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Greetings

刊行に寄せて
イオアニス G パリカリス
クレタ大学学長

眼科教授

Ioannis G Pallikaris, M.D., Ph.D.
Professor in Ophthalmology
Rector of the University of Crete

私は南青山アイクリニックグループのアニュアルレポート
第３巻の発行にあたり、
ご挨拶を書かせていただくことを光

I feel honored to address a brief greeting for the
Minamiaoyama Eye Clinic Group 3rd annual report.
On behalf of the international refractive community I

栄に存じます。
世界の屈折矯正部門を代表して、
坪田先生、
戸田先生、

take this opportunity to congratulate Dr. Tsubota, Dr. Toda

および一緒に仕事をされている方々の眼科疾患の治療、

and their collaborators for their pioneering research for the

特に角膜や前眼部疾病の治療と、
その先駆的な研究に、

treatment of eye diseases, especially of the cornea and the
anterior segment of the eye.

この場をお借りして祝辞をおくります。
オキュラーサーフェスの疾患への皆さんのすばらしい研
究成果は、患者様の治療の重要な手助けとなり、世界の
眼科部門のための参考としても役立っています。

Their outstanding work on ocular surface disease
offered significant help for the patients’ management and
served as reference for the international ophthalmic
community.

ここ数年の皆様方のめざましい進歩は、南青山アイクリ
ニックを高品質なヘルスケアを提供する施設ということだ

Your significant advances over the last several years
have developed Minamiaoyama Eye Clinic into not only a

けでなく、眼科分野の基礎および臨床研究で世界的にも

high quality health care hospital but also one of the most

最も重要なセンターの1つに発展させました。

important reference centers in basic and clinical eye

私は、南青山アイクリニックグループがこれまでと同様の
熱意と大成功とともに、素晴らしい仕事を継続されることを
願っております。

research worldwide.
I wish the entire group at the Minamiaoyama Eye
Clinic to continue their outstanding work with the same
enthusiasm and great success.

敬

具
With warm personal regards,

Greetings

1

Greetings

刊行に寄せて
大橋裕一
愛媛大学医学部眼科教授

Yuichi Ohashi, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Department of Ophthalmology
Ehime University School of Medicine

まだ屈折矯正手術が現在のように市民権をかち得てい
ない頃、眼科医の手になる屈折矯正手術専門のクリニック
が南青山の地に初めて誕生した。
しかも、角膜を薄くスライ
スするLASIKという手技にまだ若干の戸惑いがあった時期
である。このLASIKに無限の可能性を感じてさっそうと漕ぎ
出したのが、坪田先生をリーダーとする東京歯科大のグル
ープだった。すぐに、術後成績の素晴らしさは南青山アイク
リニックを通じて全国に伝えられ、
その後のLASIKブームを
誘導することとなった。南青山アイクリニックによるこの試験
航海がなかったとしたら、
わが国における屈折矯正手術の
普及は二歩も三歩も遅れていたはずである。
南青山アイクリニックの特徴は何と言ってもその先進性
にある。おそらくは、
フランクなディスカッションがスタッフ間で
何度も繰り返され、慎重な中にも大胆な決断がなされるの
であろう。多くの症例から得られた貴重な臨床成績を余す
ところなく開示するおおらかさも気持ちがいい。それに、戸
田先生や堀先生などがかもし出す、坪田先生をフワッと包
みこむようなチームワークは実に見事である。今後ともわが
国の屈折矯正手術を牽引していくのは間違いのないとこ
ろであろう。
市民権はかち得たものの、今の屈折矯正手術に一時の
勢いはない。
しかしながら、
これは次のブレークスルーまで
の単なる静寂に過ぎないと個人的には考えている。ブレー
クスルーを起こしうるとすればそれは南青山しかないだろう。
近い将来、南青山の地から世界を驚かせるような斬新なコ
ンセプトが発信されることを信じつつ筆を置きたい。
頑張れ、南青山アイクリニック！
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Greetings

Even before refractive surgery became widely
accepted, the first full-scale Laser Vision Correction
Center,
run
exclusively
by
board-certified
ophthalmologists, was first started at Minamiaoyama in
Tokyo, Japan. At that time, quite a few ophthalmologists
were skeptical about LASIK, a technique used to slice
and thin the cornea. With the dawn of the new age
refractive surgery, a group of ophthalmologists from
Tokyo Dental College, lead by Professor Tsubota, who
believed in the endless potential of LASIK, embarked on a
mission to popularize the technique. Soon, their excellent
postoperative results were reported to our society,
following which LASIK became widely accepted across
Japan. If it were not for their efforts, the spread of LASIK
in this country would have been further delayed.
The uniqueness of the Minamiaoyama Eye Clinic
Group lies in its spirit of innovation. I believe that there is
sufficient and active exchange of opinions among the staff
in the group, which helps them make prudent but prompt
decisions. This gives us a favorable impression that they
openly disclose their valuable clinical results obtained
from numerous cases. It is also interesting to note that the
excellent solidarity between Dr. Toda, Dr. Hori-Komai,
and the other doctors, makes the general atmosphere very
pleasant for Dr. Tsubota. I am convinced that they will
remain leaders in the field of refractive surgery in Japan.
Although LASIK was accepted as one of the options
of vision correction, the momentum for its growth has
currently slackened. However, I personally believe this
hiatus will last only till the next breakthrough, and the
breakthrough will not come from any clinic other than
Minamiaoyama Eye Clinic.
I, now, lay down my pen with a strong belief that an
epoch-making innovation that will amaze the entire world
will be developed in the near future at Minamiaoyama,
Tokyo.
Here s to your success, Minamiaoyama Eye Clinic!

Preface

巻頭言
戸田郁子
南青山アイクリニック理事長

Ikuko Toda, M.D.
Director
Minamiaoyama Eye Clinic

南青山アイクリニックは2004年7月に開院7周年を迎えま
した。 眼科専門医による屈折矯正手術の正しい普及 を
目標としてスタートして以来、皆様方の多大なご支援とご指
導により今日まで続けてこられましたことを、
この場を借りて
厚く御礼申し上げます。
2004年現在、国内の屈折矯正手術は年間約6万例と推
定されます。欧米諸国と比較すると、
まだ広く普及している
とはいえませんが、国内での認知度は7年前より明らかに
高まったと思います。この背景にはインターネットの普及など
による情報交換や経済の好転などが関係していると考えら
れますが、私たち日本の眼科医が慎重ながらも積極的に屈
折矯正手術の導入を実現してきた結果と思われます。南
青山アイクリニックもその一助を担えたことはとてもうれしく
思っております。
この7年間、PRK（ピーアールケー）からスタートし、LASIK
（レーシック）、Phakic IOL（フェイキックIOL、有水晶体眼内
レンズ）、ICRS（角膜内リング）、
カスタムLASIK、老視手術、
L A S E K（ラセック）、e p i - L A S I K（ エピレーシック）、
Accommodative IOL（アコモダティブIOL、調節可能眼内
レンズ）
などの新技術の導入を行ってまいりました。新しい
技術の導入にあたっては、
いろいろ苦労もありましたが、
こ
れらの導入によって、
より広範囲の屈折異常に対応できる
ようになり、
それによって今まで不適応であった方々に何ら
かの屈折矯正技術が提供できるようになったのは非常に
よかったと思います。
またLASIK後数年たってもフォローアップをきちんと受け
る患者様が多く、LASIKの長期的な安全性や効果が高い
ことが自己のデータによって証明できたことは非常に意義
のあることと思っております。このような患者様の貴重なデ

We celebrated the 7th anniversary of the opening of
our clinic last July. When we started the clinic, refractive
surgery was not popular in Japan. In order to provide more
options for vision correction to the Japanese, we have
aimed at establishing a refractive clinic that can provide
high quality treatment by doctors specialized in
ophthalmology and refractive surgery. We would like to
express our gratitude to everybody who helped us achieve
our goal.
With estimated 60000 cases undergoing the procedure
in 2004, LASIK is not yet popular in Japan. However, it is
more widely known and accepted now than it was 7 years
earlier. This may be partly due to the internet and partly
due to the improved standard of living, but more
importantly it is due to the efforts of the Japanese
ophthalmologists. We were fortunate to be a part of the
group that popularized this technique.
We have introduced various refractive techniques in
the past 7 years, which include PRK, LASIK, phakic-IOL,
custom LASIK, LASEK, presbyopic correction, epiLASIK, and accommodative IOL. We have sometimes
encountered difficulties when we started using the new
technologies. However, we are very happy to provide
corrective options to people with a wide range of refractive
errors.
,
We accumulated patients data using a good filing
system. A large number of our patients returned for
postoperative follow-up even several years after LASIK.
We believe that these data are very important as feedback
to our medical practice.
We would like to continue providing evidence-based
medicine by constantly learning from our patients.

ータから学んだことを生かし、今後も南青山アイクリニックの
強みである確実なデータ管理により、EBM（evidence
based medicine）
を実践していく所存です。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、
どうぞよろしくお願い申し
上げます。

Preface
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Preface

巻頭言

世界最高水準の屈折矯正手術
The Highest Standards in Refractive Surgery in the World

青山アイクリニックは、1997年に日本で初めて眼科

５）世界に通用する一流の研究を行い、英文論文として発

専門医による屈折矯正手術の専門医療施設とし

表し、認知されている。特にドライアイ、屈折矯正手術関

て開設されました。戸田郁子理事長のもとに着実に実績を

連では主要英文雑誌に多数の研究を発表し、評価を

重ね、現在では一般の患者様はもとより、全国の眼科専門

得ている。

南

医の先生方からも大切な患者様をご紹介いただき、
その信
頼に応え、眼科医療における専門施設としての責務を果
たすまでに成長して参りました。南青山アイクリニックでは
これまで「患者様本位の医療」の実現を常に考えてきまし
たが、
それにとどまらず当院が世界最高水準の医療を提供
し続けているのには、
きちんとした理由があります。
１）眼科一般の知識を持つ眼科専門医が、屈折矯正手術
にフォーカスを絞り 100％屈折矯正の専門施設 として
取り組んでいる。焦点が絞られているので、
レーシックひ
とつをとってみても日本で最も手術件数が多く、経験が
豊かである。

ＶＩＳＸ社レーザー、
ボシュロム社レーザーをそろえ、
ウェー
ブフロント・テクノロジーをいち早く導入して最新技術の
導入により治療のクオリティアップを実現している。

最

近、
デパートや大型スーパーマーケットが苦戦して、
専門店が大きく躍進しています。専門店はそのカ

テゴリーにおける品揃えが多く、品質も高いので、少し値段
が高くてもニーズが生まれていると言われます。実は医療
の世界でも、大学病院や総合病院のように何にでも対応
できる大型施設と、甲状腺とか、糖尿病とか、
ある特定の領
域に絞った専門医療施設の２つの種類が存在しています。

２）角膜診療に熟知した眼科専門医が集まっている。海外

どちらにもそのメリットはありますが、
インターネット等の情報

の学会や研究会へも積極的に参加し、世界最先端の

の普及により、患者様や消費者の知識が豊富になり、
この

屈折矯正手術に関する知識、技術、経験が力となって

目的のためにはここを選ぼう、
という選択の力が生まれて

いる。

いる時代背景から、専門特化したクリニックの存在が注目

３）
クリニックでの勉強会が充実している。毎月の研究会、
２

されています。

ヵ月毎のドクターズミーティング、毎年の南青山アイクリニ

南青山アイクリニックはまさに 屈折矯正手術 にフォー

ックミーティングなど、常に勉強会を行い、情報交換、
クオ

カスを絞った専門施設です。それが故に、屈折矯正治療に

リティコントロール、新技術導入の検討などに取り組んで

おいては、最先端の治療を最高のレベルで提供すること

いる。

にすべての力を注ぐことができるといえます。これからも、
日

４）新技術の導入を的確に行っている。フェイキックＩＯＬ、
角膜内リング、
ウェーブフロントレーシック、エピレーシック
など、
レーシックを補完する新技術を海外でのデータを
冷静に見極めて確実に取り入れている。
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６）最新技術に投資をしている。ニデック社レーザーに加え、

Preface

本を代表する世界最高の屈折矯正治療の専門施設とし
ての誇りを持ち、
眼科医療においてその責任と期待に応え、
より多くの患者様や眼科専門医の先生方に喜んでいただ
けるよう成長し続けることを願います。

坪田一男
慶應義塾大学医学部眼科教授
南青山アイクリニック手術顧問

Kazuo Tsubota, M.D.
Professor and Chairman, Department of Ophthalmology
Keio University School of Medicine
Surgical Advisor, Minamiaoyama Eye Clinic

M

inamiaoyama Eye Clinic was founded in 1997 by a group
of ophthalmology specialists as the first specialized
treatment center for refractive surgery in Japan. Under the
careful directorship of Dr. Ikuko Toda, the clinic has steadily
demonstrated an admirable track record. Today, the clinic has
grown to not only include the patronage of the general patient
populace, but also receives referrals from ophthalmology
specialists from all over Japan, gaining their trust and
contributing to the field of ophthalmology as a prominent
specialized clinic. Since our beginning, Minamiaoyama Eye
Clinic has at all times practiced patient-centered treatment ;
however there are specific reasons as to why this clinic has been
able to consistently offer the world s highest standard of
treatment.
1) Ophthalmologists with general training have narrowed their
focus to the practice of refractive surgery in order to create a
center 100% dedicated to refractive surgery services .
Because the focus is so narrow, for example with LASIK
surgery alone, more surgical procedures are handled here than
any other location in Japan, providing us with abundant
experience.
2) We have a team of ophthalmologists who are well versed in
corneal services. These specialists actively participate in
medical conferences and research forums around the world to
build upon their knowledge, skills and experiences in the field
of refractive surgery.
3) The workshops within the clinic are well established. Study
meetings are being held on an on-going basis including
,
monthly research workshops, bi-monthly doctors meetings,
and yearly Minamiaoyama Eye Clinic meetings. During these
meetings information is exchanged, and discussions about
quality control or incorporating new technologies are
deliberated.
4) We accurately incorporate new technology. We only integrate
new supplemental technologies for LASIK surgery, including
phakic IOL, intrastromal corneal rings, wavefront-guided
LASIK, Epi-LASIK, etc., after a careful and thorough
examination of related international data and information.

English and thereby gain recognition worldwide. Especially
in the fields of dry-eye and refractive surgery, our research has
received recognition through publication in several major
English language journals.
6) We are active in investment in the latest technologies. In order
to incorporate the latest procedures early on, we purchased the
Nidek, the VISX and the Bausch & Lomb lasers to upgrade
the quality of our treatment.

I

n recent years, department stores and large supermarkets
have been suffering from the onslaught of specialty
stores. Specialty stores boast a full line-up of relevant products;
because the quality is a little higher, the prices may be a little
higher as well, but it is said that they are creating a market for
their demand. In fact, the same is true in the world of medical
treatment as well. There are also two types of facilities, such as
the large university-affiliated hospitals and general hospitals that
can offer universal treatment, and then there are specialized
institutions that restrict their practice to a specific field such as
thyroid or diabetes treatment. Of course, both of these types of
facilities have their respective merits. However, in an age where
the consumer and the patient readily have access to information
such as through the internet and where their knowledge base has
grown., and hence have the power to choose a specific hospital
for a specific purpose, it can be said that increasing focus is being
placed on such specialized clinics.
In that respect, Minamiaoyama Eye Clinic is truly a
dedicated specialty facility with a focus on refractive surgery .
It is precisely for this reason that we are able to pour all of our
energy into providing the highest level of treatment, with the
most advanced methodologies, in refractive surgery. We hope to
continue to represent Japan with pride as a specialized clinic with
the highest standard of refractive surgery in the world, and to
continue to meet the expectations and responsibilities required in
the field of ophthalmology medicine, so as to raise to the
expectations of our patients and the many other ophthalmology
specialist physicians.

5) We conduct first-class globally relevant research published in

Preface
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南青山アイクリニックグループ「2年間の変遷」

The Achievements
of the Minamiaoyama Eye Clinic 2003-2004
青山アイクリニックでは2004年9月に手術件数が3万

方の質が向上しています。また、患者様の角膜がとくに歪み

件を越えました。治療の技術は安定し、
より確実な医

が大きい場合はWavefront-guided LASIKよりも角膜形状に

療が提供できるようになってきたと思っています。そしてこの2

あわせたLASIK（topography-linked LASIK、
トポリンクレーシ

年間の大きな技術的進歩は、Quality of visionの向上に重点

ック）
という方法が向いていることもわかっています。この方法

をおいた手術方法の改善と考えられます。今までの屈折矯正

もオーダーメイドのLASIKですが、Wavefront-guided LASIKと

術では、
いかに良い裸眼視力を得るか、
ということが課題でした。

は少し適応が異なり、一度手術を行って角膜の歪みの強くな

この 視力 というのはランドルト環の1.5や2.0が判別できると

ってしまった方などの再手術症例の方に向いています。

南

いうことですが、人の 見え方 というのはもっと複雑で、
この
ような視力表が判別できるのはひとつの 見え方 の指標で
あって、 薄暗いところの見え方

まぶしい条件下での見え方

見え方のシャープさ などをすべて含めて 見え方の質 と
いうことになります。
したかって、 視力表が読めてもなんとな
く見難い とか 暗いところで見難い などの症状を術後の感
じる方がいらっしゃいます。
もともと、LASIK（レーシック）
などの
屈折矯正術は生活の質を向上させる手術ですから、
なるべく
質の高い見え方の実現を目指すべきであることは言うまでもあ
りません。今までは、0.1未満の視力を1.5にするだけでも素晴
らしいことでしたが、
さらに技術が進んで、見え方の質全体の
向上を目指せるようになってきました。
手術後の見え方の質に影響を与えているのは、眼の光学
系の微妙な歪み（収差＝Wavefront）です。収差があると、眼
に入る光が一点で焦点を結べなくなり、見ている物の像が乱
れます。近視や乱視といったピントのずれも収差の一部（低
次収差）ですが、上記の見え方の質に影響するのは高次収
差と呼ばれます。人間の眼はこのような高次収差がなるべく
ないような形にできていますが、誰でも多少の高次収差が存
在し、LASIKなどの手術によって眼の形を変えることで増加し
てしまいます。高次収差を術前に測定し、
その増加をなるべく
おこらないように、
あるいはもとから存在する高次収差を少しで
も減らしてあげるようにレーザーを照射する方法をWavefront-

いろいろな検査方法が開発され、知識が蓄積された結果、
患者様の眼の形というのは実は思ったよりも個体差があり、
そ
の方の眼の状態に合わせて手術方法を調整することがよい
手術結果を得るのにとても大切だということが分かってきました。
したがって、現在、手術前の詳細な検査によって、個々人がど
の方法が向いているのかきちんと見極めて、患者様にアドバイ
スできるようになってきたのはすばらしいことと思っています。
最近では老眼に対する手術も可能になってきており、
さらにト
ータルな視力矯正の方法を提供できるようになってきました。

こ

の2年間でもうひとつクオリティが改善されたのは、
クリ
ニックスタッフの知識、技術、患者様への応対の向上

と思います。南青山アイクリニックは医師以外に、検査、受付、
看護師、
レーザーという専門のスタッフを配置し、
それぞれの専
門分野でのエキスパートになるように教育しています。
また、各
部署ではリーダーを中心にミーティングを持って、勉強会や患
者サービス向上のための話し合いを定期的に行い、積極的に
よいクリニック を作るように努力してきました。そのお陰で、
どのスタッフも与えられた仕事を受身で行うだけでなく、
どうした

ら患者様に満足いただけるかを自分で考えて仕事をする、
と
いう習慣が身につきました。手術を受けた患者様からも スタ
ッフの方の対応がとてもよかった とお褒めの言葉をいただく
ことも多くなりました。

guided LASIK（ウェーブフロントガイドレーシック）
といいます。

また、
スタッフも学術研究に参加し、学会での発表を多く行

高 次 収 差は個々人で同じパターンではありませんから、

うようになりました。1ヵ月に一回の研究ミーティングではドクター

Wavefront-guided LASIKはオーダーメイド
（カスタムメイド）の

とスタッフが参加し、研究の計画を立てたり、学会の準備をす

LASIKということができます。
南青山アイクリニックではこの2年間にWavefront-guided
L A S I Kを 開 始し 、良 い 成 績を 上 げ て います 。今 後も
Wavefront-guided LASIKは、
よりよい見え方の質を実現する
ために有用な方法と考えれます。ただし、
もともとの収差が少

ることによって、各人の知識が増えたと思います。クリニックス
タッフ全員が様々なことに興味を持って仕事をしていってほし
いと思っています。
今後も南青山アイクリニックは、質の高い医療サービスを目
指して、努力していきたいと思います。

ない方では今まで行ってきた通常のLASIKとWavefrontguided LASIKではほとんど同じ結果が得られます。実際、通
常のLASIKにおいても、照射プロファイルの改善によって見え
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The Achievements of the Minamiaoyama Eye Clinic 2003-2004

戸田郁子

he total number of refractive surgeries we
performed reached 30000 in September 2004. Our
achievement during the previous 2 years lies in the
improvement of the surgical procedures based on the
quality of vision. In the past the purpose of refractive
surgery was to obtain good visual acuity as determined by
the Snellen scale. However, good vision does not
simply mean good Snellen acuity , but includes night
vision, clarity and sharpness of the visual objects, vision
under blight condition, and so on. Some patients
complain that although they have a perfect 20/20 vision,
they cannot see clearly at night. Recent development of
technology has enabled us to improve the overall quality
of vision.

T

One of the factors influencing the quality of vision is a
subtle irregularity of the eye. This irregularity, known as
wavefront aberration, does not permit light rays to focus
on a single point on the retina. In this case, patients
cannot see clearly because visual objects appear blurred.
Initially everyone has such irregularity, but the amount of
wavefront aberration varies in each individual. Since
LASIK surgery induces wavefront aberration, it is better
to reduce the original aberration and prevent the induced
aberration. This technique is called wavefront-guided
LASIK or customized LASIK and has now become
popular across the world.
We started wavefront-guided LASIK 2 years ago. Our
results suggest that this method will prove to be
satisfactory to patients. However, we think that
conventional LASIK will be adequate for patients with
slight original aberration because ablation profile in
conventional LASIK has also been improved.
Our experience also suggests that topography-linked
LASIK, rather than wavefront-guided LASIK, may be
indicated in patients with high corneal irregularity
because the latter can directly remove corneal
irregularity, which is the primary cause of aberration. We
selectively use this method for patients with decentered
ablation, small optical zone ablation, and irregular
astigmatism resulting from an initial refractive surgery.

Therefore, in order to obtain a good surgical outcome, it
is imperative to adjust and modify surgical techniques on
a case-by-case basis based on individual examination data.
We try to carefully examine the detailed preoperative data
and then develop a surgical plan. We are happy that we
are able to advise patients in a more precise manner
about the surgical options available to them. Recently, we
started presbyopic correction for elderly patients. We
would like to provide total vision correction to our
patients.
n these 2 years, the motivation levels of our staff
have increased, and their technique and
knowledge of refractive surgery service has improved.
This also contributed to the increase in patient
satisfaction levels. We have 4 teams specialized in
reception, nursing, laser operation, and examination.
Members of each team have been trained to be experts in
their field. Each team holds routine meetings to discuss
points that will improve the service, which in turn will
improve the clinic. Each and every member of our staff is
highly motivated and enjoys working in Minamiaoyama
Eye Clinic. Patients often comment favorably about our
service.

