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PREFACE
− 巻頭言 −

戸田 郁子
南青山アイクリニック理事長

南

Ikuko Toda, M.D.
Director
Minamiaoyama Eye Clinic

青山アイクリニックは2007年6月で開院10周年を迎えま
す。
「眼科専門医による屈折矯正術の正しい普及」
を目

指して開院して以来、
このようにひとつの節目を迎えることがで
きましたのは、
ひとえに皆様のご指導とご支援のお陰と深く感謝
しております。
ここに職員を代表し心より御礼を申し上げます。
屈折矯正術の技術やそれに対する考え方は、
この10年で
大きく変化いたしました。私自身が屈折矯正術に携わるように
なりましたのは1992年のことで、当時はPRKが米国で開始さ
れ、
わが国でも初期のエキシマレーザーの臨床治験が開始さ
れておりました。数10秒のレーザーの照射だけで近視度数が
０になり、裸眼視力が1.0以上に回復することを初めて目の当
たりにしたときの興奮と感動は、今でも鮮明に覚えております。
ただし、新しい手術であるがゆえに、
また正常な組織にあえて
手を加えるという点で、長期の安全性などに不安を覚える人
が多かったことも事実です。
その後、
機械や技術が改良される
とともに、手術件数は世界的に増加し、長期の安全性や効果
が証明されたことにより、屈折矯正術は広く受け入れられるよ
うになりました。
このように屈折矯正術が開発、発展、認知される過渡期に
おいて、私個人としても南青山アイクリニックとしましても、
そこ
に微力ながらも関わることができたことは、幸運であり誇りに
思っております。
もちろん何事においても過渡期というのは、
さ
まざまな試行錯誤や紆余曲折があり、決して平坦な道のりで
はありませんでした。PRKを最初に見てから10数年を経た現
在においても、
日々新たに学んだり改良したりするべきことは尽
きません。
高齢化社会をむかえ、
「より質の高い生き方」
を目指すため
の医療は今後大切になっていくと思います。南青山アイクリ
ニックは屈折矯正術という方法を通じて患者様のQOLの改
善を目指しております。
また、単に屈折度数のみを治す画一的
な治療でなく、個々の患者様の背景に対応するカスタム治療
の方向を目指していきたいと思います。10周年を迎え今後は
さらに、
「 個人のニーズにあった」
「快適に見える」ための「南
青山アイクリニックでなければ得られない
（目標は高く！）」医療
サービスを提供できるよう努力していきたいと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

W

e will be celebrating the ten-year anniversary of
Minamiaoyama Eye Clinic in June 2007. The clinic
was opened with the goal of “properly disseminating refractive
surgery by board-certified ophthalmologists.” As we celebrate
this important milestone, we realize that we could not have
done it without your guidance and support. On behalf of our
entire staff, I would like to extend our sincere gratitude to all
of you.
The technology and the view towards refractive surgery
have evolved greatly over the past decade. My involvement
with refractive surgery dates back to 1992. At that time,
treatment by photorefractive keratectomy (PRK) had just
begun in the U.S.A., and early clinical trials of the excimer
laser had just started in Japan. I still vividly remember that
exciting and moving moment when I witnessed the mere few
tens of seconds of laser ablation reversing the refractive error
to 0 and restoring uncorrected visual acuity to 1.0 or better.
Nevertheless, being a new surgical procedure, and also one
that operates on healthy tissue, many people were concerned
with long-term safety. The instruments and techniques have
undergone refinement since then, and the number of surgeries
performed worldwide has increased, and the procedure’s longterm safety and its efficacy have also been validated. Today,
refractive surgery has become a widely accepted treatment
option.
Both Minamiaoyama Eye Clinic and myself are fortunate
and proud to have been able to make contributions, however
insignificant they may be, during this transitional period from
the developmental stage of refractive surgery to its general
acceptance. As in any other transitional period, the process was
bumpy and filled with trials and errors. It has been more than
ten years since PRK was first used to treat patients, but we
are still learning new things about the procedure and trying to
make improvements almost on a daily basis.
Nearing the aging of the population, medical care with
the aim of a “better quality of living” will no doubt become
increasingly important hereafter. Minamiaoyama Eye Clinic
intends to improve the “quality of life” for patients through
refractive surgery. Furthermore, our goal is not only to correct
refractive errors but also to customize treatments in order to
meet the individual needs of each patient. As we celebrate
our ten-year anniversary, we have renewed our commitment
to providing “incomparable medical care (setting a high
standard!)” to “meet individual needs” and to “restoring
comfortable vision.” We look forward to your continued
support in the future.

0

GREETINGS
− 刊行に寄せて −

ケネス R・ケニヨン
ハーバード・メディカル・スクール
スケペンス眼研究所

臨床医療 助教授

上級臨床科学者

南青山アイクリニックグループの皆様へ、
私は、
この度、南青山アイクリニックグループが記念すべき10周年を迎えるにあたり、
その並はずれた
業績に対してお祝いの言葉を述べさせて頂けることを、
このうえなく名誉に思っております。

0

青山アイクリニックグループの主要なメンバーの中には、

南

持った眼科医のみが屈折矯正手術を行い、複数の手法と技

20年以上にわたり、
個人的なお付き合いや専門分野で

術をメニュー化して活用し、
研究、
指導、
発表、
出版などの成果

の交流をさせて頂いている方々もいらっしゃいます。私は、
そ

を遺憾なく活用する、すなわち、学問的な知識とエビデンスに

の方々のご活躍を見るにつけ、南青山アイクリニックグループ

基づく医学を基にした治療を実践された結果、
南青山アイクリ

は将来、
日本の眼科医療においてのみならず、
全世界的にも、

ニックグループは卓越した中核的研究拠点として認知されると

必ずや屈折矯正手術の分野で秀でた模範となるに違いない

共に、
日本において、近視矯正手術を眼科医療の一分野とし

と確信しておりました。
マサチューセッツ眼科耳鼻科病院の角

て確立するという功績を残されました。

膜サービスに在席していた1980年代、私にとって最初の日本

私の個人的な記憶では、
現在の南青山アイクリニックグルー

人の同僚の中に、坪田一男先生と島崎潤先生がいらっしゃい

プのメンバーの中で私のよく知る4人の方々に関する事柄がど

ました。お二人とも大きな志を胸に、臨床の基礎となる学術的

うしても強調されてしまい勝ちですが、南青山アイクリニックグ

研究に打ち込んでいらっしゃったことを覚えております。彼らの

ループの医学、
技術、
および管理にわたって全体が持つ、
並は

「父親的なプライド」は、
それではまだ不十分と言わんばかり

ずれた能力にも注目しております。
トーマス・フリードマンが彼独

に、
その10年後には、彼らの後継者となるべき専門家、すなわ

自のパラダイム・シフト的分析を行った著書「フラット化する世

ち戸田郁子先生と堀好子先生を角膜研究のフェローシップと

界」で触れているように、
模倣から革新へと経済が進化するとき

してボストンに派遣されました。坪田先生と島崎先生に対する

には、
優位に立つ産業と将来の社会によってその進化が特徴

最大の賛辞は、
その時に贈られたのではないか思っておりま

づけられるのです。丁度今年、
トヨタが世界最大の自動車メー

す。
いずれ劣らぬ卓越した女性医師のお二人は、
派遣先のボ

カーの地位を得たように、南青山アイクリニックグループも同様

ストンにおいて、
先任者たちと同じ「ふさわしき資質」
を同じく持

に発展し続けて行くであろう、
というのが私の予測であります。

ち合わせていることを証明して見せたのです。

改めまして、
南青山アイクリニックグループの皆様に対しお祝

また、
目立たないことではありましたが、
1997年に南青山アイ

い申しあげますとともに、
皆様の成功を予見する機会に出会え

クリニックグループを設立した際に、
1990年代後半のアメリカに

た幸運に感謝しております。
アメリカの企業家、
テッド・ターナー

おける屈折矯正手術ブーム時に一般的だったアメリカ式の視

の経営モットーに従えば、
「リードするか、
追随するか、
止めてし

力矯正施設の複製をそのモデルとしなかった点は評価される

まうか」のいずれかしかない、
とのことですが、
限りない未来、
大

べきでしょう。
この「エキシマー・レーザー・ブティック」
とも言うべき

きな目標に向かって前進し続ける皆様に対し、友人であり最も

単一手法・技術による治療と、価格低下を伴う日用品化によっ

熱烈なファンでもある私としては、
それを応援し続けて行きたい

て、
米西部では屈折矯正手術と眼科医の評判を著しく低下さ

と強く思う次第です。

せてしまいました。
これに対し、
坪田先生と戸田先生は、
賢明に
もより科学的に厳密なアプローチを採用されたのです。資格を

ますますのご発展をお祈りいたします。

Kenneth R. Kenyon, M.D.
Clinical Associate Professor
Harvard Medical School

Senior Clinical Scientist
Schepens Eye Research Institute

To the Colleagues, Staff and Friends of the Minamiaoyama Eye Clinic Group:
I am honored to congratulate the extraordinary achievements of the Minamiaoyama Eye Clinic
Group (MECG) on this occasion of your 10th anniversary!

H

aving a more than two decade personal and professional
perspective on several key MECG staff members,
I would have predicted your organization was destined to
become the model for excellence in refractive eye surgery,
not only for Japan but for the entire international ophthalmic
community. Indeed in the 1980s, among my first Japanese
fellows at the Massachusetts Eye & Ear Infirmary Cornea
Service were Drs. Kazuo Tsubota and Jun Shimazaki, each
clearly marked for greatness on the basis of their ambition and
dedication to scholarly research as the foundation for clinical
practice. As if this "paternal pride" were not sufficient, the
ultimate compliment of Jun & Kazuo was paid a decade later
as they directed their own professional progeny, Drs. Ikuko
Toda and Yoshiko Hori-Komai, to us in Boston for corneal
fellowship experience. These equally exceptional women
have proven to share the same academic "right stuff" of their
predecessors.
Less self-evident however is that in founding the MECG
in 1997, the model should not have been a duplication of an
American-style laser vision correction facility typical of our
late 1990s refractive surgical "boom". Regretably it was
these single technique-and- technology-driven "Excimer
Laser Boutiques" and their concomitant price-cutting
commoditization that ultimately tarnished the reputation of
refractive surgery (and surgeons) in the West. Instead, Drs.
Tsubota and Toda wisely adapted a far more scientifically

rigorous approach: offering refractive surgery performed only
by board-certified ophthalmologists, utilizing a "menu" of
multiple techniques & technologies, emphasizing research,
teaching, presentation and publication - - the hallmarks of
academic excellence & evidence-based medicine - - that have
served both to put MECG "on the map" as a preeminent
Center of Excellence but also to legitimize refractive surgery
as a recognized ophthalmic sub-specialty in Japan.
Although my personal reminiscences must necessarily
emphasize the four current MECG staff members who
are best known to me, I am also aware of the exceptional
capabilities of the entire MECG medical, technical and
management family. As Thomas Friedman notes in his
paradigm-shifting analysis, "The World is Flat", the evolution
of economies from imitative to innovative characterizes the
dominant industries and societies of the future. Thus, just as
Toyota has this year become the world's greatest automotive
manufacturer, my prediction is that MECG is similarly
destined to continue its ascent.
Again, in congratulating all of you at MECG, I thank you
as well for allowing me the serendipitous opportunity to
foresee your success. In adhering to the management motto
of the American entrepreneur Ted Turner, one should either
"Lead, follow, or get out of the way." And so as your most
enthusiastic friend and fan, I very much anticipate cheering
for the progress and achievements of your limitless future!
Best wishes for continued success.

0

GREETINGS
− 刊行に寄せて −

井上 幸次
鳥取大学医学部
視覚病態学教授

南

Yoshitsugu Inoue, M.D., Ph.D.
Professor and Chairman
Division of Ophthalmology and Visual Science
Faculty of Medicine, Tottori University

青山アイクリニック開院10周年おめでとうございます。
屈折矯正を手術によっておこなうということは順天堂

大学の佐藤先生が世界に先駆けておこなわれたのですが、
あまりに早すぎた手術であったため、残念ながら内皮障害
という合併症を生じてしまいました。それがかえって仇となっ
て、屈折矯正手術は日本が先鞭をつけたにもかかわらず、多

0

くの先進国の後塵を拝することになってしまったわけです。
そ
のような難しい情況の中で10年前に開院した南青山アイクリ
ニックはわが国の屈折矯正手術のパイオニアとして、常に先
頭にたって、屈折矯正手術が市民権を得ることに貢献してこ
られました。
屈折矯正手術は基本的に眼鏡やコンタクトレンズなど他の
手段で視力が出る患者様におこなう手術だけに、
より一層の
安全性が求められる一方で、患者様の要求に応えてその適
応を拡大しqualityをあげるために新たな試みもおこなってい
く一歩踏み込んだ姿勢も必要です。南青山アイクリニックはこ
の相反する要求に常に答えながら、
この10年間日本の屈折
矯正手術をリードしてこられました。
また、屈折矯正手術は社
会的にも非常に重要な手術であり、広く一般の人たちに正し
い知識を広めていくことも必要ですし、
また一歩誤ると医学や
医療を等閑視して利潤のみを追求する道へ踏み込んでしま
う可能性がある手術だけに、社会の中でこの手術の位置づ
けをしっかりとおこなっていく必要もありますが、
その点でも南
青山アイクリニックの果たしてきた役割は大きいと思います。
この次の10年、新しい技術とともに屈折矯正手術は更に進
化していくものと思われますが、
日本の最先端であるだけでな
く、かつて最初はそうであったように、
日本が世界の最先端を
行く時代が再び来ることをめざして、
日本の屈折矯正手術の
牽引車として今後ますます発展していかれることを祈ります。

C

ongratulations on Minamiaoyama Eye Clinic’s ten-year
anniversary.
Correction of refractive error with refractive surgery was
pioneered by Dr. Sato of Juntendo University. The procedure,
however, was hampered by the complication of endothelial
damage in the early days. This complication eventually
caused Japan to lag behind several advanced countries in
refractive surgery despite its pioneering work in the field.
Opening ten years ago amid the backdrop of such difficulties,
Minamiaoyama Eye Clinic, as a pioneer of refractive surgery
in Japan, has always been a leader in refractive surgery and
has contributed greatly to the general acceptance of such
procedures.
Because refractive surgery is basically used to treat
patients who have the option of correcting their visual acuity
with eyeglasses or contact lenses, among other means, a high
degree of safety is required. Meanwhile, it is also necessary
to attempt new techniques so as to broaden the application of
such surgical procedures and improve their quality in order
to meet patient demands. Minamiaoyama Eye Clinic, while
constantly meeting these challenging demands, has been a
leader in refractive surgery in Japan for the past ten years.
Furthermore, because refractive surgery is a very important
surgical procedure on the social front, it is necessary to
educate the general public on its correct application. Any
small misstep may create a situation of mere profit seeking in
which medical and healthcare are made light of. Therefore, it
is critical to establish a proper place for this procedure in the
public’s mind. To that end, Minamiaoyama Eye Clinic has
done a great job and deserves a lot of credit.
Refractive surgery likely will continue to evolve as
technologies improve in the next decade. We look forward
to seeing Minamiaoyama Eye Clinic not only continue its
leadership position in the field of refractive surgery in Japan,
but also take Japan to the forefront of the world in regaining
the glory Japan used to enjoy in this field.

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

南

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

青山アイクリニックは2007年に10周年を迎えました。眼
科専門医による質の高い安全な治療を提供することを

その責務として、
南青山アイクリニックはこれまで日本の屈折矯
正の幕開けをしっかり築いてきたと評価できると思います。
学会での症例発表やインストラクションコースでの技術提
供、国際学会での学術交流を積極的に行い、AAO（アメリカ
眼科学会）
でも戸田郁子理事長が論文を発表して高い評価
を得ています。世界における日本の高い屈折矯正の技術、
お
よび最先端のドライアイ臨床研究の確立、
そしてこれらを日本
の眼科医療界にフィードバックする役割を果たしてきたと自信
を持ってご報告できることを、私もとても誇りに思っています。
これまでご指導賜りました先生方、
そしてご協力ご支援いた
だきました多くの眼科クリニックの先生方に、
この場をおかりい
たしまして深く御礼申し上げますとともに、南青山アイクリニック
をご支援いただいております患者様にも御礼申し上げます。
これまでの眼科医療において、屈折矯正の専門施設の運
営は、
他に例のない初めての試みで、
治療以外の運営やサー
ビスといった面は、何もかもが医師にとって初めての体験でし
た。
これまで実績を積み重ねてこられたのは、戸田理事長の
素晴らしいリーダーシップと、東京の堀医師、山本医師、坂谷
医師、横浜の荒井医師、福本医師、福岡の菅沼医師をはじ
め、
データ管理室、各施設のナース、検査、
レーザー、受付、事
務スタッフの強い連帯感を感じています。
感動とともにまた、2006年からは老眼に対応するCKも始
まり、
アンチエイジング医療の実践として、快適な視力、
クオリ
ティ
・オブ・ビジョンの提供で社会貢献できる時代が来たと実感
しています。
これからも、南青山アイクリニックが日本の誇る屈
折矯正治療の専門施設として、高齢社会におけるより質の高
い医療の提供を実現できるように、
皆様とともに成長して参りた
いと思います。
今後とも変わらぬご指導賜りますよう、
よろしくお願い申し上
げます。

M

inamiaoyama Eye Clinic celebrated its ten-year
anniversary in 2007. Setting out on a mission
to provide quality and safe treatment by board-certified
ophthalmologists, Minamiaoyama Eye Clinic deserves a
lot of credit for building a sound foundation for refractive
surgery in Japan.
Minamiaoyama Eye Clinic has actively participated in
academic exchanges at international conferences, provided
technical assistance through instructional courses, and
conducted case presentations at academic conferences.
In addition, Dr. Ikuko Toda, the director of the clinic, has
received high praises conducting presentations at American
Academy of Ophthalmology (AAO) meetings. I am also very
proud to be able to report with confidence the high standing
of Japan's refractive surgery technology and Japan’s vanguard
position in the world in clinical research on dry eyes, and
the fact we have been able to provide feedback to medical
professionals in the ophthalmology field in Japan.
I would like to take this opportunity to extend my deepest
gratitude to the physicians who provided guidance, to the
ophthalmologists who collaborated with us, and to the
patients who supported Minamiaoyama Eye Clinic.
Since operating a clinic specializing in refractive surgery
had never been attempted in the field of ophthalmic care,
running the clinic and providing services, anything other
than the treatments, were the first-time experiences for the
physicians. The clinic owes its achievements thus far to
the excellent leadership of Dr. Toda, the hard work of Drs.
Hori, Yamamoto, and Sakatani, and the staff of the data
management team, nursing team, examination team, laser
team, reception team, and administration department, and
the close collaboration of our local facilities in Yokohama
and Fukuoka. The tireless work ethic of Dr. Toda and the
exceptional teamwork shown by Minamiaoyama Eye Clinic
have never ceased to amaze and energize me.
Furthermore, conductive keratoplasty (CK) for presbyopia
that the clinic began performing in 2006 has ushered in a new
era of anti-aging medical care. The clinic is proud to be able
to restore comfortable vision and quality of vision. We look
forward to working with all of you to continue the excellent
work of Minamiaoyama Eye Clinic as the top facility
specializing in providing refractive treatment and quality
medical care to the geriatric population.
We appreciate your continued guidance and support.
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007年6月に開院10周年を迎える南青山アイクリニックでは、
2006年までに施行した総手術件数が43,422件となりました。今

まで手がけた手術方法としては、LASIK、PRK、PTK、LASEK、
epi-LASIK、
カスタム
（wavefront-guidedおよびtopographyguided）照射、
multifocal 照射（老眼対策LASIK）
、
phakic IOL
（ArtisanおよびArtiflex）、accomodative IOL、
バイフォーカル
IOL、
角膜内リング
（ICRS）
、
強膜拡張術（老眼手術）
、
conductive
keratoplasty（CK）、
円錐角膜に対するICRSなど多岐にわたって
おります。
これらの手術を単独に、
あるいは組み合わせで施行する
ことにより、個々人の生活や希望にあった視覚矯正を提供するよう
心がけてきました。すなわち、選択肢の少なかった初期のころの屈
折矯正術と違い、
現在ではより広範囲な屈折異常に対応できるよう
になったと言えます。
また、
角膜混濁、
円錐角膜、
術後の不正乱視な
ど、単純な屈折異常として治療できない患者様に対しても、上記の
方法を組み合わせることによって見え方を改善させることができるよ
うになりました。
もちろん、患者様の状態によっては治療困難な場合
もありますので、手術前における現状の評価が非常に大切と考え
ております。

