（新　聞）報知新聞「目の愛護デー/福岡/芹澤選手」

2001年11月 （ラジオ）FM富士「施設紹介、東京／静岡」

2001年11月 1日 （新　聞）スポーツ報知「ゴルフ関連記事－片山晋吾選手」

2001年12月10日 （新　聞）名タイスポーツ「視力回復で来年がんばる準備－岩瀬選手/井端選手」

2001年12月23日 （新　聞）中日スポーツ「視力回復で来年がんばる準備－名古屋－岩瀬選手/井端選手」

2001年12月31日号（雑　誌）週間大衆「LASIKが社会定着をはじめた。プロゴルファーからプロ野球選手が受け始めた」

2002年 1月 1日 （雑　誌）月刊現代「近視の視力回復はここまで進んだ」

2002年 2月号 （雑　誌）自然と健康「ご機嫌医学」

2002年 2月 （テレビ）スカイパーフェクトＴＶ「科学医療最前線－レーザー近視矯正手術」

2002年 2月 （雑　誌）週刊現代「視力回復最前線」

2002年 3月 7日 （新　聞）中日スポーツ「レーシック（視力矯正手術）」

2002年 3月12日 （新　聞）東京新聞「若さ求める医療に注目」

2002年 3月15日 （新　聞）中日新聞県内版「眼科医療最前線」

2002年 3月28日 （テレビ）日本テレビ, おもいッきりテレビ「目の健康（花粉症、紫外線）」

2002年 4月号 （雑　誌）わかさ「レーシック」「ドライアイ」

2002年 4月号 （雑　誌）日経ヘルス付録「レーシックの専門施設紹介」

2002年 4月号 （雑　誌）25ANS「何でも解決クリニック」

2002年 4月号 （雑　誌）ゆほびか「視力向上術ベスト5」

2002年 4月10日 （テレビ）日九州朝日放送ドォーモ「クリニック福岡紹介／体験レポート」
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2002年 4月22-24日（新　聞）日刊スポーツ「目は口ほどにもを言う-視力回復レーシック」