I

The co-medical staff has also started to attend and
give presentations at medical conferences, which are
good opportunities for them to study and increase their
knowledge. We have monthly research meetings, which
are attended not only by doctors but also by co-medical
staff. Research plans, manuscripts, and the preparation
for conferences are discussed. I hope that each member
of this clinic will develop more interest in what they are
doing.
We are maintaining a steady pace of growth!

Ikuko Toda

By going through a large number of patient data, we
have learned that the corneal shape has a wider range of
variation among patients, than believed previously.

The Achievements of the Minamiaoyama Eye Clinic 2003-2004
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最先端技術レポート【2003〜2004年】

Technology Update
南青山アイクリニックグループは、
日本の屈折矯正手術をリードする施設として、常に最新技術の的確な導
入とその情報公開に努めています。過去2年間の新技術導入の経緯についてレポートします。
As the leading refractive surgery center in Japan, the Minamiaoyama Eye Clinic Group has recently introduced different
types of surgical modalities and technologies from 2003 through 2004, which are chronologically indicated below.

■ 2003年1月 調節可能眼内レンズ（アコモダティブIOL）
AT-45 Crystalens (eyeonics社／図1a) と、1CU (Human Optics社／図１b)という2種類の調節可能眼内レンズの手術が開始しまし
た。現在は、特に術後の効果の安定性に注目しながら経過観察中です（図2、3）。今後、
これらの他にも何種類かの調節可能眼内レン
ズの導入を検討しています。

■ January 2003 The Accommodative IOLs
We started implanting two models of accommodative intraocular lenses (IOLs), AT-45 Crystalens (eyeonics) (Fig. 1a) and 1CU (Human
Optics)(Fig. 1b). Meanwhile, analysis on follow-up data with regard to efficacy and stability is underway (Figs. 2 and 3). Introduction
of several other types of accommodative IOLs to the Minamiaoyama Eye Clinic Group is also planned.

図１a

eyeonics社製AT-45 Crystaｌens
Fig 1a: AT-45 Crystalens
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Fig 1b: 1CU

6ヵ月

1年

一般の眼内レンズ

遠方矯正下の近見視力

Fig 2: Distance-corrected Near Visual Acuity

調
節
力
︵
Ｄ
︶

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
1週

1ヵ月

3ヵ月

6ヵ月

1年

調整可能眼内レンズ
図3

調節力

Fig 3: Accommodative Range

Technology Update

9

■ 2003年8月 ドイツ製エキシマレーザーCZM80の臨床試験開始
ドイツ製エキシマレーザーCZM80が厚生労働省に承認申請するためのLASIKの臨床試験の1施設として、南青山アイクリニックが選ば
れました。データ収集は2004年10月を以って終了し、以下のように良好な成績が得られています（図4、5）。

■ August 2003 The CZM80 Excimer Laser Clinical Trial
The Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo was duly selected as one of the clinical trial sites for the CZM80 excimer laser for the use of
standard (non-custom) laser in situ keratomileusis (LASIK). Data acquisition was completed in October 2004 and the results are slated
to be submitted to the Japanese Ministry of Health, Labor and Welfare (Figs. 4 and 5).
2
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図4 裸眼視力成績
Fig 4: Uncorrected Visual Acuity
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図5 屈折度の推移
Fig 5: Mean Refraction Spherical Equivalent

■ 2003年10月 カスタムビューシステムによるウェーブフロントレーシック
STAR S４レーザー(VISX社)とウェーブスキャンシステムの導入により、
ウェーブフロントレーシック
（カスタムビュー手術）
が可能となりました。
ウェーブスキャンとは波面収差解析装置のことで、従来のオートレフメータと同様の近視、遠視、乱視度数が測定できるだけでなく、
コマ
収差、球面収差、trefoil、
その他の収差も測定可能となりました
（図6〜9）。

■ October 2003 The Visx CustomVue System
The VISX STAR S4 Excimer Laser System and WaveScan Wavefront System were installed for custom (wavefront-guided) LASIK,
commercially named the CustomVue procedure. The WaveScan Wavefront System measures the refractive error and wavefront
aberrations of the human eyes, including myopia, hyperopia, astigmatism, coma, spherical, trefoil, and other higher order aberrations
(Figs. 6, 7, 8 and 9).

図6 ウェーブスキャン
Fig 6: WaveScan

図8
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VISX STAR S4 エキシマレーザー
Fig 8: VISX STAR S4

図7 ウェーブスキャン高次収差マップ
Fig 7: WaveScan Acuity Map (left) and High Order Aberration Map (right)

図9 ウェーブスキャンシミュレーションマップ
Fig 9: WaveScan Simulation Map

■ 2004年1月 Zyoptixシステムによるウェーブフロントレーシック
Bausch & Lomb（ ボシュロム）社 製の最 新レーザー
Technolas 217z 100と、波面収差解析装置Zywave（ザ
イウェーブ）からなるZyoptix（ザイオプティックス）
システム
の導入による、
ウェーブフロントLASIKを開始しました。
Z y w a v eで得られた波 面 収 差データは、専 用ソフト
（Treatment Planner）
によって治療データに変換され、
角膜上のどのポイントにレーザーを照射すればよいのか
が決定されます。そしてこのデータはTechnolas 217z
100レーザーに伝えられ、術者はこのデータをもとに手術
を行います（図10、11、12、13）。

図10 波面収差データ解析ソフト（Treatment Planner）
Fig 10: Treatment Planner

図11 波面収差解析装置（Zywave）
Fig 11: B&L Zywave Aberrometer

■ January 2004 The Bausch & Lomb Zyoptix System
Custom LASIK with the Bausch & Lomb (B&L) Zyoptix system was installed. In this system, a sophisticated software called the
Treatment Planner converts the information obtained from the B&L Zywave aberrometer (Figs. 10, 11 and 12) into a highly individualized
prescription. This prescription is transferred electronically to the computer that controls the Technolas 217z 100 Laser System (Fig. 13),
which then calculates how and where the cornea will be affected. The surgeon then uses this information to perform the actual surgery.

図13 Technolas 217z 100
Fig 13: Technolas 217z 100

図12 全収差マップ（左）
と高次収差マップ（右）
Fig 12: Zywave Total Aberration Map (left) and High Order Aberration Map (right)

■ 2004年3月 Torsion Error Detector
EC-5000CX エキシマレーザー
（ニデック社）
にTorsion Error Detector (TED)が導入されました。Torsion Error Detectorとは、患者様
の体位によって生じる眼球の回旋を、虹彩の紋様のパターンによって検知するシステムです。手術中、CCDカメラによって撮影された虹
彩のイメージは手術前のものと比較され、医師は、検知された回旋に応じて患者様の頭の位置を修正することで精度の高い手術がで
きます。このシステムは、
特に乱視矯正とカスタム照射において威力を発揮します（図14）。

■ March 2004 Torsion Error Detector introduced to the Nidek System
The Nidek EC-5000CX excimer laser system was upgraded to include Torsion Error
Detector (TED). This system detects cyclotorsion error by measuring changes in the
,
eye s unique iris patterns that may have occurred as a result of the change of the
,
patient s position. During surgery, the intraoperative iris image is compared by means
of a CCD camera to the image obtained during preoperative assessment. By
compensating for the magnitude of torsional error, the surgeon can precisely align the
ablation pattern with the eye, thereby improving accuracy, safety, and efficacy of
cylindrical and customized ablations (Fig. 14).
図14 Torsion Error Detector (TED)
Fig 14: Torsion Error Detector

■ 2004年4月 老眼LASIK
LASIK手術によって老眼（老視）
に対応するという新しい手術（老眼LASIK）
が開始されました。正確には、老眼を根本的に治療するの
ではなく、老眼用コンタクトレンズと同様な形に角膜形状を加工し、
「偽調節」状態を作り出すというものです。具体的には角膜周辺部
は近用に、角膜中心部は遠用になるように矯正するなどです。この手術では何
For near vision
段階かのエキシマレーザー照射が必要です。現在、患者様の募集、経過観察お
For far vision
よびノモグラムの更新を継続的に行っています。

■ April 2004 Multifocal LASIK for Presbyopia
A new concept for the correction of presbyopia has been assessed by creating
pseudo-accommodative cornea. In this technique, multifocal LASIK with a
peripheral near zone is performed (Fig. 15). A newly developed software has
been installed to calculate the multistep ablation profile. Patient enrollment,
follow-up study, and adjustment of nomogram are underway.

図15 老眼LASIKのレーザー照射パターン
Fig 15: Ablation Profile for the Pseudo-accommodative Cornea
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■ 2004年9月 NAVEXシステム
ニデック社製のエキシマレーザーが「EC-5000CXII」と
いうバージョンにアップグレードされました
（図16）。このシ
ステムは波面収差解析装置兼角膜トポグラフィー装置で
あるOPDスキャン
（図17、18、19）
と、
ファイナルフィットソフ
トウェア
（図20）
を含めて、
「NAVEXシステム」と呼ばれ
ています。OPDスキャンはZernike解析による波面収差
マップおよび各収差量のグラフ、PSFマップ、Strehl比を
表示可能となっています（図18）。また波面収差と角膜
形状を同一器械で測定することから、両者における測
図16 NAVEXシステム
図17 OPDスキャン
定軸のズレの問題が解消されました。OPDスキャンによ
Fig 16: NIDEK NAVEX System
Fig 17: OPD-Scan
って得られた屈折やトポグラフィーのデータは、
ファイナル
フィットソフトウェアによって最終的にエキシマレーザーのカスタム照射パターンに変換されます（図20）。
南青山アイクリニックグループでは、2004年末までに、
このニデックのシステムと前述のボシュロム、VISXの3つのシステムを用いて、400
例以上のウェーブフロントLASIKを施行しました。

■ September 2004 The Nidek NAVEX System
The Nidek excimer laser system was upgraded to the version EC5000CXII. This system, which is commercially named the Nidek
Advance Excimer Laser System (NAVEX) (Fig. 16), consists of the
OPD-Scan (Fig. 17) wavefront aberrometer/topographer and the Final Fit
software. The OPD-Scan currently provides Zernike aberration maps,
Zernike graphics plus PSF map, and Strehl ratio (Fig. 18). Since
aberrometry and topography are performed on the same instrument, axis
of alignment is not an issue (Fig. 19). The Final Fit software evaluates
and converts OPD-Scan refractive and topographic data to produce
customized ablation algorithm for the excimer laser (Fig. 20).
Using this system together with the aforementioned B&L Zyoptix and
the Visx CustomVue systems, over 400 cases of wavefront-guided
LASIK were preformed by the Minamiaoyama Eye Clinic Group by the
end of 2004.

図18 OPDスキャンによる波面収差マップ（右上）、
Zernike解析による各収差グラフ（左上）、
PSFマップ（左下）、MTFマップ（右下）
Fig 18: OPD-Scan Wavefront Aberration Map (upper right),
Zernike Graphics (upper left),
PSF Map (lower left) and MTF Map (lower rght)

図20 ファイナルフィットによるカスタム照射のシミュレーションマップ
Fig 20: Final Fit Simulation Map

図19 OPDスキャンによる角膜形状診断
Fig 19: OPD-Scan Corneal Topography Map

■ 2004年11月 LASIK手術3万件達成
南青山アイクリニックグループは、LASIKの手術件数が3万件に到達しました。今後も、件数のみならずその成績、安全性において日本
の屈折矯正手術をリードし、高品質な医療提供を実現してまいります。

■ November 2004 30,000 LASIK Cases Achieved
In this month, the number of LASIK surgeries performed by the Minamiaoyama Eye Clinic Group reached 30,000. We have been
performing the largest number of refractive surgery cases in Japan, under the highest safety standards.
伊藤光登志

Mitsutoshi Ito
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LASIKの手術成績

Surgical Results of LASIK
対象

手術件数の推移

Subjects

Number of Surgeries

手術期間：

1997年10月〜2004年12月

Period:

From October 1997 to December 2004

（件）
8000

症例数：

LASIKを施行した11869例 22731眼

7000

Cases:

22731 eyes in 11869 cases

男性 6932例 13263眼
13263 eyes in 6932 males

女性 4937例 9468眼
9468 eyes in 4937 females

年齢：

33.7±8.6歳

Age:

33.7±8.6 years

総手術件数

LASIK件数

All Surgeries

LASIK Surgeries

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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

手術を受けた動機

術前自覚屈折： -5.73±2.35D
Preoperative Manifest Refraction: -5.73±2.35D

観察期間：

Motivation for Undergoing Surgery
2%
2% 2%

282.1±220.6日

Follow-up Period: 282.1±220.6 days

4%

18%

7%
8%

術後裸眼視力

57,306件

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

1.0以上

19298眼

85％

1.0 or better

19298 eyes

85％

0.7〜0.9

2199眼

10％

0.7 〜 0.9

2199 eyes

10％

0.5〜0.6

684眼

3％

0.5 〜 0.6

684 eyes

3％

17%

10%
14%

16%

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)

裸眼での生活希望

Expect life without spectacles or CLs

眼鏡が合わない

Unable to wear spectacles

0.5未満

550眼

2％

コンタクトレンズの手入れが面倒 Troublesome to take care of CLs

Lower than 0.5

550 eyes

2％

外見上の理由

For improved appearance

職業的な理由

Vocational reasons

眼鏡やコンタクトレンズより安い Cheaper than spectacles or CLs

術後自覚屈折
Postoperative Manifest Refraction

≦±0.5D
≦±1.0D
≦±2.0D

不同視

Anisometropia

新医療技術への興味

Interest in new medical techniques

その他

Others

※複数回答あり

18660眼

82％

18660 eyes

82％

21512眼

95％

21512 eyes

95％

Satisfaction Rate

22587眼

99％

1%

22587 eyes

99％

手術後の満足度
1%
とても満足 Very Satisfied

10%

満足 Satisfied

22,731眼
39%

49%

やや不満 Partially Satisfied
不満 Dissatisfied
回答無し No Answer
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LASIKの手術成績

Surgical Results of LASIK
裸眼視力の経過

術前屈折別術後裸眼視力の獲得率

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

Postoperative Uncorrected Visual Acuity by Preoperative Refraction Group

（%）
100

裸眼視力／Uncorrected Visual Acuity

1.0

1.0以上

0.7以上

1.0 or better

0.7 or better

80
60
0.1

6.0D以上（9995眼）

40

6.0D or worse (9995 eyes)

6.0D未満（12736眼）

20

6.0D or better (12736 eyes)

0.01

0
0

90

180

270

360

450

540

630

＜3

720

術後経過日数（日）／Time (Days after Surgery)

3〜6

6〜9

9〜12

≧12

術前屈折度数（ジオプトリー）／Preoperative Refraction(Diopter)

術前屈折別最高矯正視力の変化

術前屈折別術後屈折の獲得率

Change of Best Corrected Visual Acuity by Refraction Group

Postoperative Refraction by Preoperative Refraction Group

≦-2

（%）
80

-1

0

1

≧2

≦±0.5D

（%）
100

≦±1.0D

70
80

60
50

60

40
40

30
20

20

10
0

0
＜3

3〜6

6〜9

9〜12

≧12

術前屈折度数（ジオプトリー）／Preoperative Refraction(Diopter)
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＜3

3〜6

6〜9

9〜12

≧12

術前屈折度数（ジオプトリー）／Preoperative Refraction(Diopter)

年齢別裸眼視力の経過

年齢別術後裸眼視力の獲得率

Postoperative Uncorrected Visual Acuity By Age Group

Postoperative Uncorrected Visual Acuity by Age Group

裸眼視力／Uncorrected Visual Acuity

（%）
100

1.0以上

0.7以上

1.0 or better

0.7 or better

1.0
80
60
0.1

40歳以上（5255眼）

40

40 years or older (5255 eyes)

40歳未満（17476眼）

20

40 years or younger (17476 eyes)

0.01

0
0

90

180

270

360

450

540

630

720

＜20

術後経過日数（日）／Time (Days after Surgery)

20〜29

30〜39

40〜49

年齢（歳）／Age (years)

年齢別最高矯正視力の変化

年齢別術後屈折の獲得率

Change of Best Corrected Visual Acuity by Age Group

Postoperative Refraction by Age Group

≦-2

（%）
80

-1

0

1

≧2

≧50

≦±0.5D

（%）
100

≦±1.0D

70
80

60
50

60

40
40

30
20

20

10
0

0
＜20

20〜29

30〜39

40〜49

年齢（歳）／Age (years)

≧50

＜20

20〜29

30〜39

40〜49

≧50

年齢（歳）／Age (years)
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Phakic IOL（有水晶体眼内レンズ）の手術成績

Surgical Results of Phakic IOL
対象

手術件数の推移

Subjects

Number of Surgeries

手術期間：

2001年3月〜2004年12月

Period:

From March 2001 to December 2004

症例数：

Phakic IOLを挿入した77例132眼

Cases:

132 eyes in 77 cases
62 eyes in 38 males
70 eyes in 39 females

Age:

37.1±8.8 years

50

30
20

女性 39例 70眼
37.1±8.8歳

60

40

男性 38例 62眼

年齢：

（件）
70

10
0
1999

2000

2001

屈折の経過

Preoperative Uncorrected Visual Acuity: 0.02

Postoperative Refraction

術前自覚屈折： -12.41±2.75D

2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

Preoperative Manifest Refraction: -12.41±2.75D

観察期間：

238.9±227.7日

Follow-up Period: 238.9±227.7 days

術後裸眼視力
Postoperative Uncorrected Visual Acuity

屈折度数（ジオプトリー）／Refraction(Diopter)

術前裸眼視力： 0.02

0

1.0以上

72眼

55％

1.0 or better

72 eyes

55％

90

180

270

2002

360

450

2003

540

23％

裸眼視力の経過

31 eyes

23％

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

16眼

12％

16 eyes

12％

0.5未満

13眼

10％

Lower than 0.5

13 eyes

10％

術後自覚屈折

≦±1.0D
≦±2.0D

720

1.0

0.1

0.01

Postoperative Manifest Refraction

≦±0.5D

裸眼視力／Uncorrected Visual Acuity

31眼

0.7 〜 0.9
0.5 〜 0.6

630

術後経過日数（日）／Time(Days after Surgery)

0.7〜0.9
0.5〜0.6

2004

0

71眼

54％

71 eyes

54％

101眼

77％

101 eyes

77％

125眼

95％

125 eyes

95％

90

180

270

360

450

540

630

720

術後経過日数（日）／Time(Days after Surgery)

手術後の満足度
Satisfaction Rate
1%
7%

5%

とても満足 Very Satisfied
満足 Satisfied

38%

132眼

49%

やや不満 Partially Satisfied
不満 Dissatisfied
回答無し No Answer
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女優・斎藤陽子さんを迎えての座談会

「レーシックの今」

Interview with Yoko Saito

The Current Status of LASIK
米国ではレーシックの手術件数が年間100万件を超え、白内障を抜きました。その一方、価格競争によって激
安の施設が現れるなど、
クオリティ面での問題が懸念されることもありましたが、
そうした施設は結果的に淘汰さ
れていきました。日本でも当初、施設によって手術後の経過に問題が生じるケースが見られましたが、眼科専門
医の施設や大学病院が積極的にこの手術を行うようになってからは、
そうしたケースは少なくなりました。人々が
慎重に施設を選ぶようになった結果といえるでしょう。
レーシックを受けて格段に生活のクオリティが高くなったと語る女優の斎藤陽子さんをゲストにお招きして、昨
今のレーシックの現状などを話題にしてみました。
In the US, more than 1 million cases undergo LASIK surgery
annually, surpassing those undergoing cataract surgeries. However,
with discounts being provided, there is severe competition with
respect to price, thereby leading to deterioration in the quality of
LASIK surgery. However, of late, facilities offering such discounts
are closing down. Following the US trend, problematic cases were
initially encountered in some Japanese clinics, although currently
these cases are rare because many university-based facilities and
board-certified ophthalmologists proactively participate in the
practice of LASIK surgery and offer high quality of care. In addition,
consumers are being very careful in choosing facilities that offer this
procedure. We herein welcome Yoko Saito, the popular actress, who
claims that the quality of her life was dramatically improved after
undergoing this surgery and to discuss the present status of LASIK
surgery in Japan.