こ

の2年間にとくに注力してきたもののひとつは老視対策です。
屈折矯正術は若い人向けと考えられがちですが、
現在ではア

クティブで前向きな高齢の方々が増えており、年齢に関係なく快適
な視力を求めています。
もちろん老視があれば遠方に矯正を行うと、
近方は眼鏡が必要になります。
それでも良好な遠方視力を求める方
には完全矯正のLASIKを施行します。
また老眼鏡をなるべく使用し
たくないという希望の方には、
モノビジョンや意図的低矯正を行いま
す。
一方、
遠視の方は老視が始まるとさらに不便さが増すため、
遠視
矯正を行ってピントの位置を近づけてあげると非常に喜ばれます。
方
法としてはLASIKのほか、
正視や軽い遠視の方ではCK手術により
治療しています。
CKは角膜中央部に手を加えないこと、
フラップを作
成しないこと、
などにより米国では簡便かつ安全な老視矯正方法とし
て広く行われています。
乱視があったり度数が強い場合は適応にな
りませんが、
老視対策のひとつとして有用な方法と考えられます。

老

視対策の新しい技術として、
現在世界的にも広がりつつある
バイフォーカル IOLの導入も行いました。
当院で導入したバイ

フォーカルIOLはドイツのAcri.Tec社が開発したAcri.Twin IOLで
屈折と回折の両方の特性を生かした設計のレンズです。優位眼に
遠方70%、
近方30%に光が分布するようにした遠方重視のレンズ、
非
優位眼に遠方30%、
近方70%の近方重視レンズを挿入します。
これ
によって遠近両方ともより見やすくなります。
まだ症例数は少ないもの
の経過は良好で、
今後おおいに期待できる技術と思っております。

カ

スタム照射やPhakic IOLに関してもこの2年間でより多くの経
験を積み、安定した結果が得られるようになりました。
また、医

療技術のみならず患者様サービスに関しても、
「南青山アイクリニッ
クで治療を受けたい」
または「受けてよかった」
と思っていただける、
オンリーワンの施設になるようスタッフ一同心がけてまいりました。今
後もこの姿勢でがんばっていきたいと思います。

A

t Minamiaoyama Eye Clinic, which will be celebrating its tenyear anniversary in June 2007, the total number of surgeries
performed by the end of 2006 has reached 43,422. These cases
involved a wide range of surgical procedures, including LASIK, PRK,
PTK, LASEK, epi-LASIK, custom ablation (wavefront-guided and
topography-guided LASIK), multifocal ablation (presbyopic LASIK),
phakic IOL (Artisan and Artiflex), accommodative IOL, bifocal IOL,
intrastromal corneal ring segments (ICRS), sclerotomy (presbyopic
surgery), conductive keratoplasty (CK), and ICRS for keratoconus.
These procedures were either performed alone or in combination to
meet each patient’s individual life style or to provide the desired vision
correction. In short, unlike the early days of refractive surgery when
few options were available, a variety of procedures is now employable
to treat a wide spectrum of refractive errors. Moreover, patients who
have corneal opacity or keratoconus or who may suffer postoperative
irregular astigmatism may now be treated for better vision by a
combination of these procedures. There are, of course, patients who
are not suited for surgical treatment. Therefore, it is very important for
patients to receive proper evaluation before an operation.
ne of the areas we focused our efforts on in the past two
years was presbyopia treatment. Refractive surgery is
usually considered to be a treatment suited for younger people.
With an increasing number of active and forward-minded seniors
nowadays, people covet comfortable vision regardless of their
age. With presbyopia, however, if the vision is corrected to see
far, the patient would need corrective lenses to see near. However,
patients who desire a good far vision may undergo a complete
refractive LASIK surgery. More so, patients who want to get by
without reading glasses have the option of choosing monovision
or intentional undercorrection. Meanwhile, people with hyperopia
who are likely to become increasingly troubled when presbyopia
sets in would benefit from a hyperopia correction by moving the
focal point closer. This can be achieved by LASIK or CK in case of
emmetropia or mild hyperopia. CK, which leaves the center of the
cornea untouched and creates no flap is a simple and safe method
widely used in the U.S.A. for presbyopia correction. Although it is
not suitable for patients with astigmatism or severe hyperopia, CK
is one of the useful ways of presbyopia treatment.
e have also started treating presbyopia by bifocal intraocular
lenses (IOL), the newest technology in the treatment of
presbyopia that has been increasingly being used around the world.
We use the Acri.Twin IOLs - bifocal IOLs developed by Acri.
Tec in Germany - designed with both refractive and diffractive
characteristics. The dominant eye would be implanted with a lens
that provides 70% far and 30% near light distributions. The nondominant eye would receive a lens that provides 30% far and 70%
near light distributions. This would allow a patient to see well both
far and near. Although the number of cases is still limited, patients
who underwent the procedure have been doing well thus far,
suggesting this technology has a great potential.
ver the past two years, we have also had a great deal of
experience with respect to custom ablation and phakic
IOL, and have been able to achieve stable results. The staff at
Minamiaoyama Eye Clinic is committed to serving its patients not
only with the finest medical technology, but also with the best care,
so that patients would feel like choosing us as their clinic of choice
or feel that they have made the right choice in choosing our clinic.
We have been working towards being the ‘only facility’ choice
among potential patients and will continue to work hard to uphold
our commitment.
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南青山アイクリニックグループは、1997年6月の東京クリニック設立以来、
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きました。
過去2年間の新技術導入についてレポートします。
Minamiaoyama Eye Clinic Group has been the leading institution for refractive surgery in Japan
since it opened its Tokyo clinic in June 1997. It has strived to consistently adopt the newest
technologies and disclose such information. The following is an update of the new technologies
that we have brought in over the past two years.

2005 年 9 月

Conductive Keratoplasty（CK）の導入

September 2005 Implementing Conductive Keratoplasty (CK)
アメリカRefractec社のViewPoint CK Systemによる遠視、

0


We have started treating hyperopia and presbyopia
using the ViewPoint CK System developed by Refractec
老視の治療を開始しました。角膜に熱を作用させて形状および
Inc. in the U.S.A. The technology is based on corneal
屈折力を変化させる角膜熱形成術の一種ですが、
角膜実質に
thermal keratoplasty, a procedure that applies heat to
刺入した長さ450μm、直径90μmのプローブの先端から低エ
the cornea to change its shape and its refractive power.
ネルギーで高周波の電流を流すことによって、周辺部の角膜
Specifically, a probe (450 µm in length and 90 µm in
diameter) is inserted into the corneal stroma, and a
実質に熱作用を及ぼす方法です。アメリカではFDAより2002
low-energy high-frequency electric current is passed
年4月に遠視矯正への適応が、
2004年3月にはモノビジョンに
through its tip to generate heat on the surrounding
よる老視矯正への適応がそれぞれ認可されました。
日本では遠
corneal stroma. It was approved by the FDA in the
視人口は欧米に比べると少ないと言われていますが、老視は
U.S.A. for hyperopia correction in April 2002 and for
presbyopia using monovision in March 2004. Although
長寿社会の日本で避けては通れない問題です。CKの長所は、
the size of the population suffering from hyperopia in
角膜中心部には侵襲を加えないため安全性が高く、視力の質
Japan is said to be smaller than in Europe and the
が損なわれにくいという点です。
ただし矯正度数は4つのパター
U.S.A., presbyopia is a problem that needs to be faced
ンに限られ、細かい矯正ができないという短所があります。適応
by the increasingly geriatric Japanese society. CK is
と効果を見極めながら、
発展させていきたい技術です。
non-invasive to the central part of the cornea, and is a
fairly safe procedure. It also poses little
①
●
②
●
①
● CK 手術後の角膜写真
risk to the quality of vision. However,
Photo of the cornea
the available applications at present
after CK
are limited to four different patterns of
②
● CK 手術に使うViewPoint correction, making unavailable any finer
CK System
corrections. The future of the technology
ViewPoint CK System
is largely dependent on the assessment
for CK surgery
of its applicability and effects.

2005 年 9 月

Foldable Phakic IOL (Artiflex) 手術開始

September 2005 Starting the Foldable Phakic IOL (Artiflex) Procedure
これまで使用してきたPhakic IOLのArtisanレンズはPMMA
製であるため、5～6mmの切開創を作製する必要があり、縫
合もするため手術時間が長くなる、
また乱視誘発の可能性
があるという問題がありました。ArtiflexはArtisanレンズのデ

Because the Artisan lenses that have been used for
phakic IOL implants until now were made of PMMA,
an incision of 5 to 6 mm is required, which not only
prolongs the procedure due to the need for sutures,
but also poses a potential risk of astigmatism. Artiflex,

ザインを継承しながら光学部をシリコーン素材にすることによ
り、3.2mmの切開創から挿入が可能になった新しいPhakic
IOLです。この導入によって縫合の必要がなくなり、術後炎
症も非常に軽く、執刀医と患者様双方のストレスが軽減され
ています。ただし、Artiflexの製作範囲は–2D～–14.5Dなの
で、–15Dを超える強度近視や乱視には、
これまでのPMMA
レンズ
（光学径は5mm）
を使用することになります。そのような
場合には、Artiflexを挿入して術後の状態を確認し、残余屈折
に対してはLASIKで補正するというbi-opticsの手法も選択
肢のひとつになるかもしれません。
Artisanレンズが挿入された眼
Eye with Artisan IOL

2006 年 2 月

designed as the next generation phakic IOL to the
Artisan lens, has a silicone optic, which enables
the lens to be implanted through a 3.2-mm incision.
Because suture is not required for such a small incision,
postoperative inflammation is minimal; and so is the less
stress to both the surgeon and the patient. However,
since only Artiflex lenses between -2D and -14.5D
are available, the conventional PMMA lenses (optic
diameter: 5 mm) would still have to be used for patients
with severe myopia exceeding -15D or astigmatism.
For such patients, another option may be the bi-optics
approach, in which patients undergo Artiflex implantation
first and then receive
Artiflexが挿入された眼
LASIK to correct any
Eye with Artiflex IOL
residual refractive error.

トポグラフィーガイド照射による LASIK
0


February 2006 Topography-Guided LASIK
ニデック社製エキシマレーザーEC-5000CXIIのCustomized

Using NIDEK customized aspherical treatment zone
(CATz) system for EC-5000CXII excimer laser, we offer
Aspherical Treatment Zone（ CATz）
というシステムを用
treatment to patients who received decentered ablation,
いて、他施設での手術で生じた偏心照射の例やセントラルア
from other clinics, patients with irregular astigmatism
イランドのような不正乱視を生じた例、
あるいはOptical Zone
such as central island, or patients with a small optical
（OZ）
が小さく暗所での見にくさの訴えが強い例などの治療
zone (OZ) with complaints of extreme difficulty seeing
in the dark. The so-called irregular astigmatism of
を行っています。従来のレーザー照射法では矯正が不可能で
the cornea, which cannot be treated by conventional
あった角膜のいわゆる不正乱視が、
かなりのレベルで矯正可能
laser ablation, may now be corrected to a great extent.
となってきました。非常に有効な症例がある反面、
なかなか期待
There have been cases that showed excellent efficacy.
した効果が得られない場合もありますので、改善が期待できる
However, there have also been cases that were
great disappointments. Any decision to undergo this
部分と治すことが難しい部分、
リスクの可能性を検討し、患者
procedure is made after patients have been thoroughly
様にも詳しくご説明して適応を決定しています。
また最近では、
informed of the expected improvements, unlikely
手術の既往はなく、
もともと非対称の角膜乱視を持つ症例に対
improvements, and the associated risks. Furthermore,
しても、
このシステムを利用して従来の照射法に比べてより効
since this procedure in treating astigmatism can be used
果的な乱視治療を行い、
非常によい結果が得られています。
more effectively than the conventional ablation method,
it has been used recently also on patients who have
asymmetrical corneal
astigmatism from the
不正乱視眼に対するトポガイド
beginning, with no
LASIK前後の角膜形状
左：術前
history of surgery, and
右：術後
has produced some very
Corneal Topography for the irregular
encouraging results.
astigmatism before and after
topography-guided LASIK
Left : Preop
Right : Postop
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2006年9月 バイフォーカル眼内レンズ
（Acri.Twin bifocal intraocular lens）による白内障治療
September 2006 Cataract Surgery using Acri.Twin Bifocal Intraocular Lenses
ドイツのAcri.Tec社が開発したAcri.Twin IOLは、光の屈折
と回折（障害物の後方にも伝わる現象）の特性を活かした
設計の新しいバイフォーカル眼内レンズです。従来のバイフォ
ーカルレンズは、光を遠方と近方50％ずつに分けたものがほ
とんどでしたが、
このAcri.Twin IOLは優位眼には遠方70％、
近方30％に光が分布するようにした遠方重視レンズを、非優
位眼には遠方30％、近方70％にした近方重視レンズを挿入
する手術を行います。従来のバイフォーカルレンズでは、低コン
トラスト下での視力が単焦点レンズに比べて低下しましたが、
Acri.Twin IOLは光の分布を左右眼で変えることにより、
この
低下を軽減させることができるということです。
また遠方視には
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屈折を、近方視にはさらに回折を用いることにより、瞳孔径に
依存しないという特徴を持っています。
Acri.Twin IOL
遠方、近方それぞれの光の分布
Light distribution by Acri.Twin IOL

優位眼レンズの光の分布
For dominant eye

100%

30%

70%
近点
Near point

遠点
Far point

非優位眼レンズの光の分布
For non-dominant eye

100%

70%

30%
近点
Near point

遠点
Far point

Acri.Twin intraocular lenses are new bifocal IOLs
developed by Acri.Tec AG in Germany, and are designed
to exhibit both refractive and diffractive characteristics.
Conventional bifocal lenses mostly offered even far
and near light distributions. Acri.Twin IOLs provide
uneven light distribution. The dominant eye would be
implanted with a lens that provides 70% far and 30%
near light distributions. The non-dominant eye would
receive a lens that provides 30% far and 70% near
light distributions. Conventional bifocal lenses offer
visual acuity below that of a single-focal lens under low
contrast. Acri.Twin IOL, however, can reduce such a
decrease in visual acuity by switching between the left
and right eyes to change the light distribution. The IOL
is also characterized by using refraction for farsighted
and diffraction for nearsighted without depending on the
pupil diameter.

2006年11月

Online Torsion Error Detection（OTE）導入

November 2006 Implementing Online Torsion Error Detection (OTE)
2004年3月に導入されたEC-5000CXエキシマレーザー
（ニ
デック社）
のTorsion Error Detector（TED）
を発展させた
新しいシステムです。TEDとは、患者様の体位の変化により
生じる眼球の回旋を、虹彩の紋様パターンによって検知する
システムです。従来のTEDシステムは手術中のレーザー照
射直前の虹彩画像をCCDカメラで撮影し、手術前にOPDScanで撮影した画像と比較して回旋を検知していましたが、
新しいOTEシステムではレーザー照射中の虹彩画像を常に
モニターする形で回旋を検知します。現在は検知された回旋
に応じて、医師が患者様の頭の位置を修正することで手術の
精度を高めていますが、将来はレーザー装置が回旋角度を自
動補正するようなシステムに進化していく予定になっています
。
また、2003年に導入したVISX社エキシマレーザーS4にも
同様な回旋検知システムIris Registration
（IR）
を搭載し、手
術精度の向上に努めています。これらのシステムは、特に乱
視矯正やカスタム照射の場合に威力を発揮します。

This new system developed based on the torsion
error detector (TED) of the EC-5000CX excimer laser
(NIDEK) was installed in March 2004. TED detects
ocular rotation due to a patient’s body position based
on iris patterns. Conventional TED systems detected
rotation by comparing an image of the iris captured by
a CCD camera immediately before laser ablation during
surgery to an image taken by OPD-Scan before surgery.
The new OTE system detects rotation through constant
monitoring of the iris image during laser ablation.
Currently, in accordance to the detected rotation, the
surgeon adjusts the patient’s head, resulting in improved
surgical precision. In the future, it is expected that the
laser device will evolve to automatically correct the
degree of rotation. Moreover, the VISX excimer laser S4
installed in 2003, also equipped with a similar rotation
detection system called iris registration (IR) is improving
surgical precision. These systems are especially useful
for correction of astigmatism and custom ablation.

NIDEK EC-5000CXⅡ のOTEシステム

VISX STAR S4のIRシステム

OTE system of NIDEK EC-5000CXⅡ excimer laser

IR system of VISX STAR S4 excimer laser

堀 好子

報告

Reported by Yoshiko Hori-Komai
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手術件数の推移

対象

Number of Surgeries

Subjects

対象
期間

Subjects
Period

1997年10月〜2006年12月

症例
Subjects
Period
Cases

1997年10月〜2006年12月
16319例31655眼

期間
症例

女性7090例13722眼
男性9229例17933眼
1997年10月〜2006年12月
16319例31655眼

症例
年齢

男性9229例17933眼
16319例31655眼
33.7±8.7歳

女性7090例13722眼

年齢
術前裸眼視力
Age

男性9229例17933眼
33.7±8.7歳
0.06
Male
33.7±8.7 years

女性7090例13722眼

From October 1997 to December 2006

対象
期間

From October
1997 to
December 2006
31655
eyes in 16319
cases

Female2006
From
December
Male
31655October
eyes in 1997
16319tocases

Period
Cases

Male eyes
33.7±8.7
years
31655
in 16319 cases Female

Age
Cases

Preoperative Uncorrected Visual Acuity

Female

0.06

年齢
33.7±8.7歳
0.06 years
術前裸眼視力
Age
33.7±8.7
術前自覚屈折
-5.72±2.38D
Preoperative Uncorrected Visual Acuity 0.06

Preoperative Manifest Refraction −5.72±2.38D

0.06
術前裸眼視力
術前自覚屈折
-5.72±2.38D
正視狙い
目標屈折
Preoperative
Uncorrected Visual
Acuity 91％
0.06

低矯正狙い 9％

術前自覚屈折
目標屈折

-5.72±2.38D
正視狙い 91％

低矯正狙い 9％

目標屈折
経過観察期間
Target
Refraction

正視狙い 91％

低矯正狙い 9％

Follow-up Period

284.1±260.0日
Emmetropia
91%, Slight Myopia 9%
284.1±260.0 days

経過観察期間

284.1±260.0日

Preoperative
Manifest Refraction
−5.72±2.38D
Target
Refraction
Emmetropia
91%, Slight Myopia 9%

Preoperative
Manifest Refraction
−5.72±2.38D
経過観察期間
284.1±260.0日
Target Refraction
Emmetropia
91%, Slight Myopia 9%
Follow-up Period
284.1±260.0 days

Follow-up Period

手術を受けたい動機

Number
of Surgeries
総手術件数
8000

（件）
All Surgeries
7000
総手術件数
8000
（件）
All Surgeries
6000
7000
8000
5000
6000
7000
4000
5000
6000
3000
4000
5000
2000
3000
4000
1000
2000
3000
0
1000
2000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
（年） Year
0
1000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
（年） Year
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

手術希望者の年齢

Age of Patients who Requested LASIK

Motivation
4.3% for Undergoing Surgery

3.1%
手術を受けたい動機

裸眼の生活を希望
Expect life without
spectacles or contact lenses
裸眼の生活を希望
コンタクトレンズが合わない
Expect life without
Unable
to wear
CLs lenses
spectacles
or contact
裸眼の生活を希望
スポーツや趣味
コンタクトレンズが合わない
Expect
life
without
Sports or hobbies
Unable to or
wear
CLs lenses
spectacles
contact
眼鏡が合わない
スポーツや趣味
コンタクトレンズが合わない
Unable to wear spectacles
Sports or hobbies
Unable to wear CLs
コンタクトレンズの手入れが面倒
眼鏡が合わない
スポーツや趣味
Troublesome to take care of CLs
Unable to wear spectacles
Sports or hobbies
外見上の理由
コンタクトレンズの手入れが面倒
眼鏡が合わない
For
improved appearance
Troublesome to take care of CLs
Unable to wear spectacles
職業的な理由
外見上の理由
コンタクトレンズの手入れが面倒
Vocational reasons
For improved appearance
Troublesome to take care of CLs
眼鏡やコンタクトレンズより安い
職業的な理由
外見上の理由
Cheaper
than spectacles or CLs
Vocational reasons
For improved appearance
不同視
眼鏡やコンタクトレンズより安い
職業的な理由
Anisometropia
Cheaper than spectacles or CLs
Vocational reasons
その他
不同視
眼鏡やコンタクトレンズより安い
Others
Anisometropia
Cheaper than spectacles or CLs
その他
不同視
Others
Anisometropia

for Undergoing Surgery
21.2%
21.2%
15.8%
21.2%

7.2%
8.7%
6.7%
7.2%
8.7%
14.1%

15.8%
14.8%

8.7%14.1%

15.8%
14.8%

14.1%

LASIK件数
LASIK Surgeries
LASIK件数
LASIK Surgeries
LASIK件数
LASIK Surgeries

（年） Year

Motivation for Undergoing Surgery
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Number of Surgeries
総手術件数