2002年 4月27日 （テレビ）テレビ朝日発見！ひざポン「体の中から若返る」

2002年 5月 9日 （新　聞）釧路新聞「老眼について」

2002年 5月12日 （新　聞）茨城新聞「老眼について」

2002年 5月13日 （新　聞）下野新聞「老眼について」

2002年 5月13日 （新　聞）十勝毎日新聞「老眼について」

2002年 5月19日 （新　聞）上毛新聞「老眼について」

2002年 5月21日 （新　聞）福島新聞「老眼について」

2002年 5月23日 （新　聞）鹿児島新聞「老眼について」

2002年 5月13-17日（ラジオ）TBSラジオ「生島ヒロシのおはよう定食」

2002年 5月27日 （雑　誌）Caz「名女医さんの眼科」

2002年 5月24日 （新　聞）日刊スポーツ「目は口ほどにもを言う-角膜移植」

2002年 5月25日 （新　聞）日刊スポーツ「目は口ほどにもを言う-角膜移植」

2002年 5月30日 （新　聞）自衛隊新聞朝雲「レーシックについて」

2002年 6月 （情報誌）Santen EYE-NET No.13「実年世代の目のかすみ」

2002年 6月 3日 （新　聞）山陽新聞「老眼について」

2002年 6月 4日 （新　聞）琉球新聞「老眼について」

2002年 6月 6日 （新　聞）自衛隊新聞朝雲「レーシックについて」

2002年 6月25日 （雑　誌）週刊ゴルフダイジェスト「視力回復・レーザー治療」

2002年 6月26日 （テレビ）TBS ジャスト「サングラスと眼について」

2002年 6月29日 （新　聞）ディリースポーツ関西版「クリニック紹介」

2002年 7月号 （雑　誌）安心「白内障手術」

2002年 7月号 （雑　誌）安心「レーシック」

2002年 7月 8日 （テレビ）TBS はなまるマーケット「目の日焼け」

2002年 7月10日 （雑　誌）Tarzan「レーシックについて」

2002年 7月23日 （雑　誌）Ray 別冊ビューティーBOOK「レーシックについて」

2002年 7月30日 （情報誌）自由民主対談シリーズ Face to Face       

2002年 7月31日 （テレビ）NHK教育「夏のテレビクラブ－健康タマゴ－目の健康」

2002年 8月号 （雑　誌）ヘルストリビューン「ドライアイアイに泣く乾燥症候群の急増」

2002年 8月号 （雑　誌）致知「アンタイエージングについて」

2002年 8月11日 （テレビ）東海テレビてれび博物館「疲れ目について」

2002年 8月23日 （ラジオ）TOKYO FM MORNING FREEWAY「近視について」

2002年 8月27日 （雑　誌）サンデー毎日書籍紹介「乾燥するカラダ」

2002年 8月29日 （雑　誌）週刊 Auto Sports「野田英樹選手との対談」

2002年 9月号 （雑　誌）笑顔「快適に暮らす照明の工夫」

2002年 9月号 （雑　誌）別冊宝島「アンタイエージングについて」

2002年 9月号 （雑　誌）ＶＥＲＹ「30代からの視力回復」

2002年 9月号 （ＷＥＢ）薬粧 HP９月号「実年世代の目のかすみ」

2002年 9月 1日 （雑　誌）ＴＫＣ医業経営情報「最先端医療としてのＬＡＳＩＫ」

2002年10月 7日 （テレビ）日本テレビおもいっきりテレビ「失明する目の病気予防」

2002年10月20日 （テレビ）日本テレビ所さんの目がテン「視力検査」

2002年10月21日 （テレビ）テレビ朝日ニュースステーション「角膜の再生医療」

2002年10月25日 （雑　誌）クロワッサン「不老長寿のサプリメント」

2002年11月号 （雑　誌）25ANS「目の美容について」

2002年11月 1日号 （雑　誌）週刊ポスト「日産ゴーン社長が「近視矯正手術」で大変身!」

2002年11月 3日 （テレビ）フジテレビあるある大辞典「乾燥するカラダ」本紹介

2002年12月号 （雑　誌）Japan Clipping Today「えっせい後輩たちへ」

2002年12月号 （雑　誌）with「STOP・ザ・OL病！最前線－ドライアイ」

2002年12月 （情報誌）WINCトレンドキャッチ「アンタイエージングメディスン」

2002年12月 （情報誌）住友生命オウナーズアイ「レーシックについて」

2002年12月 4日 （新　聞）読売新聞「再生医療の最前線」

2002年12月23日 （雑　誌）FYTTE「ドライシンドローム」
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● 第12回　2001年2月1日