最初に、かかりつけの眼科医に相談
伊藤 斎藤さんは2003年の12月にレーシックの手術を受けられ
たのでしたね。今日、診察させていただきましたが、
フラップの傷跡
もきれいですし、
ドライアイもありませんでした。視力も1.5と、経過は
すこぶる順調です。ご自身ではいかかですか。

ただ、私の場合、視力が0.06と0.04。それに強度の乱視があり、
角膜がやや薄いので、視力の回復は上限で1.0くらいと説明を受
けました。私は0.8でもいいと思っていたのですが、手術の翌日の
視力検査で、
なんと1.2、1.5まで見えたのです。感激でした。

斎藤 これならもっと早く手術を受ければよかったと思うくらい、
快適です。コンタクトレンズの煩わしさから解放されて、生活が一
変しましたから。そんな私に刺激されて、姉もこちらで手術をして
いただいたんですよ。姉はそれまで眼鏡を使っていたのですが、
眼鏡に比べ視界がぐんと広くなったと喜んでいます。

伊藤 手術中や手術後はいかがでしたか。

山本 斎藤さんが手術を受けられたきっかけは？

斎藤 ベッドに横になったら意外にリラックスできて、特に苦痛は
なかったですね。それよりも、先生がフラップを元に戻した瞬間、
私の視界が変わったことに驚いてしまって。まだ全体が白っぽく
霞んでいる状態なのですが、
そのなかに目の前の機械の端のく
っきりとした直線が見えたのです。壁にかかっている時計の針も
ダブっていない。裸眼で直線がこんなにはっきり見えたのは何十
年かぶりでした
（笑い）。

斎藤 近視手術のことは、
メスが用いられていた頃から知ってい
ましたし、
とても関心がありました。
レーザーになってからもタクシー
内に貼られたチラシなど気に止めていました。本気で検討してみ
ようと思ったのは、実際にレーシックを受けた方のお話を聞いたこ
とがきっかけです。仕事関係の方でしたが「受けてよかった！」と
おっしゃるんです。

福本 フラップを戻した瞬間、
その機械のネジの溝まではっきり見
えたとおっしゃる方もいますよ。

そこでまずは、
いつもコンタクトレンズを処方してもらっている眼科
の先生に相談しました。そしたらレーシックに詳しくて信頼できる
眼科医として、
こちらの坪田一男先生を紹介してくださったんです。
こちらに伺うと、検査を丁寧にしてくださって、
そのことだけでも大
きな安心につながりました。

山本 翌日の検診で、期待していた以上の視力が戻っていたわ
けですね。お仕事上などで何か変化はありましたか。

福本 やはり手術前の適応検査をしっかり行うことが基本です
よね。
斎藤 そして、
どのように手術が行われるかもとても詳しく説明して
いただきました。ですからその場で納得して、
手術日を決めたのです。

斎藤 本当に見えるようになったのだと実感する瞬間ですよね。
その後、
自宅に帰ってからは、少しピリピリした感じがあったので、
早めに就寝。眠りが妨げられるようなこともなく、
ぐっすり。

斎藤 第一に目の疲れを感じなくなりました。コンタクトレンズです
と、夜８時くらいになると疲れてきます。ですから、夜遅くまで撮影
があるときは、合間にいったんコンタクトレンズを外して目を休め、
ま
た入れるということもしていたんです。今は、
目のことを気にせず
に仕事に集中できることがとてもうれしいですね。
周囲の人から、
目が大きくなったとか、
目の表情がやさしくなった
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は、手術そのものよりも、長期的に問題がないかどうかだと思うの
です。その点を見極めてからという方もたくさんいたのではないで
しょうか。そういう方が今、手術を受け始めるようになったことも手
術件数の増加につながっていると思います。アメリカでレーシック
に取り組んでからすでに15年、
日本でも８年を経ていますから、一
般にも認知が広がってきたということでしょう。
斎藤

失明のような症例はないのですね。

伊藤 日本で失明の症例はありません。感染症が原因で視力が
低下したような症例はあるようです。ただ、
そのようなケースでは眼
科専門医でない医師による手術であったり、施設環境にも問題
があったようです。少なくとも、環境が整備された施設で、眼科専
門医が手術を行う限り、
そのような心配はありません。
福本 一般の方はあまりご存じないと思いますが、眼科医のなか
にはレーシックを受けている人がたくさんいるんですよ。
斎藤 それなら安心ですね。ところで、
レーシックを希望しても手
術ができないこともあるのですね。

斎藤 陽子
Ｙoko Ｓaito
長野県生まれ。1990年ノーザン・バージニア・コミュニティーカレッジ卒業。
同年、長野朝日放送に入社。95年同社退社、ホリプロ所属。テレビの
キャスターやドラマなどで活躍する一方、写真集『ＭＯＩ―ＣＲＥＥ』、ダイ
エットブック『斎藤陽子のダンベルダイエット』なども出版。現在ニッポ
ン放送系放送中の「どうですか歌謡曲」ではパーソナリティーを努め、
ゲストとの楽しいおしゃべりが人気を呼んでいる。

と言われるのも予想外のことでした。コンタクトレンズを入れていた
ときは、
目のまわりの筋肉が知らず知らずのうちに緊張していたの
かも知れません。それから、
ゴルフをしていてボールやパッティング
のときのラインが見やすくなり、
スコアも上がったんですよ。変わっ
たことはまだあります。いつもスペアのコンタクトレンズを持ち歩く
必要がなくなり、
とても楽になりました。特に泊まりがけの仕事や
旅行のときの荷物が少なくなって、
お洒落でバッグを選べる楽し
さも。裸眼での生活がこんなに軽快なものかと思います。それだ
けに、地震などで被災された方々のことがとても気になります。コ
ンタクトレンズや眼鏡を失って不自由な思いをしている方も大勢
いらっしゃるでしょうね。
山本 ええ。
レーシックを受ける動機はみなさんいろいろだと思い
ますが、
「生活の安全を考えて」
という方も実際にいらっしゃいます。
地震や災害時のとっさのときにも裸眼ならすぐに子どもを抱いて
行動できるとか。
斎藤 これはレーシックと関連しているのかどうかわかりませんが、
目が潤いやすくなりました。
伊藤 ソフトコンタクトレンズは涙を吸収しますから、
ドライアイにな
りやすいんです。関連があると思います。

昨年１年間の手術件数は7000件
斎藤 私の周囲ではレーシックを受ける人が増えていると感じま
すが、全体ではどうなのでしょうか。
伊藤 昨年１年間の当クリニックグループの手術件数は7000
件にのぼります。全国では６万件と推計されています。いずれ
も前年よりも増えています。
増加の要因はいくつかあると思いますが、斎藤さんのように、
か
かりつけの眼科医からの紹介、
あるいは実際にレーシックを受け
た人の話を聞いて来院する方が増えたことも、
その１つです。
山本 レーシックを受ける方の側からすると、
いちばん気になるの
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福本 はい。例えば角膜が薄い、
目の病気がある、全身の病気
がある、屈折度数が安定しないなどの場合は、手術はできません。
当クリニックでも、開院当初は、
４人に１人が不適応でした。とう
いうのも当初は、強度の近視や乱
視があるのにコンタクトレンズが使え
ないとか、眼鏡をかけるのもつらい
などの理由で、
本当に困っていた方々
がレーシックを希望していらしたの
だと想像しています。そういう方の
場合、先ほどのような理由で手術
の適応にならないことが多かったの
です。
しかし最近では、
レーシックに
対する認知が広がるにつれ、軽度
の近視、乱視の方も手術を受けら
福本 光樹
れるようになりました。自ずと適応の
Ｔeruki Ｆukumoto
母集団が大きくなりましたので、不
南青山アイクリニック横浜
適応の方は５人に１人と減ってきて
います。
もちろん、技術的な進歩もあります 。レーザーを照射する条
件を工夫することで、削る角膜の量を少なくすることができます。
この方法ですと、角膜が薄めの方も可能です。
山本 臨床経験が適応の範囲を広げたという面もありますね。我々
は安全性と手術後のクオリティを重視して手術に取り組んでいま
すから、
冒険は絶対にしない。
しかし多くの臨床経験を積んでくる
と、症例数によって集積・分析されたデータなどから、経験的に適
応の許容範囲も広がってきています。

「ウェイブフロント」など最新機種の活用
斎藤 ときどき、
「ウェイブフロント」
「最新機種導入」などのホーム
情報を見ますが、
これらは進化と考えていいのですか。
福本 「ウェイブフロントレーシック」というのは、微妙な光のゆが
みを矯正するもので、高いクオリティの結果が期待できます。特に
不正乱視の方には非常に有効ですし、
これまでレーシックの適応
にならなかった方でも、
ウェイブフロントレーシックなら適応になるこ
ともあります。
しかし、
ウェイブフロントレーシックは費用も高額になります。今まで
のレーシックで十分なクオリティを得られる場合は、高い費用を払っ
てまで受ける必要はないといえます。そのようなケースも多くあります。
医療のモラルとして、
その方にとって実質的なメリットがあるのかな
いのかを、
医師はありのままに説明するべきだと思います。
伊藤 最新機種イコール最良と考えるのも、
やや乱暴でしょう。誇
大キャッチと思えるものもあります。すべての機種は検査を経て

市場に出ているわけですが、機械は使いこなしての機械ですし、
むしろ一つ前のモデルのほうが熟成していて使いやすいという
ことは、医療機器だけに限ったことではありません。やはり、機械を
扱う技術、
そして管理面がしっかりしていることが前提です。

っかくの機 会なので、
先生方に目を若々しく
保つ方法があったらぜ
ひお聞きしたいです。

斎藤 ウェイブフロントは高額というお話がありましたが、ふつうの
レーシックでも施設によって、費用がずいぶん違うようですね。

山本 眼科の領域でも、
アンチエイジングに積極
的に取り組んでいます。
たとえば近年、加齢によって黄班部が障害される黄班変性症に、
ビタミンＡ、
Ｃ、
Ｅと亜鉛の摂取が有効というデータが認められ、栄
養やサプリメントが目の病気の予防や治療に大きな期待がもたれ
ています。目の網膜にはたくさんの血管があり、
この血管を健康
な状態に保つことが、
目の健康を保つうえでの１つのポイントです。
また近年、病気や老化の原因として活性酸素が注目されていま
すが、白内障や老眼、硝子体の変性、網膜の病気なども、
この活
性酸素の関与が大きいといわれています。
ビタミン、
ミネラルをたく
さんとって活性酸素から身を守ることが、
目を若々しく保つことに
つながると思います。

福本 医療を提供する責任として、安全性、技術、人材、手術後
のクオリテイは、
なんとしても保持したい。そのためには、
クリーンル
ームの維持管理、機械のメンテナンスなどにも費用がかかります。
新しい手術方法が導入されれば、
それに関連する機器も必要です。
費用にはそれらすべてが含まれて
いますから、むしろ激安で手術でき
ることのほうが不思議に思います。
伊藤 費用を下げると、当然、医療
の質を下げざるをえませんよね。そう
すれば、感染などのトラブルも生じる。
結果的には、安い費用を全面にうた
っていた施設は、
アメリカでも日本で
も淘汰されていきます。

山本 享宏
Ｔakahiro Ｙamamoto
南青山アイクリニック東京

斎藤 全 国 的に安 心して受けら
れる施設が増えていると考えてい
いのですか。

伊藤 この手術に取り組む眼科専
門医も増えていますし、大学病院な
どでも積極的に行うようになってきます。現状ではそうした施設を
選んで手術を受けている方が増えているのではないでしょうか。
斎藤 私の姉は長野から上京して手術を受けましたが、
１度は検
査のための日帰り、
そして手術のときは１泊しました。それが通常
のスタイルですか。
福本 そうですね。遠方の方の場合２度の上京が必要になります。
適応検査は必ず受けていただくことになりますし、手術の翌日の
検診も当クリニックで受けていただきます。それ以降の定期検診は、
かかりつけの眼科医や近くの病院で受けることも可能です。

レーシック以外の選択肢も広がる
斎藤 参考のために教えていただきたいのですが、近視の矯正
手術は、
レーシックのほかにもあるのですか。
福本 当クリニックグループの手術件数は、
３万件を超えました。
その93.6％がレーシックですが、
それ以外にも近視を矯正する手
術を行っています。
レーシックは、薄い角膜フラップを作り、
フラップ
の下にエキシマレーザーを照射しますが、
フラップを作らずに角膜
上皮にもエキシマレーザーを照射して屈折を調整するのが「ＰＲＫ」
です。
ＰＲＫだと新しい角膜上皮が再生するまでの３〜４日はコン
タクトレンズを使用し、治療は片方ずつ行います。このＰＲＫの改
良型ともいえる「エピレーシック」という新しい術式も登場しました。
上皮だけを削ぐようにめくって、
レーザーを照射して、上皮を元に
戻すという方法です。
そのほか、角膜の周辺にリングを挿入することで、角膜の前面
のカーブが変わるのを利用して近視を矯正するのが、
「角膜内リ
ング
（ＩＣＲＳ）」です。これは、軽度の近視や、
レーシックの追加矯
正としても有効です。
また、非常に強い近視で不便を感じている方に有効といわれ
ているのが、
「フェイキックＩＯＬ」です。これは、角膜の後ろの虹彩
の部分に眼内レンズを装着することで、光の屈折を変えて近視を
矯正します。つまり、
コンタクトレンズを目の中に入れてしまう、
とい
うイメージです。
斎藤

斎藤 活性酸素のことはよく聞きますが、
目にもよくないのですね。
勉強になりました。

屈折矯正治療の最先端における役割
斎藤 今日お話をうかがって、先生方が自信と誇りをもって治療
に取り組まれていることがとてもよく伝わってきました。
伊藤 ここは、角膜を専門とする眼科医が集まった、屈折矯正を
専門に治療する施設です。手術を受けたいと思っても心配だっ
たり、迷われている方が多いと思います。だからこそ、我々が相談
にこられた方に正しい情報をきちんと伝える意味は大きいと考え
ています。適応検査を時間をかけて丁寧に行うのもそのためです。
検査の結果、
不適応と判断されたら、
その旨をはっきりと伝えますし、
適応と判断した場合でも、手術を強要するようなことはあってはな
らないと考えています。
福本 治療はコミュニケーションだと思います。こちらから治療法
の選択肢を示して、
それぞれのメリット・デメリットを伝えるだけでは
不十分と思います。受ける方からの質問にきちんと答えて、希望
を聞きながら、
その方が納得できる方法なり選択肢を一緒に考え
るのが、
コミュニケーションです。
うま
くコミュニケーションがとれることで、
治療もスムースに運びますし、受け
た方の満足度も高いと確信してい
ます。
山本 屈折矯正治療の専門施設
として、学会でも積極的に症例研
究を発表し、眼科医療界でデータを
共有していくことも我々の役割だと
考えています。
斎藤 将来のために伺いたいので
すが、老眼もレーザーで治療できる
のでしょうか。

伊藤 光登志
ＭitsutoshiＩto
南青山アイクリニック東京

山本 老眼を配慮したレーザーの
当て方が可能になってきています。遠近両用コンタクトレンズと同
様に、二重焦点にするというものです。これから増えてくると思い
ます。
斎藤 いろいろなことを学ぶことができました。友人、知人から
レーシックについて聞かれることも多いので、今日のお話も含
めて伝えることができます。
（2005年2月７日 南青山アイクリニック東京にて）

近視の治療はずいぶんと進歩しているのですね。せ
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目からはじめる不老の医学
Anti-aging Medicine Starting with the Eyes
「アンチエイジング医学でより若く、より元気に」
A More Youthful and Healthier You, with Anti-Aging Medicine
坪田一男
Kazuo Tsubota

ま
「アンチエイジング医学」が眼科医療でも注目されている。
「ア

い

ンチエイジング」という言葉はすでにマスコミでもよく取り上げ

生

まれながらに視力障害を持たれた方は、聴覚や嗅覚、点字
を読む指の触感などの他の感覚器が発達して視力情報を

られているので、
きっと耳にしたことがあると思う。アンチエイジング医

補っている。
しかし中途失明の場合、視力情報を補うのは容易では

学は、加齢に対抗する医学、若さを取り戻す医学である。近年、老化

ない。とくに高齢になってからは、
なおのことである。僕のアンチエイ

や加齢のメカニズムが研究され、医学的にこれに対抗するケア、治

ジング医学の師匠であるテリーグロスマン先生はこう語っている。

療が、
さまざまに登場している。皮膚科や形成外科分野では比較的
早くからこれに取り組まれてきたが、内科や予防医学の分野、
そして
眼科など、
さまざまな分野で加齢に対抗する試みが始まっている。
眼科においては、
これまで治療不可能とされてきた「加齢黄斑変性」

「僕の父は加齢黄斑変性という目の病気で死にました」。この加齢
黄斑変性という病気は、決して死に至る病気ではない。
しかし、視野
の中心を失い、見たいものが見えないため、失明に近い状態になる。
そのせいで、大好きな読書ができなくなり、
その結果、生きる喜びも気

という網膜の病気に対して、
ビタミン＆ミネラルのサプリメントによるア

力をも失ってしまった、
ということから、
テリー先生はそのように言って

プローチの有効性が報告され、注目を集めている。慶應義塾大学病

いるのである。

院でも、今年から眼科抗加齢医学外来がスタートした。ここでは加齢
黄斑変性の新しい治療を主に、加齢性疾患への新しい試みを始め
ている。

視力が人の心に与える影響は大きい。
ドライアイで目がしょぼしょぼ、
ゴロゴロしていたら、
勉強や仕事に集中できない。体の健康と同様に、
快適な視力の尊さは、失ってみてはじめて気づく。高齢になっても

南青山アイクリニックは、老眼に対応する新しいレーシックや、
ピント

快適な視力を保つことは、若さを維持する基本ともいえる。
レーシック

調節を可能にすると期待されている白内障治療のレンズ「アコモダ

により、
目のことを詳しく知る。目が快適によく見えるようになった喜び

ティブIOL」の治療など、視力治療におけるアンチエイジング的アプロ

から、
その快適な視力を、
目の健康を、大切にしようと気づく。これは、

ーチにいちはやく取り組んでいる。また、術前検査で偶然に病気が

アンチエイジング医学への入り口、
チャンスともいえるだろう。あるいは、

早期発見できた人には、予防のためのサプリメントも指導している。

白内障や緑内障の初期と診断されたとき、
それはまさに加齢のサイ

これは今までの医療にはあまりない概念であった。
レーシックも、
いわ

ンであるから、
それを機に目のケアだけでなく、全身のアンチエイジン

ばアンチエイジング医学の一部といえると思う。快適な裸眼視力を得

グに取り組めば、
その患者様のその後の健康、人生は、大きく変わる

て、多くの人はより人生が行動的に、
アグレッシブになる。
僕はこれまでずっと眼科医として視力に関わる仕事を続けてきた。

かもしれない。僕たちが携わっている眼科がアンチエイジング医学に
おいて実はとても重要な位置にいることを強く感じている。

白内障や角膜の病気で視力を失った方に眼内レンズや角膜移植の

これからも南青山アイクリニックにおいては視力治療にフォーカス

手術をしたり、
あるいは、強い近視で重いメガネが必要だった方、
ドラ

を絞りつつ、健康と若さを応援するアンチエイジング的眼科医療を追

イアイでコンタクトレンズが使えなくなった方にレーシックやフェイキック

求していってほしい。また、全国の眼科や各科のクリニック、先生方

IOLで裸眼で見えるようにする手術などである。
目がよく見えるようになると、みんなとても元気になる。
しばらくして
診察でお会いすると、みんな目がキラキラと輝いていて生き生きとし

にアンチエイジングの概念が広まり、
それぞれの科で患者様の加齢
に対抗する医療を提供できるようになれば、
こんなに素晴らしいこと
はない。

て見え、女性は美しくなっているし、男性もなんとなく逞しく見えたり
する。初診のときより若返って見える。これは自分の主観、印象でし
かないので、
なんとか科学的に説明できないかと考え、試しに目の大
きさを測ってみたら、
目の縦の幅、つまり目の開きが平均１ミリ、大きく
なっていた。目がパッチリと開くようになって、元気な印象に見えた、
イキイキとして見えた、
というひとつの理由がわかったわけだ。
しかし
精神的な影響も大きいのではないかと思っている。近視は病気では
ないけれど、
コンタクトレンズやメガネで不自由を感じていた人が、
そ
のマイナス面を排除するために、手術を決断する。その瞬間から、す
でに気持ちはとても前向きである。気持ちが若返り、
行動的になれば、
その意識は体の60兆個の細胞に伝わるはずである。
1
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again after a period between examinations, their eyes all seem to
glisten and to have come alive. Women seem prettier, men somehow
seem more masculine, and they look to be younger than when I met
them at the time of their first visit. Since all these were only my
own impressions and subjective opinion, I started to wonder if there
was some way to explain this objectively and scientifically. I started
to measure the size of these patients eyes as an experiment, and
found that the height of the eye, in other words the opening had
enlarged on an average by one millimeter. Their eyes were now
more fully open, giving a healthy impression. That is why they
looked livelier. In addition, I believe the psychological effect is
significant. Myopia (nearsightedness) is not a disease, but those
who have felt inconvenienced from having to wear contact lenses
and glasses still choose to eliminate this disadvantage by electing
surgery. At that moment their feelings instantly change and turn
positive. If their temperament brightens and they become more
active, this consciousness should spread to every one of their 60
trillion cells in their body.

▲2004年11月に開催された日本臨床眼科学会では『打倒！エージング』と題したセ
ミナーが人気を集めました。眼科医の抗加齢医学に対する関心の高さが伺えます。

urrently, a lot of attention is being focused on anti-aging
medicine , and this is true even in the field of
ophthalmology. I am sure the reader has heard of the phrase
anti-aging medicine , seeing as it is frequently being mentioned in
the media. Anti-aging medicine, as its name implies, is medicine
that fights aging, and medicine for the purpose of retaining
youthfulness. In recent years, the mechanisms of aging have been
studied and practices and treatments for their possible delays are
surfacing. Such practices and treatments have already been
integrated early on in the fields of dermatology and plastic surgery;
however, efforts to curb aging in various other fields of medicine
such as internal medicine, preventative medicine and ophthalmology
have begun as well.

eople who are born with vision impairment compensate for
their lack of vision by developing their other senses; such as
their hearing, their smell, and the touch in their fingers they
use for reading Braille. However, for those with developed
blindness, it is difficult to compensate for their lack of vision especially if this occurs after they have aged. My professor for antiaging, Dr. Terry Grossman, once said this: My father died of a
disease called age-related macular degeneration . Now, agerelated macular degeneration is hardly a disease that causes death.
However, the center of one s vision is lost and so one cannot see
what he wants to see and becomes similar to being blind. For this
reason, his father could no longer enjoy his favorite pastime of
reading, and as a result lost his joy and zest for living. That is why
Dr. Grossman said what he did.

C

P

In ophthalmology, with age-related macular degeneration , a
retinal disorder that was heretofore considered to be untreatable, a
vitamin and mineral supplement approach has been reported to be
effective and is receiving a lot of attention. For example, an antiaging medicine out-patient clinic has opened at Keio University
Hospital this year. They are focusing on new treatments for agerelated macular degeneration, with an overall renewed effort to help
patients with aging diseases.

The effect that sight has on a person s spirit is enormous. If you
have dry eyes or your eyes are scratchy or bleary, it is difficult to
concentrate on your work or studies. One first truly notices the
preciousness of sight only when it is lost. It can be said that to
maintain one s sight when one is aged is akin to maintaining one s
youth. With LASIK surgery, one understands more clearly about
one s eyes. Then, from the joy of being able to see well with one s
eyes, the determination grows to take better care of the good
eyesight and the health of the eyes. This is the gateway, and
possibly even our opportunity, into anti-aging medicine. When a
patient is initially diagnosed as having a cataract or glaucoma, since
these are definitely signs of aging, if that patient would take that
opportunity to treat not only their eyes, but also their whole body
through anti-aging medicine, their health and lifestyle in the future
would be greatly improved. As ophthalmologists, we strongly
believe that our areas of expertise are playing a very important role
in the world of anti-aging medicine.

At Minamiaoyama Eye Clinic, treatment such as the new LASIK
surgery for presbyopia or the new accommodative IOL procedure
for cataracts that is expected to enable focus adjustment, are swiftly
being incorporated as anti-aging approaches to vision care. In
addition, for those whose disorders are accidentally discovered
through pre-operative examinations, we also provide
recommendation in preventative supplements. These are concepts
that up until today were not commonly practiced.
I think LASIK surgery itself is a form of anti-aging medicine as
well. Having regained their natural vision back, many individuals
are engaging in more active and positive lifestyles. Up until now I
have worked as an ophthalmologist in the area of vision. I have
treated patients who have lost their vision due to cataracts or retinal
disorders by performing intraocular lens and corneal transplant
surgery. I have also performed LASIK or phakic IOL surgery for
those who had to wear glasses with heavy lenses due to extremely
poor vision, or for those who could no longer wear contact lenses
because of dry eye symptoms. Once these patients are able to see
well again, they also seem to become livelier. When I see them

We hope that the Minamiaoyama Eye Clinic will continue to
focus on vision treatment and pursue anti-aging medicine that
supports both health and youthfulness. Moreover, there would be
nothing more wonderful than if this anti-aging concept spread to
every ophthalmology clinic and each departmental clinic in all of
Japan, so that treatments for fighting aging were to be offered to
patients in each field of medicine.

1●日本抗加齢医学会専門医・指導師認定委員会編集のテ
キスト『アンチエイジング医学の基礎と臨床』 ２●『最先端の
アンチエイジング医学』テリーグロスマン著／坪田一男訳監
修 ３●老眼治療に関する英語テキスト『Hyperopia

and

Presbyopia』 ４●満尾クリニックの満尾正先生が翻訳監修
された『キレーション治療プロトコール』 ５●米井嘉一先生の
『抗加齢医学入門』 ６.７●坪田一男著『老眼をあきらめるな！』
『老いに勝つ! 10の秘訣』
4

5
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Staff Reports

スタッフレポート

りました。ソフト面は患者様や

although the surgery itself does not last long, there is still some pain,
discomfort, anxiety, and perhaps even fear. Instead of thinking of these
things as par for the course, we feel it is the nurses’ duty to think of ways
that we are able to lessen these. What we can do as nurses is to provide
polite services that install a sense of peace with the patients, and to create
and maintain an environment which puts the patients at ease.
Someone recently taught us that ‘medicine means relieving pain’. I
listened again to some basic principles of medicine and reaffirmed for
myself what exactly is required of medicine. The words ‘Unless the
mind and the body are healthy, one cannot say that one is truly healthy.’
are words that have remained with me since my nursing school days. I
believe that by listening carefully to the patient and trying to understand
them is a type of psychological care giving, and will indeed lessen to a
certain degree the physical pain as well. I want to be involved in such a
way that I can contribute towards even one more person having surgery
with a little less pain, or to enable that person to have a little more
comfortable lifestyle. That is my desire, as a nurse and as a human being.