手術件数の推移
（件）
All Surgeries

284.1±260.0 days

手術を受けたい動機

4.1%
Motivation
4.3%
3.1%
4.1%
6.7%
4.3%
3.1%
4.1%
7.2%
6.7%

手術件数の推移

14.8%

手術希望者の年齢

3.5% who Requested LASIK
〜20
Age of Patients

歳（Years）

21〜25
2.8%
3.5%who Requested LASIK
〜20
Age
of Patients

歳（Years）

2.2%
手術希望者の年齢

2.2%
5.0%
2.8%
3.5%
13.4%
2.2%
6.9%5.0%
2.8%
13.4%
6.9%
5.0%
9.9%
13.4%
6.9%
20.6%
9.9%

26〜30
21〜25 歳（Years）
〜20
31〜35
26〜30
21〜25
36〜40
31〜35
26〜30
41〜45
36〜40
31〜35
46〜50
41〜45
36〜40
51〜55
46〜50
41〜45
56〜60
51〜55
46〜50
61〜
56〜60
51〜55

20.6%

15.6%
9.9%
15.6%

20.0%

15.6%

20.0%

20.6%

20.0%

61〜
56〜60
61〜

その他
Others

手術の適応の内訳

手術不適応・再検査が必要の理由

手術の適応の内訳

手術不適応・再検査が必要の理由
強度近視（フェイキックIOL適応）

Reasons for LASIK is not Indicated

Indication Rate for LASIK

High myopia
Reasons
1.5% for LASIK is not Indicated

Indication Rate for LASIK

CL装用中止後の再検査必要
手術不適応・再検査が必要の理由
強度近視
（フェイキックIOL適応）
1.6%
CL
warpage
(Re-exam is required)

手術の適応の内訳

Indication Rate for LASIK
13.8%

LASIK適応
Indicated

5.8% 13.8%
5.8%13.8%
5.8%

80.4%
80.4%
80.4%

LASIK適応
再検査が必要
Indicated
Re-examination
LASIK適応
is
required
再検査が必要
Indicated
Re-examination
LASIK不適応
is required
再検査が必要
Not
indicated
Re-examination
LASIK不適応
is required
Not indicated
LASIK不適応
Not indicated

Reasons
1.8%
1.5% for LASIK is not
9.8%
1.8%
1.6%
3.6%
1.8%
1.5%
9.8%
1.8%
1.6%
34.5%
3.8%
3.6%
1.8%
3.9%
9.8%
1.8%
34.5%
3.6%3.8%
7.3%
3.9%
34.5%
12.8%
17.7%
3.8%
7.3%
3.9%
12.8%
7.3%

17.7%

12.8%

17.7%

High myopia
Indicated
円錐角膜（疑い）

CL装用中止後の再検査必要
Keratoconus
suspects
強度近視
（フェイキックIOL適応）
CL warpage
(Re-exam is required)
白内障
High myopia
円錐角膜（疑い）
Cataract
CL装用中止後の再検査必要
Keratoconus suspects
弱視
・斜視・眼振
CL warpage
(Re-exam is required)
白内障
Amblyopia,strabismus,
nystagmus
円錐角膜
（疑い）
Cataract
眼底疾患
Keratoconus suspects
弱視
・
斜視
・
眼振
Fundus disease
白内障
Amblyopia,strabismus, nystagmus
角膜が薄い
Cataract
眼底疾患
Thin
cornea
弱視
・斜視disease
・眼振
Fundus
視力良好
Amblyopia,strabismus, nystagmus
角膜が薄い
Good visual acuity
眼底疾患
Thin cornea
手術後老眼鏡を使用したくない
Fundus disease
視力良好
Not
willing to use reading spectacles
角膜が薄い
Good visual acuity
緑内障
（疑い）
Thin cornea
手術後老眼鏡を使用したくない
Glaucoma suspects
視力良好
Not willing to use reading spectacles
角膜疾患
Good visual acuity
緑内障（疑い）
Corneal
disease
手術後老眼鏡を使用したくない
Glaucoma suspects
その他
Not willing to use reading spectacles
角膜疾患
Others
緑内障
（疑い）
Corneal
disease
Glaucoma suspects
その他
角膜疾患
Others

Corneal disease

その他

Others

手術前の自覚屈折度数

満足度

Preoperative Manifest Refraction

手術前の自覚屈折度数

3.3%
Preoperative
Manifest Refraction
2.2%
3.1%

手術前の自覚屈折度数

Preoperative3.3%
Manifest Refraction
2.2%
5.0%
3.1% 3.3%
2.2%
8.0%
5.0%
3.1%

5.0%
8.0%
11.2%
8.0%
11.2%
14.2%
11.2%
14.2%
14.2%

8.4%
8.4%
13.2%
8.4%
13.2%
15.7%
13.2%
15.7%

15.8%
15.8%

15.7%

15.8%

Satisfaction

満足度

1.4%
Satisfaction

＜-2D

1.4%
満足度

-2〜-3D
＜-2D
-3〜-4D
-2〜-3D
＜-2D
-4〜-5D
-3〜-4D
-2〜-3D
-5〜-6D
-4〜-5D
-3〜-4D
-6〜-7D
-5〜-6D
-4〜-5D
-7〜-8D
-6〜-7D
-5〜-6D
-8〜-9D
-7〜-8D
-6〜-7D
-9〜-10D
-8〜-9D
-7〜-8D
-10〜-11D
-9〜-10D
-8〜-9D
≧-11D
-10〜-11D
-9〜-10D

とても満足
More satisﬁed than
expected
とても満足
More satisﬁed than
満足
expected
As
satisﬁed as
とても満足
expected
More
満足 satisﬁed than
expected
As satisﬁed as
やや不満
expected
Less
satisﬁed
満足
than
expected
As
satisﬁed
as
やや不満
expected
Less satisﬁed
不満
than expected
Regret
having
やや不満
had surgery
Less
不満 satisﬁed
than
expected
Regret
having
回答なし
hadanswer
surgery
No
不満

Satisfaction
1.4%
1.4%
9.3%
1.4%
1.4%
9.3%

9.3%
35.8%

52.0%

35.8%

52.0%

35.8%

52.0%

Regret
回答なしhaving
had
surgery
No answer
回答なし
No answer

≧-11D
-10〜-11D
≧-11D

裸眼視力の経過

術後裸眼視力の達成率

裸眼視力の経過

術後裸眼視力の達成率

裸眼視力 Uncorrected
Visual Acuity
裸眼視力
Uncorrected
Visual
Acuity
裸眼視力
Uncorrected
Visual
Acuity

Uncorrected Visual Acuity

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

2.0
Uncorrected
Visual Acuity

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

裸眼視力の経過
1.0

術後裸眼視力の達成率
2.7%

Uncorrected
Visual Acuity
2.0

3.4%
Postoperative
Uncorrected Visual Acuity

0.8
1.0
0.6
2.0
0.8
0.4
1.0
0.6
0.8
0.2
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4

2.7%
3.4%
2.7%
10.3%
3.4%

≧1.0

10.3%

0.7〜0.9
≧1.0
0.5〜0.6
0.7〜0.9
≧1.0

10.3%

<0.5
0.5〜0.6
0.7〜0.9

0.2
0.1
0.1
0.01

Preop
0.01
Preop
0.01
Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

2Y

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

2Y

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

屈折度数(ｼﾞｵﾌﾟﾄﾘｰ)
RefractionRefraction
(Diopters) (Diopters)
屈折度数(ｼﾞｵﾌﾟﾄﾘｰ)
屈折度数(ｼﾞｵﾌﾟﾄﾘｰ)
Refraction (Diopters)

Manifest Refraction

術後自覚屈折の達成率

Manifest
Refraction
2
0

2
0
-2
0
-2
-4
-2
-4
-6
-4
-6
-8

Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

2Y

Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

2Y

1W

83.6%

術後自覚屈折の達成率

自覚屈折の経過

1D

<0.5

（％）
Postoperative
100

Manifest
Refraction
2

Preop

83.6%

Postoperative Manifest Refraction

自覚屈折の経過

-8
-10

<0.5
0.5〜0.6

術後自覚屈折の達成率

Manifest Refraction

-6
-8
-10

83.6%

2Y

自覚屈折の経過

-10

13

1M

3M

6M

1Y

2Y

（％）
Postoperative Manifest
100
80
（％）
100
80
60
80
60
40
60
40
20
40
20
0
≦±0.5D
20
0
≦±0.5D

0

≦±0.5D

Refraction

≦±1.0D

≦±2.0D

≦±1.0D

≦±2.0D

≦±1.0D

≦±2.0D
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術前屈折度別裸眼視力の経過

Uncorrected Visual Acuity by Preoperative Refraction Group
裸眼視力
裸眼視力
Uncorrected
裸眼視力
Uncorrected
Uncorrected
Visual
Visual
Acuity
Visual
AcuityAcuity

術前屈折度別裸眼視力の経過
2.0
Uncorrected
Visual Acuity by Preoperative Refraction Group
術前屈折度別裸眼視力の経過
1.0
Uncorrected
Visual Acuity by Preoperative Refraction Group
2.0
0.8
0.6
1.0
2.0
0.4
0.8
1.0
0.6
0.2
0.8
0.4
0.6
0.1
0.2
0.4
0.2
0.1

< -6D

0.1

≧ -6D
< -6D

0.01
0.01
0.01

Preop

1D

Preop

1D

Preop

1D

1W
1W
1W

1M
1M
1M

3M

6M

3M

6M

3M

6M

1Y
1Y
1Y

≧2Y
-6D
<-6D
≧-6D

2Y
2Y

屈折度数(ジオプトリー)
屈折度数(ジオプトリー)
屈折度数(ジオプトリー)
Refraction
Refraction
Refraction
(Diopters)
(Diopters)
(Diopters)

Manifest
Refraction by Preoperative Refraction Group
2
0

60
40
20
40
20
0
20
0
0

-6〜-9

-9〜-12

≧-12

＜-3

-3〜-6

-6〜-9

-9〜-12

≧-12

術前屈折度別術後自覚屈折の達成率

Postoperative Refraction by Preoperative Refraction Group

術前屈折度別術後自覚屈折の達成率
≦±0.5D
≦±1.0D
Postoperative
Refraction by Preoperative
Refraction
Group
術前屈折度別術後自覚屈折の達成率
（%）
Postoperative
100

-2
-4
-6

80
60
40

-4
-6
-8

< -6D
≧ -6D
< -6D

Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

Preop

1D

1W

1M

3M

6M

1Y

≧ -6D
2Y
<-6D
≧-6D

2Y
2Y

術前屈折度別満足度

とても満足
不満
術前屈折度別満足度
More satisﬁed than expected
Regret having had surgery
Satisfaction
by Preoperative Refraction
Group
満足
回答なし
術前屈折度別満足度
As satisﬁed as expected
No answer
とても満足
不満
Satisfaction
by Preoperative
Group
More satisﬁed
than expected Refraction
Regret having
had surgery
やや不満
とても満足
満足 satisﬁed than expected
Less
More
satisﬁed
expected
As
satisﬁed
as than
expected

満足
やや不満
As satisﬁed
asthan
expected
Less
satisﬁed
expected
＜-3

Refraction by Preoperative Refraction Group
≦±0.5D

≦±1.0D

≦±0.5D

≦±1.0D

60
40
20
40
20
0
20
0

＜-3

-3〜-6

-6〜-9

-9〜-12

≧-12

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

-3〜-6

-6〜-9

-9〜-12

≧-12

0
術前屈折度数
（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)
＜-3
-3〜-6
-6〜-9
-9〜-12
≧-12
術前屈折度数（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)

術前屈折度別術後矯正視力の変化

Satisfaction by Preoperative Refraction Group

不満
回答なし
Regret
having had surgery
No
answer
回答なし
No answer

やや不満
Less satisﬁed than expected

Change of Best Corrected Visual Acuity
術前屈折度別術後矯正視力の変化
by Preoperative Refraction Group
Change≦-2
of Best Corrected
Visual Acuity
術前屈折度別術後矯正視力の変化
-1
0
1
≧2
（%）
by
Preoperative
Refraction
Group
Change
of
Best
Corrected
Visual
Acuity
80
by Preoperative
Refraction
≦-2
-1
0 Group1
≧2
（%）
80
（%）
60
80

≦-2

-1

0

1

≧2

60
40
60

-3〜-6
＜-3
＜-3
-6〜-9
-3〜-6

40
20
40

-3〜-6
-9〜-12
-6〜-9

20
0
20

-6〜-9
≧-12
-9〜-12
-9〜-12
≧-12 0
≧-12

-3〜-6

術前屈折度数（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)
＜-3
-3〜-6
-6〜-9
-9〜-12
≧-12

0
-2
-4

2
0
-2

-10

＜-3

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

（%）
100
80
（%）
100
80
60

-8
-10

≧0.7

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

術前屈折度別自覚屈折の経過
2
Manifest
Refraction by Preoperative Refraction Group
術前屈折度別自覚屈折の経過

-6
-8
-10

≧1.0

80
60
40

Manifest Refraction by Preoperative Refraction Group

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

Postoperative Uncorrected Visual Acuity
by Preoperative Refraction Group
術前屈折度別術後裸眼視力の達成率
Postoperative
Uncorrected Visual Acuity
術前屈折度別術後裸眼視力の達成率
≧1.0
≧0.7
（%）
by
Preoperative
Refraction Visual
GroupAcuity
Postoperative Uncorrected
100
by Preoperative Refraction Group≧1.0
≧0.7
（%）
100
80
（%）
100
80
60

術前屈折度別自覚屈折の経過
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20

40

60

80

100（％）

0

20

40

60

80

100（％）

0

20

40

60

80

100（％）

＜-3
-3〜-6
-6〜-9
-9〜-12
≧-12
術前屈折度数（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)

0

＜-3
-3〜-6
-6〜-9
-9〜-12
≧-12
0
術前屈折度数（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)
＜-3
-3〜-6
-6〜-9
-9〜-12
≧-12
術前屈折度数（ジオプトリー）Preoperative Refraction (Diopters)

年齢別裸眼視力の経過

年齢別術後裸眼視力の達成率
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SURGICAL RESULTS OF PHAKIC IOL

− Phakic IOL（有水晶体眼内レンズ）の手術成績 −
対象
Subjects
対象

期間
Subjects

手術件数の推移
Number of Surgeries
手術件数の推移

2001年3月〜2006年12月

対象
期間
Period

（件）
Number of Surgeries
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（件）
Number of Surgeries
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（件）
200
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250

手術件数の推移

From March 2001 to December 2006

2001年3月〜2006年12月
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Subjects
Period
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March
2001
to December 2006
477
eyes
in 274
cases
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期間
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36.7±8.3歳
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36.7±8.3
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Cases
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Preoperative
Uncorrected
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期間
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36.7±8.3歳
Period
From
March 2001 to December 2006
術前自覚屈折
-11.6±3.37D
Preoperative
Uncorrected
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SURGICAL RESULTS OF CK
− CK（Conductive Keratoplasty）の手術成績 −

遠方裸眼視力の経過

対象
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Far Uncorrected Visual Acuity
2005年9月〜2006年12月

Period

From September 2005 to December 2006
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Far Uncorrected Visual Acuity

期間
2005年9月〜2006年12月
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年齢 56.7±6.5歳
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September
2005Age
to December
2006
Cases
21 eyes
in 18 cases
56.7±6.5
years
Subjects
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18 cases Age
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Visual Acuity
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Preoperative
Binocular
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1.02 Visual
Preoperative Manifest
Refraction
S 0.73±0.84D,
C -0.40±0.34D,
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INTRODUCTION OF CLINICS
− クリニック紹介 −

南青山アイクリニック東京

TEL 0120-89-3810

Minamiaoyama Eye Clinic TOKYO
1997年6月に開院した南青山アイクリニック東京は、今年開
院10周年を迎えました。
LASIK手術には2006年10月に厚生労働省から認可を受
けた、
NIDEK社製のエキシマレーザー装置EC-5000CXⅡとマ
イクロケラトームMK-2000Lを使用しています。
また、高度近視
に対する治療法としてフェイキックIOL（有水晶体眼内レンズ）
手術が定着し、
老眼でお悩みの患者様にはCK（Conductive
Keratoplasty）
手術を提案できるようになりました。
我々の安全かつ最新・最高の技術を一人でも多くの患者様
に提供することができるよう、
診察は土曜日・日曜日・祝日も行なっ
ており、
手術は水曜日・金曜日・土曜日の設定となっています。
常に患者様の立場で考えることを心がけ、質の高い医療と
ホスピタリティを提供できるよう、
定期的にクリニック内でのミーテ
ィングを行っています。
また、最新技術を的確に導入して手術
成績のさらなる向上を図り、
医療進歩に貢献するために、
国内
外の学会への参加・発表を積極的に行っています。
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医師・看護師・視能訓練士・レーザーエンジニア・受付など全
てのスタッフは、
それぞれの分野におけるエキスパートを目指し
て日々努力を重ね、高いレベルでのチームプレイを心がけてお
ります。患者様からの信頼と喜びの声を糧として、我々は世界
最高水準の医療とサービスの提供のために今後一層励んで
まいります。
日

月

火

水

木

金

土

外来

外来
手術

外来
手術
○

通常

外来

外来

休診

外来
手術

10：00-13：00

○

○

電話受付

○

○

○

14：00-18：00

○

○

電話受付

○

○

○

○

×

外来
手術

外来

外来
手術

外来
手術

祝・祭日

外来

×

Opened in June 1997, Minamiaoyama Eye Clinic will be
celebrating its ten-year anniversary this year.
At present, LASIK procedures are performed using
the NIDEK EC-5000CXII excimer laser and MK-2000L
microkeratome approved by the MHLW in October 2006.
Moreover, phakic IOL procedures have become a well
accepted treatment for severe myopia, and the option of
undergoing conductive keratoplasty (CK) is now available to
patients troubled by presbyopia.
To make our safe and most advanced technologies available
to as many patients as possible, clinical examinations can
be scheduled even on Saturdays, Sundays, and holidays.
Surgical procedures are performed on Wednesdays, Fridays,
and Saturdays.
Trying to do our best to view matters from the standpoint
of patients, we hold regular clinic staff meetings to ensure that
we always provide high quality medical cares and hospitality.
The physicians also actively attend academic conferences and
seminars held both in Japan and abroad to make sure the most
up-to-date technologies to further improve surgical outcomes
and to make contribution to the advancement of healthcare.
Each member of our staff, from physicians, nurses,
orthoptists, laser engineers to receptionists, is committed
to becoming an expert in each of their own fields. We also
emphasize the highest level of team play. With earning the
trust and positive feedback from patients as our incentives,
we will continue to do our utmost to bring the world’s best
medical care and services to our patients.