1. 症例報告

2. リサーチチームごとの研究計画と進捗状況

3. LASIKの適応と禁忌について

● 第13回　2001年4月3日

1. インシデント報告

2. DLKの原因究明と対策について

3. 診療マニュアルの作成について

● 第14回　2001年6月12日

1. 症例報告

2. ケラトーム操作の確認と調査について

3. フェラーラリングの経過報告について

4. PermaVisionR○ Lensの適応について

● 第15回 2001年7月13 - 14日

（南青山Summer Meeting 於:ホテル日航東京）

1. 各ドクターによる発表及び検討

2. アチーブメントの発表

3. ドクター＆スタッフセミナー

4. 最新技術update

● 第16回　2001年9月4日

1. 症例及びインシデント報告

2. LASEKの実施についての検討

3. 米国でのLASIKの現況報告

● 第17回　2001年11月6日

1. 症例報告

2. リサーチチームごとの研究計画と進捗状況

3. ドクターの研修計画について

● 第18回　2002年1月22日

1. リスクマネージメントシステムの構築について

2. 新技術について

3. ドクター評価システムについて

● 第19回　2002年3月16日

1. 症例報告

2. 新技術の経過報告と今後の適応について

3. Quality up projectの設立について

● 第20回　2002年5月28日

1. インシデント報告

2. Phakic toric IOLの導入について

3. ARVO報告会

●第21回　2002年7月9日

1. オルソケラトロジーの現況について

2. ASCRS報告

3. Accomodative IOLの導入について

● 第22回 2002年9月22 - 23日

（南青山Autumn Meeting  於:パシフィコ横浜）

1. 各ドクターによる発表及び検討

2. 各社エキシマレーザーの最新情報

3. 屈折矯正手術とアンタイエイジング医学

● 第23回　2002年9月23日

1. 症例報告

2. Torsion error detectionについて

3. ガイダンスの改訂について

● 第24回　2002年11月26日

1. インシデント報告

2. SCLのoff期間に関する調査結果

3. PermaVision Myopic ICLについて

12th Meeting (2/1/2001)
1. Case presentation
2. Updates on the ongoing and future research projects
3. LASIK inclusion/exclusion criteria at our clinic
13th Meeting (4/3/2001)
1. Incident reports
2. Investigation in DLK etiology and management
3. Editing Minamiaoyama Eye Clinic Manual
14th Meeting (6/12/2001)
1. Case presentation
2. Confirming/reevaluating the handling of microkeratomes
3. Updates on the Ferrara ring clinical results
4. The clinical application of PermaVision® Lenses
15th Meeting-Minamiaoyama Eye Clinic’s Summer Meeting (7/13-14/2001)
at The Hotel Nikko Tokyo
1. Doctors’ presentations and discussion
2. Announcement of doctors’ achievements
3. Seminars by doctors and staff
4. Updates on new technologies
16th Meeting (9/4/2001)
1. Case/incident presentation  
2. Incorporating LASEK to our services
3. The status quo of LASIK in the US
17th Meeting (11/6/2001)
1. Case presentation
2. Project schedules and updates by research groups
3. Education program for the surgeons 
18th Meeting (1/22/2002)
1. Establishing a risk management system
2. Surgical technologies update
3. Establishing performance evaluation system by doctors for doctors
19th Meeting (3/16/2002)
1. Case presentation
2. Updates on new surgical technologies and their inclusion criteria
3. Initiating projects to improve quality of care for patients
20th Meeting (5/28/2002)
1. Incident reports
2. Incorporating Phakic IOLs
3. ARVO reports
21st Meeting (7/9/2002)
1. The status quo of Orthokeratology
2. ASCRS reports
3. Incorporating Accommodative IOLs 
22nd Meeting-Minamiaoyama Eye Clinic’s Autumn Meeting (9/22-23/2002)
at The Pacifico Yokohama Hotel
1. Presentations and discussions by doctors
2. Technology updates by excimer laser manufacturers
3. Refractive surgery and anti-aging medicine
23rd Meeting (9/23/2002)
1. Case presentation
2. Torsion error detection system by Nidek
3. Updating patient education materials 
24th Meeting (11/26/2002)
1. Incident reports
2. How many days prior to LASIK should patients remove their 

soft contact lenses?
3. PermaVision® Myopic Intracorneal Lens

議事録2001～2002

Record of Doctor’s Meetings, 2001-2002  
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ご協力いただいている全国の眼科施設

Referral Clinics & Hospitals
いつも患者様の診察等にご協力いただきありがとうございます。

県名 施設名 代表医師名 所在地
北海道・東北 敬称略
北海道 高柳眼科 高柳 芳記 釧路市

清水眼科クリニック 清水 信晶 函館市
青森 はし眼科 波紫 秀厚 十和田市

青森眼科伊藤眼科クリニック 伊藤 信一 青森市
岩手 小笠原眼科クリニック 小笠原 孝祐 盛岡市
秋田 細部眼科 細部 泰雄 秋田市
宮城 武田眼科医院 武田 浩芳 気仙沼市

いのまた眼科 猪股 健一 柴田郡大河原町
山形 黒沢眼科医院 黒澤 明充 鶴岡市

井出眼科病院 井出 醇 山形市
関東
東京 あおば眼科クリニック 佐藤 泰広 足立区

原眼科 原　彰 足立区
近藤眼科台町クリニック 近藤 義之 八王子市
虎ノ門病院 眼科 高塚 忠宏 港区
秋山眼科 秋山 りつ子 練馬区
両国眼科クリニック 石岡 みさき 墨田区
赤坂東急クリニック島崎眼科 島崎 哲雄 千代田区
お茶の水眼科クリニック 橋田節子 千代田区
岩瀬眼科 岩瀬 光 立川市