仕事に対する姿勢で、疾患

Nurse／ Yayoi Kubota

ナースチームより
From The Nursing Team

「最先端医療こそナースの初心を忘れずに」
屈折矯正手術に関わり、6年が経過しました。この分野も、最初の視
力を改善する目標から、見え方の質を追求するレベルに進歩し続けて
います。それに合わせて私達も変化があったのか、振り返ってみること
にしました。ハード面では、エキシマレーザー、
マイクロケラトームや手術器
具、ディスポ−ザブルも安全性、確実性をより追求したものに改良され、
それらを使いこなす技術も習得し、
また経験を重ね、細心の注意を払う
ことで、異常の早期発見や
的確な対処ができるようにな

を治療するために来院され
る患者さんから、
より良い生

検査チームより

活を得る為に新しい事にチ

From The Clinical Technician Team

ャレンジする患者様という見
方に変わりました。より快適

「検査スタッフ、コンサルテーションを行う！」

に充実した日々を送る為の１
つの手段として、
この屈折矯正手術があると考えています。ただし、短時
間で簡単にできる手術であっても手術ですので、多少の痛みや苦痛、
不快感を感じる事になり、やはり恐怖感もあると思います。それを当然の

間の集中力の持続は20分程度といわれており、最低限知っていただき

事とせず、少しでも軽減できる方法は無いのかを考えることも、私達ナー

たい情報をお伝えした上、患者様にご

スの役割だと思います。丁寧で安心感を与えられるような対応と、快適

満足いただけるコンサルテーションを行う

に過ごしていただくための環境整備に常に心がけています。最近｢痛み

にはそれなりの技術が必要となります。

を取るのが医療｣と教えて下さった方がいました。基本的な事を改めて

コンサルテーションは手術の講義では

聞き、医療に対して求められているものを再確認できました。看護学生

ないので、私たちが知るすべての知識

の頃に聞いた｢心身ともに健康でなければ、健康とはいえない｣というの

をお伝えする場ではありません。あくまで

も、今でも印象に残っている言葉です。お話を良く聞いて相手を理解す

患者様にとって必要な情報を提供し、

るという精神面のケアで、身体的な苦痛は多少なりとも軽減できると考

質問にお答えしていく場と考えています。

えています。一人でも多くの方が苦痛の少ない手術を受けられて、
より
快適な生活を送ることができるように関わっていきたいと思います。

患者様の中には、 とりあえず近視が
治る手術だときいたので受診してみた

看護師／久保田 弥生

という方から、手術に関するありとあらゆる本を熟読され、
インターネット等

Don’t Forget the Basics of NursingEspecially with Cutting Edge Medicine

らの患者様にも満足いただけるコンサルテーションを行うことが重要とな

It has now been six years since I started working with refractive
surgery. This field started with goals to simply improve one’s vision and
has progressed to a level of pursuing the quality of how we see. So I
decided I might look back on our staff work and see if we have changed
accordingly as well.
As for the ‘hardware’, further safety
levels and accuracy have been pursued in the
excimer laser machine, the microkeratome
and other surgery instruments, and the new
disposable items as they get upgraded. In
turn, we have acquired the skills and
experience needed to use these items and
through learning to be thorough, we have
learned to spot irregularities early and make
the appropriate responses.
In the area of relating with people, our
perspective has changed from seeing the
patient as someone who has come to have an
illness healed, to a patient who is taking up
the challenge to better their lives. We have
come to see that refractive surgery is one
means of making each a day a little
comfortable and meaningful. However,
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当グループの検査スタッフは、検査はもちろんのこと、
コンサルテーショ
ンも行っています。30分から１時間程度の時間をかけて行いますが、人
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で多くの情報を収集した後、受診される方もいらっしゃいます。このどち
ります。
ですから、十分な知識が必要となります。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もある程度答えられるよう
にしておかなければなりません。これらは日々の勉強で習得することが
できますが、逆に知識が身につくにつれ、手術をあまりご存じない患者
様への説明は難しくなります。普段、自分達が口にする専門用語や略
語はなるべく使用せず、
わかりやすい言葉での説明を心がけるようにし
ています。時にはパフォーマンスも必要です。患者様にご理解いただけ
たかをその都度確認し、最後に患者様に納得してご満足いただき、はじ
めてコンサルテーションは意味を持つのだと考えています。
今後も私たちは、患者様にご満足いただけるコンサルテーションを行え
るよう、
日々勉強し、
わかりやすくお伝える技術を磨いていこうと思います。
視能訓練士／神山 祐加子

Clinical Technicians, Ready for Consultation
The clinical technicians in our group perform clinical
examinations, of course, but we also provide consultations. A
consultation can last anywhere from about thirty minutes to one hour.
However, it is said that the uninterrupted attention span of a person is
only about 20 minutes, and hence to have a satisfactory consultation

for the patient and for the
minimal information necessary
to be communicated on our
part, there is a certain level of
skill involved in consulting.
A consultation is not a
class about the surgery. It is not for us to communicate everything we
know about the procedure, bur rather to simply provide the
information that the patient needs and to answer any questions they
may have. We have patients who have come in saying "Well, I heard
that you can correct my nearsightedness, so I thought I'd come in.", as
well as patients who have poured over every possible book, collected
lots of information off the internet and then come in for an
examination. It is important that we can conduct satisfactory
consultations for both of these types of patients.
Naturally, in order to consult, one must have adequate knowledge
regarding the matter. We need to know about refractive surgery of
course, and also be able to answer questions about eye disorders in
general as well as disorders that involve the whole body. These are
things that we can study and acquire daily, but conversely, the more
knowledge one gains, the more difficult it becomes to explain the
surgery to a patient who has very little knowledge about it. We try to
avoid using specialized terminology and abbreviations that we
frequently use amongst ourselves, but rather try to present information
that is simple and in bite size. At times it may even be necessary to
‘act’ a little so that the patient does not get bored. We check at every
point as to whether the patient is comprehending the material, and
only when the patient has finally grasped the information do we feel
we have achieved our primary purpose in consultation.
We hope to continue to polish our skills to communicate in layman
terms, and to continue our daily studies so that we will be able to
provide patient-centered consultations.
Orthoptist／Yukako Kamiyama

レーザーエンジニアチームより
From The Laser Engineering Team

「進化するエキシマレーザー」
南青山アイクリニックグループは現在、3種類のエキシマレーザーを保
有しています 。2004年にはB&L社製テクノラス217z100を導入し、
NIDEK社製レーザーをEC-5000CX IIに、VISX社製レーザーをStarS4へ
バージョンアップし、すべての種類のレーザーでwavefront LASIKが可
能になりました。エキシマレーザーの進化は目覚ましく、各社とも手術成
績の向上のため新しい機能を次々と開発しています。
NIDEK社では手術中に患者様の目が動いてしまった場合に自動的
に追尾するETS（アイトラッキングシステム）
をより高速化、乱視矯正の精
度を高めるTED（トーションエラーディテクション）やカスタム照射に使用す
るソフトウェアFinal Fitのバージョンアップなどがありました。
B&L社はwavefront LASIK時に虹彩紋様を解析し瞳孔のズレを修
正するIR（アイリスリコグニション）や切除深度を節約するTS（ティシュー
セービング）のバージョンアップがありました。
VISX社はwavefront LASIKに使用する解析方法をより精度の高い
方式に変更しています。
現在は様々な施設でwavefront LASIKが可能なレーザーが導入され
ていますが、手術の結果は、
レーザー機器の性能だけでは良い結果を
得ることはできません。それぞれのレーザーの特徴を十分に理解し、使
いこなせるだけの知識と経験が重要にな
ってきます。
南青山アイクリニックでは、すべての手
術の結果をデータベース化し、分析・管理
しています。それらを手術にフィードバック
するために、
レーザーエンジニア・データ管
理者という専門スタッフを配置しています。
また、
レーザーを常に最良の状態に保つ
ために、3ヵ月ごとのメーカーエンジニアに

よるメンテナンスを行い、手術日以外にもレーザーエンジニアが調整を行い、
全ての患者様にベストな手術を提供できるよう日々努めています。
今後もエキシマレーザーは進化しつづけますが、南青山アイクリニッ
クでは安全性を第一に新しい技術をこれからも導入していきたいと思
います。
レーザーエンジニア／水流 成一

The Evolving Excimer Laser
Minamiaoyama Eye Clinic Group currently has 3 types of excimer
laser machines. In 2004 we purchased the B&L Technolas 217z100
and upgraded the NIDEK laser to an EC-5000CXII and the VISX
laser to a StarS4, making wavefront-guided LASIK surgery possible
on all three types of machines. The evolution of the excimer laser has
been remarkable, and each company is
developing new functions one after
another to enable better surgery results.
Nidek company provided upgraded
versions of the Final Fit software. It is
used for customized ablation, and raised
the precision level for the TED (Torsion
Error Detector) designed for correcting
astigmatism as well as increased the
speed of the ETS (Eye Tracking System)
that automatically tracks the movement
of the eye, in cases where the patients
may move their eye while in the middle of surgery.
B&L upgraded their TS (Tissue Saving) program that conserves
the depth of an excision, and also their IR (iris recognition) system
that corrects the misalignment of the pupil in wavefront-guided
LASIK through the analysis of iris patterns.
VISX company changed their analysis method used in their
wavefront-guided LASIK to a higher precision method.
You can find the wavefront-guided LASIK laser machines at many
different facilities lately, but the performance of the machinery alone
does not guarantee the surgery results. What is equally important is to
have full command of the machine's functions and to have the
experience and knowledge to use the machinery. At Minamiaoyama
Eye Clinic the results of every surgery are recorded in a database,
analyzed and maintained. Furthermore, to assure that this information
is fed back to the surgery team, we have in place a laser engineering
data management team.
In addition, we have tri-monthly routine maintenance checks
performed by the manufacturer's engineer to keep the machinery in
top condition. Besides these check-ups, our own in-house laser
engineer performs minor adjustments on non-surgery days so that we
are able to provide the best surgery possible for our patients. The
excimer laser will no doubt continue to evolve, but we here at
Minamiaoyama Eye Clinic want to continue to integrate new
technology while putting safety first.
Laser Engineer／ Seiichi Tsuru

受付チームより
From The Reception Team

「患者様の接遇について心がけていること」
私たち南青山アイクリニック東京の受付チームの主な業務は、検査セ
ンター・手術センターの受付、電話受付、事務になります。私たちが日々
心がけていることを３つ挙げます。
①心のこもった接遇 ②わかりやすい説明 ③クリニック内での情報の共有
①については、受付は病院で初めて患者様と接する窓口ですから、
クリニックのイメージが決まる第一歩ですので、大事な役割を担っている
と思います。南青山アイクリニックは医療施設といっても、病気を治すと
いう認識で来られる患者様はほとんどいらっしゃいません。プラスアルフ
ァの医療を求めて来院されます。サービスについても高いものが求めら
れます。私たちはそれを常に念頭におき、心のこもった接遇を提供できる
ように日々努力しています。
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②については、患者様が、
医師に聞けなかったことや、
不安に思っていることを受付
でお話しくださることがよくあ
ります。その際、
まず、親身に
なってお話しを聞くこと、
自分
たちの答えられる範囲の事は
わかりやすく的確にお伝えす
ること、医師の判断がいるものは必ず確認をとることなどを徹底していま
す。受付チームは3名が手術を受けておりますので、体験談も交えて、で
きるだけ患者様の不安を解消できるように心がけています。

patient, so that the patient is not repeatedly asked the same questions.
The most enjoyable and rewarding part of working in the reception
area of the surgery center at Minamiaoyama Eye Clinic is when the
patients who were there the previous day come in and say 'You were so
helpful yesterday.' or 'Oh, you're the person that helped me the other day.
Thank you so much.' It's not only that they remember us, but to think
that, in some small way, we are contributing to making them feel happy.
We are not actually able to be involved with the patient during the
surgery, but we have the important role of helping the patient be at ease
and answering carefully any questions they may have, so that they will
not be anxious before the surgery. If you are considering having surgery,
and you may be contemplating which facility to use, please visit us at
Minamiaoyama Eye Clinic. We look forward to meeting you!

③については、患者様からご質問があったものや、
お話いただいた事

Receptionist／Chinami Kabaya

は、
ささいなことでもカルテに情報を残すことを徹底しています。医師や
他のチームと情報を共有することが大切であること、同じことを患者様に
何度も伺ったりしないようにするためです。
私たちが南青山アイクリニックで働く中で、一番うれしいことは、手術
センターの受付を担当し、翌日検診の際に「昨日はお疲れさまでした」と

持続性と発展性をもつ組織を確立するには、人材・環境設備・経済

お声をかけると、
「昨日の方ですね、
ありがとうございました」と患者様に

力の３つの要素が不可欠であることは自明のことですが、
この３つのバ

笑顔でいわれたときです。覚えていてくださったことはもちろん、少しでも

ランスをうまくとりながら事業を展開し維持していくことは大変困難な道

お役に立てたのかなと、
とてもうれしくなってしまいます。私たちは実際

のりです。
しかし同時にそれは組織が取り組むべき課題であるといえます。

に手術に携わるわけではありませんが、緊張を和らげたり、親身になって
お答えすることで手術前の不安を少しでも取り除いてさしあげることが
最も重要な役割だと思っています。

レーザーを活用した視力矯正手術は、医療技術の進歩を物語るに留
まらず、人々の生活や人生観にも大きく影響を与える画期的な技術であ
るといえます。人々の生活の快適さを医療により実現したいという思い

手術をお考えの皆様、
どの施設を選ばれるか迷っていらっしゃるかと
思いますが、ぜひ一度、南青山アイクリニックに足を運んでみてください。
お待ちしております。

を原動力に、今、南青山アイクリニックは組織としての完成度を高めるた
め邁進しております。
現在、
レーザー手術に卓越した眼科専門医と看護師・技師・検査員・

受付／蒲谷 千奈美

A Welcoming Atmosphere for the Patient

患者様対応スタッフらが機能的なチームワークを生みだし、手技・患者様
対応では、迅速性・質の面で極めて高いレベルに到達しています。今
後は、横浜・福岡をはじめとする地域の各施設との連携を更に強化し、

The main tasks of the reception team at Minamiaoyama Eye Clinic
are the reception of patients for the Examination and Surgery Centers,
answering the phones and general clerical work. Here are the 3 things we
try to keep in mind everyday.

築を目指してまいります。技術・設備面の改善、人材教育、事業展開の

1. A heartwarming welcome

された組織を目指し、質の高い、かつ人の生活向上に貢献する医療サ

2. Simple explanations
3. Sharing of information within the clinic
The first point involves the reception area that is the doorway from
where the patient first 'encounters' the clinic, so their first impressions are
formed here. We believe this area plays an important role. Although
Minamiaoyama Eye Clinic is a medical facility, we don't think most
people perceive it as a place to have an illness healed. Instead, they come
seeking something extra and a high level of service is expected as well.
We keep all these factors
in mind and try daily to
provide a welcoming
atmosphere.
The second point
involves questions that
the patients forgot to ask
the doctor or some
concern they may have,
where they often then ask
the receptionist. In such a
case, we firmly instill the
principles of listening with care, answering simply but accurately to
questions within the realms of our ability, and to obtain confirmation
from the doctor for other issues needing their knowledge. Two members
of our reception team have also received LASIK, so they assertively share
about their experiences and try to relieve any concerns the patients may
have.
The third point is that we consistently write down on the patient's
medical chart even the smallest matter that a patient may have asked or
wanted to talk about with the doctor. This is because it is important to
relay to the other teams and the physicians the information regarding the
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マネージメントチームより
From The Management Team
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一人一人が自分の役割を十分認識しながら、一層機能的な組織の構
安定を基盤とする経済力、の三要素のバランスをとりながら、
マネジメント
ービスの提供を心がけてく所存でございます。
ジェネラルマネージャー／小田切 寛
In order to have an organization that has continuity and growth, the
necessity for the three indispensable elements of personnel,
environmental facilities and economic strength is evident. However, to
balance these three elements well while growing a business is a very tight
rope to walk. And yet, one can say that that is exactly what any
organization should do.
It can be said that refractive surgery using laser not only tells of the
advances in medical technology, but it is a technology that goes much
beyond that in greatly influencing the lifestyles and life perspectives of
people. Making the comfort level of these people's lives a reality for
them through medicine as our motivating force, we here at
Minamiaoyama Eye Clinic are striving to raise the bar as a whole group.
Currently, we have created a functioning team out of a group of
exceptional laser ophthalmology specialist physicians and nurses,
technicians, examiners and patient care staff. In the area of technique and
patient care, we have achieved an outstanding level of quality and speed.
For our future goals, along with strengthening our affiliation with the
Yokohama and Fukuoka clinics, we aim to build an even functionally
stronger organization through raising the understanding of each
individual's role for each member. While balancing the three elements of
technology and facilities, member education, and business development
as our foundation for economic strength, we hope to continue to be a
well-managed medical service with high standards, while contributing to
the improvement of people's lives.
General Manager／Yutaka Odagiri

安全とクオリティを守るための
南青山アイクリニック７つのシステム
私たちは、屈折矯正手術は近視、乱視、遠視を矯正して、
クオリティーオ
ブライフを向上させることを目的としたプラスの医療と考えております。眼
は感覚器の中でも視覚という重要な外的情報収集器官であるため、治療
の安全性は最優先されるべきものです。南青山アイクリニックでは、安全
性とクオリティを守るために次の『７つのシステム』を構築しています。
1. ドクターズミーティング
南青山アイクリニックグループのドクター全員と各チームリーダーが集まり、
2ヵ月に1回ミーティングを開催しています。症例報告や新しい技術に関
する情報交換や検討を活発に行っています。
2. 診療マニュアル・研修マニュアル
今までの経験をもとに診療マニュアル・研修マニュアルを作成していま
す。また、定期的に更新
し、常にハイレベルの医
療提供を目指しています。
3. 倫理委員会
新しい技術は、倫理委
員会で安全性、有効性
を詳細に検討し、導入す
るかどうかを決定してい
ます。
▲2ヵ月に1度、
ドクター全員が集まる
4. 危機管理マニュアル
「ドクターズミーティング」の風景
クリニック内でおきたイン
             
シデントについて、原因     
を追求し、再発を防止す
るための対応策を講じています。

5. 研究ミーティング
研究グループごとに毎月ミーティングを行い、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。
6. 全員参加の勉強会
年に１回、
ドクター、
スタッフが全員集まり、
それぞれの研究発表やゲスト
講師のレクチャーなど、
オープンなディスカッションを通して楽しく知識を
得るミーティングを行っています。
7. 学会発表
クリニックでの症例データは、
貴重なデータですので、
すべての症例をデー
タベース化し、積極的に学会で報告し、
日本・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。
そして、
これらをスムーズに機能させるために、南青山アイクリニックでは
「データ管理室」という部署を設けています。

   
 
        
      
It is our belief that refractive surgery is a supplementary medicine
with the goal of improving one's quality of life, via the correction of
nearsightedness, astigmatism and farsightedness. The eyes are sensory
organs and through the faculty of sight, they are one of the most
important organs to gather outside information in our bodies. Safety in
the treatment of our eyes should assume utmost importance. Here at the
Minamiaoyama Eye Clinic Group, we have established 7 unique systems
for maintaining the quality and safety levels in our medical treatment.

   !  
Once every two months, all of the Minamiaoyama Eye Clinic Group
physicians and each team leader gather for a doctors' meeting, actively
exchanging and deliberating information on various cases and new
technology.

"  #        
We now have a practice manual and a training manual created based on
our past experiences. In addition, we regularly update the manuals and
aim to consistently practice a high quality of treatment.

$     
All new technologies are considered in detail by the ethics committee
for its safety and effectiveness before the decision to incorporate such
technologies is made.

%      
We pursue the exact causes for incidents that occur at the eye clinic and

establish countermeasures and responses to prevent their reoccurrence.

& '   
Each research group meets monthly to discuss research plans and their
execution, conference presentation plans and progress on their theses.

( ) 

 *+ 

All of the staff and doctors attend an annual workshop meeting to have
an open and enjoyable forum, gaining more knowledge by inviting
guest lecturers and presenting research papers.

   #   
The data from each case is invaluable to our clinic, so each case is
recorded into a database and this information is actively reported at
various medical forums. We have a sense of duty to contribute to the
progress and improvement of refractive surgery both in Japan and
around the world.
Finally, to allow all of these systems to run smoothly, here at
Minamiaoyama Eye Clinic we have created a Data Management
Department.

南青山アイクリニックの重要なバックステージ
「データ管理室」
南青山アイクリニックが誇るもうひとつの大切な要素があります。
「デー
タ管理室」です。データ管理室は、
南青山アイクリニックの重要なバックステー
ジということができます。
各クリニックでの治療
データは直ちにデータ
ベースに入力されます。
科学的な根拠に基づ
き、安全でクオリティの
高い治療を患者様に
提供できるよう、
これら
は常に集計・分析され、
毎日の治 療にフィード
▲ミーティング中もすぐにデータの提供、検討ができるよう、
バックして活用させて
データ管理担当が必ず在席する。
             
いただいております 。  
          
データ管理室は、直接
患者様と接することはありませんが、医師、
スタッフをサポートする大きな力
となっています。
また、学会へも積極的に報告し、
日本の眼科医療に貢献すべくデータ
を公開しています。
もちろん、患者様のプライバシーは厳守のもとであるこ
とはいうまでもありません。
さらに、患者様が将来、白内障の手術を受けられるなどで過去の屈折
矯正手術のデータが必要となったときには、
いつでもすぐにご提供できる
よう、
その記録を保管しています。

 ,) - .+ 
     
/-      
There is one more area of which we are proud of at
Minamiaoyama Eye Clinic - the Data Management Department. The
Data Management Department could be called our valuable backstage
of the eye clinic. Data from each treatment
clinic is immediately recorded into a
database. In order to consistently provide
safe and exceptional quality of treatment
for our patients, this data is collected and
analyzed on a continual basis and fed back
into the treatment process everyday. The
Data Management Department does not
come in contact with the patients directly,
but is a powerful faculty of support for the
doctors and staff. In addition, we actively
▲データ管理室長 酒井誓子
    
and openly present reports and our data at
  
various medical conferences, in the hope
of contributing towards the field of
ophthalmology in Japan. At the same time, it goes without saying that
the privacy of our patients is heavily guarded and protected.
In addition when a patient have cataract surgery in the future, we
store every patients data so we are able to immediately access their
past refractive surgery details.
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研究レポート

Reports from Research Groups
QOTグループ

QOT (quality of vision, ocular surface, and topography) Group

リーダー ：戸田 郁子
メンバー ：堀 好子、中島 潔、佐藤 泰広、福本 光樹、
辻 一男、菅沼 隆之、加藤 直子、坪田 一男

南青山クリニックではリサーチにも力を入れておりますが、以
前は１）OS（オキュラーサーフェス）、2）視機能、3）角膜形状、4）
テクニカルの4チームで臨床＆基礎研究を行っておりましたが、
各サブジェクト間でオーバーラップするものが多いことや、多人数
で検討したほうが良いアイデアが生まれる、
ということから、テク

Chief :
Ikuko Toda
Members : Yoshiko Hori-Komai, Kiyoshi Nakajima,
Yasuhiro Sato, Teruki Fukumoto, Kazuo Tsuji,
Takayuki Suganuma, Naoko Asano-Kato,
and Kazuo Tsubota
Initially, we used to have 4 research groups: 1) Ocular
surface, 2) Visual function, 3) Topography, and 4) Surgical
technique. We found that some of these subjects have areas that
overlap. In order to improve the exchange of knowledge, we
merged groups 1, 2 and 3 and formed a new group-quality of
vision, ocular surface, and topography (QOT ) group.