南青山アイクリニック横浜

TEL 045-682-4411

Minamiaoyama Eye Clinic YOKOHAMA
南青山アイクリニック横浜は、
1999年4月に横浜みなとみらい
に開院しました。
おかげさまで開院以来の症例数も6,400眼を
超え、関東はもとより全国の患者様から高い評価を頂くことが
でき、着実に症例数も伸びております。
グループの中におきまし
ても当クリニックは、特に最先端の医療を患者様に提供できる
よう努力してまいりました。
エキシマレーザー関係ではWavefront LASIKをいち早く
導入しました。
また、LASIKが適応にならないような強度近視
や角膜厚の薄い患者様にはPhakic IOL（有水晶体眼内レン
ズ）
を、
円錐角膜の患者様にはICRS（角膜内リング）
を導入し
ております。
さらにPhakic IOLに関しましては3.2mmの小切開
から挿入可能なARTIFLEXを導入することにより、
手術時間
が短縮されるとともに術後の視力回復も早く、患者様の負担も
軽減されるようになりました。
白内障の患者様には、
Acri.Twin Bifocal IOL（屈折回折
型遠近両用眼内レンズ）
やAccommodative IOL（調節可能
眼内レンズ）
を挿入することにより、老眼の症状を軽減すること
も期待できます。
それらの結果を国内外の学会において積極的に発表する
ことにより、
医療技術の進歩に貢献できるよう努めております。
今後も医療技術の向上に努めるだけでなく、
スタッフ一同患
者様の立場で考え、
患者様に安心して治療を受けて頂けるよ
う努めてまいりたいと考えております。皆様に快適に見えること
の喜びを知って頂き、
愛され信頼される南青山アイクリニック横
浜でありたいと思います。
日

月

火

水

木

金

土
外来
手術

通常

休診

外来

休診

外来

外来

外来
手術

10：00-13：00

×

○

×

○

○

○

○

14：00-18：00

×

○

×

○

○

○

○

祝・祭日

×

×

×

×

×

○

×

Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama opened at Yokohama
Minato-Mirai in April 1999. We have since treated more than
6,400 eyes, earning high praises from patients from the Kanto
region and throughout Japan, and the number of patients is
growing steadily. We have been working hard to provide our
patients with medical care that is the most advanced even
within our clinical group.
This clinic is one of the first to be equipped with the
wavefront LASIK excimer laser. Patients with severe myopia
or thin cornea who are not candidate for LASIK have
the option of phakic IOL implantation. For patients with
keratoconus, intrastromal corneal ring segments (ICRS) are
available. Furthermore, we use ARTIFLEX for phakic IOL
implantations through incisions of only 3.2 mm. It shortens
the procedure, speeds up the postoperative vision recovery,
and reduces the stress on patients.
Cataract patients have the option of undergoing Acri.Twin
bifocal IOL (refractive, diffractive IOL to see both far and
near) or accommodative IOL (adjustable IOL) implantation
that could also alleviate the symptoms of presbyopia.
By actively publishing the outcomes of our cases at
both domestic and international conferences, we have been
contributing to the advancement of medical technology.
Our clinic will not only continue to do its utmost to
improve medical technology, our entire staff is committed
to viewing matters from the standpoint of the patient and
providing them with safe medical care. Offering patients the
joy of good vision and earning their love and trust are the
missions of Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama.
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INTRODUCTION OF CLINICS

− クリニック紹介 −

南青山アイクリニック福岡

TEL 092-283-5555

Minamiaoyama Eye Clinic FUKUOKA
南青山アイクリニック福岡は1999年10月に開院し、今年で8
年目に入りました。2005年夏よりカスタムLASIKも手がけ、
おか
げさまで開院以来、九州地区でトップクラスの実績・症例数を
維持しております。
どんな手術でも、患者様にとっては不安のあることです。特
に、
身近に手術を受けている方がいない場合は、
不安は大きな
ものとなります。
そんな気持ちが最小限になるよう、何でも聞け
る雰囲気作りを心がけながら、十分な時間をとってどんな小さ
な質問でもお答えするよう配慮しております。
そして、
患者様に
「ここで手術を受けて良かった」
と思っていただけるよう、患者
様の満足を第一に、最高の医療・最高のサービスをご提供す
るべくスタッフ共々これからも努力していきます。
また、昨年2006年よりホークスサポーターズクラブに加盟し、
微力ながらホークス球団をサポートさせて頂いております。昨
年は残念ながら優勝を逃しましたが、
今年こそはという期待の
気持ちを込めて、
「ホークス応援キャンペーン」を行っておりま
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す。
手術をご希望の方はぜひこの機会にご検討ください。

日

月

火

木

金

土

休診

外来

外来
手術

外来
手術

×

○

○

○

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×

休診
外来 電話受付 外来
電話受付

○

14：00-18：00

土曜手術時
診察
土曜手術時
診察

電話受付

祝・祭日

×

×

通常
10：00-13：00

水

Opened in October 1999, Minamiaoyama Eye Clinic
Fukuoka has entered its eighth year of serving patients
throughout the region. We began providing custom LASIK
to our patients in 2005. Since its opening, this clinic has
consistently ranked among the top performing clinics in the
Kyushu region in terms of numbers of cases.
Patients are always anxious about surgeries regardless of
the type of procedure. This is especially true if there is no
one around them who had the surgery and who can share
their experiences with them. To minimize such anxiety, we
try to create the environment in which patients can ask any
question they may have, and we allow ample time for patients
to ask questions no matter how trivial they may be. Our entire
staff is committed to providing the highest level of medical
care and services with patient satisfaction as our number
one objective. We want all patients to feel they have made
the right choice of receiving surgery at Minamiaoyama Eye
Clinic Fukuoka.
In addition, the clinic has been a member of the Hawks
Supporters Club since 2006, lending its support to the Hawks
Baseball Team. Although the team fell short of winning
the championship last year, we believe this year will be the
Hawks’ year. A “Hawks Support Campaign” is currently
underway. If you have been thinking about receiving
refractive surgery, this is the opportunity for you.

STAFF REPORTS

− スタッフレポート −

クリニックマネージャーより

Clinic Manager

「10周年をステップに、
目標をより高く」 東京
南青山アイクリニックは、
おかげさまで2007年6月に10周年を迎えることとな
りました。無事にここまで来る事ができたのは、医師の高度な知識と技術
力はもちろんのこと、
スタッフ全員の努力の賜物であると自負しております。
今後は、
患者様にあった質の高いサービスの提供、
患者様の満足度のア
ップ、更には、患者様の満足を感動へと引き上げるために、
より一層の努
力が必要と考えます。
そのためには、
与えられた仕事をきちんとこなすだけ
ではなく、各スタッフのレベルアップに力を入れ、各チームの協力体制を強
固にし、
更なる発展をすべく、
日々スタッフ教育に力を入れていく所存です。
東京クリニックマネージャー/林奈央子

「高い技術と安心感の両立を」

“Further Raising Standards after this
ten-year Anniversary” Tokyo

Minamiaoyama Eye Clinic, owing to support from all of you, will
be celebrating its ten-year anniversary in June 2007. This important
milestone could not have been achieved without the advanced knowledge
and skills of our physicians and the hard work of our entire staff. We
need to work even harder to raise the quality of our services to meet
the needs of our patients and leave an impression beyond mere patient
satisfaction. To achieve this goal, each of us not only has to accomplish
our assigned tasks, but also hone our professional skills and knowledge.
We are committed to strengthening our teamwork and educating our staff
to further develop this clinic.

横浜

私たち南青山アイクリニック横浜は、
総勢7名のスタッフで患者様をお迎え
しています。開院当初からのスタッフも多く、
年に1度の定期検査で来院され
る患者様からは、
「いつも同じスタッフの方がいらっしゃるので安心します」
とお
声をかけていただき、
嬉しく思っております。
横浜クリニックでは、
患者様がいつ
来院されてもリラックスし、
安心してお過ごしいただける様スタッフ一同心がけ
ております。
また、横浜クリニックはLASIKだけではなくフェイキックIOLや
ICRS（角膜内リング）
、
老眼の症状を軽減することが期待される白内障の
手術といった最先端医療も行っておりますので、
スタッフは日々最新の知
識と技術を習得するための努力をしております。
これからも、
クリニックに訪
れてくださる患者様お一人お一人と向き合い、
満足していただけるサービ
スと質の高い医療をより安全に提供していきたいと思っております。
横浜クリニックマネージャー/小野聡子

“Advanced Technology and Safety” Yokohama

Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama has seven dedicated staff members
providing care for its patients. Many of the staff have been with the clinic
since it was first opened. We are pleased when patients who return for
their annual checkups find it reassuring to see the same staff members
working at the clinic. Our goal at the Yokohama clinic is to provide
patients a relaxed atmosphere and a sense of reassurance whenever they
visit the clinic. In addition to LASIK procedures, Yokohama clinic also
performs some of the cutting edge surgical procedures, including phakic
IOL, intrastromal corneal ring segments (ICRS), and cataract surgery
designed to alleviate presbyopia symptoms. We are constantly striving to
learn new knowledge and skills. Our entire staff is dedicated to providing
quality and safe medical care aimed to meet the needs of each individual
patient who visits our clinic.

「ホテルのようなくつろぎを目指して」 福岡
南青山アイクリニック福岡は、
患者様の4割が福岡県以外の九州・山口地
区、沖縄などからお越し頂いていることもあり、
アクセスしやすい福岡の中
心部に位置しております。院長とスタッフ5名で診療・手術を行っており、
規
模が小さい反面、
医療側と患者様との距離感が少ないというメリットがあり
ます。患者様がスタッフ全員と顔見知りになって、
いつでも気楽に話しかけ
ていただけるような雰囲気づくりを心がけており、
患者様に「ホテルのような
クリニック」
と評価していただけるように頑張っています。
福岡クリニックマネージャー/菅沼隆之

ナースチームより

“Making Your Visit as Comfortable as a
Hotel Stay” Fukuoka

Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka is located at the center of Fukuoka,
which is easily accessible by various modes of transportation. Approximately
40% of our patients came from Kyushu outside of Fukuoka Prefecture,
Yamaguchi region and the Okinawa area. The clinic is operated by a small
staff of five, including the head of the clinic. Its small size allows the care
providers and the patients to get to know each other well. Patients get
acquainted with each staff member and feel comfortable about asking
questions in the relaxed atmosphere we have created. Our goal is to make out
patients feel as though each clinic visit is a “hotel stay.”

The Nursing Team

「清く正しく美しく」
昨年、
クリニックのロゴマークを新しくし、
それぞれの部門で理念、
目標を
設定しました。東京ナースチームの理念は『清く正しく美しく』です。全て
の仕事に必要ですが、医療には不可欠だと考えています。
まず、清潔な
環境を保つことを心がけています。
もちろん、術後の感染症の発生は1例
もありませんし、患者様からのアンケートでも
「清潔で気持ちが良い」
とい
う感想をいただいています。正しい医療を行うために、常に看護業務の
見直しを行い、新技術導入の際も勉強に励む等、
さまざまな面で努力を
続けています。
また美しく仕事をするために、話
し方や動作、
身だしなみ、記録物、環境等、気に
なる点はお互いに指摘しあい、良い点を学び合
っています。具体的には、電話対応や患者様の
誘導の仕方、患者様への説明、手術時の準備
の手順、器具の並べ方等、美しくすることで患
者様への対応も良くなり仕事もスムーズにできる
と思います。私達はこれからも
『清く正しく美しく
』
を心がけて、理想的な医療機関を目指します。

“Cleanliness, Preciseness, and Gracefulness”
Last year, we unveiled a new logo for the clinic and established operational
philosophies and goals for each department. The basic philosophy of the
Tokyo nurse team is “cleanliness, preciseness, and gracefulness,” which is
necessary in all types of work, but essential to healthcare professions. Our
first and foremost principle is to maintain a clean environment. Naturally,
there has never been even a single case of postoperative infection. Surveys
have consistently shown that the clinic appears “clean, and presents
a good impression” to patients. To dispense medical care in a precise
manner, we are always monitoring and reevaluating our nursing operations
and reviewing studying material to prepare us for using new technology.
To perform our jobs gracefully, we hold discussions on our manners, our
gestures, our appearances, record keeping material, clinic ambience, and
so forth. We learn from each other by praising and critiquing each other.
Specifically, we believe that by the graceful handling of our job, such
as our courtesy over-the-phone, communication with patients, skills in
patient guidance, ways in which we explain matters to patients, ways in
which we lay out instruments, and procedures for preoperative preparation
make our job easier. We will continue to work toward the goal of making
this clinic an ideal medical institution under the philosophy of “cleanliness,
preciseness, and gracefulness.”
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STAFF REPORTS
− スタッフレポート −

検査チームより

The Clinical Technican Team

「患者様の立場に立った対応を」
私たち検査チームは、手術前の検査、
コンサルテーシ
ョン
（手術の説明）、
そして手術後の定期検査など、患
者様と接する時間が一番長いと言っても過言ではあり
ません。私たちが常に心がけていることは、患者様の
立場に立った対応をすることです。
当院は屈折矯正手
術専門クリニックですので、一般の眼科にはない機械
があり、
患者様にとっては初めての検査も多いと思いま
す。特に手術前検査は、慣れない環境での初めての
検査になりますので、
緊張される患者様も多いと思いま
す。
リラックスして快適に検査をお受けいただけるよう
に、
また私たちにとっては慣れた検査でも、患者様にと
っては初めてであることを忘れぬように、心がけていま
す。お一人お一人の眼が違うように、性別、
ご年齢、
ご
職業などによって、
手術のご要望も異なりますので、
知識と経験をもとに各
人に合わせた検査やコンサルテーションをさせていただいています。
これ

“Treating Patients from Their Perspective”
It would not be an overstatement to say that the clinical technician team
spend more time interacting with patients than other teams because
we are responsible for their preoperative examinations, consultations
(providing information on the pending surgery), and postoperative
follow-ups. What we keep in mind at all times is to treat patients viewing
matters from their standpoint. Since our clinic specializes in refractive
surgeries, there are instruments that you don’t normally see in ophthalmic
clinics. Most of our patients have never undergone many of the tests
we perform, and are no doubt nervous when receiving the preoperative
examination that takes place in an unfamiliar setting. We understand
that our patients have likely never seen the tests we perform on a routine
basis. That’s why we try to do everything possible to make our patients
relax and feel comfortable during the examination. Everyone’s eyes
are different and the surgical requests vary from one patient to another
depending on the patient’s gender, age, and profession. Our goal is to
perform examinations and consultations tailored to each patient based on
our knowledge and experience.The entire staff in the examination team
is committed to reducing as much of the patients’ anxiety as possible so
that they are able to undergo surgery with peace of mind.

からも患者様の不安な気持ちを少しでも取り除き、
安心して手術をお受け
いただけるように検査員一同努めたいと思います。

レーザーチームより

The Laser Engineering Team

「安全かつ正確に」

“Safety and Precision”

レーザーエンジニアに一番重要視されることは、
「安全かつ正確に」
という
ことです。
これはレーザーエンジニアのみならず、
当クリニックのすべての
スタッフが心がけていることですが、
レーザーエンジニアの場合、
機械との
関わりが特に強い部署であるため、
より一層の安全性と正確性が要求さ
れると考えています。手術に使用するエキシマレーザーはとても繊細な機
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械です。私達は日常的にレーザーのコンディションを確認し、
さらには定期
的にメーカーのエンジニアによるメンテナンスも行っています。
また、
手術の
カルテを確認する段階においては、
「この患者様にはどのような手術が最
適であるか」
を医師とともに検討し、医師の最終的な判断をサポートして
います。
さらには手術中においても、
何か機械的な問題が起こった場合に
は、最適な判断、迅速な対応ができるように日々努力をしております。すべ
ては基本的なことですが、
これらをしっかり行ってこそ患者様に最高のクオ
リティをご提供させていただくことができるものと考えております。

受付チームより

There are no issues more important than
safety and precision for laser engineers.
Although the entire staff at our clinic is
committed to safety and precision, we, the
laser engineers in particular are held at the
highest standard of safety and precision
because we are the ones who handle the instruments. The excimer laser
instruments used in surgeries are delicate equipment. The conditions of
the laser are checked daily by us, while engineers from the manufacturer
conduct periodic maintenances. We assist physicians in reviewing
patients’ medical charts to determine the optimal surgical procedure
for each individual patient and support the final decisions made by the
physicians. During surgeries, we stand ready to make optimal decision,
and respond quickly to any potential mechanical problems. Although all
of this may sound rudimentary, we believe that by conducting such tasks
properly, we are able to provide patients with the highest quality of care.

The Reception Team

「患者様の笑顔を糧にがんばっています」
受付とは、患者様のご不安なども含め、
いろいろとお気軽にお話していた
だける場であるべきと考えます。
そのために、患者様の立場になり親身に
お話を伺い、分かり易く的確にお答えができるよう日々努力をしています。
また、質の高いサービスを提供するため、患者様からの貴重なご意見の
中から、
改善できることをすぐに実行していくことや、
患者様のご要望に合
わせた的確な対応をこころがけています。一番嬉しいことは、
「ありがとう」
と患者様に笑顔で言われた時です。今後も、患者様の笑顔を見続けるこ
とができるよう、
ご満足の頂ける接遇をご提供していく所存です。

“The Smiles of Patients are what Motivate Us”
The reception counter should be a place where patients can talk to us at
ease about what’s on their minds, including what they are anxious about.
That is why we try to view matters from the standpoint of patients and do
our utmost to listen attentively to patients
and provide easily understandable
answers. Furthermore, to provide quality
services, we treat suggestions from
patients seriously and take whatever
corrective actions deemed practical and
those that meet the needs of our patients.
Our happiest moment is when patients
thank us with a smile. We are committed
to providing a helpful and friendly
reception to earn the smile of our patients.

本部

The Head Office Team

「常に患者様満足度の最大化を目指して」
私たち南青山アイクリニック本部は管理部、
広報部、
ICT
（インフォメーション、
コミュニケーション＆テクノロジー）
部、
CRM
（カスタマーリレーションシップマ
ネージメント）
部、
データ管理室の５つの部門より成り立っております。
ICT部
はIT環境の運営管理＆セキュリティ保護を担当し、
CRM部は患者様や患
者様をご紹介頂いた医療機関との信頼関係の強化を目指しています。
日頃
は東京クリニック内での事務的なバックヤード作業を主たる業務とする私
たちですが、患者様満足度の最大化を目指す意識、強い気持ちだけは、
医療に直接携わる医師、
スタッフに負けない自負を持ちながら、本部職員
一同真摯に担当業務に取り組んでおります。 理事長補佐／山田浩雅

“Aiming to Maximize Customer
Satisfaction at All Times”

The head office of Minamiaoyama Eye Clinic houses five departments:
Administration, PR, ICT (Information, Communication, and
Technology), CRM (Customer Relationship Management), and
Data Management. The ICT department is responsible for operating,
controlling, and safeguarding the IT environment. The CRM department
works to strengthen the relationship of trust with patients and with other
medical institutions that make patient referrals. Although we handle
mostly back-office type work at the Tokyo clinic every day, we are
conscious of and strongly committed to the goal of maximizing customer
satisfaction. The staff at the head office takes pride in sparing no effort
in getting our jobs done just like the physicians and other staff who are
directly involved in patient care.

安全とクオリティを守るため、
南青山アイクリニック独自の７つのシステムとデータ管理室
The 7 Unique Systems at the Minamiaoyama Eye Clinic for Maintaining
Quality and Safety and Data Management
南青山アイクリニックは、
安全性
とクオリティを守るために
『７つ
のシステム』
を構築しています。
そして、
これらをスムーズに機能
させるために、
データ管理室という部署を設けています。

Minamiaoyama Eye Clinic has established “7 unique
systems” for maintaining the quality and safety levels in
our medical treatment. To allow all of these systems to run
smoothly, we have created a Data Management Department.

❶ ドクターズミーティング

➊ Doctors’ Meetings

2ヵ月に1回、
ドクター全員と各チームリーダーが集まり、症例報告および新
しい技術に関する情報交換、検討を活発に行っています。

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

❷ 診療マニュアル・研修マニュアル・個人情報保護規程
診療マニュアル・研修マニュアルを定期的に更新し、常にハイレベルの医
療提供を目指しています。
また、個人情報保護規程を作成し、患者様の情
報の保護に努めています。

❸ 倫理委員会
倫理委員会では、新しい技術の安全性、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。

❹ 危機管理マニュアル
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。

❺ 研究ミーティング
研究グループごとに定期的にミーティングを行い、研究計画、実施状況、
学会発表や論文の進捗状況などを話し合っています。

❻ 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
行っています。

❼ 学会発表
すべての症例をデータベース化し、積極
的に学会で報告することで、
日本・世界の
屈折矯正治療の向上と進歩に貢献した
いと考えています。

➋ Practice Manual, Training Manual, Manual of
Safeguarding Personal Information
We regularly update a practice manual and a training manuals and
aim to consistently practice a high quality of treatment. We created a
manual of safeguarding personal information which aimed to protect
patients’ information more than before.

➌ Ethics Committee
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.

➍ Crisis Management Manual
We pursue the exact causes for incidents that occur at the clinic and
establish countermeasures and responses to prevent their reoccurrence.

➎ Research Meetings
Each research group meets regularly to discuss plan and progress of
research protocols, their execution, conference presentation and papers.

➏ Universal Study Workshop
All of the doctors and staff attend an annual workshop meeting to have
an open discussion, gaining more knowledge by inviting guest lecturers
and research presentation.