神奈川 稲村眼科クリニック 稲村 幹夫 横浜市
辻眼科クリニック 辻 一夫 川崎市
クィーンズ アイ クリニック 荒井 宏幸 横浜市

埼玉 さくら眼科内科病院 岡本 寧一 所沢市
石井眼科クリニック 石井 靖宏 大宮市
しぶや眼科クリニック 渋谷 裕子 さいたま市
山内眼科 山内 啓子 三郷市
かすかべ眼科 緒方 正史 春日部市

千葉 東京歯科大学市川総合病院 坪田 一男 市川市
公津の杜 保津眼科 保津 治道 成田市
京葉クリニック 小黒 公一 船橋市
都賀眼科クリニック 安東 昌夫 千葉市
けやき台眼科 大木 薫 袖ヶ浦市

茨城 坂西眼科 坂西 良彦 竜ヶ崎市
つくばセントラル病院 山本 享宏 牛久市

栃木 原眼科医院 原 裕 大田原市
佐野厚生病院 眼科 佐野市

群馬 明瞳眼科 宮本 孝文 富岡市
宮久保眼科 宮久保 寛 前橋市

甲信越・北陸
新潟 明生堂アイクリニック 松田 章男 新潟市

関眼科医院 関 伶子 新潟市
うえはら眼科医院 上原 政雄 柏崎市
阿部アイクリニック 阿部 映一 長岡市
万代眼科クリニック 本田 徳弼 新潟市
太田眼科 太田 昭弘 新井市

石川 くらち眼科医院 倉知 裕 金沢市
おかやま眼科医院 岡山 欣彦 小松市

山梨 小宮山眼科 小宮山 和枝 甲府市
長野 畠山眼科 畠山 正 松本市

北信総合病院 眼科 石原 淳 中野市
鳥山眼科医院 鳥山 健二 長野市
しののい眼科クリニック 栗原、樋口 長野市
裏川眼科 裏川 佳夫 松本市
関 医院眼科 関 文治 小諸市
山田眼科医院 山田 耕司 長野市

東海
静岡 菊川眼科 池田 宏一郎 小笠郡菊川町

花崎眼科医院 花崎 秀敏 富士市
愛知 足立眼科 足立 憲彦 岡崎市

武内眼科医院 武内 邦彦 豊橋市
いりなか眼科 渡邊 康介 名古屋市

近畿
滋賀 鶴岡眼科医院 鶴岡 祥彦 大津市
兵庫 みなみ眼科 南 洋一 宝塚市

駅ビル眼科フクナガ 福永 博一 姫路市
平坂眼科医院 平坂 知彦 氷上郡柏原町
新見眼科 新見 浩司 明石市

中国・四国
岡山 相馬眼科医院 相馬 信和 岡山市
広島 日谷眼科 日谷 博光 竹原市

山代眼科医院 山代 浩人 広島市
奈良井眼科 奈良井 章人 呉市
五日市やまもと眼科 山本 優 広島市

徳島 盛 眼科医院 盛 隆興 徳島市
香川 まなべ眼科クリニック 眞鍋 洋一 高松市
高知 安岡眼科 安岡 一夫 高知市
九州・沖縄
福岡 蔵田眼科クリニック 蔵田 善規 大野城市

きよさわ眼科クリニック 清沢 玲子 福岡市
長崎 せと四ヶ町眼科 瀬戸 輝幸 佐世保

サトウ眼科医院 佐藤 隆哉 長崎市
熊本 わたなべ眼科クリニック 渡邊 健 熊本市
大分 矢野眼科 矢野 哲男 大分市
鹿児島 さめしま眼科 鮫島 基康 鹿児島市

井後眼科　　　　　　　井後吉久、田中 佳代 鹿児島市
沖縄 琉球大学医学部眼科 澤口 昭一 中頭郡西原町
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Special Report 1

Special Report 2

http://www.minamiaoyama.or.jp