ニカル以外のチームが合体し、QOTチームが誕生しました。
これを機に、
メンバーにはドクター以外のスタッフも加わり、
より
充実した研究ができるようになりました。月に1回リサーチミーティ
ングを行い、現在進行している研究の進捗状況報告、今後の学
会発表の予定、論文の進捗状況確認、新しいプロジェクトの計
画等を話し合っています。このミーティングのお陰で、毎回個人
の論文のデッドラインが確認されるため、いやでも投稿できるよう
になっています。
この2年間のプロジェクトとしては主に以下のものがあります。
１）ドライアイ関係：
重症ドライアイに対するLASIK
LASIK再手術後のドライアイの状態
LASIK前後の実用視力､ＴＳＡＳ：コンタクトレンズ装用との
比較
術後自己血清点眼の効果
２）視機能関係：
術後不正乱視例のフーリエ解析
LASIK術後のコントラスト感度
瞳孔ずれと視機能
アイトラッキングによる術後視機能改善
OATｚと術後視機能
LASIK術後の調節力
LASIKによるモノビジョン

Projects undertaken by us in last 2 years:

1) Dry eye related projects
LASIK for patients with severe dry eyes
Dry eyes after LASIK enhancement
Functional visual acuity in patients with LASIK and SCL
Efficacy of treatment with autologous serum eye drop for
treatment of dry eyes resulting from LASIK

2) Visual function related projects
Fourier analysis of patients who have undergone LASIK and
have irregular astigmatism
Contrast sensitivity after LASIK
Visual function of patients who have undergone LASIK and
have eccentric pupils
Visual function after LASIK surgery with an eye tracker
Visual function after LASIK with OATz
Accommodation after LASIK
Monovision
Aberration and visual field after LASIK
Comparison of visual function between LASIK and phakic IOL

3) Others
Long-term change in corneal endothelial count after LASIK
Accuracy of flap thickness in various microkeratomes
Long-term change in corneal thickness after LASIK
Visual outcome after LASIK in patients with asymmetric
and/or irregular astigmatism

LASIK術後の収差と視野
Phakic-IOL後の視機能、LASIKとの比較
３）その他：
LASIK術後長期の内皮細胞の変化
角膜フラップ厚の正確性
術後の角膜厚の経時的変化
非対称正乱視や不正乱視症例に対するLASIKの成績
今後はこの２年で新規に導入したWavefront LASIKについ
ての検討にも重点を置いていきたいと考えております。
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Dr.Toda and Dr.Hori-Komai received awards at
the International Nidek User s Meeting and the ESCRS,respectivity.

テクニカルグループ

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

リーダー ：荒井 宏幸
メンバー ：伊藤 光登志、山本 享宏、池田 宏一郎

「LASIKを超えて」

Beyond LASIK

テクニカルチームの目標は、臨床に即応した新しい技術の研
究と開発です。技術革新がめざましい屈折矯正手術の分野で、
常に最新の技術が提供できる体制をとるために努力をしています。
新しい手術方法や機器の精度評価だけでなく、手術をよりスムー
ズに行うための器具の開発や、
よりすみやかな術後の視力回
復のため、薬剤の使い方や術式の工夫なども研究の対象とし
ています。
最近では、wavefrontシステムの解析プログラムをバージョンアッ
プし、
より精度を高めると同時に、術中の眼の回旋を検知するシ
ステムが完成し導入が決定いたしました。このシステムにより、
wavefrontシステムの効果がより正確に反映され、
さらにquality
の高い視力を提供できると考えています。
最強度近視に対するphakic IOLにおいては、術式の改良に
よる効果がめざましく、術後の視力はLASIKと同等以上の結果
が出ています。最近では、phakic IOLを希望されて来院される
方も多くなり、国内で数少ないphakic IOL対応施設の中でも有
数の症例数となりました。近い将来には、phakic IOLのレンズ
自体が改良され、小さい切開創から挿入できるようになるため、
手術時のストレスも大幅に改善されるでしょう。
南青山アイクリニックは、円錐角膜に対するICRSや調節可能
眼内レンズなど、
まだまだ国内ではあまり行われていない手術に
関して、
その結果を報告し広く認知して頂くという使命があります。
今後も、屈折矯正手術におけるパイオニアとして、努力を惜しま
ず前進したいと考えています。

Technical Group

The goal of the technical team is the research of new
technology and its development for rapid clinical adaptation. In
this revolutionary field of refractive surgery, we strive to position
ourselves as consistently providing the latest technologies. The
objective of our research is not only new forms of surgery or the
evaluation of the precision level of the machines, but also to
develop instruments for the surgery to go smoothly, or to figure
out creative procedures in the surgery like means of
administering the medicine for the quick recovery of eyesight.
Recently, we upgraded the analysis program for the wavefrontguided system. Along with raising the precision level, the system
for mapping the cyclotorsion of the eye was completed and so we
made a decision to incorporate this as well. With this system, the
effectiveness of the wavefront system is accurately demonstrated
and we believe a higher quality of eyesight can be provided.
In the field of phakic IOL, the effects from improvements in
the procedures have been amazing. They have been improved to
the point that the eyesight results have been comparable to those
with LASIK. Recently, the number of patients choosing phakic
IOL has risen, making our clinic one of the few in the nation
equipped to handle phakic IOL cases. In the near future, the
phakic IOL lens itself will be revamped, enabling its insertion
through a small incision which, in turn, will also lower the stress
level in an operation immensely.
At Minamiaoyama Eye Clinic, we have a mission to report
on and raise the awareness level about surgeries such as the ICRS
for keratoconus or the adjustable intraocular lens procedures that
are not yet being performed in Japan. We hope to continue to be
pioneers in the field of refractive surgery, and give our efforts
unsparingly towards future advancements.

円錐角膜の収差解析図
Wavefront Maps for Keratoconus
wavefront 理論による眼の収差
Optical Aberration based on Wavefront Theory
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クリニック紹介

Laser Vision Correction Centers
東京・横浜・福岡・静岡・名古屋・大阪
Tokyo,Yokohama,Fukuoka,Shizuoka,Nagoya,Osaka

南青山アイクリニック 東京

 

南青山アイクリニック東京は、1997年6月に開院し、
まもなく8周
年を迎えます。南青山アイクリニックグループは全国5施設におい
てエキシマレーザー屈折矯正手術を行っていますが、
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。
手術に使用するエキシマレーザーはNIDEK社のEC5000-CXII
を2台とBausch&Lomb社のTechnolas 217ｚ100を1台導入して
おります。これらのエキシマレーザーは今年バージョンアップにより
カスタム照射の機能を追加してウェーブフロントレーシックも実施で
きるようになり、現在国内で可能な限りの最新のシステムとなりま
した。これら最新のシステムでの最高の技術を1人でも多くの患
者様に提供できるよう、
土曜日･日曜日･祝日
（月曜日・火曜日を除く）
も診察を行っており、手術は週3回（水曜日・金曜日・土曜日）行っ
ております。
サービス面でも常に患者様の立場で考えてニーズにお応えし、
すべての患者様に見える喜びと安心感を提供できるよう、定期的
に各チームの代表でミーティングを開催してより質の高い医療を
提供できるよう常に心がけています。
また、国内外への学会への参加、医師・スタッフの学会発表も積
極的に行っております。これは医療進歩へ貢献する姿勢の表れ
だと思っています。
このように我々は常に屈折矯正手術における最高水準を維持
するために、
日々成長できるように努力をしてまいりました。今後も
日々精進しながらさらなるレベルアップを図り、医師、看護師、
レー
ザーエンジニア、視能訓練士、受付、業務管理スタッフ、すべての
スタッフが皆様へ世界最高水準の医療とサービスの提供に努め
てまいりたいと思います。
日
通常

火

水
外来

木

土
外来

外来

休診

手術

手術

10:00 - 13:00

○

○

電話受付

○

○

○

○

14:00 - 18:00

○

○

電話受付

○

○

○

○

外来

外来

手術

手術

×

×
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手術

外来
手術

外来

金
外来

外来

祝・祭日
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月

外来





 

It will be close to eight years since Minamiaoyama Eye
Clinic Tokyo was opened in June of 1997. The Minamiaoyama
Eye Clinic Group performs excimer laser refractive surgery in
five facilities throughout Japan, and Minamiaoyama Eye Clinic
Tokyo can be said to be the main clinic in the Group.
We have two NIDEK EC5000-CXII excimer laser machines
and one Bausch &Lomb Technolas 217z100 machine for use in
our surgeries. These were further upgraded just this year, so that
we are now able to perform customized laser ablation as well as
wavefront-guided LASIK, making them the most advanced
systems currently available in Japan. In order to make this
cutting-edge technology available to as many people as possible,
our clinic is open on Saturdays, Sundays and even holidays
(except for Mondays and Tuesdays) and surgeries are performed
on three days a week (Wednesdays, Fridays and Saturdays).
In the area of service, the heads of each team meet regularly
to discuss means of providing a higher level of service and
medicine, by putting ourselves in the shoes of the patients. We
want every patient to know the joy and peace of mind of being
able to see correctly.
In addition, we actively participate in domestic and
international medical conferences and encourage presentations
by our staff and physicians. This spirit is founded in an attitude
of wanting to contribute towards the advancement of medicine.
In this way, we position ourselves in a manner where we are
able to maintain the highest standards in refractive surgery by
daily development and stretching ourselves as well. The doctors,
the nurses, the laser technicians, the orthoptists, the receptionists
and the office staff, each and every member of our team will
continue to devote ourselves to raising our standards, so that we
will be able to continue providing you with the world's highest
level of medicine and service.

 

南青山アイクリニック 横浜

南青山アイクリニック横浜は、横浜みなとみらい地区に１９９９年４
月の開院以来満５年が過ぎました。その間症例数は4500眼を超え、
着実に数字を伸ばしています。
２００４年２月には当院の所在するクイーンズタワーの直下に、みなと
みらい線の「みなとみらい駅」が開通オープンしてアクセスが格段に
よくなり、皆様のご来院には一層便利になったかと思います。
当クリニックはグループの中においても先端的な医療を提供する
クリニックと位置づけられ、Wavefront LASIKをいち早く導入し国内
でも有数の症例数を数えています。
またLASIKのみに止まらず他の手術においても、白内障の患者
様への老眼を改善する−調節可能眼内レンズ「アコモダティブＩＯＬ」
や円錐角膜の患者様にはその進行を遅らせ、視力矯正の補助に
なる−角膜内リング「ＩＣＲＳ」、
そしてＬＡＳＩＫが不適応の超強度近
視の患者様には−有水晶体眼内レンズ「フェイキックＩＯＬ」等と屈
折矯正でお悩みの患者様にあらゆる方法でアドバイスと医療技術
が提供できるよう研究、努力を重ねております。
またスタッフ一同、横浜だけでなく全国からいらっしゃる患者様に
対して、視力回復のことはもとより、術前術後の不安や生活面でも
快適にお過ごしいただくよう、細やかな心配りとご相談をお受けでき
るよう努めております。
これからも
「南青山アイクリニック横浜」の名前に誇りを持って、皆
様の信頼と安心を支えに研鑽を積んでいきたいと思っております。
日

月

火

水

木

通常

休診

外来

休診

外来

外来

金

土

10:00 - 12:00

×

○

×

○

○

○

○

13:00 - 18:00

×

○

×

○

○

○

○

祝・祭日

×

×

×

×

×

×

金曜手術時診察

外来
手術

外来

×
○

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。おかげさまで開院
以来、福岡での症例数も2,900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、屈折矯正手術に関しては、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、
コンタクトレンズに代わる第3の
選択肢として手術希望者も年々増加しています。
しかしながら、国内での手術症例数はアメリカなどの諸外国に
比べてみても、
まだまだ少ないのが現状です。その為にも、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ように、
常に技術の向上とサー
ビスに努めています。
日

月

火

水

木

電話受付

外来

休診

外来

休診
通常
外来

金

土

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

×

×

  

It has been a full five
years since Minamiaoyama
Eye Clinic Yokohama opened
in April of 1999 in the
Minatomirai district of
Yokohama City. During that
time we have treated over
4500 eyes and the numbers
are still growing.
In February of 2004, the Minatomirai Station of the Minatomirai
,
[Railway] Line opened directly under the Queen s Tower in which we have
our clinic, and accessibility for our patients has greatly improved. Our
clinic, chosen as one of the clinics providing progressive medicine even
within our Group, was one of the first to incorporate wavefront-guided
LASIK and our number of cases handled ranks as one of the highest in
Japan. In addition, we not only offer LASIK surgery, but other refractive
surgery treatments: for patients with cataracts, we can perform the
Accommodative Intraocular Lens (IOL) surgery that will correct their agerelated farsightedness; for patients with deformed cornea (keratoconus), we
can offer the ICRS, Intrastromal Corneal Ring Segments procedure that will
curb the progression of the keratoconus and will bolster their eyesight; and
for those with extremely strong nearsightedness for whom LASIK is not an
option, we can offer the phakic IOL procedure. We strive to provide a
variety of different refractive surgery options, good advice, and medical
treatment technologies for our patients suffering from deteriorated eyesight.
Furthermore, our staff not only aims to accommodate patients from the
Yokohama area with the restoration of their eyesight, but to answer any
concerns they may have regarding pre or post operative conditions, and
provide counseling to people all over Japan, if only to improve their
lifestyles.
We hope to continue to sharpen our skills, encouraged by the trust and
peace of mind that we have seen established in our patients, and to take
pride in bearing the name of Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama .

 

南青山アイクリニック 福岡







 

Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka opened in the new area
of Fukuoka City called Hakata Riverlane in October of 1999.
Thanks to our customers, we have treated over 2,900 cases since
that time and have been highly regarded not only among the
residents of Fukuoka City, but also the whole of Kyushu Island.
Recently, refractive surgery has been taken up as a topic in
much of the media, internet and other venues, so that refractive
surgery has become a viable third option following eyeglasses
and contact lens for many, resulting in an annual increase in the
number of those elective surgery. However, the reality is that
compared to overseas countries such as the United States, the
actual number of cases are still very few. For this reason, it is
important to provide the patients with accurate information and
knowledge regarding this service.
At our clinic, we strive
to continue to raise our
standards of service and
skills so that every patient
that visits us will be
satisfied, and realize the
joy of being able to see
with their naked eyes.

Laser Vision Correction Centers
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アイクリニック 静岡・菊川眼科 Eye Clinic Shizuoka・Kikugawa Eye Clinic
２０００年１１月、南青山アイクリニックグループ『アイクリニック静
岡』は、静岡県静岡市に開院ました。そして２００４年１０月より、
LASIK執刀医池田宏一郎が院長を務める『菊川眼科』と合併し、
『医療法人社団アイクリニック静岡・菊川眼科』として静岡県小
笠郡菊川町（２００５年１月より菊川市）に拠点を移しました。
菊川町は静岡市から西に約５０ｋｍの場所にあり、人口約３万
人で、周辺は山や茶畑に囲まれています。静岡市と比べると環
境は大きく変わりましたが、現在でもLASIKを受ける為に県内全
域から多くの方々菊川眼科に来院されています。
周辺地域には眼科医院が少ない為、
この地域では既に欠か
せない存在となっています。菊川眼科は地域医療に貢献する
と共に、屈折矯正手術においても世界最高水準の医療を提供
できるよう今後も努めて参りたいと思います。

いりなか眼科

Laser Vision Correction Centers

Kikugawa-cho is located 50 kilometers east of Shizuoka City and
has a population of 300,000, and is situated in a rural community
surrounded by tea fields and hills. The surrounding area is completely
different than that of the former location of Shizuoka City, but many
people still come from all over the prefecture to receive LASIK surgery at
the Kikugawa Eye Clinic.
There are few eye clinics in the area and our clinic has become an
invaluable part of the community. Here at the Kikugawa Eye Clinic, we
hope to continue in our contribution not only to the healthcare of the local
area, but also to the provision of world-class refractive surgery.

 052-835-1331

Inazawa Clinic

Here at the Irinaka Eye Clinic, we have been performing LASIK
surgery in the Nagoya City area since last year as part of the
Minamiaoyama Eye Clinic Group. We relocated, but in keeping with the
Minamiaoyama Eye Clinic tradition we aim to provide a high standard of
LASIK treatment for our patients.
As for other characteristics of our clinic, we provide same-day
cataract surgery, ortho-keratology treatment, treatment of nearsightedness
and cataracts so that we can assist as many patients as possible.
In the future we hope to
continue to work with dry
eye and cornea patients. If
you are a young eye doctor
and are interested in new
ophthalmology technology,
please feel free to come and
observe. Your interest and
contribution will be warmly
welcomed.

（提携施設）

稲 澤クリニックは2 0 0 4 年 5月に開 院し、
９月現 在 2 5 0 例 の
LASIK症例数となりました。
開院以来、南青山アイクリニック大阪の頃からの患者様にも
多くのご紹介をいただいています。これは院長はじめスタッフ全
員が、常々患者様の立場に立ちLASIKを理解していただき、手
術を受けることによって多くの感動を体験していただくよう日々
の業務に当たっている成果と自負しております。
関西の眼科医とのネットワークを強化し、他院からも多くの患
者様をご紹介いただいております。また、多くのドクターにLASIK
を見学していただく機会も増えました。
一人でも多くの患者様に
「稲澤クリニックでLASIKを
受けて本当によかった！」と
心より思って頂けるよう、
日々
研鑽を積んでいく所存です。
今後ともどうぞよろしくお願
いします。
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In November of 2000 the Minamiaoyama Eye Clinic Group “Eye
Clinic Shizuoka” opened in Shizuoka City of Shizuoka Prefecture. In
October of 2004 they merged with the Kikugawa Ganka eye clinic, for
which the director was Dr. Kouichiro Ikeda, a LASIK surgeon. They then
relocated their clinic to Kikugawa-cho, Ogasa-gun in Shizuoka Prefecture
(as of January 1, 2005 to be known as Kikugawa City) as the “Medical
Corporation Eye Clinic Shizuoka: Kikugawa Eye Clinic”.

Irinaka Eye Clinic

いりなか眼科クリニックは、昨年より南青アイクリニックグルー
プ名古屋としてレーシック手術を行っております。場所の移転が
ありましたが、南青山アイクリニックと連携し高いレベルのレーシッ
ク治療を心がけ実践しております。
その他、特色としましては、
日帰り白
内障手術やオルソケラトロジーなども行い、
近視治療をはじめ白内障治療など少し
でも多くの患者様に喜んで頂けるよう
に頑張っております。今後もドライアイを
はじめ角膜疾患にも力を入れていきた
いと思います。
また、新しい眼科治療にご興味があ
る若い眼科の先生などおられましたら
いつでも見学に来てください。ご一緒
に勉強していきましょう。

稲澤クリニック

 0120-049-446

 06-6190-1210

The Inazawa Clinic was opened in May of
2004, and has treated approximately 250 patients
as of September. Since our beginning, we have
received many referrals from patients we knew
when we were Minamiaoyama Eye Clinic Osaka.
We areconvinced this is because, starting with
the director and continuing with every member
of staff, each person tries daily to place ourselves
in the shoes of the patient and attempts to have
them understand LASIK surgery, so that they can
experience the joy that comes with its results. We
hope to contribute to the network of eye doctors in the Kansai area and
have received many referrals from other clinics as well. In addition, we
are seeing a growing number of physicians who have come to observe the
LASIK treatment.
Everyday we strive to improve our practice and look forward to
hearing an increasing number of people say I m so glad that I had
LASIK surgery at the Inazawa Clinic . We appreciate your continued
support.