➐ Medical Conference Presentations
Each case is recorded into a database and our data is actively reported
at various medical conference. We have a sense of duty to contribute
to the progress and improvement of refractive surgery both in Japan
and around the world.
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REPORTS FROM RESEARCH GROUPS
− 研究レポート −

QOTグループ

QOT Group

チーフ ：戸田郁子
メンバー：坪田、堀、坂谷、福本、菅沼、加藤、
神山、大林、吉田、篠原、酒井

Chief
: Ikuko Toda
Members : Tsubota, Hori-Komai, Sakatani, Fukumoto,
Suganuma, Kato, Kamiyama, Oobayashi,
Yoshida, Shinohara, Sakai

スタッフと共にQOVの追求

“Resarch of QOV with staff ”

南青山アイクリニックグループでは患者様にQuality of
Visionを提供するために、
日夜様々な学術研究を行なって
おります。
その中心となって活動しているグループが「QOT」
（Quality of vision, ocular surface, topographyの略）
です。
QOTにはドクターだけではなくスタッフも参加することによって、
各メンバーの知識の向上と多方面からのアプローチが可能に
なります。
また臨床研究を行う上で、情報を共有し、必要な検
査等がスムーズに実施出来るような環境を作れます。
定期的に開催されるミーティング
（月1回）
では、論文や研究
の進捗状況の報告、現在行っている研究について討議、新し
いプロジェクトの企画立案などを行っております。最近では円
錐角膜眼に対するリボフラビン紫外線治療や、LASIK後のド
ライアイに対する涙点プラグ、実用視力計を使った視機能評
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価、加齢に伴う術後視機能の変化、
などが主な研究課題とし
て挙げられます。
研究課題にはそれぞれ期限を設けて目標達成を目指してい
ます。期限を設定することで計画的に研究に取り組むことがで
き、
さらにミーティング時に毎回進捗状況を確認することで確実に
目標達成できるようにしています。
とくに論文デッドラインは自己設
定ですが、
守られないと厳しく追求されます。
その研究成果につ
いては、
各課題担当者が、
年に一度南青山アイクリニックグルー
プのスタッフが一同に集まり開催される年次勉強会において発
表したり、
国内外で論文や学会発表という形で公表しています。
今後も
「南青山アイクリニックQOT」
という場所から、新しい
知見を世界に発信していけるよう努力していきたいと思います。
円錐角膜の
角膜形状解析
Corneal topography
of keratoconus

Minamiaoyama Eye Clinic is constantly involved in
academic pursuits in order to provide quality of vision
to patients. It has established a group called QOT, which
stands for quality of vision, ocular surface, and topography,
to conduct academic researches on various subjects. By
including staff members as well as physicians as participants
of the QOT group, members have the opportunity to increase
their knowledge, and approaches from various angles are
made possible. The group also plays an important role in
facilitating clinical studies by ensuring information sharing
and conducting required tests.
In the regularly scheduled monthly meetings, theses and
progress reports are presented, ongoing research projects are
discussed, and new projects are planned. Our recent studies
have focused on keratoconus treatment using riboflavin-UV
treatment, post-LASIK punctal plug, visual performance
evaluation using a practical visual acuity instrument, and
changes in postoperative visual performance associated with
aging, among other subjects.
Each project has a set timetable for reaching the intended
goals. By conducting the studies according to a timetable,
research can be undertaken systematically, and their
progresses are monitored at each meeting to ensure that the
intended goals are achieved. Although each investigator
sets his/her own deadline for completing his/her theses, it
must be strictly observed. Results of these research projects
are presented by each chief investigator at our annual study
session attended by the entire staff of Minamiaoyama Eye
Clinic Group or at academic conferences held in Japan and
abroad.
Minamiaoyama Eye Clinic’s QOT group continues to look
forward to reporting new findings to the world.
リボフラビン紫外線療法による
円錐角膜の治療風景
Riboflavin-UV treatment

テクニカルグループ

Technical Group

チーフ ：荒井宏幸
メンバー：山本享宏、池田宏一郎

Chief
: Hiroyuki Arai
Members : Takahiro Yamamoto, Koichiro Ikeda

すべての屈折異常のために

“Treatments for All Refractive
Errors”

近視・乱視を手術的に矯正する手段として、LASIKはほぼ
市民権を得たように思われます。
しかし、多くの人々が認知す
ればするほど、医学的にLASIKを受けられないケースも多く
なってきます。Phakic IOLやICRSなどの手術は、今までは特
殊な手術と受け止められていましたが、今後はLASIKと比較
して、
もしくはLASIKと組み合わせて行われていくと思われま
す。
そして–20Dを超える超高度近視やHCL装用がほとんど出
来ない円錐角膜の進行例であっても、
いろいろな技術を組み
合わせて裸眼で日常生活を送ることが可能となってきました。
近視や乱視などに限らず、
今後は老視に対する手術治療に
もエネルギーを注ぎたいと、私たちは考えています。現在の老
視に対するアプローチは、CK、
エキシマレーザー、眼内レンズ
の３つの方法があり、
今後どの方法が主流になってゆくか未だ
に不透明ですが、
現時点では眼内レンズが一歩リードしている
ように思われます。南青山アイクリニックでも、2006年からAcri.
Twin眼内レンズを採用し、
非常に良好な成績を得ています。
「屈折異常を矯正するとともに老視も改善する」、
これこそが
我々が目指すtotal refractive surgeryであり、
究極のQuality
of Visionの提供です。
技術の進歩は目覚ましく、
すべてを理解
し習得するのは至難の業ですが、
我々テクニカルチームは、常
に新しい技術に目を向け、評価し、
習得する努力を続けていま
す。今後も南青山アイクリニックは努力を惜しまず、
日本におけ
る屈折矯正手術をリードしていきたいと思っています。

ICRS
（角膜内リング）
挿入眼
Eye with ICRS

Acri.Twin眼内レンズ挿入眼
Eye with Acri.Twin IOL

LASIK has become a commonly accepted surgical
approach to treating myopia and astigmatism. However, as
more people are becoming familiar with LASIK, we are
encountering more cases medically unsuitable for LASIK
treatment. Procedures such as phakic IOL and ICRS,
which have been considered extraordinary, may have to be
performed after comparison with LASIK or in combination
with LASIK to treat some of these cases. The technologies
available to Minamiaoyama Eye Clinic can now be used to
treat most if not all refractive errors, including severe myopia
exceeding -20D and advanced keratoconus that cannot be
treated by HCL, giving patients the opportunity of a glassesfree day-today life.
In addition to treating myopia and astigmatism, we have
also been increasingly interested in focusing our efforts on
surgical treatment for presbyopia. The present approach
to presbyopia consists of three options: CK, excimer laser,
and intraocular lens. Presently, it is unclear as to which
treatment will likely emerge as the mainstream approach,
but the intraocular lens seems to have the edge. In 2006,
Minamiaoyama Eye Clinic began implantations of the Acri.
Twin IOL, and excellent results have been seen.

Our ultimate goal is to provide quality of vision through
“total refractive surgery.” A surgical procedure that
corrects refractive errors while also alleviating presbyopia
is the embodiment of what the clinic is trying to achieve.
Technologies have been advancing at lightening pace.
Although it is virtually impossible to keep up with every
detail of technological developments, we in the technical
team will continue to do our utmost in looking towards
new technologies, evaluating them, and acquiring them.
Minamiaoyama Eye Clinic will spare no effort to maintain its
leadership position in refractive surgery in Japan.
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Special Report
− 特集 2
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A NTI -AG ING M E D IC IN E

目からはじめるアンチエイジング医学 −

「目からはじめるアンチエイジング医学」アップデート2007
坪田 一男
「アンチエイジング」という言葉がとても身近に感じられるようになってきました。
この二年間のアンチエイジング医学の動き
について、お伝えしたいと思います。

酸化を防いで老化を防ぐ

寿命が長くなるという報告が話題となり、
多くの研究者がこのメカニ

したがって網膜の中心にある
「黄斑」
という部分が変性をおこす病

ズムに注目して研究に取り組んでいます。近年、
新しいデータが次々

気があります。
アメリカでこの病気の患者様に細胞の酸化を防ぐ栄

に発表され、
ＣＲによってサーツイン
（Sirtuin）
と呼ばれる酵素が活

養素のサプリメント
（ビタミンＡ、
Ｃ、
Ｅ、
亜鉛、
銅）
を摂取してもらい経過

性化し、
さまざまなアンチエイジング効果を発揮することがわかってき

を観察したところ、
進行を防ぐ例が確認できました。
これにより、
老化

ました。
でも、
おいしいものを食べずに長生きしても面白くないですよ

予防として細胞の酸化を防ぐことに注目が集まりました。

ね。楽しく長生きしたい、
と考える人は当然たくさんいて、
ハーバード

私たちの体の中には、細胞の酸化を防ぐ酵素があります。
中でも

大学のデビッド・シンクレア博士が、赤ワインやブドウの皮、
ピーナッツ

抗酸化のパワーが強くて有名な「ＳＯＤ（スーパーオキシドディスム

の皮などに多く含まれるポリフェノールの一種のレスベラトロールとい

ターゼ）」
という酵素があります。
そこで慶應義塾大学医学部眼科

う物質が哺乳類（マウス）
の実験でＣＲと同様に寿命を延ばすとい

のチームで、
このＳＯＤが働かないマウスをつくってみました。
つまり、

うデータを２００６年に発表して、大きな話題となりました。
フランス人

酸化を防ぐことができないマウスです。
すると、
このマウスたちの眼の

は高脂肪食を好むにもかかわらず、
冠状動脈硬化と心臓病の死亡

網膜に、
加齢黄斑変性と同じ変性ができていることがわかりました。

率が低いのはなぜか?というフレンチパラドクスを解く鍵としても注目

これは、先のサプリメントで病気を予防できるということの逆のことを

されています。
あくまでマウスレベルの実験で、人間ではまだ実証さ

証明したわけで、
これにより、
老化の原因として「酸化」が大きな要因

れていませんが、
「これでみるみる若返る!!」なんていうサプリメントや

であり、
それを防ぐことで「老化を予防できる」
ということが強力に証

薬が近い将来、
本当に実現するかも
（？）
しれません。

明されたといえます。
（Proceedings of the National Academy of
Sciences；米国科学アカデミー紀要 2006年7月10日付発表）
私は、2006年4月の日本眼科学会での宿題報告（研究課題を与
えられて二年後に報告するとても名誉な発表です）
で、
「眼と加齢」
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ルを確保しながら総摂取カロリーを通常の65％程度に落とすことで

眼の病気に「加齢黄斑変性」
という、
その名の通り加齢していくに

をテーマに、
このＳＯＤ欠陥マウスの研究報告のほか、
いくつかの眼
の加齢による関係を発表しました。

今、
さまざまな視点からアンチエイジングの科学的な研究が活発
に進められています。現代のサイエンスのアプローチによって人類
が不老不死の方法を身につける日もそう遠くはないと研究者たちは
語っています。

定期検診からアンチエイジングへ

たとえば、私たちは近年、
「 実用視力」
という視力の測定方法を

南青山アイクリニックでも、老眼への対応として、2006年からＣＫ

開発、研究しています。私たちはレーシックやドライアイの治療をし

（※8ページ参照）
を導入しています。
ＣＫは老眼そのものを治すも

ていて、従来の視力検査だけで本当にその人の視力を正しく測れ

のではないものの、
「先生、眼鏡が不要になりました！」
と患者様にと

ているのだろうか？という疑問が生じてきました。
そこで、
従来のいわ

ても喜んでいただいています。
また、
レーシックを受けられた患者様

ば瞬間的な視力計測に、時間経過という要素を加えた１分間連続

が１年検診にいらっしゃり
「毎年、
ここで目の検査をしていただくの

して視力を測定する
「実用視力」
という視力測定方法を開発しまし

でとても安心です」
とおっしゃっていただき、
レーシックを機会に長い

た。
そして、高齢者やドライアイの人は、最初は見えていても、
１分の

お付き合いのできる患者様がとても増えてきました。
これは大変嬉し

間にだんだんと視力が低下してくることがわかりました。

いことです。失明予防は、
何より検診による早期発見が鍵です。
さら

そのほか、加齢による涙の変化や、眼瞼（まぶた）
など眼の周辺
の変化、視機能の変化を、
さまざまな角度から現在も研究を続けて
います。
南青山アイクリニックからは、
さまざまな視力に関するデータ提供

に、
そこから食生活や運動などのライフスタイルの改善を考えられ
て、
健康的になられた方も増えてきています。
これからも快適な視力治療とともに、
「目からはじめるアンチエイジ
ング」
を、
多くの方々に広めていきたいと思います。

および解析の協力をしていただいています。
ここに改めて深く御礼
申し上げます。

カロリー・リストリクション（ＣＲ）とレスベラトロール
さて、
アンチエイジングのホットな話題をご紹介しましょう。研究の
世界ではカロリー・リストリクション
（ＣＲ）が注目を集めています。
カロ
リーリストリクションとは、食事の摂取カロリーを制限することをいい
ます。
タンパク質、脂質、炭水化物に加えて必須ビタミン、微量ミネラ
アンチエイジングの話題の最
新著書。著者自身が実践する
68項目を解説。

研究者を目指す人に。
「あたらし
い眼科」
に連載の10年の研究
生活エッセイをまとめた一冊。

ナース、ORTのみなさんにぜ
ひ。
「眼科ケア」連載エッセイ
をまとめた一冊。

S TA R TING WITH TH E E YE S
Anti-aging Medicine Starting with the Eyes – 2007 Update
Kazuo Tsubota
“Anti-aging” has become a very familiar word.
I would like to report to you on this past two year's movement of antiaging medicine.

Anti-oxidation and Anti-aging

Age-related macular degeneration (AMD) is an ocular disease
involving the degeneration of macula located in the center of
the retina. As suggested by its name, the disease is associated
with aging. In the U.S., some AMD patients given nutritional
supplements (vitamins A, C, and E, zinc, and copper) that prevent
cellular oxidation have subsequently shown signs suggesting
the disease’s progression has been prevented. As indicated in
my previous report, such results have generated interest into the
prevention of cellular oxidation as an anti-aging strategy.
Some enzymes in our bodies prevent cellular oxidation,
including superoxide dismutase (SOD) known for its powerful
anti-oxidation reaction. A team of scientists in the Department
of Ophthalmology, Keio University School of Medicine created
a SOD-deficient mouse strain – a mouse strain unable to prevent
oxidation. These mice eventually developed retinal degeneration
identical to AMD. This finding proved the opposite of the above
mentioned supplementation that is, that the supplements prevent
diseases. It is another piece of powerful evidence showing
that oxidation plays a major role in the aging process and that
preventing oxidation may help prevent aging (Published in
Proceedings of the National Academy of Sciences, July 10, 2006).
I was honored to present a report on the subject of eyes and
aging (a subject of research that I was assigned to two years
earlier) at the Japanese Ophthalmology Society Conference held in
April 2006. In addition to the findings on the SOD-deficient mice,
I also presented other age-related ophthalmic study results.
For instance, in the last few years, we have been researching and
developing an optometry method called “functional visual acuity.”
While we have been providing LASIK and dry-eye treatments to
increasingly more patients, we began to wonder whether correct
visual acuity could be measured using conventional optometry
alone. In contrast to the conventional method, which measures
instantaneous visual acuity, “functional visual acuity” that we
developed measures visual acuity continuously throughout a
1-minute period. Using the method, we discovered that while
visual acuity in elderly and people with dry eyes may be fine at the
beginning of the 1-minute span, it declines gradually thereafter.
Furthermore, our studies on age-related changes in tears, ocular
periphery such as eyelids, and visual function are also ongoing.
Minamiaoyama Eye Clinic has been very supportive in helping
provide and analyze a wide range of data on visual acuity. I would
like to take this opportunity to express my deepest gratitude.

Calorie Restriction (CR) and Resveratrol
Here, let me introduce a number of hot topics in anti-aging.
Calorie restriction (CR) has been the focus of researchers
worldwide. Calorie restriction refers to curbing the dietary intake
of calories. After a report attributed longevity to cutting the total

caloric intake to 65% of the normal level while ensuring enough
proteins, lipids, and carbohydrates in addition to the essential
vitamins and a minute amount of minerals, a great number
of researchers began investigating the mechanism behind the
finding. In recent years, new data published one after another have
indicated that CR induces the activation of an enzyme named
sirtuin, which leads to a variety of anti-aging effects. Nevertheless,
longevity would not be much fun without us being able to enjoy
tasty food. I am sure most people desire a long and enjoyable life.
Dr. David Sinclair of Harvard University published a report in
2006 indicating that resveratrol, a polyphenol found abundantly in
red wines, grape skin, and peanuts skin, among other food items,
has the same effect as CR in lengthening lifespan. The widely
talked about report has attracted attention because it may be the
key to solving the French paradox -- the low French death rates
attributable to coronary arteriosclerosis and heart diseases despite
the French’s preference for fatty foods. Although these findings
came from experiments in mice and have yet to be demonstrated in
humans, some supplements or drugs that reverse the signs of aging
may very well become available in the near future.
With the large number of scientifically conducted anti-aging
studies from various angles, researchers are enthusiastic that the
day of immortality through science may be just around the corner.

Anti-aging through Regular Checkups
Minamiaoyama Eye Clinic, in 2006, began offering conductive
keratoplasty (CK) for treating presbyopia (please refer to page 8).
Although CK is not designed to cure presbyopia, patients have
happily claimed that they did not need eyeglasses anymore and
were happy about the outcome of the treatment. Moreover, LASIK
patients who came back for their annual checkup have indicated
that being able to come back here annually for their eye exam
was very reassuring. We appreciate the opportunities LASIK has
given us to serve more and more patients on a long-term basis. We
are very pleased to see this trend because early detection through
regular checkups is the key to preventing loss of eyesight. What's
more, some patients seem to have heeded our advice to undergo
life style improvements by exercising more and eating less and
have become healthier as a result.
We will continue to perform treatments aimed at providing patients
with satisfactory vision. In the meantime, we hope to educate more
and more people on the concept of "anti-aging starting with the eyes."
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Special Report 3

INTERVIEW : REFRACTIVE SURGERY

− 特集3 座談会「ユニバーサルという観点からの屈折矯正手術」ゲスト：
「日本せきずい基金」理事長 大濱 眞さん −

今や特別な医療でなく、身近な選択肢となった屈折矯正手術。たとえば、事故や病気で体の自由を奪われた方々
の、生活のクオリティ向上にも役立っています。私たちは、ハンディキャップをもたれた方々にも、サービス向上に努
めています。今回お招きしたのは、20代に脊髄損傷によって車椅子の生活となり、同じ状況に置かれた人々の救
済に向けてエネルギッシュな活動を続ける大濱眞さん。CK（Conductive Keratoplasty）によって若い頃の視力
を取り戻した大濱さんに「QOLの向上」及び、治療の感想をうかがいました。
Refractive surgery used to be considered a rare procedure, but it is now a universally accessible option. The procedure
is for instance, helping those who are handicapped by accidents or diseases by improving their quality of life. We are
working on improving service for handicapped patients as well. Our guest was Mr. Makoto Ohama, a man who has spent
his life in a wheelchair since a spinal injury sustained in his twenties, and is also an energetic activist working to help
those in the same situation. We talked to Mr. Ohama about his thoughts on the “improvement of QOL” and his treatment
after his vision was restored through a CK（Conductive Keratoplasty）procedure to a level he had when he was much
younger.

誰もが、
この世で何か役割がある。
皆さんそれを見つけてほしい
“Everybody has a purpose in this world. I wish for everyone to find that purpose.”

大濱 眞

Makoto Ohama

特定非営利活動法人（NPO）
日本せきずい基金
（JSCF）
理事長
1945年山口県生まれ。29歳の時、所属する会社
のラグビー部の試合でタックルを受けて脊髄を損
傷、四肢麻痺に。1999年「日本せきずい基金」
を発
足。脊髄の再生医療確立や患者が自立できる社会
づくりへ向け、知識の普及や提言、研究協力、資金
援助などさまざまな活動に取り組む。
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Chairman of the NPO Japan Spinal Cord
Foundation (JSCF)
Mr. Ohama was born in 1945 in Yamaguchi
Prefecture. He was 29 and a member of his
company’
s rugby club when he sustained a
spinal injury and became quadriplegic as a result
of being tackled during a game. In 1999, he
established the“Japan Spinal Cord Foundation.”
Towards the establishment of regeneration
medicine for spinal cord injuries and the creation
of a society in which patients can become selfreliant, he is active in various activities such as
research cooperation, financing help, making
recommendations, and educating the public.