患者様からのメッセージ

Messages from Patients
山口 かつみ

様

40歳

手 術 日：2004/8/21
手術前視力：右 0.1 左
手術後視力：右 1.5 左

体験談

0.5
1.5

漫画家という職業に就いて20年弱・・・。両眼1.5あったはず
の視力が、薄暗い部屋の電気スタンドとライトテーブル(机が光り
原稿を透かす特殊な台)と至近距離に置かれたテレビの為か
0.1と0.5に！(乱視入り)。普段、
コンタクトも眼鏡もしていなかった
為、映画の字幕が読めなくなり、最近まで走り屋を題材にした作
品(オーバーレブ！)を描いていた為に、夜の峠などに取材に行く
事が多かったのですが、夜の運転が困難となり、特に雨が降る
夜などは、万華鏡のような世界を走るカンジでした。現代社会が、
ハイビジョン放送、デジタルカメラの画素数、携帯電話の液晶な
どがハイクォリティになってゆく今、
自身の眼のクォリティを上げる
事が先決と思い、手術に踏み切りました。

プロフィール

LASIK

漫画家

レーシック手術を受けた今、
その時の事を思うと、
よくまあそん
な状態で運転などしていたものだ・
・
・と。事故らなかったのは運
が良かっただけなんだ・
・
・と 。今考えるとゾッとします。漫画を描
いている時も、細かい絵によりいっそうの配慮が出来るようになり、
滲んで見えていたカラーイラストなどもはっきりと色を入れられる
ようになり、良いことづくめです！職業柄、
目というのは重要だと
言うのを再認識させられ、やってヨカッタという思いで一杯です！

出 身 地：福岡県
生年月日：1965年1月24日
1986年「らじかる好キャンティ」でデビュー
1997年からヤングサンデーに連載された、
「オーバーレブ！」は、単行本が630万部を 超える大ヒットとなった。
2005年3月からビッグコミックスピリッツで「たくなび」を連載中

吉澤 美代子

様

LASIK

40歳

手 術 日：2004/7/16
手術前視力：右 0.1 左
手術後視力：右 0.7 左

体験談

0.3
0.9

私は老視と乱視のため、近くも遠くも見えづらく、新聞を読む時、
パソコン、
テレビもいつも遠近両用レンズのメガネが必要で、
自然
と本を読まなくなっていました。特にお化粧の時はとても困りまし
た。また、鼻の所にメガネの型が残ることもイヤでした。不便な思
いや、
メガネを失くすことも多々ありました。
そんな時、
レーザーによる治療ができることを知り、少し不安も
ありましたが、思いきって治療を受けました。短時間で痛みもなく、
こんなものかと拍子抜けしました。右目治療後に、
メガネなしで新
聞が読めた時は感激でした。
しかし、いつもの距離からテレビを
見たところ、
もうひとつ見えづらく、完璧とはいかないのかなと思
いつつ、
左目の治療が終り、
時が過ぎるごとに良く見えるようになっ

てきました。
今ではメガネナシの生
活を幸福に思います 。若
くなったと言われ、坪田先
生に感謝しております。
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患者様からのメッセージ

Messages from Patients
平福 登喜子

様

LASIK

26歳

手 術 日： 2003/8/1
手術前視力： 右 0.1 左
手術後視力： 右 2.0 左

0.1
1.5

1年前にTVで近視をレーザーにより治す特集として、患者から
見た手術風景を放送していました。興味を持って調べた所、江
坂（大阪）にある医院で説明会を開催することがわかり参加しま
した。
しかし数日後に東京転勤となりこの話は忘れました。その
後も医院から定期的にニュースがメール配信され、試しに送信し
た質問にも懇切丁寧な回答が届いたので、6月に青山にある南
青山アイクリニック東京へ適応検査に伺いました。検査はよくあ
る屈折検査（覗くと気球が見えるもの）
から点眼麻酔や散瞳剤（瞳
孔を開く薬）
を用いて角膜の隅々を調べる検査まで2時間程か
かりました。最後に診察室にいた医師は偶然にも説明会で会っ
た先生だったので、縁だと思い8月の夏期休暇に手術する事を
決めました。手術前日に最終検査まで行いましたが、
これは手術
でどの位の近視・乱視を治療するかを決める為の視力検査が
中心のものでした。
私の目標視力は「1.5」との事でした。LASIK（Laser in situ
Keratomileusis）手術は点眼麻酔後に角膜を薄く削いで蓋（フ
ラップ）
を作り、
フラップをめくってレーザー照射により屈折角度を
変えて、再びフラップを戻す手術です。私が手術する日は15名
程の方が受けるとの事でした。手術30分前に点眼麻酔と顔の
消毒を終え、
その後に先生と最終打合せを行いました。そしてレー
ザー機器の影響で非常に寒い手術室に入りました。
2名の看護師とレーザー担当、執刀医の4名のスタッフがいま
した。看護師が私の名前と角膜の状態を読み上げる声が聞こ
えました。私は手術台に横になり、顔の上半分にシールを貼られ、
さらにその上に睫毛を覆うシールが貼られました。そして瞼を開
くはりがね状の機械が取り付けられました。これによりまばたきが
できない状態になったので、看護師が絶えず目薬を行っていま
した。真上にレーザー照射機があり、赤いランプに眼の焦点が合っ
た所で、瞼を開く機械をさらに広げました。
「赤いランプを見続けて下さい。大きな音が聞こえますが心配
無いですからね。」と先生が言った後、
キュルキュルと音がして
角膜を削ぐ機械が眼球に固定されました。
「赤いランプが見えな
くなりますが、心配無いですからね。」と聞こえた後真っ暗になり
ました（この時、角膜を削いでフラップをめくる作業が行われまし
た）。その後白いシートをかぶせ再び赤いランプが見えました。レー
ザーで照射する場所以外を先生が手で覆い、
レーザー照射が
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体験談

始まりました。
「赤いランプを
見 続けていて下さい 。大 変
順調ですよ。」の先生の声の
向こうでレーザー担当が「15
秒経過…5秒前、4、3」と言っ
ているのが聞こえました。照
射中はパチパチと音が聞こえ、
少し焦げ臭く、赤いランプは
線香花火のように見えました。
照射が終わり白いシートが外され、大量の目薬が注がれました。
その後フラップを白いハケでならしている場面の先に、
レーザー
照射機のネジがマイナスである事まではっきりわかりました「うわ
見えた」と思った途端左目の手術となりました。
両目の手術が終わり、顕微鏡で眼球の状態を確認した後回
復室で休憩しました。その部屋に飾ってあった絵も、待合室で流
れていたマトリックスの字幕もはっきり見えました。手術は先生の
励ましを聞いている内に終わった感じです。削いだりめくったり
等の恐怖の部分は、乾燥防止の為絶えず目薬が注がれ、水の
中の視界なので全くわかりませんでした。
当日はぴりぴりする痛みがありましたが、翌日検診の時には消
失していました。視力は目標の「1.5」が出ていました。その後フラッ
プが見たいと言って先生に眼球を見せてもらいましたが、削いだ
形跡は全く見えませんでした。
他に、当医院で週に50人位の方が手術を受けると聞き、
ポピュ
ラーになりつつあるのだなと思いました。ただひとつ残念なのが、
眼球を固定する際、白目の血管が傷ついてしまい内出血となっ
たことです。(全治2週間)。5年前にこの手術を受けたさくらもも
こが「50万円の費用と覚悟と勇気」が必要と言っていましたが、
後ろの2つはいらない位あっという間に終わりました。
私はずっと眼鏡の違和感とコンタクトレンズの異物感に苦しん
でいたので、思い切って手術をして良かったと思います。

小椋 佳子

様

Wavefront LASIK

35歳

手 術 日： 2004/6/18
手術前視力： 右 0.09
左
手術後視力： 右 2.0
左

体験談

0.06
1.5

有名人や著名人の方々の体験談を読んでも全く身近に感じ
られず、
目玉にレーザーなんて!?と私には縁がないものだと思って
いました。不便はいつも感じていましたが。ジョギングてでは眼に
ごみが入り痛いから、
サーフィンは度付きゴーグルをする訳にもい
かず、裸眼。朝、
目覚ましをとめたら、
まず眼鏡を探す。コンタクトレ
ンズは長時間つけると充血し、視力が落ち、遠近感も鈍る。等々。

実は従来のレーシックとウェーブフロントレーシックの違いをあま
り理解していませんでした。
もちろん、丁寧な説明もあり、同意書
にもサインをしたのですが・
・
・。一言で よりよい方法 と認識しま
した。
レーシックを受けたいと思っている人間は視力を上げたい！
！
それだけだと思うのです。見えるようになりたい！という願望が強
すぎて、
ウワの空だったのでしょうね。

2004年に入り、いよいよコンタクトレンズが合わなくなり、眼鏡
のみの生活が始まるのか、
と思っていた時、私にガンの宣告がな
されました。初期段階ではありましたが、
あと数ヶ月遅かったら・
・
・
と言われました。命拾いをして、
自分の人生一度だけ。やりたい
ことをやってみたい！と心より思うようになりました。身近に体験し
た方がいたので、安心感も出来、迷わず南青山アイクリニック横
浜の門をたたいたのです。

現在では、車の運転、16年ぶりのオートバイも楽しんでいます。
夜空の星々美しい景色もはっきりと見ることが出来ます。12月に
は初フルマラソンも完走しました。術後から現在も、朝目覚めると、
まずはドライアイを防ぐ目薬を使っています。せっかく手術をした目、
大切にしたいですから。

この手術はあっという間に終わりました。体験した方のお話と
相違ありませんでした。体験談を心底、信じられた瞬間でした。
見えるんです。本当に見えるんです。乱視も驚くほどに改善され
ました。

柳川 京子

様

46歳

2004年は様々なことがありましたが、
この手術は私の人生を明
るくしてくれました。
福本先生、
スタッフの皆様、
ありがとう！ 思い切った突然の決
断を認めてくれた主人にも感謝します。

フェイキックIOL

体験談

手 術 日： 右眼 2001/2/20 左眼 2001/4/17
手術前視力： 右 0.04
左 0.05
手術後視力： 右 1.5
左 1.5

「視力は良くなる｣ − このことを私が初めて知ったのは、
News Week誌1997年６月11日号でした。その後、新聞でDr. 坪
田一男のことを知り、2001年２月に視力矯正手術を受けることに
なりました。
運動好きな私にとっては、
メガネもコンタクトレンズも、決して快適
な医療器具とはいえないものでした。メガネは汗をかくと、
レンズが曇っ
たり、鼻からずり落ちたりして煩わしく、
コンタクトレンズは、風が強い
ゴルフ場には不向き。特に、
ドライアイの私にとってはなおさらです。
私の目に合う手術はPhakic IOL。右が−8.75Ｄ、左が−9.5Ｄ
の強度近視であり、角膜の厚みがさほどないためです。
「近視は
20分で治る」というDr. 坪田一男の本を読み、予備知識を得、Dr.
福本光樹からLASIKとPhakic IOLとの違いの説明を受け、十分
に納得したうえでの私の選択です。ですから、医学的な不安とい
うものは全くありませんでした。

手術後、Dr. 坪田一男から｢おめでとう｣メッセージを添えた「ご
きげんだからうまくいく」の本をいただき、
「Phakic IOLの手術後、
LASIKで角膜を削り微調整することなく、視力が1.5でたのはあな
たが初めてです。成功です。」
と言われました。
Ｄｒ．
福本光樹も
「角
膜が自然な状態なので、
目に入る光の質はいいです。」と言って
くださいました。
｢今まで私の視力を損していたなあ｣と思いつつ｢見える｣という
ことが自然なことであるということに感動しました。
「見える」という
喜びを二度と失いたくないと思います。Dr. 坪田一男、Dr. 福本
光樹には今も心から感謝しております。ありがとうございました。
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海老澤 貞幸

様

角膜内リング

35歳

手 術 日： 2004/6/18
手術前視力： 右 0.09
左
手術後視力： 右 2.0
左

0.06
1.5

人生の出会いが手術のきっかけになった角膜移植、角膜リン
グ治療。やってよかった。この思い、情報を多くの人に伝えたい！
ひどい円錐角膜でどんどん視力が低下し見えなくなって、ハー
ドコンタクトレンズも痛くてつけていられなかった。円錐角膜が進
んだ自覚症状だった。円錐角膜で見えないというのはとてもひど
い乱視という感じ。かなり進行してこないと自覚症状はでてこな
いし真剣に治療について考えなかった。
はじめて円錐角膜ということがわかったのは中学２年生の時、
急に視力が下がるなどいきなり眼が悪くなったのでメガネを作りに
メガネやさんに行ったところ、機械で計測をして円錐角膜だと言わ
れた。でもその時は将来円錐角膜の進行がもたらす状況という
事についての詳しいことを聞くよしもなかった。
ところが、
その後も視力が低下してきた。でも自分も眼が悪い（視
力低下）
という認識しかなくて、回りもそうなんだという感覚でしか
なかった。円錐角膜が進行していると知ったのは眼科に行って
診てもらってからだった。治療についていろんな眼科に行って聞
いてみた。眼科医の見解もまちまちだった。効果的な治療法の最
終手段は角膜移植であり、
それを受けるには海外へ行くしかない
ということだった。角膜移植をしないといけない…愕然とした。気
が遠くなるような話だ。海外で角膜移植を受けるということなど、
と
ても現実的でなく、
あまりにも未知数な話で自分自身もそんなこと
はできないと思った。その頃には右眼が特に見えなくなって、夜の
運転もとても怖かった。眼で物を見るというより感覚でみている感
じのところもあった。近い将来自分はこのまま視力が低下し見えな
くなる…とあきらめかけていた。
そんな時、東京歯科大学角膜センターアイバンクの篠崎センター
長と父親が偶然に出会ったのです。そして篠崎先生から日本で
も角膜移植が行えること、手術経験のある先生がいるということ、
輸入角膜で行えば、待機時間も少なくて済むということ、既に日
本でも人工角膜の研究が進んでいるなど、初めて聴き、
いろいろ
と教えてもらえた。偶然が幸運を呼んだとしか思えない。よし、
日本
で角膜移植を受けよう。そう決心して手術を受けた。執刀医師は
坪田先生だった。
坪田先生は、患者である自分に対して納得できるまで話してく

佐久間 都世

様

目が若返ると気持ちも若返ります。これは年齢的に仕方のな
いことですが、体が疲労してくると、
目からきます。目が疲れてくる
と、肩が張りますし、頭痛もします。お若い方は、
まだ経験ないと
思いますけど。とっても大変なものだと思います。それが、全部排
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左から、執刀医 坪田医師・奥様・海老澤貞幸様

角膜移植には拒絶反応が出るなどリスクもあって不安もあったが、
やってよかった。本当に良かった。角膜移植から2年、今度は左
眼も視力が落ちてきた。こちらも円錐角膜の進行が原因だ。左眼
も角膜移植をしなければならなくなったかと坪田先生に診てもらっ
たところ、瞳がとてもきれいだし残しておこう。角膜移植はやらなく
て済むのであればそれに越したことはない。と現状で治療可能な
円錐角膜の進行を抑える、予防する意味で角膜リングをすすめら
れた。
迷うことはなかった。先生に任せるのが一番だと思った。今日
の手術は右眼に角膜リングをいれるものだった。
リングをいれる感
じはわかった。痛みもなくあっという間だった。これで円錐角膜の
進行が落ち着けばソフトコンタクトレンズでの矯正が可能になるか
もしれない。本当にすごい技術だ。自分と同じ症状の人も多くい
るのではないかと思う。
ただ、
こういった治療に健康保険が適応されないのは残念だ。
費用面でとても大変だから。円錐角膜が原因で視力低下になる
ということは眼の異常であり病気であるからなのに…と。
また、
角膜移植についても日本でしっかりとした先生がいること、
施設があること、角膜センターアイバンクで先生が行っている研究
についても多くの人に知ってもらいたい。医療は進歩しているし、
情報も自由に得られる時代なのに、
日本はいろんな意味で情報
が遅れていると思う。自分の体験が少しでも医療の発展に役立っ
てもらえたらとても嬉しい。
※角膜センターアイバンクのURL…
http://www.eyebank.or.jp/

体験談

0.06
1.5

手術中は、
ＳＦ映画の中の神秘的なシーンの中に自分が入っ
ているようでした。明かりが正面から入ってきて、
さながら太陽を
正面から見るようでした。あとは、ぼやーっと雲が動くような、
オー
ロラを見るとあんな状態なのか、
ゆっくりとした流れの中にいるよ
うな感じでした。その中で時々ちょっとした痛みで現実に戻される
ことはありましたが、
それも２回ほどで、
あとは痛みもなくずーと映
画の中にいるようでした。

34

れた。そうしてくれ
ようと努めている事
がわかった。そして
何より明るくていつ
も元気 。笑顔がす
ごくいい 。大 変な
手術だけど安心し
て任せられた。

アコモダティブIOL

67歳

手 術 日： 2004/2/24
手術前視力： 右 0.09
左
手術後視力： 右 1.5
左

体験談

除されていく楽しみを今日から味わいます。手術直後ですが、手
術をした右眼は眼帯を外していただいた時に、前にいる方の顔
がはっきり見えました。手術をしていない左眼は老眼鏡をかけて
いないので、
こちらはぼやけているのですが、不思議な感覚でし
た。感動しました。
先生は遠近を見るための調節力を１ヵ月ぐらいかけてつけて
いくとおっしゃていました。それが直った時には、
うまく見えるのか
なと思います。朝起きた時から、寝るまでメガネなしの生活をした
ことがこれまでありませんので、
どういうものか、明日の翌日検査で
眼帯をはずした帰り道が楽しみです。
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荒井宏幸. 屈折矯正手術の未来-Accommodative IOL. 第19回日本眼内レンズ屈折手術学会, 福岡, 2004/6.
荒井宏幸. Wavefront-guided LASIK カスタムLASIKの適応検査から手術までの実際. 第19回日本眼内レンズ屈折手術学会, 福岡, 2004/6.
荒井宏幸. 屈折矯正手術について. 7人会, 北海道, 2004/7.
荒井宏幸. 屈折矯正手術の現況. 第157回埼京眼科学術集会, 埼玉, 2004/7.
荒井宏幸. 屈折矯正手術の現況. 第10回瀬戸内白内障屈折手術研究会, 広島, 2004/7.
荒井宏幸. 一歩進んだケラトーム操作とメンテナンス. 第5回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2004/10.
荒井宏幸. 屈折矯正手術の現況. 第４回東北屈折矯正研究会. 仙台, 2004/10.
荒井宏幸.

Quality of visionを考える 有水晶体IOLとQOV. 第58回日本臨床眼科学会, 東京, 2004/11.

荒井宏幸. インストラクションコース LASIKのコツと落とし穴. 第58回日本臨床眼科学会, 東京, 2004/11.
荒井宏幸. Phakic IOLについて. 7人会, 沖縄, 2004/12.
佐野洋子. 眼鏡矯正強度乱視眼に対する手術前後の見え方について. 第5回NIDEK Excimer Users Meeting, 箱根, 2004/10.

マスメディア Mass Media
2003年1月10日 『笑顔』, 健康・生活相談室（眼科）レーシックについて, 伊藤光登志.
2003年2月10日 『中谷彰夫氏 ３分で右脳が目覚めた』,「レーシック体験」談, 坪田一男.
2003年2月26日 『ニュートン』, 医療の匠の神業, 坪田一男.
2003年2月27日 『西日本新聞』, レーシックについて, 南青山アイクリニック福岡・荒井宏幸.
2003年3月17日 『九州朝日放送』, レーシック紹介, 菅沼隆之.
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2003年3月25日 『フラウ』, 全国口コミ名医100人, 戸田郁子.
2003年3月25日 ＴＢＳ
『ニュースの森』, 花粉症・
ドライアイ, 戸田郁子.
2003年4月1日

アシェット婦人画報社『ラヴィドゥトランタン』2003年5月号,ドライアイについて, 戸田郁子･荒井宏幸.

2003年5月20日 『日本経済新聞』夕刊,「外見磨いて仕事に自信」レーシックについて, 戸田郁子.
2003年5月25日

ザ・ゴルフ・チャンネル『ゴルフセントラルJAPAN』, 戸田郁子.

2003年6月1日

ミキプルーン会員誌『News & Communication』Vol. 182, 現代社会を反映する「ドライアイ」, 戸田郁子.

2003年6月2日

李白社『しゃきっと』7月号,「視力はこうして取り戻す!」レーシック・中谷彰宏氏の体験談, 戸田郁子・山本享宏.

2003年6月10日 『経済界』6月24日号,「企業探訪 積極的な情報開示で最先端の眼科医療に対応, 進化を続ける」, 戸田郁子.
2003年7月2日

『暮しと健康』8月号, 健康特集 レーシックについて, 戸田郁子.

2003年7月23日 『読売新聞』編集手帳, 手術顧問坪田一男著書『眼の健康の科学』の引用.
2003年7月25日 『聖教新聞』健康欄, 近視･乱視・遠視・老視 眼の矯正手術-最新情報, 戸田郁子.
2003年7月29日

日本テレビ『おもいっきりテレビ』, 荒井宏幸.

2003年8月7日

『健康産業流通新聞』, 眼に目を向ける気軽で安全な近視矯正法「レーシック」, 戸田郁子.

2003年8月23日 『西日本新聞』, 近視, 乱視治療に第三の選択肢「レーシック手術」, 荒井宏幸.
2003年8月24日 『岩手日報』, 医療新世紀レーザーで近視治療, 南青山アイクリニック.
2003年8月25日 『デーリー東北』, 医療新世紀レーザーで近視治療, 南青山アイクリニック.
2003年8月30日 『山陽新聞』, レーザーで近視の治療 レーシック手術, 南青山アイクリニック.
2003年8月30日 『高知新聞』, レーザーで近視の治療 レーシック手術, 南青山アイクリニック.
2003年9月 1日
2003年9月 1日

『山梨日日新報』, レーザーで近視の治療 レーシック手術, 南青山アイクリニック.
毎日新聞社『毎日ライフ』2003年9月1日号, レーシックのメリットと限界を見極める, 戸田 郁子.

2003年9月30日 『Aoyama Press』2003年110号, 20分で視力を回復する近視矯正手術「レーシック」, 南青山アイクリニック.
2003年10月1日 『ANA機内誌翼の王国』2003年10月号, クリニックの紹介, 南青山アイクリニック.
2003年10月1日 『ラヴィドゥトランタン』2003年11月号,トラブルバスターズ「目」でレーシック紹介, 戸田郁子.
2003年10月10日 『Jレスキュー』2003年秋号, 任務を安全に遂行するためにレーザー治療で視力矯正を実現 LASIKで視力を取り戻す, 南青山アイクリニック.
2003年10月10日 『ゲイナー』2003年11月号, 目がかすむ, 戸田郁子.
2003年11月1日 『月刊みすみ』2003年12月号,ドライアイ, 堀好子.
2003年11月12日 『読売新聞』, 健康面 からだの質問, 視力矯正手術は危険?, 戸田郁子.
2003年11月19日 『産経新聞』朝刊, 視力回復に効果レーシック, 稲澤かおり.
2003年11月27日 『読売新聞西部版』朝刊, 近視・乱視を治すレーシック手術, 菅沼隆之・荒井宏幸.
2003年12月2日 『日経ビジネスAssocie』, 視力矯正手術について, 山本享宏.
2003年12月15日 日本テレビ『おもいっきりテレビ』, 荒井宏幸.
2003年12月15日 『日経リサーチレポート』, ビジネスレビュー「屈折矯正治療の動向報告」, 戸田郁子.
2003年12月25日 『神奈川新聞』朝刊, Medical Report「ライフスタイルに合った視力回復治療を探る 視力矯正治療レーシック」, 荒井宏幸.
2004年1月16日 『夕刊フジ』, がんばれ!! サラリーマン健康ドッグ「白内障手術で改善 水晶体を新型の人工眼内レンズに置き換え」, 荒井宏幸.
2004年1月20日 『HAO』, メガネ・コンタクトレンズの不快感が解消. 夢のような視力矯正手術があった!!, 山本享宏.
2004年１月24日 『女性のための芸能マガジン E』, 芸能人, スポーツ選手御用達のレーシック・視力矯正クリニックであなたの目の悩み解決します!!, 山本享宏.
2004年2月24日 『神奈川新聞』朝刊,「視力矯正は今」として視力矯正治療レーシックについて, 福本光樹.
2004年2月25日 『Nasse』3月号, 主治医にしたい先生9名登場!, 荒井宏幸.
2004年3月16日 『サンデー毎日』, 眼科専門医特集で「眼科専門医に聞く」, 戸田郁子.
2004年3月17日 『anan』3/24日号, 視力回復, レーザー手術で視力とキレイな瞳を手に入れる, 戸田郁子.
2004年3月24日 『VoCE』5月号, 瞳をいたわってこそ, アイメイク上手, 戸田郁子.
2004年3月26日 『メトロポリス』3月号, Imagine your life without contacts or glasses!, 伊藤光登志.
2004年4月9日
2004年4月12日

『週間ポスト』4/23日号,「気になる病のQ&A」近視矯正手術について, 戸田郁子.
BS系『はぴひる』, 山本享宏.

2004年4月17日〜5月8日 共同通信配信の地方紙:『新潟日報夕刊（4/17）, 四国新聞朝刊（4/19）, 信濃毎日新聞夕刊（4/20）, 高知新聞･岐阜新聞夕
刊（4/21）, 徳島新聞夕刊（4/24）, 熊本日日新聞夕刊（4/26）, 山陽新聞夕刊（4/30）, 日本海新聞夕刊･大阪日日新聞朝刊･
山陰中央新聞朝刊（5/4）, 神戸新聞夕刊（5/8）』, 脈々日本の技という特集でケラトーム関連記事, 戸田郁子.
2004年4月20日 『Well west』vol. 41, Beauty最前線・視力矯正で女のキレイ度アップ! さらにキャリアもアップ!, 山本享宏.
2004年4月21日 『MM21+1』vol. 14, MM21+1編集部が見た! 視力矯正最前線, 南青山アイクリニック横浜.
2004年4月21日 『anan』4/28日号, 目力を高めるアイメンテナンス, 戸田郁子.
2004年4月25日 『PS』vol. 65, レーザー視力矯正手術でメガネやコンタクトなしの生活を手に入れる!, 山本享宏.
2004年5月4日

テレビ朝日『スーパーモーニング』, 坪田一男.

2004年5月11日 『メディカルピポット』港区版第3号, 視力矯正手術の最新情報, 伊藤光登志.
2004年5月12日 『ダカーポ』537号, 安全で確実な最新治療法紹介, 戸田郁子.
2004年5月16日 『神奈川新聞』朝刊, オペ室からリポート, 南青山アイクリニック横浜.
2004年5月25日 『Vee Beaute』, 話題のレーシックで 目ヂカラ UP?, 南青山アイクリニック東京.
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2004年6月1日

『日経トレンディ』7月号, 電波を使う遠視＆老眼治療〜日本でヒットするか?, 荒井宏幸.

2004年6月1日

『iNTOUCH』, Imagine your life without contacts or glass, 南青山アイクリニック東京.
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2004年6月1日

『日経ビジネスAssocie』2004年6月15日号,〔レーシック
（LASIK）手術〕最前線の現場から, 戸田郁子.

2004年6月21日 『神奈川新聞』朝刊,「視力矯正は今」危険はらむコンタクト, 辻 一夫.
2004年7月1日

『栄養と料理』2004年7月1日号, 視力回復レーザー手術 LASIK〜レーシック〜 , 坪田一男.

2004年7月1日

『Monthly Stay』, 視力矯正治療レーシックという選択, 中島 潔.

2004年7月3日

『らくらく夏号（サンデー毎日増刊）』, 選ぶなら専門医

2004年7月8日

『読売新聞』夕刊, 職場でもできる疲れ目対策, 坪田一男.

眼科, 坪田一男.

2004年7月20日 『My SEASON』8月号, 眼のこと視力のことで悩んでいませんか?, 中島 潔.
2004年7月23日 『VoCE』9月号, 視力矯正手術レーシックを徹底リサーチ, 戸田郁子.
2004年7月24日 『産経新聞』, 15分間で近視にサヨナラ, 戸田郁子.
2004年7月25日 『Poco'ce』8月号, 視力矯正で女のキレイ度をアップ!, 中島 潔.
2004年7月25日 『サンケイスポーツ日曜特別版』, 眼科専門医による信頼できるレーシック, 中島 潔.
2004年8月1日

『Self Balance』, その疲れ目はドライアイ!, 戸田郁子.

2004年9月1日

『安心』,「老眼をあきらめるな」と啓蒙する眼科教授が実践の目のアンチエイジング, 坪田一男.

2004年9月2日

『常陽新聞』, 抗加齢医学で予防も可能に, 坪田一男.

2004年9月8日

『Tarzan』, 眼科医も注目しているサプリメントの底ヂカラ, 坪田一男.

2004年9月10日 『PS別冊 特ダネガイド』, レーザー視力矯正手術レーシックでメガネやコンタクト生活から夢の裸眼生活を!, 山本享宏.
2004年9月27日 『日経新聞』, アンチエイジングについて, 坪田一男.
2004年9月27日 『日本放送、毎日放送』, 健康ワンポイント
（ドライアイについて）, 坪田一男.
2004年10月1日 『月刊ベターホーム』,Ｉ
Ｔの今だから…目を大切に, 戸田郁子.
2004年10月3日 『神奈川新聞』朝刊,「視力矯正は今」オルソケラトロジーについて第1回, 辻 一夫.
2004年10月11日 『毎日新聞』,「病院がわかる」第２部診療科うらおもて(2)眼科, 伊藤光登志・坪田一男.
2004年10月23日 『日経新聞』, 目のアンチエイジングを考える, 坪田一男.
2004年10月25日 『BRIO』, サプリで御する不摂生, 坪田一男.
2004年11月2日 『日経ヘルス』, 目のアンチエイジングを考える, 坪田一男.
2004年11月11日 『神奈川新聞』朝刊,「視力矯正は今」オルソケラトロジーについて第2回, 辻 一夫.
2004年11月15日 『神奈川新聞』朝刊,「視力矯正は今」オルソケラトロジーについて第3回, 辻一夫.
2004年11月16日 『産経新聞』, 目から始めるアンチエイジング!, 坪田一男.
2004年11月25日 『教育医事新聞』, 老化は目から予防・治療できる, 坪田一男.
2004年12月8日 『オレンジページ』, 元気がでるからだの本 アンチエイジング, 坪田一男.

アイクリニックニュース発行 Issue of Eye Clinic News
2003年1月

テーマ: レーシックの明るい未来, コラム: あなたの視力はどのくらいですか？

2003年2月

テーマ: 白内障とレーシック, コラム: シーズン到来, 花粉症！

2003年3月

テーマ: アレルギー性結膜炎とレーシック, コラム: おっとびっくり目が真っ赤!!

2003年4月

テーマ: レーシックとドライアイ, コラム: 人の眼とどこがちがうの？
「猛禽類の眼について」

2003年5月

テーマ:「レーシック」と眼の「ピント合わせ」, コラム: レーシックとエベレスト登山

2003年6月

テーマ: レーシック前の検査について, コラム: 涙はどんな味？

2003年7月

テーマ:レーシックで失明しませんか?!, コラム: 大変！目にけがをした！

2003年8月

テーマ: レーシック以外の近視矯正手術について, コラム: サングラス豆知識

2003年9月

テーマ: レーシックと網膜の異常, コラム:「南青山アイクリニックで手術を決めた!」その理由は？

2003年10月

テーマ: フェイキックIOL -強い近視でも治せます-, コラム: 南青山アイクリニックの手術実績

2003年11月

テーマ: レーシックを受けられない人はどんな人？, コラム: セカンド・オピニオンって何？

2003年12月

テーマ: レーシック手術の精度について, コラム: ピカピカ手術室

2004年1月

テーマ:ドクタープロフィール

2004年2月

テーマ: 南青山アイクリニックではいろんな方法の屈折矯正手術をしていると聞きましたが, どのような手術がありますか？, コラム: OPE室
で気を付けていること

2004年3月

テーマ: 花粉症があっても屈折矯正手術ができますか？, コラム: レーザーエンジニアとは

2004年4月

テーマ: 手術以外の屈折矯正方法はありますか？, コラム: 抗酸化作用のあるサプリメント,食品について

2004年5月

テーマ: 近視を進まなくする方法はありますか？, コラム: 患者様への接遇について心がけていること

2004年6月

テーマ: 目や体に病気があっても屈折矯正手術を受けることができますか?, コラム: 横浜クリニックの特徴

2004年7月

テーマ: 目が乾くし, 疲れるのですがどうしたら治るのでしょうか？, コラム: 流行性角結膜炎とプール熱

2004年8月

テーマ: 屈折矯正手術にはどんな合併症がありますか？合併症がおきやすい目というのはありますか？,コラム: 目の紫外線の影響について

2004年9月

テーマ: 老眼について教えてください, コラム: レーシック手術後のケアーについて

2004年10月

テーマ: LASIKをすると将来白内障手術をしたあとに遠視になりやすいと聞きましたが本当ですか？, コラム: 水をたくさん飲んでいますか？

2004年11月

テーマ: 目に良いサプリメントを教えていただけますか？, コラム: 適応検査, コンサルテーションの重要性

2004年12月

テーマ: 検査で視力が 1.2 と言われましたが普段はそんなに見えている気がしないのですが‥, コラム: 2004年を振り返って
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議事録 2003年〜2004年

Minutes of the Doctors Meetings 2003-2004
● 第２５回 ２００３年１月２８日
１．
リスクマネージメントシステムの見直し
２．
症例報告
３．
強度近視患者のゲノムプロジェクトの実
施について

● 第２６回 ２００３年３月２６日
１．
リサーチチームごとの研究計画と進捗状況
２．
Accommodative IOLの状況
３．
近視用ICLの導入について

● 第２７回 ２００３年５月２７日
１．
症例報告
２．
LASEKの実施についての検討
３．
Epithelial Ingrowthの検討

● 第２８回 ２００３年７月２７日
１．
症例報告
２．
特異的なDLKの検討
３．
リサーチチームごとの研究計画と進捗状況

● 第２９回 ２００３年１０月６日
１．
インシデント及び症例報告
２．
ドイツ製エキシマレーザーの臨床試験の進
捗状況
３．
PRKの同日手術の実施について

25th Meeting (1/28/2003)
1. Review of risk management system
2. Case presentation
3. Research on genome of patients with
severe myopia

26th Meeting (3/26/2003)
1. Updates on the ongoing and future
research projects
2. Status of accommodative IOL
3. Introduction of intracorneal lens for
myopia

27th Meeting (5/27/2003)
1. Case presentation
2. Discussion of LASEK indication
3. Incidence of epithelial ingrowth

28th Meeting (7/27/2003)
1. Case presentation
2. Incidence of unique diffuse lamellar
keratitis
3. Project schedules and updates by
research groups

29th Meeting (10/6/2003)
1. Incident report and case presentation
2. Status of clinical study of German
excimer laser
3. Simultaneous PRK surgery

30th Meeting (12/2/2003)
1. Case presentation
2. Clinical result of VISX wavefront LASIK
3. Incorporating intracorneal ring
segments for keratoconus
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● 第３０回 ２００３年１２月２日
１．
症例報告
２．
VISXレーザーのwavefront LASIKの状況
３．
円錐角膜眼に対するICRSの検討

● 第３１回 ２００４年１月１１-１２日
（南青山Winter Meeting 於：パシフィコ横浜）
１．
各ドクター及びスタッフ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．
アンチエイジング医学入門

● 第３２回 ２００４年１月１２日
１．
インシデント及び症例報告
２．
同意書の検討

● 第３３回 ２００４年２月２４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．
B&Lレーザー導入及びwavefront LASIK
の状況

● 第３５回 ２００４年７月１８日
１．
授乳中の取り扱いについて
２．
術後長期の検査について
３．
カスタム手術の現況
４．
LASEKとPRKの臨床結果の比較
５．
トーリックソフトレンズの取り扱いについて

● 第３６回 ２００４年９月８日
１．
症例報告
２．
老視眼に対するLASIKの検討
３．
Accommodative IOL後のLASIKの取り
扱いについて

● 第３７回 ２００４年１１月９日
１．
AAO、ISRS報告
２．
各社wavefront LASIKの成績検討
３．
モノビジョンLASIKのプロトコール検討

● 第３４回 ２００４年４月１３日
１．
インシデント報告
２．
Phakic IOLの説明の見直し
３．
カシス抽出物臨床試験の実施について

31st Meeting:Minamiaoyama Winter
Meeting (1/11-12/2004)
at Pacifico Yokohama
1. Presentations and discussions by
doctors and staff
2. Technology updates by excimer laser
manufacturers
3. Anti-aging medicine

32nd Meeting (1/12/2004)
1. Incident report and case presentation
2. Revision of informed consent format

33rd Meeting (2/24/2004)
1. Case presentation
2. Project schedules and updates by
research groups
3. Introduction of Bausch & Lomb laser
and clinical status of wavefront LASIK

34th Meeting (4/13/2004)
1. Incident report
2. Revision of phakic IOL informed
consent
3. Clinical study of
ribes nigrum extracts

35th Meeting (7/18/2004)
1. LASIK during nursing
2. Postoperative long-term examination
3. Status of custom refractive surgery by
each laser
4. Clinical result of LASIK vs. PRK
5. Discontinuation of use of toric soft
contact lens

36th Meeting (9/8/2004)
1. Case presentation
2. LASIK for presbyopia
3. LASIK after accommodative IOL

37th Meeting (11/9/2004)
1. Report of AAO and ISRS Congresses
2. Clinical results of each system of
wavefront LASIK
3. Protocol of monovision LASIＫ

連携診療施設

Referral Clinics
あおば眼科クリニック
所 在 地
TEL
FAX
院

長

〒121-0816

東京都足立区梅島1-4-3

診療時間

03-5845-8020
03-5845-8022

月〜土 午前：9:30〜12:30 午後：3:00〜6:30
但し土は午後5時まで受付

休 診 日

日・祝日

佐藤 泰広

ホームページ

http://www.aoba-eyeclinic.com

当院は東京の下町の足立区に４年前に開院しました。通常の外来のほか、
日帰り白内障手術を含む外来手術を行っています。南青山アイクリニックには開
院当初からお世話になっており、当院を受診したLASIK
希望の患者様をお連れして手術を行わせて頂いております。
東武線

またLASIK術後や白内障の患者様をご紹介いただき有

梅島駅

←五反野

西新井→

改札口

難く思っております。このような診療でのご厚意のほか、
ド

●
足
立
四
中

国
道
４
号

クターズミーティングに参加させていただき、坪田教授、戸
田院長、諸先生方から最新の屈折矯正についてのトピッ

旧
Ｐ 有り

道

クスについて拝聴させて頂き、
とても刺激になっております。
●
ビデオ
ショップ

足立
区役所
保健所 ◎

これからもごきげんな仲間の一員としてどうぞよろしくお願
いします。

あおば眼科クリニック

松涛眼科診療所
所 在 地

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-18 才籐第一ビル 4階

TEL・FAX

03-3464-3702

院

中島

長

診療時間

火、水、金
土、
日、祝

休 診 日

月、木曜

ホームページ

http://www.shoto-ganka.com/

潔

午後2:00〜7:00
午後1:00〜6:00

平成１６年３月に松濤眼科診療所を開設いたしました。ＪＲ渋谷駅から徒歩５分で、文化村通りの中程にあります。保険診
療を行っており一般診療、外来処置、静的量的視野検査、網膜光凝固、外来小手術を行っています。土・日も診療しており
ますのでお気軽にご相談ください。
井ノ頭
通り
文化
村通り

渋谷駅
109

才藤第一ビル4F

渋

道玄坂下

谷
道

玄

駅

坂

島崎眼科
所 在 地
TEL
院

長

〒100-0014 東京都千代田区永田町2-14-3 赤坂東急ビル4F

診療時間

午前：10:00〜13:00 午後：14:00〜17:30

03-3580-3518

休 診 日

土、
日及び祝祭日

島崎 哲雄

ホームページ

http://www.shimazaki-eye.com

赤坂見附の地に開業して37年、赤坂在住の患者さんから、近くの企業、永田町からも患
者さんがきて賑わっています。院長は70歳を過ぎてもすこぶる元気で、大きな声で患者さんを

永田町
サントリー●

赤
● 坂
ベルビー 見
赤坂 附
駅

励まし、
スタッフも明るい性格の人がそろっています。
ドライアイやコンタクトレンズなどの前眼
部疾患に力を入れていますが、
アルゴンレーザーやハンフリー視野計などの機器も整備され
ています。また、東京歯科大学(市川、水道橋)、慶應大、両国眼科、飯田橋眼科などの他の

銀
座
線

紹介し、
これまで10例以上のLASIK、PTK患者様の治療を島崎潤医師が中心となって行っ
に臨床の幅を広げています。

半蔵門線
R246
● 自民党本部
●
国会図書館

赤坂エクセルホテル東急4F

三宅坂

有楽町
線

●
国会議事堂
キャピタル東急ホテル
線
●
丸の内
国会議事堂前
溜
外
千
池
堀
代
通
山
田
●
り 王
線
首相官邸

日比谷高校●

医療機関との提携にも力を入れております。屈折矯正希望患者は南青山アイクリニックにご
ています。また最近では、慶應大学、東京歯科大学市川病院からも応援の医師が来て、
さら

南北
線

TBS
●

赤坂
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両国眼科クリニック
所 在 地
TEL
院

長

〒130-0026 京都墨田区両国4-33-12
グランアルブル両国１F

診療時間

午前：10:00〜12:30

休 診 日

日曜・祝日

03-5600-6886

ホームページ

http://www.ryogoku.or.jp/

FAX

03-5669-5888

午後：2:30〜5:30

石岡 みさき

「両国から南青山へ」
通常の眼科診療を行っていると、
コンタクトがうまく使えない患者さんに出会うことがありま
す。こういう方にはなかなか近視矯正手術の情報が届いていなく、
こちらから一つの矯正方
法として提案させてもらうこともあります。そんなときに眼科から信頼して紹介できるのが南青
山アイクリニックです。当院で行った角膜移植後は、可能なかぎり裸眼視力を良くすることも
目標としていますが、
この角膜移植後のLASIKも安心してまかせられます。

「南青山から両国へ」
視力が悪いのは近視のせい、
と思い南青山を受診した患者さんの中には、実は白内障の
ために視力が悪かったということもあり、白内障手術のためにこちらにご紹介されてきます。
こんなに小さい眼でも専門がわかれています。近視矯正手術は自費で行う手術ということも
あり特殊な分野ですが、両国眼科での保険診療とうまく住みわけて、
お互いに信頼して患者さ
んをご紹介しております。

クイーンズ アイ クリニック
所 在 地
TEL
院

長

〒220-6204 横浜市西区みなとみらい２-３-５
クイーンズタワーＣ４Ｆ

診療時間

月〜金 午前：10：00〜13：00 午後：3:00〜6:00
火曜日は手術日のため診療受付は12時まで

045-682-4455

休 診 日

土・日・祝

荒井 宏幸

ホームページ

http://www.queens-eye.jp/

Queen's Eye Clinicは1998年7月に開設されました。翌1999年4
月には、同じクイーンズタワーC棟内に南青山アイクリニック横浜が開

クイーンズ アイクリニック
（クイーンズタワーC 4F）

設され、それぞれ保険診療と自由診療を分担しながら、包括的な眼科
診療をおこなえる体制がとれています。2003年10月にはクリニックの
拡張を行い、2倍の広さを確保してリニューアルしました。2004年2月に
開業したみなとみらい駅から診察室までは、バリアフリーとなっており、
車イスの方や足の不自由な方にも負担の少ない環境です。常に最新
の知識と設備により、眼鏡・コンタクトレンズ・屈折矯正手術という選択
肢において、最前の方法が提供できるように、今後も努力してまいります。
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＊みなとみらい線「みなとみらい」駅 徒歩1分
＊JR根岸線、横浜市営地下鉄「桜木町」駅
ランドマークタワー方面 徒歩10分

辻眼科クリニック
所 在 地
TEL
院

長

診療時間
休 診 日

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5‐2
大星川崎ビル7F
044-211-8115
辻

一夫

午前：10:30〜13:30

午後：2:30〜7:00

水曜日（祝祭日も、水曜にかからない限り、通常通りの診療となります。）
午前・午後ともに、診療終了時間の１５分前までの受付となります。

ホームページ

http://www.tsuji-ganka.com

当院はJR川崎駅、京急川崎駅から地下街を通って徒歩1分の便利な場所にあり
ます。眼科一般診療はもちろん、
コンタクトレンズ外来、
オルソケラトロジー治療も行っ
ています。院内では、患者様に病気のことを十分理解していただけるように、
ファイリ
ングシステムの画像を使用して丁寧な説明を心がけています。また、平日お忙しい方
でも対応できるよう土日祝日も通常通り診療を行っております。

アクセス：ＪＲ川崎駅、京急川崎駅からアゼリア地下街２６番出口を出て、徒歩1分
（アクアライン高速バスのバス停前のビルです）

飯田橋眼科クリニック
所 在 地

TEL
院

長

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３−１０−１０
ガーデン・エア・タワー２Ｆ
（飯田橋メディカルモール内）

診療時間

午前：10:00〜13:00

午後：14:30〜18:30

休 診 日

土、
日及び祝祭日

ホームページ

http://www.iidabashi-eye.com

03-5276-2722
久保田 明子

誕生１歳７ヶ月！ 人情外来〜より美しく健康な目をサポートする外来へ
当院は２００３年４月に開院いたしました。とても明るく、常に患者様の立場に立ち日々
の診療に努めているスタッフと、豪快で生まれつき人気者気質の後藤英樹前院長
の誰にも真似できない人情味外来が患者様を呼び集め、千代田区という眼科激戦
区にありながらも徐々に軌道にのってきております。
２００４年１０月より私、久保田明
子が後藤先生の後任という大役を受け賜りました。今までどおり南青山アイクリニッ
クグループ東京医院院長戸田郁子先生、東京歯科大学加藤直子先生そして慶應
義塾大学眼科後藤英樹先生という著名ドクターが当院の強力な助っ人としていらし
てくださっております。これまで同様、全ての眼科分野に対して適切に対処し、最先
端の眼科医療を患者様に提供すべく努力するのはもちろんのこと、当院の専門である ドライアイ 、 アレルギー 、 角膜疾患 などの前眼部疾患に加え
審美眼科 という新しい領域にも力を入れて行きたいと思っております。
『目は口ほどにものを言う』
ということわざがあるように、
目はその方の印象を決めるとても重要な器官です。
しかし忙しい日々の中で『目がよく赤くなるけど・
・
・』、
『少し違和感があるけど・
・
・』のような、視機能へ直接影響しない症状はつい軽視されがちで、
この『けど』に続く言葉は決して改善策ではありません。これは、
危険！どんな小さなことでも放置しておくと雪だるまのように大きくなってしまいます。審美眼科領域でも同じことが言えます。
『目がパッチリしていたらいいけど・
・
・』
と『けど』の原因となるコンプレックスをずっと抱えたままのうつむき
ライフよりも、審美眼科治療によりその問題を解消し、明るく前向
きなハッピーライフを送る方が何百倍も素敵だとは思いませんか。
病気を治療することはもちろん大切な医療。それと同様に審美眼
科もまた、患者様のQuality of Lifeを語る上でとても重要な医療だ
と思います。
私たちは『より良い視力』とともに『より美しく健康的な目』を求
める方たちをサポートしたい。患者様の精神的な部分でもお役に
立てる医療機関であるよう日々努力していきたいと思っております。
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2004年までにご紹介いただいた施設
たくさんの医療施設から患者様をご紹介いただきました。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

京

山

都

長

アライ眼科医院
京都府立医科大学附属病院眼科
バプテスト眼科クリニック

大

阪

岡

兵

山

広

島

福

奈

富

和

山

八田眼科医院

川

あさい眼科クリニック
おかやま眼科医院
金沢医科大学附属病院眼科
くらち眼科医院
眼科わじま医院

庫

良

潟

阿部アイクリニック
石田眼科医院
うえはら眼科医院
太田眼科
せき眼科医院
立川綜合病院眼科
新潟大学医学部附属病院眼科
新潟南病院眼科
万代眼科クリニック
明生堂アイクリニック

石

王寺ステーション眼科
新大宮眼科

滋

賀

かわだ眼科医院
鶴岡眼科医院

鳥

取

井東眼科クリニック
三木眼科

歌

三

重

玉置眼科
丹羽眼科
三木眼科
わきたに眼科

山

かわしま眼科医院
眼科田中クリニック
田村眼科

岡

えとう眼科クリニック
医療法人松井医仁会大島眼科病院
岡眼科医院
オガタ眼科クリニック
鬼木眼科医院
清澤眼科医院
きよさわ眼科クリニック
倉員眼科医院
蔵田眼科クリニック
向坂眼科医院
近藤眼科クリニック
アイさくらクリニック
さつか眼科医院
塩谷眼科医院
しらお眼科クリニック
菅井眼科診療所

すぎ眼科
杉田眼科医院
田中眼科医院
つむら眼科医院
中道眼科クリニック
医療法人社団研英会林眼科病院
疋田眼科医院
平野眼科医院
福岡ビル疋田眼科
ふくまきアイクリニック
福山眼科医院
大牟田天領病院眼科
皆良田眼科医院
森クリニック
熊
龍眼科医院