手が使えない身の、メガネのわずらわしさ

や制限の多い現状の医療を変えていくというのが僕たちの活動

坪田 相変わらずパワフルですねえ
（インカムを使って電話で打

です。
講演や学会出席などもあり、
日本各地や海外も飛び回って

ち合わせしながらご来院された姿を見て）
。

います。

大濱 すみません、
1日中スケジュールに追われていまして。
実は

坪田 そう言えば、
大濱さんとお会いしたのは2006年、
岡山で開

この後も講演が一つ入っています。

かれた日本再生医療学会の市民公開セミナーでしたね。
角膜再

坪田 10年近く前に基金を自ら立ち上げ、
以来ずっと理事長とし

生のセッションにお越しいただき、
再生医療について意見交換な

てお仕事を続けていらっしゃる。
すごいことだと思います。

どをさせていただきました。

大濱 脊髄損傷に見舞われる方は年間5,000名と言われ、
その

大濱 坪田先生がアンチエイジングの話をされて、
再生医療との

半数近くが交通事故によるものです。
普通に暮らしている方にも、

つながりを感じました。
それでそのうち、
僕の目の話になったので

いつでも起こりうることなんです。
突然のことですから当然ショック

したね。

を受け、
絶望的になる。
わらにもすがるように電話をくださり、
思い

坪田 「老眼鏡って、
不便なんだよ
！」
ともどかしげにおっしゃった

の丈を吐き出す方が、
たくさんおられます。
そうした方々の悩みを

のが印象的でした。

受け止めるとともに、
脊髄再生についての情報をお伝えして希望

大濱 ええ。
普通は「かけはずしが面倒」で済むけど、
私は、
メガ

を持っていただく。
同時に医学界や国へ働きかけ、
いまだに規制

ネを取るための手を動かせませんから。

FROM A UNIVERSAL PERSPECTIVE
Guest: Mr. Makoto Ohama, Chairman of the “Japan Spinal Cord Foundation”

受けていただけるようご支援を考えています。
実を言うと、
全身が
まったく動かない方の手術は大濱さんが初めてでした。
そこでク
リニック全体で研究して、
安全面はもちろん、
患者様が不安やスト
レスを感じないよう、
設備やスタッフの対応などを向上させていま
す。
まさに患者様に教えていただいているんです。

一生相談できる専属アイドクターとして
坪田 回復した目で、
やってみたいことはありますか。
大濱 たくさんあります。
でもまず私の使命は、
日本の脊髄再生
医療を確立させること。
希望が見えてきた今後が正念場ですし、
当面は仕事でたっぷり目を活用します。
再生医療が実現したら、
自分の手で飯が食べたいし、
車の運転もしたい。
プライベートで
旅行なんかもいい。

「アッという間」に良好な視界がよみがえる
坪田 書類などをお読みになる機会が多いでしょうね。
大濱 毎日大量に目を通します。
新聞や本も。
車椅子に設置した
デスクに置いて読むんですが、
この数年で老眼が進み、
辛くなっ
てきた。
それに僕は自分の年齢がピンと来なくて、
「自分が老眼？」
という感じだったしね。
坪田 確かに、
全然歳を感じませんよ。
あの時も、
お話ししながら
ものすごいパワーを感じ、
同時に切実な思いもひしひし伝わって
きた。
「この方なら、
CKをやったら絶対喜んでいただけるぞ」
と思
いました。
大濱 最初は先生がやけに簡単に
「アッという間ですよ」
なんて
おっしゃるから、
拍子抜けしたんですよ。
とは言え、
完成された医
療ということで安心して受けられたし、
やってみたら本当にアッとい
う間だった
（笑）
。
坪田 でしょ
？
大濱 最初は、
目に注射するのかと思って少しイヤだったけど、
目
薬で麻酔をして、
「目を閉じてー」
「動かさないでー」
と言われてい
るうちに終わっていました。

重疾患者のライフクオリティ向上のために
坪田 2006年の5月と9月
（再手術）
にモノビジョン※によるCK手
術を行いましたが、
その後いかがですか。
大濱 もう、
ありがたいの一言。
新聞の細かい字も、
パソコン画面
もどんどん読める。
長い文章を読むのに抵抗がなくなったので、
ど

坪田 今後もお役に立てると思いますよ。
当院で手術を受けられ
た方には、
年に1回以上目の健診を行います。
視力に限らず、
失
明率の高い緑内障や糖尿病網膜症など、
あらゆる疾患を検査で
きる態勢が整っており、
クリニック全体としてケアやアドバイスがで
きます。
それからCKは追加手術も可能なので、
老視の進行度に
合わせてまた受けていただくことができますよ。
大濱 心強いですね。
末永くよろしくお願いします。
2007年2月2日 南青山アイクリニックにて
※モノビジョン
屈折矯正手術の際、片側の目は近くが見えるように、もう片側の目は遠くが
見えるように調整することで、遠近両方に対応すること。大濱さんは右目を
近方用に対応するため、CKを行いました。

大濱さんに出会い、
この治療を提供できることを
改めて嬉しく思いました
“I was very pleased to have had the
opportunity to meet Mr. Ohama and to
have been able to provide him with this
treatment.”

坪田一男
南青山アイクリニック手術顧問
慶應義塾大学医学部眼科教授
東京歯科大学客員教授
眼科専門医・医学博士

こへでも書類を持っていけます。
あと、
メガネのデザインを気にせ

Kazuo Tsubota, M.D.

ずに済むのもいい
（笑）
。

Surgical Advisor,
Minamiaoyama Eye Clinic

坪田 喜んでいただけてうれしい限りです。
視力を回復して、
生
活のクオリティ自体が上がったという方は非常に多いんです。
特
に大濱さんのような全身疾患の方のメリットは大きいでしょう。
こ
れも一つの「再生」
と言えると思います。
ですから、
気軽に治療を

Professor and chairman,
Department of Ophthalmology,
Keio University School of Medicine
Visiting Professor,
Tokyo Dental College
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（

遠視 LASIK 体験談
experience with hyperopic LASIK

ガッツ石松

様

年齢57歳

Mr. Guts Ishimatsu, male, 57-year old

手術日 2006年6月30日

Date of Surgery June 30, 2006

手術前 右1.2
（1.2×S+1.25DC–0.75DA×110°
）
左1.2
（1.2×S+1.5DC–0.75DA×110°
）
Preoperative Visual Acuity right eye 1.2

手術後

右1.2
（n.c.） 左1.2
（n.c.）

Postoperative Visual Acuity right eye 1.2

left eye 1.2
left eye 1.2

）

楽な手術と気さくなスタッフ。南青山なら、OK牧場！

昔

は、
目はバッチリでしたね。散髪に行っても、
鏡で細かい所が
見えちゃうので、途中でいろいろ文句をつけて散髪屋さん

が嫌がったり。
でも最近老眼のせいで、
視界がかすむようになってき
ました。
ゴルフでも、100m先だって平気で見えていたのに、
だんだ
ん距離感がつかめなくなって。50過ぎたらこんなもんだろうとあきら
めていたら、外国で手術をして治した人の話を聞いて。
自分も行こ
うかなと思っている頃、新聞で坪田先生の記事を読んだんです。
日
本で治す方法がある
！
とわかれば、
やるだけやらないと気が済まなく
なりました。
実はうちの奥さんも同じ様な症状で、手術に興味を持ってまして
ね。
だから
「斥候」
として、先に受けさせることにしました
（笑）。彼女
は美容面で老眼鏡をイヤがっていたので、喜んでさっさと手術を受
け、
「世界が変わった！」なんて言い出した。
それで私もさっそく話を
聞きに行き、
遠視LASIKを受けることにしたんです。
まあ、
目を直接いじるから不安もなくはなかったですが、先生と話
して信頼できると思ったので、
お任せしました。先生だけじゃなく、
クリ
ニック全体の雰囲気がいいですね。患者との距離感を感じません。
すごく気づかいが自然。
気のいい人たちと付き合ってる感じです。
手術はすごく短かったですよ。麻酔して横になって、
チョンチョン
チョンでハイ、終わり。
ちょっと焦げたにおいがしたけど、痛くもかゆく

30

もない。それで外に出たら、何でも見えるから驚きましたよ。全体に
明るくなって、看板も
「こんなに色があったかな」
と思うほど鮮やか
で。
ゴルフのスコアも上がりました。何しろ芝に落ちた小さなゴミまで
よく見えるし。
ちょっとうれしかったのが、知り合いから
「目がきれいだ
ねえ」
と言われたこと。前は、見づらいから目を細めたりしていたん
だろうね。
「そうかそうか」
とニンマリ。
実際にLASIKを受けるかどうか迷っている人に会ったら、
こう
言ってあげたいですね。
「視界が変われば、世界が変わる。南青山
ならOK牧場！」

I

used to be able to see very well. When I went to the
barber shop, I could see every detail in the mirror. The
barber used to hate me because I would complain about what
he was doing to my hair. But, my presbyopia got worse, and
I couldn’t see as clearly as I used to. For instance, I was able
to see as far as 100 meters away without a problem when
playing golf, but, I was increasingly having trouble with
my sense of distance. After I had resigned to the fact that
deteriorating vision is part of life after the age of fifty, I met
someone who received surgery overseas. And, as I started to
think about giving the surgery a try myself, I came across Dr.
Tsubota’s article in the newspaper. It was exciting to learn
that such treatments were available in Japan. Then, I found
myself unable to resist this opportunity and decided to give
the surgery a go.
Actually, my wife was also experiencing the same
symptoms and had expressed interest in getting surgery. So,
I asked her to get operated first to see how it would turn out
(laughter). She was more than happy to comply, because she
absolutely hated wearing those reading glasses. She told me
“the world has changed,” afterward. I then immediately went
over to the clinic for a consultation and decided to undergo
hyperopic LASIK.
At first, I was a little worried because it was my eyes that
will be operated on directly. But, after speaking to the doctor,
I was convinced that I was in good hands. It wasn’t only
the doctor. The whole clinic had a nice ambience. The staff
was courteous and made me feel at ease just as though I was
socializing with a bunch of nice people.
The procedure was really quick. I lay down, got
anesthetized, and after that, it was like voila! It was all over.
I smelled something burning, but I felt no pain at all. I came
out of the operating room to a pleasant surprise. Everything
appeared clear to me. The colors on sign boards seemed so
vibrant to me that I couldn’t believe colors like that existed.
Of course, my golf scores improved. I can even spot little
pieces of garbage on the green lawn. What pleased me was
when my friends told me that my eyes look nice. I was
probably squinting before because of my poor vision. I could
not be any happier with such comments about my eyes.
My message to those who are trying to make up their
minds on whether to undergo LASIK or not is this: your
improved vision will change the way you see the world; go
with Minamiaoyama!

フェイキック IOL 体験談
神野 涼子 様 年齢29歳

（

手術日 2006年8月25日
（左）
、9月15日
（右）
手術前視力 右 0.04 左 0.03
手術後視力 右 1.5

「1

左 2.0

）

親身の対応に満足！
あきらめないで良かった。

00万円で視力売ってたら買う
！」
これが子供時代の私の口

き、1時間以上質問ぜめに。
「失敗例はあるか」
「先生によって結果

グセでした。7歳で視力0.1、裸眼の暮らしを知らない人生。

に差はあるか」など失礼なことも聞いたのに、担当の荒井先生をは

中三でコンタクトレンズにしたものの、強度の乱視なのでずっとハー

じめ皆イヤな顔もせず誠実に答えてくださり、正直びっくり。
ここなら

ド。すぐにはずれたりズレたりでスポーツも恐いし、
なくす事を考える

大丈夫、
と不安が期待に変わり、
この病院でフェイキックを受けるこ

と好きなマリンスポーツも思い切ってできません。何よりゴミが入ると

とに決めました。

針で刺すような痛み。
コンタクトレンズに感謝しながらも本当は別れ
たい、
そんな気持ちの毎日でした。

とは言え、
気が小さい私は、
目に注射するの？とか、
手術器具が見
えたらコワイ、
などいろいろ考えましたが、点眼した麻酔のおかげで

少し前に職場の人がLASIKを受けて「解放された」
と話すのを

平気でした。
レンズを入れた瞬間、上にぼんやり見えていたライトが

聞き、
私も
！
と思いました。早速ネットでLASIKの病院を片っ端から調

くっきり。帰りに横浜で食事し、
初めて裸眼で夜景を満喫しました。
あ

べて説明会へ。最初の所でフェイキックIOLをすすめられました。
と

きらめないで良かった！今年の夏は、
ずっとやりたかったダイビングデ

ころがある病院では「どちらの手術も不可」
と言われ、思わず涙。
で

ビューです。

もあきらめず、
さらに数カ所にメールで問い合わせました。
その時一

私のフェイキック体験をブログに書いたところ、
たくさんの問い合

番早く返信があり、電話の相談も熱心に聞いてくださったのが南青

わせや質問をいただきました。
この手術の情報はLASIKに比べて

山アイクリニック横浜だったんです。

まだ格段に少なく、私も調べるのに苦労しました。
この手術を扱う病

カウンセリングでは、今までの疑問をA4用紙にびっしり書いてい

院がもっともっと増えてほしいと思います。

（

悩みや喜びを共有できた、
親子 2 人の LASIK 体験。

私

LASIK 体験談
山中 優子 様

年齢48歳

手術日 2007年1月20日
手術前視力 右 0.08 左 0.09
手術後視力 右 1.2

左 1.2

）

は40年来の近視で、朝晩はメガネ、昼間はコンタクトレンズの

就職を控え、
「仕事が始まる前に」
と、思い切って一緒に受けること

生活でした。
ドライアイ気味なので目に傷がつきやすく、
トラブ

にしました。

ルもしょっちゅうです。
お医者様から
「将来コンタクトレンズは使えなく

「ちょっと優しすぎる？」
という印象だった菅沼先生ですが、
手術の日

なるかも」
と言われて落ち込んでいる頃、
勤め先の関係で南青山ア

は見違えるようにテキパキと頼もしく、
安心して任せられました。
15分ほ

イクリニック福岡を知り、
目の悪い同僚の間で度々話題になりました。

どの手術中も
「薬を入れます」
「ちょっと洗いますよ」
「大丈夫ですか」

そのうち「誰か受けてみれば」
という話になり、私が「話だけでも聞

などこまめに声をかけてくださるし、
最初のビクビクがおかしくなるほど

いてみるわ」
と行くことになりました。

痛みもないし。
翌日さっそく職場でみんなにすすめて回りました。

実は大学4年の娘も、
私より強度の近視でした。
LASIKのことを切

娘と2人で受けたのも大正解でした。安全な手術とは言えやはり、

り出すと
「ぜひ話を聞きたい！」
と言うので連れて行くことに。
よほど悩

受けた本人にしかわからない不安があります。
でも、
そんな気持ち

んでいたんだな、
と済まなく思ったものです。

を共有して「今どう？」
と声をかけ合え、
とても安心できました。何より、

説明を聞きにいくと、実は担当医の菅沼先生もLASIK経験者と

クッキリ遠くが見える喜びを共有できたのが一番良かったな。

か。患者の不安もよくおわかりで、本当に親身に話を聞いてください

LASIKに興味を持っている方は、
まず病院で話を聞いてみると

ました。
「痛いのでは？」
「相当強い近視なのでムダなのでは？」
とい

良いと思います。
それだけでも、
この治療法や先生への信頼度がわ

う疑問にも
「大丈夫」
という力強い答え。
費用はそれなりにかかります

かります。
そしてもし、
ご家族や仲間で同じ悩みを持つ方がいたら、

が、
コンタクトやメガネに1日も早くサヨナラしたくて手術を決心。娘も

一緒に行ってみるのもおすすめですよ。
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MESSAGES FROM PATIENTS
−患者様からのメッセージ −

（

Acri.Twin IOL 体験談
experience with Acri.Twin IOL

斉藤 洋子 様

年齢49歳

Ms. Yoko Saito, female, 49-year old

手術日 2006年8月26日
（右）
、9月3日
（左）
Date of Surgery: August 26, 2006 (right eye)
September 3, 2006 (left eye)

手術前視力 右0.04 左0.02
Preoperative Visual Acuity
right eye 0.04 left eye 0.02

手術後視力 右1.2 左1.0
Postoperative Visual Acuity
right eye 1.2 left eye 1.0

）

近視まで治せる、新しい白内障手術に感謝。

私

は、
ずっと前から強度の近視でドライアイ。
そのうえ40歳前後
で白内障と診断されました。いずれは手術…とわかっては

いましたが、
通常の白内障手術だと目の焦点の調節ができない「老
視」状態になると聞き、手元が見えづらいのはイヤだなあ、
と悩んで
いました。
昨年、息子が南青山アイクリニック東京でLASIKを受けました。
持ち帰ったパンフレットに白内障の手術のことも書いてあるのを見
つけ、
ネットで体験者のお話などを読んだ後、
思い切って家の近くの
南青山アイクリニック横浜に連絡をとりました。
後日クリニックで検査し
て、女性スタッフと1時間ほど話し、2種類の手術の説明を受けまし
た。
どちらになるかは先生が診察して、私の目の状態に合わせて決
めるとのことでした。
診察の結果すすめられたのが、
Acri.Twin IOLという手術。
通常
の白内障手術と同じく水晶体を取り出すのですが、代わりに入れる
レンズが遠近両用で、
近視や老視にも対応できるとのこと。実はまだ
導入されたばかりの手術で、
LASIKに比べると実績も少ないなどの
お話もされましたが、何人もの体験談をホームページで読んでいた
ので、
クリニックに対する信頼感はありました。担当の荒井先生も率
直にお話しくださって信頼できそうだし。何よりコンタクトレンズの煩わ
しさがイヤになっており、
エイヤッという気持ちで手術を決めました。
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最初に右目、1週間ほどして左目の手術。20分ほどの手術中は
ずっとドキドキでしたが、
先生の「大丈夫ですか」
「もうすぐですよ」
と
いう声で安心できました。
そのまま眼帯をしてすぐ家にも帰れたし、
終わってみるとやはりあっけなかったですね。
こんな年で白内障になるなんて、
と不運に思っていましたが、
この
クリニックと出会って最先端の手術を受け、
白内障だけじゃなく長年
悩んでいた近視まで治せたし。今ではかえってラッキーだったかも、
という気持ちです。
ただ、
まだ保険適用ではないので料金は従来の
手術より多少かかりました。
こんなに簡単で良い治療法ならもっと普
及すればいいのに、
と思います。

I

have had severe myopia and dry eyes for a long time. And,
around the age of forty, I was diagnosed with cataracts.
Although I was aware that I will have to undergo surgery
eventually, knowing that I may develop presbyopia and have
trouble adjusting my focus to see near after a conventional
cataract surgery, I agonized over what to do.
My son received LASIK at Minamiaoyama Eye Clinic
Tokyo last year. And, the pamphlet he brought home had
information on cataract surgery. After going on the web to
read about stories of those who received the cataract surgery,
I decided to give the nearby Minamiaoyama Eye Clinic
Yokohama, a call. I subsequently visited the clinic to get
examined. A female staff member patiently spent about an
hour with me, giving me information on two types of surgical
procedures. I was told that a doctor will decide on which
procedure is more compatible with my eyes based on the
outcome of my examination.
Based on the result of my eye exam, the doctor
recommended that I undergo the Acri.Twin IOL procedure.
Similar to conventional cataract surgeries, the crystalline
lenses are removed and replaced with lenses designed for both
farsighted and nearsighted and are capable of correcting both
myopia and presbyopia. I was told that the procedure was still
very new, and only a few cases have been conducted compared
with LASIK. But, after reading about the experiences of several
patients who have already undergone the procedure at the
clinic, I felt I could trust the clinic. Dr. Arai, who was in charge
of my case, was frank and very reassuring as well. What really
prompted me to go ahead with this procedure was that I was
tired of having to deal with contact lenses. I figured, what the
hell, and decided to go ahead with the surgery.
My right eye was treated first and then my left eye about a
week later. My heart was thumping throughout the approximately
20-minute long procedure, but the doctor was really reassuring.
He kept asking me how I was doing and reassured me that it will
all be over soon. It was over rather quickly, and I was released
immediately wearing an eye patch.
I used to think how unlucky I was to have cataracts at such an
early age. But now I consider myself fortunate because the clinic
not only took care of my cataracts, but also fixed my myopia
that I suffered from for many years. The procedure may cost a
little more than conventional procedures because it has yet to be
covered by health insurance, but it is such a simple and effective
treatment that I think it should become more widely available.

LASIK 体験談
毛利 洋子 様 年齢31歳

（

手術日 2006年8月19日
手術前視力

右 0.05 左 0.05

手術後視力

右 2.0

左 1.5

）

カウンセリングも術後の対応も、
すべて安心でした。

ランスでカメラマンをやっています。撮るのは主に料理や手芸

フ

担当の戸田先生は、
いろんな質問にもきちんと答えてくださり、
特に

の本の写真。料理の場合、
できた直後に撮らないと良い写真

「論理的に失明はあり得ません」
という明確な答えが背中を押して

にならないので、
素早いピント合わせが必要です。
ところが実は最近

くれました。両親ももちろん納得。1か月あまりの帰国中に手術と1か

コンタクトレンズでも充分に見えず、編集者から
「ピントが甘い」
と言

月検診を済ませたいという要望にも合わせてもらえました。

われることも。
でもコンタクトレンズの度を上げると疲れやすいと医師
に言われ、
困っていました。

手術は朝。最初ドキドキでしたが、
始まったらアッという間です。先
生に話しかけられたり指示されたりするうちに終り、
緊張するひまもあ

そんな頃、
友人がLASIKを受け、
「人生が変わった」
という話を聞

りませんでした。直後はコンタクトレンズが曇ったような視界だったの

きました。
LASIKはフランスでも一般的ですが、
細かい手術のような

が、
夕方までには霧が晴れるように見えてきて、
翌日にはすっかりキレ

ので日本で受けたいと思い、
帰国した時にネットで病院探し。私自身

イな視界になりました。帰国時にも快適さが実感できました。何しろ

は友人の例を見ているのでさほど不安はありませんが、
両親が「こわ

空気の乾いた飛行機の中、
コンタクトレンズでずっと過ごすのはケア

い」
「失明しないの？」
と心配するので、
一緒に説明会へ行きました。

が大変だったんです。

ところが最初に話を聞いた病院で、
LASIKは危険があるからと別

見慣れた景色も細部までくっきり見えてとても新鮮！現地の眼科へ

の手術を勧められました。
今までの情報と違うので納得がいかず、
さ

の紹介状をいただいたのも助かりました。何事もないので行ってい

らに調べて見つけたのが南青山アイクリニックでした。症例が豊富

ませんが、
やはり安心ですから。信頼できる先生、納得できる説明、

で信頼できそうな印象を持ち、
説明を聞くことにしました。

後々の対応と、
この病院に出会えて本当に良かったと思います。

（

その日のうちに、
老眼の煩わしさから解放。

公

CK 体験談
小坂 義人 様

年齢51歳

手術日 2006年8月11日
（右）
手術前視力 遠方 1.2

近方 0.4

手術後視力 遠方 1.2

近方 0.9

）

認会計士という仕事柄、
パソコンに向かう時間が多く、老眼

えないが）
、
手術の後に職場へ戻り、
会議に出たんです。すると今ま

が進むにつれて不便が増してきました。
いただいた名刺の

で手で遠ざけなければ読めなかった手元の資料が楽に読めるこ

メールアドレスを読むのも辛いし、右目が近視なので車に乗る時は

と。
スタッフにも
「今日は普通に見ていますね」
と言われ、
これほど即

近視用、
字を読む時は老眼用とメガネを使い分けるのも面倒。運転

効性があるのかと驚いた次第です。

中、
カーナビ画面から前方へ目を移す時に、視界がぼやけてヒヤリ
としたこともあり、
何とかしたいと思っていました。
そんな時、
友人の坪田先生から、
CKの話を聞きました。
技術の話
はともかく、
坪田、
戸田両先生のていねいで明確な説明により、
屈折

もう一つ驚いたのは、手術していない左目の視力も上がってきた
ことです。先生の話では「脳内活性化によって左目が遠方視に適
応したのではないか」
とのこと。1カ月くらいで、
車に乗る時の近視メ
ガネもいらなくなりました。

矯正の原理はすんなり納得。
カウンセリングの結果、
近視でない左目

定期検診が近づくと、
きちんとメールや電話などで連絡をくれる

はそのまま遠くを見るのに活用し、
右目の老眼をCKで治して近くが

のもいいですね。検査も数値を調べるだけでなく、
「本人がどう感じ

見えるようにする
「モノビジョン」
という方法をとることになりました。

ているか」を重視しており、配慮を感じます。
ともあれ、
「手術」
とい

手術中のことはあまり印象がなく、
器具でまぶたをぐっと固定され

う大げさな感じがまったくないのに、絶大な効果があったのが素晴

た時に「おっ」
と思った程度です。実際の手術は1分くらい、事前の

らしい。同年代の人に会うと老眼の話もよくするので、
その度ごとに

検査など全体を入れても2時間程度でした。実は
（大きな声では言

話題にしています。
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■ グループ施設

医療法人社団
アイクリニック静岡菊川眼科
院長
所在地

池田宏一郎
〒439-0031
静岡県菊川市加茂1792
診療時間 午前 9：00〜12：00
午後 15：00〜18：00

静岡県菊川市に開院してから8年が経ちました。当初8名からスタートしたス
タッフも今では医師2名、スタッフ24名、計26名となりました。現在、白内障手
術は年間1,000件、LASIKは500件のペースで行っております。周辺に眼科
医院の少ないこの地域では、1日200人を超える患者様が来院されます。来院
数が多ければ患者様の待ち時間は長くなり、その分実際に診察する時間は短
くなってしまいます。当院では2006年7月より段階的に電子カルテを導入し、
業務を効率的に行えるように整備。さらに検査室をこれまでの倍以上の広さ

※月曜日のみ、19時迄診療
※診療の受付は診療終了時間の30分前までとなっております。

に拡張し、一度に多くの患者様に対応できるようになりました。結果として待

休診日

ち時間は短くなり、診察時間を充分取ることができるようになりました。菊川眼

日曜・祝日
火曜・木曜・土曜の午後

※火・木は手術の為、午後休診

HP
TEL

http://www.eyeclinicshizuoka.com/
0537-37-0222

東京歯科大学
市川総合病院眼科
所在地

〒272-8513
千葉県市川市菅野5-11-13
診療時間 午前 9:30～11:00
（土曜日は10:30まで）
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見える喜びを、地域にもっと広げるために

休診日

日曜・祭日・第二土曜

HP

http://www.tdc-eye.com

TEL

047-322-0151

科では、地域の社会、文化、個性に対応し、効率的、かつ効果的な医療が提
供できるよう、常に地域にコミットしていきたいと考えております。

角膜医療の最先端として
東京歯科大学眼科のミッションは、
「 世界レベルの診療・研究・教育を通じて、最
高の前眼部医療を行う」
であり、角結膜疾患、
ドライアイ、白内障といった前眼部
疾患に焦点を絞り、診療、研究、教育を行っています。われわれのバリューは、
1．
アカデミック 2．
オープン 3．
協力

4．
患者さん主体

であり、現在9名の常勤眼科医、14名の非常勤・客員医師、12名の研究員、7名
のアイバンクスタッフ、4名の秘書という陣容で臨床、研究、教育を行っていま
す。当院の角膜移植は年間300件以上で日本一であり、角膜センター・アイバン
クとの協力により、国内外のアイバンクとの協力、角膜再生の研究にも力を入
れています。 一般外来の他、角膜再生外来、
ドライアイ外来、アレルギー外来、
緑内障外来、
コンタクトレンズ外来といった特殊外来を設けて、広い範囲の患者
さんのニーズに応えられるように活動しています。

島崎 潤

教授

あおば眼科クリニック
院長
所在地

佐藤泰広
〒121-0816
東京都足立区梅島1-4-3
診療時間 午前 9:30〜12:30
午後 15:00〜18:30
（但し土曜は午後17時まで受付）

休診日

日曜・祝日

HP

http://www.aoba-eyeclinic.com

TEL

03-5845-8020

医療法人社団揺哲会
島崎眼科
院長
所在地

島崎哲雄
〒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 14:30 ～ 17:30
休診日 土曜・日曜・祝日
HP

http://www.shimazaki-eye.com

TEL

03-3580-3518

下町の元気文化を応援しています
今年で開院7年目を迎えます。下町という場所柄患者様も元気なお年寄りが
多く、診察室でもこちらが元気づけられることも多々あります。一般外来診療
のほか、日帰り白内障手術を主に行っております。当院を受診したLASIK希
望の患者様は南青山アイクリニックにご紹介し手術を行わせていただく他、
LASIK術後の近隣の患者様をご紹介いただいてフォローさせていただいてお
ります。白内障手術でも最近とみに屈折矯正の要素が増しており、南青山で
教えていただいた経験や考えに助けられています。質の高い医療を続け、患
者様にはわかりやすくご説明することで安心していただけるように、今後も努
力してまいりたいと思っております。

オフィス街の目の健康を支えます
島崎眼科は、赤坂見附駅前の赤坂エクセルホテル東急の4階にあり、オフィ
ス街の利便性のよい立地で週5日間診療を行っています。日本眼科学会専
門医認定の熟練した医師および検査スタッフによる、信頼のできる医療サー
ビスを提供しています。オフィス街に多いドライアイやアレルギー性眼疾患、
コンタクトレンズ障害に特に力を入れて診療を行っており、眼底レーザーや視
野検査などの機器と共に、視能訓練士がほぼ常駐して専門的検査にも力を
入れています。また、慶應義塾大学病院、東京歯科大学病院、両国眼科など
他施設との連携も密に図られ、手術や入院を必要とする疾患にも対応できる
体制を取っております。
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両国眼科クリニック
院長
所在地

内野美樹
〒130-0026
東京都墨田区両国4-33-12
グランアルブル両国1F
診療時間 午前 10:00～12:30
午後 14:30～17:30
休診日 日曜・祝日
HP
TEL

http://www.ryogoku.or.jp/
03-5600-6886

最高の医療サービスをあなたに ･･･
日帰り角膜移植術・白内障手術
当院は両国という下町の環境下で、大学と同じ質の医療を身近に受けられるよ
うに日々努力しております。常に笑顔の絶えないスタッフと、知的で信頼の厚い
石岡前院長という誰にも真似できない外来が、毎日大勢の患者様をお迎えし
ております。2007年1月より私、内野美樹が石岡みさき先生の後任という大役
を受け賜りました。当院の特徴は、海外アイバンクの協力を得た、
日帰り角膜移
植術。東京歯科大市川総合病院の島崎潤教授、慶應義塾大学坪田一男教授
をはじめ、日本を代表する角膜の専門家が手術・診療にあたっております。また
予約制の導入により、一人ひとりの患者さんと向き合える時間をしっかり設け、
質の高い医療を出来る限り短い待ち時間で提供できるよう日々努力しておりま
す。重症アレルギー・ドライアイ・角膜移植・特殊コンタクト
（円錐角膜・角膜移植
後）専門外来を設け、ニーズに合わせた治療をそれぞれの専門家が施行してお
ります。緑 内 障 視 野 検 査
機器･網膜レーザー器械も
完 備し、土 曜日の 午 後も
診療しており、より患者様
のご都合に合わせて幅広
い治 療が可 能ですので、

院長 内野美樹

不安なことがあればいつで
もお立ち寄りください。

飯田橋眼科クリニック

高い専門性と地域医療の融合を目指して

院長
所在地

年に設立されました。初代後藤院長は「オフィスワーカーの眼のオアシス」
という

深川和己
〒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 15:00〜18:30
休診日 土曜・日曜・祝日
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HP

http://www.iidabashi-eye.com

TEL

03-5276-2722

飯田橋眼科クリニックは、前眼部先端医療のグループ診療を目的として2003
コンセプトで、
ドライアイ治療を追求しました。第2代久保田院長は「美しい目元
を」
というコンセプトのもと、眼瞼疾患の治療において実績をあげました。第3代
の高松院長はアンチエイジングの視点から、加齢性黄斑変性症を初めとする
網膜疾患を専門とされました。第4代院長となりました私はアレルギー性眼疾患
を専門としています。3名の前院長に引き続き専門外来を、南青山アイクリニッ
クの戸田郁子院長にはドライアイ専門外来を実施いただいております。2007
年4月より、慶應義塾大学眼科の芝、結城両先生のご協力で、緑内障専門外
来を立ち上げる予定です。専門性の高い医療と患者オリエンテッドの地域医
療を融合させた新しい形のグループ診療を展開していきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

クイーンズ アイ クリニック
院長
所在地

「みなとみらい」にふさわしい都市型診療へ
南青山アイクリニック横浜と同じクイーンズタワーC棟の４Fにあります。1998年

荒井宏幸
〒220-6204
神奈川県横浜市西区
みなとみらい2-3-5
クイーンズタワーC 4F
診療時間 月〜金 午前 10:00〜13:00
午後 15:00〜18:00

という3本の柱を組むことが出来ました。2004年には「みなとみらい駅」も開業し

※火曜日は手術日のため診療受付は12時まで

療」
を念頭に、最新の知識をもって最良の結果が得られるように、患者さんにア

休診日

土曜・日曜・祝日

ドバイスをしていきたいと思っています。

HP

http://www.queens-eye.jp

TEL

045-682-4455

辻眼科クリニック
院長
所在地

辻 一夫
〒210-0841
神奈川県川崎市川崎区
渡田向町29-11
アソルティ渡田向町1F
診療時間 午前 9:00〜13:00
午後 15:00〜18:00
休診日 水曜・日曜・祝日
HP
TEL

の開院以来、8Fの南青山アイクリニック横浜と保険診療・自由診療の役割分
担にて2人3脚で診療体制を組んでいます。2004年にはC棟6Fにコンタクトレン
ズ販売店「クイーンズCL」
を設置し、同一ビル内に保険診療・販売店・自由診療
ており、現在はみなとみらい地区に続々と高層マンションが建設され、最先端医
療を行うにふさわしい未来型の都市ができつつあります。常に「都市型眼科診

一新した施設でがんばっています！
当院は、川崎市に10年前に開院しました。平成18年に施設の拡張のため、現
在はＪＲ川崎駅から車で5分ほどの、幹線道路沿いで診療を行っております。通
常の外来診療に加え、
日帰り白内障手術、
ドライアイ治療、オルソケラトロジー
等、最先端の治療を行っております。南青山アイクリニックには、屈折矯正をご
希望される患者さまをご紹介させていただいております。いつも丁寧かつ的確
に対応していただいて感謝しております。

http://www.tsuji-ganka.com
044-211-8115
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院長 辻一夫

REFERRAL CLINICS & HOSPITALS

− ご紹介いただいた施設 −

2006年12月末までに517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。
北海道
回明堂眼科医院
札幌商工診療所
札幌徳洲会病院 眼科
清水眼科クリニック
新千歳眼科
自衛隊札幌病院 眼科
誠心眼科病院
高柳眼科
大橋眼科
道庁前眼科

青森県
伊藤眼科クリニック
おおた眼科
国立病院機構弘前病院 眼科
ごん眼科
はし眼科

岩手県
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

宮城県
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
わたり眼科

秋田県
細部眼科医院

山形県
井出眼科病院
黒沢眼科医院
すみや眼科クリニック

福島県
今泉眼科病院
河田眼科医院
木村眼科クリニック
太田西ノ内病院 眼科

茨城県
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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

栃木県
足利赤十字病院 眼科
おおくぼ眼科
佐野厚生総合病院 眼科
原眼科医院
原眼科病院
深井眼科医院
みどり眼科クリニック

群馬県

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
安藤眼科医院
埼玉県
飯田橋眼科クリニック
石井眼科クリニック
池之端クリニック
浦和西口眼科クリニック
石井眼科
かすかべ眼科
伊藤病院
栗原眼科病院
井上眼科病院
小関眼科医院
岩瀬眼科医院
こんの眼科
上野眼科医院
済生会栗橋病院 眼科
内幸町眼科
さくら眼科内科
梅沢眼科
さけみ眼科
うめつ眼科医院
しぶや眼科クリニック
永寿総合病院 眼科
戸田公園眼科クリニック
衣理クリニック表参道
春山眼科医院
大城クリニック
平岡眼科医院
大竹歯科クリニック
ふくだ眼科
小田島眼科クリニック
藤田眼科医院
お茶の水・井上眼科クリニック
防衛医科大学校病院 眼科
小野眼科医院
防衛医科大学校病院 第２外科
表参道アイクリニック
宮本眼科医院
表参道眼科内科クリニック
柳崎眼科クリニック
オリンピアクリニック井上眼科
やなせ眼科
かごしま眼科
矢部クリニック
加治矯正歯科医院
山内眼科
片岡眼科医院
ようだ眼科
神奈川クリニック眼科
吉田眼科医院
上高田眼科
鴨打眼科診療所
千葉県
眼科･田中クリニック
安藤眼科
眼科・目白通りクリニック
井坂眼科医院
北里研究所病院 眼科
市川駅前眼科
吉川整形外科
市川シャポー眼科
吉祥寺森岡眼科
伊藤医院
クリニークデュボワ
王子台耳鼻咽喉科眼科
九段坂病院 眼科
おおあみ眼科
国年眼科クリニック
大木眼科クリニック
久保寺眼科醫院
おさ眼科医院
熊谷眼科クリニック
忍足眼科医院
クラマエ眼科
海浜幕張眼科
クリニックモリ
鎌ヶ谷山下眼科
慶應義塾大学病院 眼科
川鉄千葉病院 眼科
神戸クリニック広尾
眼科美浜クリニック
公立昭和病院 眼科
京葉クリニック
国立がんセンター中央病院 眼科
けやき台眼科
こせき眼科
佐倉眼科医院
こなり眼科
柴眼科
小林眼科医院
順天堂大学医学部附属順天堂
小林チヒロ眼科クリニック
浦安病院 眼科
近藤眼科台町クリニック
鈴木眼科医院
さいとう眼科医院
たもつ眼科
酒井眼科
都賀眼科クリニック
佐野眼科医院
津田沼眼科
JR東京総合病院 眼科
東京歯科大学市川総合病院
篠崎駅前高橋眼科
角膜センター
順天堂大学医学部附属順天堂
東京歯科大学市川総合病院 眼科
医院 眼科
丹羽眼科医院
しばがき眼科
橋本眼科医院
渋谷眼科
まるやま眼科
島津山眼科
みさと眼科クリニック
下丸子眼科クリニック
南行徳眼科クリニック
自由が丘クリニック
谷津駅前あじさい眼科
新宿海上ビル診療所
ユーカリ眼科医院
新宿シティ眼科
すずかけ台眼科クリニック
鈴木眼科クリニック
東京都
駿河台日本大学病院 眼科
アイ・ローズクリニック
いその眼科
高山眼科駅前医院
宮久保眼科
明瞳眼科クリニック

成城クリニック
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
帝京大学医学部附属病院 眼科
田園調布眼科
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
東京慈恵会医科大学付属
第三病院
東京女子医科大学 眼科
東京都済生会中央病院 眼科
道玄坂糸井眼科医院
道玄坂 加藤眼科
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
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
野口眼科医院
野地眼科クリニック
博慈会記念綜合病院 眼科
幡ヶ谷眼科
八丁堀眼科クリニック
原眼科
広沢眼科
東伏見眼科医院
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
本町眼科クリニック
マリーシア ガーデンクリニック
三崎眼科クリニック
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
宮益坂眼科
麦倉眼科
目白眼科
もざわ眼科
森川眼科医院
もろ眼科クリニック
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
よだ眼科クリニック
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

神奈川県
あおぞら眼科クリニック
安藤眼科医院
飯塚眼科医院
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
宇津見眼科医院
太田眼科クリニック
岡田眼科
かとう眼科クリニック
かなさし眼科クリニック
川崎市立川崎病院 眼科
川原眼科医院
木島眼科クリニック
北里大学医学部眼科学教室
クィーンズアイクリニック
後藤眼科
こにし・もりざね眼科
古淵みやけ眼科
さくら眼科クリニック
ざま眼科クリニック
塩田眼科医院
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
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
みぞぐち眼科クリニック
みやかわ眼科
元木町眼科・内科
柳沼眼科医院
ユノクリニック
弓田眼科医院
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
横浜南共済病院 眼科

新潟県
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
児嶋眼科医院
せき眼科医院
立川綜合病院 眼科
新潟大学医歯学総合病院
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

富山県
八田眼科医院

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

山梨県
小宮山眼科医院
塩川病院 眼科
細田眼科医院
身延山病院 眼科

長野県
石原眼科
裏川眼科
栗原眼科
国立病院機構長野病院 眼科
佐久総合病院 眼科
篠ノ井総合病院 眼科
しののい眼科クリニック
関医院
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
丸子中央総合病院
三輪眼科医院
山田眼科

岐阜県
東濃厚生病院 眼科
中津川市民病院 眼科
野川眼科
松下眼科医院

静岡県
あきやま眼科
海谷眼科
かけ川海谷眼科
かたやま眼科
菊川眼科
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
中西眼科クリニック
花崎眼科医院
花の木眼科
富士小山病院 眼科
やなぎだ眼科医院
山秋眼科医院
吉村眼科内科医院

愛知県
アイクリニック田中
あさひ眼科クリニック
あじま眼科クリニック
足立眼科
石黒眼科クリニック
いりなか眼科クリニック
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
眼科杉田病院
眼科三宅病院
黒部眼科医院
こうさか眼科
しみず眼科クリニック
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

中京病院 眼科
とつか眼科
中村眼科クリニック
名古屋アイクリニック
長谷川眼科
はら眼科
ひらい眼科
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
もとくら眼科
本山眼科
やまざき眼科クリニック
よしむら眼科

三重県
玉置眼科
とういん眼科クリニック
丹羽眼科
三木眼科
わきたに眼科

平坂眼科医院
前田眼科
みなみ眼科医院
宮川眼科

高知県

奈良県

アイさくらクリニック
えとう眼科クリニック
大島眼科病院
大牟田天領病院 眼科
岡眼科医院
オガタ眼科クリニック
鬼木眼科医院
皆良田眼科医院
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
さつか眼科医院
塩谷眼科医院
しらお眼科クリニック
菅井眼科医院
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
疋田眼科医院
平野眼科医院
福ビル疋田眼科
ふくまきアイクリニック
福山眼科医院
林眼科病院
森クリニック
龍眼科医

井後眼科
いぢち眼科
大山眼科医院
さめしま眼科
菅田眼科クリニック
ゆのもと記念病院 眼科

佐賀県

沖縄県

小嶋眼科医院
くらとみ眼科医院
鶴田眼科医院

大浜第一病院
外間眼科
琉球大学医学部眼科

王寺ステーション眼科
河本眼科
新大宮眼科

和歌山県
かわしま眼科クリニック
眼科 田中クリニック
田村眼科

鳥取県
井東眼科クリニック
三木眼科

岡山県
五島眼科クリニック
相馬眼科医院
間野眼科医院

広島県

かわだ眼科医院
鶴岡眼科医院

五日市やまもと眼科
奈良井眼科
日谷眼科
三好眼科
山代眼科医院

京都府

山口県

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

伊藤眼科医院
京野眼科クリニック
小林眼科
中村眼科
ひろしげ眼科医院

滋賀県

大阪府
あおやま眼科
市橋クリニック眼科
稲澤クリニック
イワサキ眼科医院
上野眼科クリニック
近江眼科諏訪森診療所
神奈川クリニック眼科
きぬがわ眼科
小路眼科クリニック
妹尾眼科医院
高岩眼科
天神山古賀眼科
ナカヤ眼科
西眼科病院
東田眼科
フジモト眼科
三木眼科医院
森医院
山本眼科医院
ワタナベ眼科

兵庫県
明石市立市民病院 眼科
市橋眼科
駅ビル眼科フクナガ
神戸海星病院
神戸クリニック三宮
公立八鹿病院 眼科
相馬眼科医院加古川分院
谷眼科医院
新見眼科

徳島県

安岡眼科

福岡県

美川眼科医院

長崎県
サトウ眼科医院
すやま眼科クリニック
せと四ケ町クリニック
中央橋眼科

熊本県
熊本眼科医院
たけだ眼科クリニック
むらかみ眼科クリニック
わたなべ眼科クリニック

大分県
高木眼科医院
矢野眼科

宮崎県
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
林田眼科医院
星井眼科医院

鹿児島県

盛眼科医院

香川県
まなべ眼科クリニック

愛媛県
愛媛大学附属病院 眼科
岡本眼科
広川眼科診療所
正岡眼科
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TOP 10 ACHIEVEMENTS OF MINAMIAOYAMA
− 10 大トピックス −

01

2006年10月、LASIK手術累計40,000件達成
Number of LASIK surgeries reached 40,000 in October 2006

おかげさまで2006年10月に、LASIK手術件数が40,000件を超えま
した。
これもひとえに患者様や医療機関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。

02

2006年11月、Phakic IOL手術累計500件達成
Number of Phakic IOL procedures reached 500 in November 2006

手術数の増加に対応するために、横浜クリニックのみで行っていた
Phakic IOLを東京クリニックでも開始し、
また、小切開手術が可能
なシリコーン素材のArtiflex Phakic IOLの導入により、
さらなるクオ
リティの追求が可能になりました。そして、2006年11月には手術件
数が500件を超えました。

03

More than 20 theses have been published in English

術雑誌に23報掲載されました。日々の患者様の治療のみならず、
屈折矯正分野の進歩にも貢献しています。

Dr. Ikuko Toda was elected to the editorial board of JRS in January 2006

して知られるJRS（Journal of Refractive Surgery）
の編集委員
に選ばれました。世界における屈折矯正分野での第一人者として
認められた証です。

05

By the end of 2006, we had published 23 articles in the
English language ophthalmology journal, which have a large
circulation around the world. In addition to treating patients,
we have also been making contributions in the advancement
of refractive surgery.