児

島

いぢち眼科
医療法人陽山会井後眼科
大山眼科医院
菅田眼科

沖

縄

琉球大学医学部眼科
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高
佐

賀

長

知

医療法人桜仁会安岡眼科

くらとみ眼科医院
小嶋眼科医院
鶴田眼科医院
美川眼科医院

愛

媛

愛媛大学附属病院眼科
幸塚眼科
広川眼科診療所
正岡眼科

崎

サトウ眼科医院
すやま眼科クリニック
せと四ケ町眼科
中央橋眼科

香

川

まなべ眼科クリニック

徳

島

盛眼科医院

愛

本

熊本眼科医院
たけだ眼科クリニック
わたなべ眼科クリニック

鹿
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新

田

細部眼科医院

阜

口

伊藤眼科医院
京野眼科クリニック
ひろしげ眼科医院
医療法人小林眼科
中村眼科

秋

中津川市民病院眼科
野川眼科医院
松下眼科医院
東濃厚生病院眼科

明石市立市民病院
市橋眼科
駅ビル眼科フクナガ
医療法人相馬眼科医院加古川分院
谷眼科医院
新見眼科医院
前田眼科
平坂眼科医院
みなみ眼科医院
宮川眼科
公立八鹿病院眼科

五日市やまもと眼科
奈良井眼科
医療法人仁光会日谷眼科
医療法人節和会三好眼科
医療法人山代眼科

山

岐

形

井出眼科病院
黒沢眼科医院
すみや眼科クリニック

石原眼科
裏川眼科
国立病院機構長野病院眼科
しののい眼科クリニック
篠ノ井総合病院眼科
関医院眼科
鳥山眼科医院
西澤病院
畠山眼科医院
北信総合病院眼科
松田眼科
三輪眼科医院
医療法人つかさ会山田眼科医院

あおやま眼科
（医）市橋クリニック眼科
イワサキ眼科医院
イワサキ眼科医院本町分院
上野眼科クリニック
近江眼科諏訪ノ森診療所
小路眼科クリニック
きぬがわ眼科
妹尾眼科医院
高岩眼科
（医）天神山古賀眼科
東田眼科
中屋眼科
西眼科病院
フジモト眼科
三木眼科医院
森医院
（医）ひとみ会山本眼科医院
ワタナベ眼科

間野眼科医院
五島眼科クリニック
相馬眼科医院

野

大

分

高木眼科医院
矢野眼科

宮

崎

蟻塚クリニック
菊地眼科医院
郡司眼科
佐々木眼科
高尾眼科医院
林田眼科医院
星井眼科医院

知

アイクリニック田中
あさひ眼科クリニック
あじま眼科
足立眼科
石黒眼科クリニック
植田眼科クリニック
オオノ眼科クリニック
尾上クリニック
加藤眼科医院
かとう眼科クリニック
黒部眼科医院
こうさか眼科
しみず眼科クリニック
眼科杉田病院
スズキ眼科
説田眼科医院
セントラルアイクリニック
高島眼科
武内眼科クリニック
社会保険中京病院眼科

とつか眼科
国立豊橋病院 眼科
中村眼科クリニック
長谷川眼科
はら眼科
ひらい眼科
医療法人光明会平田眼科
ひらばり眼科
廣瀬眼科医院
深見眼科
藤田保健衛生大学眼科
ほりぐち眼科
まじま眼科
松浦眼科
みずの眼科
眼科三宅病院
もとくら眼科
やまざき眼科クリニック
よしむら眼科
リフラクティブ アイクリニック
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北

海

道

回明堂眼科医院
北四条眼科
札幌徳洲会病院眼科
自衛隊札幌病院眼科
清水眼科クリニック
新千歳眼科
誠心眼科病院
高柳眼科

東
青

森

伊藤眼科クリニック
おおた眼科
はし眼科
国立病院機構弘前病院眼科

岩

手

小笠原眼科クリニック
加藤アイクリニック
新津あさくら眼科クリニック
二宮眼科医院

宮

城

いのまた眼科
佐瀬眼科医院
佐藤裕也眼科医院
武田眼科医院
千田眼科医院
古川中央眼科

福

島

今泉眼科病院
財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院眼科
河田眼科医院
木村眼科クリニック

栃

木

足利赤十字病院眼科
佐野厚生総合病院眼科
原眼科医院
原眼科病院
みどり眼科クリニック

埼

群

玉

石井眼科クリニック
浦和西口眼科クリニック
医療法人社団すずかけ会
かすかべ眼科
済生会栗橋病院眼科
栗原眼科医院
こんの眼科
さくら眼科内科クリニック
しぶや眼科クリニック
戸田公園眼科クリニック
平岡眼科

茨

ふくだ眼科
藤田眼科医院
防衛医科大学校病院眼科
防衛医科大学校病院第２外科
やなせ眼科
矢部クリニック
山内眼科
ようだ眼科
吉田眼科医院

城

小沢眼科内科病院
こうの眼科
坂西眼科医院
高田眼科
つくばセントラル病院眼科
中村眼科医院
ハタミ病院眼科

馬

高山眼科駅前医院
宮久保眼科
明瞳眼科クリニック

千
神
山

梨

小宮山眼科医院
塩川病院眼科
身延山病院眼科

静

岡

あきやま眼科
海谷眼科
かけ川眼科
かたやま眼科
共立蒲原総合病院眼科
静岡厚生病院眼科
静岡赤十字病院眼科
下山眼科クリニック
花崎眼科医院
花の木眼科
富士小山病院眼科
やなぎだ眼科
吉村眼科内科医院

奈

川

安藤眼科医院
池袋眼科医院
稲村眼科クリニック
上岡眼科医院
上野眼科
上原眼科
太田眼科クリニック
岡田眼科
かとう眼科クリニック
かなさしクリニック
川原眼科
木島眼科クリニック
クィーンズアイクリニック
古淵みやけ眼科
後藤眼科医院
さくら眼科クリニック
ざま眼科クリニック
しまもと眼科クリニック
周藤眼科クリニック
スマイル眼科クリニック
聖ヨゼフ病院眼科

田辺眼科医院
茅ヶ崎中央病院眼科
辻眼科クリニック
津田眼科クリニック
鶴見大学歯学部口腔病理
学講座
戸塚共立第1病院眼科
とみい眼科
ふじえ眼科
藤川眼科
まとば眼科
三島眼科医院
みやかわ眼科
元木町眼科・内科
こにし・もりざね眼科
柳沼眼科医院
ユノクリニック
横浜南共済病院眼科
横浜市立大学医学部附属
病院眼科
横浜相鉄ビル眼科医院

京

都

あおば眼科クリニック
赤坂北澤眼科
赤坂東急クリニック島崎眼科
あきやま眼科
朝広眼科クリニック
飯田橋眼科クリニック
池之端クリニック
石井眼科
糸井眼科医院
伊藤病院
井上眼科病院
井上眼科病院附属お茶の水
・眼科クリニック
岩瀬眼科医院
上野眼科医院
内幸町眼科
うめつ眼科医院
永寿総合病院眼科
大城クリニック
大竹歯科クリニック
小野眼科医院
表参道眼科内科クリニック
オリンピアクリニック井上眼科
かごしま眼科
神奈川クリニック眼科
上高田眼科
鴨打眼科診療所
北里研究所病院眼科
吉川整形外科
吉祥寺南町眼科
吉祥寺森岡眼科
九段坂病院眼科
国年眼科クリニック
久保寺眼科醫院
熊谷眼科クリニック
クラマエ眼科
慶應義塾大学病院眼科
神戸クリニック
公立昭和病院
国立がんセンター中央病院眼科
小林眼科医院
小林チヒロ眼科クリニック
近藤眼科台町クリニック
さいとう眼科医院
佐野眼科医院
JR東京総合病院眼科
篠崎駅前高橋眼科
渋谷眼科
島津山眼科
下丸子眼科クリニック
自由が丘クリニック
すずかけ台眼科クリニック
鈴木眼科クリニック
駿河台日本大学病院眼科

洗足池眼科クリニック
せんぽ東京高輪病院眼科
高砂眼科
高野台眼科
たかばん眼科クリニック
溜池眼科医院
調布眼科医院
田園調布中央病院眼科
東京医科大学病院
東京歯科大学水道橋病院眼科
東京女子医科大学眼科
東京都済生会中央病院眼科
東邦大学医学部附属大橋病院眼科
東邦大学医療センター大森病院
道玄坂加藤眼科
徳島診療所眼科
虎ノ門病院眼科
中目黒眼科
西日暮里眼科
日本赤十字社医療センター眼科
二本松眼科病院
野地眼科クリニック
博慈会記念綜合病院眼科
八丁堀眼科クリニック
原眼科医院
ビバリーヒルズ・レーシック・センター
広沢眼科
福地眼科
藤田眼科
プラザ３０階クリニック
プラザビル眼科
マリーシアガーデンクリニック
三崎眼科クリニック
国家公務員共済組合連合会
総合病院三宿病院眼科
三井記念病院眼科
満尾クリニック
三原眼科医院
宮谷眼科クリニック
麦倉眼科
目白眼科
眼科・目白通りクリニック
もざわ眼科
森川眼科医院
ヤスダクリニック
ヤベ眼科クリニック
用賀眼科
横山眼科医院
吉岡眼科
よしだ眼科クリニック
吉野眼科クリニック
両国眼科クリニック
六本木ヒルズクリニック
若葉眼科病院

葉

安藤眼科
井坂眼科医院
市川駅前眼科
市川シャポー眼科
伊藤医院
王子台耳鼻咽喉科眼科
おおあみ眼科
大木眼科クリニック
おさ眼科医院
海浜幕張眼科
鎌ヶ谷山下眼科
川鉄千葉病院眼科
京葉クリニック

けやき台眼科
公津の社たもつ眼科
佐倉眼科医院
順天堂大学附属浦安病院眼科
鈴木眼科医院
都賀眼科クリニック
東京歯科大学市川総合病院眼科
丹羽眼科医院
橋本眼科医院
まるやま眼科
みさと眼科クリニック
眼科美浜クリニック
南行徳眼科クリニック
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10大トピックス

Top 10 Achievements of the Minamiaoyama Eye
1.

2004年8月、手術累計30，
000件、2004年11月、LASIK手術累計も30,000件達成！
（件）
35,000

おかげさまで手術件数が３０，
０００件を超えました。これもひとえに患者様や
眼科をはじめとした各診療所の先生方からのご紹介のおかげと感謝して
おります。ありがとうございました。

32,293
25,119

30,000

25,000
19,569
20,000
14,358

15,000

In November 2004, the number of LASIK surgeries performed by the
Minamiaoyama Eye Clinic Group reached 30,000.

5,000

0

2.

7,933

10,000

123

818

1997
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2,566
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2000

2001

2002

2003

2004

2004年4月、手術顧問坪田一男医師、慶應義塾大学医学部眼科学教室教授就任
母校の慶應義塾大学の教授に就任、
ますますの活躍が期待
される坪田医師。引き続き南青山アイクリニックの手術顧問を
担当します。
Dr. Tsubota became Professor at Department of
Ophthalmology of Keio University School of Medicine in
April 2004.

3.

2003年10月、ウェーブフロントレーシック手術開始
従来のレーザーでの矯正法に加え、眼全体としての歪み（収差）
を測定し、
その方の眼にあわせてレーザーを照射
する手術方法を導入いたしました。現在、東京、横浜でこのウェーブフロントレーシックを行っております。
The first case of wavefront-guided LASIK in the Minamiaoyama Eye Clinic Group was performed in
October 2003.

4.

（保健同人社より）発刊
2004年1月、
『視力回復50のポイント』
南青山アイクリニックグループの医師が屈折矯正手術をはじめとした眼に関する情報をわかり
やすく解説し、
まとめた本です。ご希望の方は、各クリニック受付までお問い合わせください。
A book entitled Fifty ways to recover your eyesight was authored by all the doctors
at the Minamiaoyama Eye Clinic Group and was published in January 2004.

5.

2004年5月、坪田医師、アンチエイジング著書3冊発刊
『老眼をあきらめるな！』、
『老いに勝つ10の秘訣』、
『最先端のアンチ・エイジング医学』
坪田一男医師が、話題の抗加齢医学に関する本を3冊出版しました。
Dr. Tsubota released three books on anti-aging medicine in May 2004.
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Top 10 Achievements of the Minamiaoyama Eye Clinic Group from 2003 to 2004

（年）

Clinic Group from 2003 to 2004
6.

2004年6月、戸田郁子医師がニデックユーザーズミーティングで、
2004年9月、堀 好子医師がヨーロッパ白内障屈折矯正手術学会で表彰受賞
戸田郁子医師がスペインで、堀好子医師がフラン
スの学会でそれぞれ発表した内容について表彰
されました。
Dr. Toda and Dr. Hori-Komai made excellent
presentations at the International NIDEK User s
Meeting in June 2004 and at the European
Society of Cataract and Refractive Surgeons
annual meeting in September 2004, respectively.
堀好子医師

7.

左から2番目 戸田郁子医師

2004年3月、保険診療クリニック、松涛眼科診療所開院
東京・渋谷に保険診療が行える松涛眼科診療所を開設・サポートすることになり、保険診療が可能な患者様への
サポートが可能になりました。
Shoto Eye Clinic , which is run by the doctors at the Minamiaoyama Eye Clinic Group, was opened in
Shibuya, Tokyo to offer insured medical services in March 2004.

8.

スタッフ 学会にデビュー、2003年・2004年角膜カンファランス、2004年臨床眼科学会で発表
医師のみならず、
スタッフも積極的に学会に発表し、医療の進歩に貢献する意欲の表れと考えています。
Some co-medical staff from the Minamiaoyama Eye Clinic Group made their debut as presenting authors at
a number of reputed ophthalmology conferences in Japan.

9.

エキシマレーザー及び健康食品の臨床試験を実施
日本国内で正式に販売できるようにするための大切な試験の実施施設として選ばれました。
In August 2003, the Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo was duly selected by the government as one of the
clinical trial sites to evaluate the excimer laser manufactured in Germany.

10. 2004年年間手術件数、今までで最高！
開院して7年間、南青山アイクリニックグループとしての年間手術件数が最高になりました。この屈折矯正手術の有
効性・安全性が認められ、認知が広まってきたおかげだとスタッフ一同、感激しております。
A record number of LASIK surgeries for a one-year-period were performed in 2004.

Top 10 Achievements of the Minamiaoyama Eye Clinic Group from 2003 to 2004
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南青山アイクリニックグループ沿革

History of Minamiaoyama Eye Clinic Group
1997年
1997年
1997年
1998年
1999年
1999年
1999年
1999年
1999年
1999年
1999年
2000年
2000年
2000年
2000年
2000年
2001年
2001年
2001年
2002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
7月 サミット社エキシマレーザー APEX PLUS を導入
し、PRK手術を開始
10月 LASIK手術を開始
5月 モリア社マイクロケラトーム LSK-1 を導入
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）
を開院
4月 ニデック社エキシマレーザー EC-5000 を導入
8月 南青山アイクリニックが医療法人となる
8月 わたなべアイクリニック
（元南青山アイクリニック大
阪）
を開院
10月 南青山アイクリニック福岡を開院
10月 ニデック社マイクロケラトーム MK-2000 を導入
12月 Phakic IOL手術を導入
7月 南青山アイクリニック東京が外苑前に移転
7月 南青山アイクリニック名古屋が開院
9月 LASIK 手術累計 5,000眼達成
11月 アイクリニック静岡が開院
12月 ICRS手術を導入
6月 LASIK手術累計 10,000眼達成
10月 LASEK手術を導入
11月 老眼レーザー手術を導入
1月 ニデック社レーザーにアイトラッキングシステムを導
入し、 EC-5000CX へバージョンアップ

June

1997

July

1997

October
May

1997
1998

April

1999

April

1999

August

1999

August

1999

October

1999

October

1999

December 1999
July
2000
July
2000
September 2000
November 2000
December 2000
June
2001
October
2001
November 2001
January
2002
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Minamiaoyama Eye Clinic (presently
Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo) opened
in Omotesando.
Introduction of Summit excimer laser
APEX PLUS and PRK surgery.
Introduction of LASIK surgery.
Introduction of the Moria microkeratome
LSK-1 .
Minatomirai Eye Clinic (presently
Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama)
opened.
Introduction of NIDEK excimer laser EC5000 .
Minamiaoyama Eye Clinic became a
medical corporation.
Watanabe Eye Clinic (formerly
Minamiaoyama Eye Clinic Osaka) opened.
Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka
opened.
Introduction of NIDEK microkeratome
MK-2000 .
Introduction of Phakic IOL surgery.
Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo moved
to the new premises at Gaienmae.
Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya opened.
The number of LASIK surgeries reached
a total of 5,000 eyes.
Eye Clinic Shizuoka opened.
Introduction of ICRS surgery.
The number of LASIK surgeries reached
a total of 10,000 eyes.
Introduction of LASEK surgery.
Introduction of presbyopia laser surgery.
Introduction of NIDEK Eye Tracking
System and upgraded to EC-5000CX .

History of Minamiaoyama Eye Clinic Group

2002年 2月
2002年 6月
2002年 7月
2002年 10月
2003年
2003年
2003年
2003年

1月
1月
2月
8月

2003年 10月
2003年 10月
2003年 11月
2004年
2004年
2004年

1月
2月
3月

2004年

4月

2004年 10月
2004年 11月
2004年 12月

February
June

PermaVision ICL手術を導入
LASIK 手術累計 15,000眼達成
Phakic Toric IOL手術を導入
ニデック社レーザーEC-5000CXに新照射システム
OATzを導入
VISX社レーザー S3 を導入
Accommodative IOL手術を導入
LASIK 手術累計 20,000眼達成
ドイツ製エキシマレーザーのLASIKの臨床試験（治
験）
を実施
VISX社レーザーを S4 にバージョンアップ
Wavefront-guided LASIK手術を導入
南青山アイクリニック名古屋はいりなか眼科クリニッ
クと統合・移転
ボシュロム社レーザー Zyoptix 217ｚ100 を導入
LASIK 手術累計 25,000眼達成
ニデック社レーザーにTED (Torsion Error
Detection)システムを導入し、 EC-5000CXII に
バージョンアップ
南青山アイクリニック大阪は南青山アイクリニックグ
ループより独立し、稲澤クリニックと名称を変更
アイクリニック静岡が同一法人の「菊川眼科」内に
移転
LASIK 手術累計 30,000眼達成
Epi-LASIK手術を導入

2002
2002

Introduction of PermaVision ICL surgery.
The number of LASIK surgeries reached
a total of 15,000 eyes.
July
2002 Introduction of Phakic Toric IOL surgery.
October
2002 Introduction of NIDEK EC-5000CX new
ablation system, OATz ablation.
January
2003 Introduction of VISX laser S3 .
January
2003 Introduction of accommodative IOL
surgery.
February 2003 The number of LASIK surgeries reached
a total of 20,000 eyes.
August
2003 Clinical study of LASIK with German
excimer laser started.
October
2003 VISX laser version renewed to S4 .
October
2003 Introduction of wavefront-guided LASIK
surgery.
November 2003 Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya was
merged with Irinaka Eye Clinic.
January
2004 Introduction of Bausch & Lomb excimer
laser Zyoptix 207z100 .
February 2004 The number of LASIK surgeries reached
a total of 25,000 eyes.
March
2004 Introduction of NIDEK Torsion Error
Detection System and upgraded to EC5000CXII .
April
2004 Minamiaoyama Eye Clinic Osaka became
independent of Minamiaoyama Eye Clinic
Group and is renamed as Inazawa Clinic.
October
2004 Eye Clinic Shizuoka was merged with
Kikugawa Eye Clinic.
November 2004 LASIK surgery performed on a total of
30,000 patients.
December 2004 Introduction of Epi-LASIK surgery.

南青山アイクリニックグループ

南青山アイクリニック東京

TEL:0120-89-3810

〒107-0062 東京都港区南青山2-27-25 ラウンドクロス青山ビル８Ｆ

南青山アイクリニック横浜
〒220-6208

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5
クィーンズタワーC8F

至神宮外苑

南青山アイクリニック横浜
（クィーンズタワーＣ８Ｆ）

タクシー乗場

ベルコモンズ
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ワ
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至渋谷
●
郵
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局

●
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am pm

南青山３丁目

南青山アイクリニック東京
（ラウンドクロス青山ビル８Ｆ）

＊地下鉄銀座線「外苑前」駅

ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
コ
ー
ヒ
ー

1a
出
口

TEL:092-283-5555

福岡県福岡市博多区下川端町３-１
リバレインオフィス11Ｆ

至
大
神

博
多
川

博多リバレイン
オフィス

リ
バ
レ
イ
ン
通
り

至
パ
シ
フ
ィ
コ
横
浜

TEL:0120-049-446

〒439-0031 静岡県菊川市加茂1792
至掛川

至金谷

菊川駅
GS●
菊川町役場 ●
至掛川

菊川
インター

●
スーパーラック

アイクリニック静岡・菊川眼科
バス停

博多座

加茂小学校●

中洲川端駅
明治通り

＊ＪＲ「博多」駅より地下鉄空港線、箱崎線

パンパシフィック
ホテル横浜

クィーンズ
タワーA

アイクリニック静岡・菊川眼科

至
都
市
高
速
呉
服
町
ラ
ン
プ

昭和通り

ホテル
オークラ福岡

横浜みなとみらい
ホール

クィーンズ
イースト

＊みなとみらい線「みなとみらい」駅 徒歩1分
＊JR根岸線、横浜市営地下鉄「桜木町」駅 徒歩10分
（改札出て左側、ランドマークタワー方面）

１ａ出口より徒歩２分

南青山アイクリニック福岡
（博多リバレインオフィス11Ｆ）

至
天
神

外
苑
前
駅

バス停

至青山１丁目

南青山アイクリニック福岡
〒812-0027

TEL:045-682-4411

約３分「中州川端」駅直結

いりなか眼科クリニック（名古屋）

●河村電気

至
呉
服
町

TEL:052-835-1331

＊東名菊川インターより車で2分
＊JR「菊川」駅より車で10分
＊JR「菊川」駅よりバスにて、御前崎線「東名菊川インター前、下車徒歩7分

稲澤クリニック

提携施設

〒564-0053

〒466-0826 愛知県名古屋市昭和区滝川町33

GS●

戸田書店●

TEL:06-6190-1210

大阪府吹田市江の木町17-1 江坂全日空ビル２Ｆ
稲澤クリニック
（江坂全日空ビル２Ｆ）

聖霊病院
●
ナフコ
●

至鶴舞

地下鉄鶴舞線

杁中

いりなか眼科クリニック
（いりなかスクエア1F）

いりなか駅

至赤池

●三洋堂
隼人池

マクドナルド●
至
新
大
阪

●東急ハンズ

江坂駅
みずほ銀行●
サニーストンホテル●

●UFJ銀行
●みずほ銀行

●
東京
三菱銀行

●第２サニーストン
ホテル

＊名古屋地下鉄鶴舞線「いりなか」駅

2番出口より徒歩2分

＊地下鉄御堂筋線「江坂」駅

８番出口より徒歩３分

至
千
里
中
央

南青山アイクリニックグループ

http://www.minamiaoyama.or.jp/