2006年1月、戸田郁子医師がJRSの
Editorial Boardメンバーになる

理事長である戸田医師が、屈折矯正手術専門の英語学術雑誌と
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In order to increase our capacity to handle Phakic IOL
procedures, our Tokyo clinic has also begun performing the
procedure. (It used to be available only at our Yokohama
clinic.) The silicone Artiflex phakic IOLs can be implanted
through a small incision, allowing further improvement in
quality. We performed our 500th phakic IOL procedure in
November 2006.

英語論文掲載が20報を超える

2006年12月までに、全世界の眼科医に広く読まれている英語学

04

The number of LASIK surgeries performed in the clinic
surpassed 40,000 in October 2006. We would like to extend
our gratitude to all of our patients and those physicians who
made the patient referrals.

Our director, Dr. Toda, has been elected to the editorial
board of the Journal of Refractive Surgery (JRS), an English
language journal that specializes in refractive surgery,
reflecting the recognition of Dr. Toda as one of the world’s
leading authorities in refractive surgery.

2006年10月、NIDEK EC-5000と
MK-2000LがLASIK用として厚生労働省より認可

NIDEK EC-5000 and MK-2000L received MHLW approval for LASIK in October 2006

2006年10月25日、南青山アイクリニックグループで主に使用して
いるニデック社製エキシマレーザーEC-5000とマイクロケラトーム
MK-2000Lが、LASIK用として国内で唯一厚生労働省より認可を
受けました。今までも十分に安全で、高性能なレーザーとケラトーム
でしたが、改めて国からのお墨付きを得て、患者様によりご安心い
ただけるようになりました。

The NIDEK EC-5000 excimer laser and MK-2000L
microkeratome that Minamiaoyama Eye Clinic Group uses
in most of its LASIK procedures have become the only
instruments approved for LASIK by MHLW in Japan. They
have an established good safety and performance record.
However, their approvals in Japan further attest to their
safety.

EYE CLINIC GROUP 2005-2006

06

2005年4月、荒井宏幸医師、日本眼科学会のシンポジウム発表

Dr. Hiroyuki Arai had a presentation at the Japanese Ophthalmological Society’
s symposium in April 2005

荒井医師が日本最大規模の眼科学会である日本眼科学会総会の
シンポジストとして
「Phakic IOLのQuality of Vision」
について講
演しました。

07

Dr. Hiroyuki Arai was invited to speak about “Phakic IOL’
s Quality of Vision” at a symposium of the Japanese
Ophthalmological Society, the largest ophthalmological
society in Japan.

ボイスストアの覆面モニター受け入れ、
平均評価4.3点（5点満点・2007年1月現在）

High average score of 4.3 in a masked survey by Voice Store (as of January 2007; perfect score: 5)

ボイスストア
（LASIK施設の最大比較サイト）
の覆面モニターとし
て手術を受けられた方々から平均4.3点と評価されました。
これは手
術のみならず、術前・術後のケアがきちんと行き届いていることが
評価された証であり、
うれしく思います。

08

OTE（Online Torsion Error Detection）導入
Introduction of OTE (Online Torsion Error Detection）

以前より導入していましたTED
（Torsion Error Detector）
の改良
版であるOTEを導入しました。TEDは、患者様の体位の変化によ
り生じる眼球の回旋を虹彩の紋様パターンによって検知するシス
テムで、
レーザー照射中には回旋が測定できませんでしたが、OTE
はレーザー照射中でも回旋測定が可能になり、乱視矯正やカスタ
ムに威力を発揮しています。

09

The newly installed OTE (Online Torsion Error Detection) was
developed based on the TED (Torsion Error Detector) that
we have previously been using. TED detects ocular rotation
induced by a patient’s body position based on iris patterns.
Before OTE was available, we could not detect rotation
during laser ablation. OTE gives us the capability to detect
rotation even during laser ablation. It is a powerful instrument
for astigmatism corrections and customized procedures.

CK、Acri.Twinバイフォーカル眼内レンズ導入
Introduction of CK and Acri.Twin bifocal IOLs

遠 視 や 老 眼に対する手 術としてアメリカF D A（日本 の 厚 生
労 働 省にあたる）において承 認されているC K（ C o n d u c t i v e
Keratoplasty）
を導入し、患者様に提供できる手術の種類が増え
ました。また、白内障手術後に、遠近両用眼内レンズ、Acri.Twin
IOLを挿入し、良好な成績を得ています。

10

We are pleased to report that a masked survey conducted
by Voice Store (largest comparison site for LASIK surgery)
showed that patients who underwent surgery at our clinic
gave us an average score of 4.3, indicating our preoperative
and postoperative cares in addition to our surgical procedures
have all been conducted to the satisfaction of our patients.

The introduction of CK (Conductive Keratoplasty), which
has been approved for surgical treatments of hyperopia and
presbyopia by the FDA (equivalent to the MHLW in Japan)
in the U.S.A., has increased the surgical options available
to our patients. The implantations of the bifocal Acri.Twin
IOLs following cataract procedures have produced excellent
results.

坂谷慶子医師入職

Dr. Keiko Sakatani joining our staff

当グループに久々のニューフェイスが誕生しました。元々屈折矯正
が専門だったこともあり、早くも戦力として大活躍しています。

It has been a while since we last welcomed a new member
into our group. Dr. Sakatani was a refractive specialist before
joining us, and she has immediately made a great impact.
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ACHIEVEMENTS 2005-2006
− 業績 2005 〜 2006 年 −

英語論文 Original Papers（English）
Toda I, Asano-Kato N, Hori-Komai Y, Tsubota K
:358-362, 2006.
— Dry eye after LASIK enhancement by flap-lifting. J Refract Surg 22
（4）
Hori-Komai Y, Toda I, Asano-Kato N, Ito M, Yamamoto T, Tsubota K
— Comparison of LASIK using the NIDEK EC-5000 optimized aspheric transition zone（OATz）and conventional ablation profile. J Refract Surg
22
:546-555, 2006.
（6）
Asano-Kato N, Toda I, Hori-Komai Y, Takano Y, Dogru M, Tsubota K
:130-134, 2005.
— Histopathological findings of epithelial ingrowth after laser in situ keratomileusis. Cornea 24
（2）
Asano-Kato N, Toda I, Hori-Komai Y, Sakai C, Fukumoto T, Arai H, Dogru M, Takano Y, Tsubota K
:910-915, 2005.
— Experience with the Artisan phakic intraocular lens in Asian eye. J Cataract Refract Surg 31
（10）
Asano-Kato N, Toda I, Sakai C, Hori-Komai Y, Takano Y, Dogru M, Tsubota K
— Pupil decentration and iris tilting detected by Orbscan: Anatomic variations among healthy subjects and influence on outcomes of laser refractive
surgeries. J Cataract Refract Surg 31
:1938-1942, 2005.
（10）
Tsuji K, Yamamoto T, Hori-Komai Y, Toda I, Tsubota K
:305-307, 2006.
— Traumatic epithelial flap detachment after laser subepithelial keratomileusis. J Refract Surg 22
（3）
Noda-Tsuruya T, Asano-Kato N, Toda I, Tsubota K
:61-66, 2006.
— Autologous serum eye drops for dry eye after LASIK. J Refract Surg 22
（1）

日本語論文 Original Papers（Japanese）
堀 好子 —— エキシマレーザーCZM80およびマイクロケラトームMR2によるLaser in situ Keratomileusisの臨床成績. あたらしい眼科 22
（12）
:16851689, 2005.
（4）
:533-536, 2006.
中島 潔 —— 非対称角膜に対するLaser in situ Keratomileusisの術後成績. あたらしい眼科 23

日本語総説 Review Papers（Japanese）
坪田一男 — 老視に対する新しいアプローチ アコモダティブIOLによる老視治療. あたらしい眼科 22
（8）
: 1021-1022 & 1045-1048, 2005.
坪田一男 —「アンチエイジング」総論. Medical Science Digest 32:170-171, 2006.
坪田一男 — ドライアイ. EXPERT 膠原病・リウマチ 3:118-123, 2006.
坪田一男 — 対談 長寿社会を生きる高齢者の眼のケア.「特集 高齢者の眼疾患とQuality of Vision」老年医学 44:1295-1303, 2006.
坪田一男 — 眼科におけるアンチエイジング医学の流れ. あたらしい眼科 23:1243-1244, 2006.
坪田一男 — 編集長のページ. メタボエイジング. アンチ・エイジング医学 2:97-99, 2006.
坪田一男 —「きょうの健康Q&A」
トピックス 中高年の目 対処と治療. きょうの健康 9, 2006.
坪田一男 — ごきげんナースとごきげんドクター エイジング
（連載）
. 眼科ケア 2006.
坪田一男 — ごきげんアンチエイジングライフのすすめ① アンチエイジング医学の時代がやってきた. ナーシングビジネス 1:60-61, 2006.
坪田一男 — 特集 眼科領域のアンチエージング医療 総論～眼からはじめるアンチエージング～. NANO OPHTHALMOLOGY 32:2-4, 2006.
坪田一男 — 編集長のページ. アンチエイジング医学―日本抗加齢医学会雑誌 2:255-256, 2006.
坪田一男 — 編集長のページ. アンチエイジング医学―日本抗加齢医学会雑誌 2:513-515, 2006.
戸田郁子 — 眼科臨床医のためのLASIK講座 序説. あたらしい眼科 22
（2）
:137-138, 2005.
戸田郁子 — LASIKによる老視治療 特集:老視に対する新しいアプローチ. あたらしい眼科 22
（8）
:1055-1059, 2005.
戸田郁子 — 新世代:カスタムLASIKの有用性 特集:視力矯正法アップデート. Pharma Medica 23
（7）
:23-28, 2005.
戸田郁子 — LASIKの合併症とその対策 ドライアイ. IOL&RS 19
（4）
:413-418, 2005.
戸田郁子 — 新しい治療と検査シリーズ Wavefront LASIK. あたらしい眼科 23
（2）
:195-196, 2006.
戸田郁子 — 日経メディクイズ Nikkei Medical 8月号:87-89, 2006.
戸田郁子 — 屈折矯正手術セミナー －スキルアップ講座― 79. 屈折矯正－LASIK術後管理の注意点. あたらしい眼科 23
（12）
:1573-1574, 2006.
堀 好子 —— 眼科臨床医のためのLASIK講座 LASIKによる老視対策. あたらしい眼科 22
（2）
:185-188, 2005.
堀 好子 —— Laser in situ keratomileusis（LASIK）
の適応とその長期成績. 眼科手術 19
（2）
:141-149, 2006.
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堀 好子 —— 第59回日本臨床眼科学会印象記｢屈折 他｣. 眼科 48
（4）
:639-640, 2006.
堀 好子 —— 第59回日本臨床眼科学会印象記｢屈折矯正手術 他｣. 眼科 48
（4）
:643-644, 2006.
堀 好子 —— LASIK再手術の成績. IOL&RS 20
（4）
:350-353, 2006.
堀 好子 —— 屈折矯正手術セミナー －スキルアップ講座－ 75. 最近の屈折矯正手術の適応. あたらしい眼科 23
（8）
:1027-1028, 2006.
山本享宏 — 眼科臨床医のためのLASIK講座 LASIK手術の実際. あたらしい眼科 22
（2）
:137-138, 2005.
坂谷慶子 — 角膜疾患Q＆A Ⅳ 治療編ー外科的治療 Q12 LASIKの適応について教えてください. あたらしい眼科 23
（臨時増刊号）
:215-217, 2006.
福本光樹 — レーザーによる近視矯正手術－その進歩と安全性－. 臨床スポーツ医学 22
（1）
:53-58, 2005.
荒井宏幸 — Epi-LASIK. IOL&RS 19
（1）
:38-41, 2005.
荒井宏幸 — Phakic IOL
（虹彩支持型）
. IOL&RS 19
（2）
:145-149, 2005.
荒井宏幸 — 屈折矯正のハテナ100. 眼科ケア 夏季増刊 228-232, 2005.

荒井宏幸 — 可能となった高度近視への対応. Pharma Medica 23
（7）
:33-36, 2005.
荒井宏幸 — 屈折矯正手術セミナー －スキルアップ講座－ 76. 屈折矯正に関するインフォームドコンセント. あたらしい眼科 23
（9）
:1183-1184, 2006.
伊藤光登志 — 角膜リング
（ICRS）
－屈折矯正と円錐角膜治療への応用―. あたらしい眼科 22
（4）
:483-484, 2005.
伊藤光登志 — 屈折矯正のハテナ100. 眼科ケア 夏季増刊 216-221, 2005.
伊藤光登志 — 近視･遠視･乱視は治る時代になった. 治療（増刊号）
87:1375-1377, 2005.
伊藤光登志 — 新しい治療と検査シリーズ162. Conductive Keratoplasty. あたらしい眼科 23
（6）
:769-770, 2006.
伊藤光登志 — 特集 眼科領域のアンチエージング医療 老眼へのアプローチ. NANO OPHTHALMOLOGY 32:9-12, 2006.
酒井誓子 — 知っておきたい個人情報保護法Ｑ＆Ａ. 眼科ケア 7
（6）
:61-63, 2005.
大林知央 — OPD-ScanⅡ ARK-10000製品情報. NIDEK Ophthalmo@Cafe Dr.’
s Voice, 2006/09.

国内編著 Books & Chapters（Japanese）
戸田郁子 — 涙液減少型ドライアイ. 眼科プラクティス 3 オキュラーサーフェスのすべて p66-71 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2005.
堀 好子 —— LASIK後ドライアイの治療のコツ. 眼科プラクティス3 オキュラーサーフェスのすべて p120-121 坪田一男編集, 文光堂, 東京, 2005.
山本享宏 — LASIKによる屈折矯正 1）適応 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p66-69 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.
荒井宏幸 — Phakic IOL による強度近視治療 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p82-85 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.
荒井宏幸 — 強度乱視に対する手術療法 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p93 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.
荒井宏幸 — LASIK 後の IOL 度数決定 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p94 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.
荒井宏幸 — 新しい老視矯正方法とその展望 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p124-127 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.
伊藤光登志 — LASIK 以外の遠視治療 . 眼科プラクティス 9 屈折矯正完全版 p96-97 坪田一男編集 , 文光堂 , 東京 , 2006.

国際学会 International Meetings
Toda I —— Practical visual performance with soft contact lens wear and post-LASIK. ARVO, Fort Lauderdale, Florida, USA, 2005/5.
Toda I —— Quality of vision after wavefront-guided versus conventional LASIK by NIDEK excimer laser. ARVO, Fort Lauderdale, Florida,
USA, 2006/4-5.
Toda I —— Topography-guided CATz vs conventional ablation in LASIK for patients with asymmetrical astigmatism. ISRS/AAO, Las Vegas,
NV, USA, 2006/11.
Yamamoto T— Higher-order aberration and corneal asphericity in eyes after laser in situ keratomileusis（LASIK）performed with OPDCAT and
OATz ablation. XXIII Congress of the ESCRS, Lisbon, Portugal, 2005/9.
for patients with asymmetric astigmatism. XXIV Congress of
Yamamoto T— Early clinical result of NAVEX topography-guided ablation
（CATz）
the ESCRS, London, UK, 2006/9.
Fukumoto T— Incidence of intraoperative flap complications with MK-2000 and LSK-1. XXIV Congress of the ESCRS, London, UK, 2006/9.
Suganuma T— Clinical result of NAVEX topography-guided（CATz）LASIK Enhancement. ISRS/AAO, Las Vegas, NV, USA, 2006/11.
Ito M —— Comparison of corneal asphericity after custom LASIK with the NAVEX and Zyoptix Systems. World Cornea Congress,
Washington DC, USA, 2005/4.
Ito M —— Comparison of corneal asphericity after performing custom laser in situ keratomileusis using the Nidek NAVEX and Bausch &
Lomb Zyoptix systems. ASCRS, San Francisco, CA, USA, 2006/3.
Sakai C —— Comparison of higher-order aberration measured by two kinds of aberrometers. XXIII Congress of the ESCRS, Lisbon,
Portugal, 2005/9.
Sakai C —— Microkeratome-related epithelial abrasion during LASIK surgery. XXIV Congress of the ESCRS, London, UK, 2006/9.

国内学会 Japanese Meetings
戸田郁子 — LASIK 術後 5 年の成績 . 第 29 回日本眼科手術学会 , 東京 , 2006/1.
堀 好子 —— 調節時の収差の変化について. 第 44 回日本白内障学会 ･ 第 20 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 京都 , 2005/6.
堀 好子 —— Topography-guided ablationによる不正乱視の治療 . 第 59 回日本臨床眼科学会 , 札幌 , 2005/10.
堀 好子 —— LASIK 再手術施行例の検討 . 第 29 回日本眼科手術学会 , 東京 , 2006/1.
山本享宏 — 2 種類の収差計における高次収差の比較 . 第 44 回日本白内障学会 ･ 第 20 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 京都 , 2005/6.
山本享宏 — 南青山アイクリニックにおけるLASIK17000 眼の検討 . 第 30 回角膜カンファランス, 東京 , 2006/2.
荒井宏幸 — 角膜小切開による虹彩支持型 foldable Phakic IOL（Artiflex）
の有用性 . 第 45 回日本白内障学会 ･ 第 21 回日本眼内レンズ屈折手術
学会 , 東京 , 2006/6.
伊藤光登志 — LASIK 術後 4 年の角膜内皮 . 第 28 回日本眼科手術学会 , 大阪 , 2005/1.
伊藤光登志 — 円錐角膜に対する角膜リング
（ICRS）. 第 59 回日本臨床眼科学会 , 札幌 , 2005/10.
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ACHIEVEMENTS 2005-2006
− 業績 2005 〜 2006 年 −

国内シンポジウム ･ 講演 Japanese Symposium & Invited Lectures
坪田一男 ——“活性酸素－炎症”エイジング仮説. 第110回日本眼科学会総会, 大阪, 2006/4.
坪田一男 —— アンチ・エージング医学 目から始める不老の方法. 第110回日本眼科学会総会市民公開講座, 和歌山, 2006/4.
坪田一男 —— 眼の加齢から見るアンチエイジング. 第6回日本抗加齢医学会総会, 東京, 2006/5.
戸田郁子 —— 屈折矯正手術の現状と未来～カスタムレーシックの可能性～. 第28回日本眼科手術学会, 大阪, 2005/1.
戸田郁子 —— シェーグレン症候群に対する屈折矯正術. シェーグレン症候群セミナー, 東京, 2005/4.
戸田郁子 —— 加齢と眼の屈折-調節の加齢変化に対するLASIK. 第60回日本臨床眼科学会, 京都, 2006/10.
堀 好子 —— 患者様に満足していただける屈折矯正手術 ドライアイへの対応. 第20回日本眼内レンズ屈折手術学会イブニングセミナー
（第6回
ISQOV Meeting）
, 京都, 2005/6.
（online TED）
およびOffset照射の使用経験. 第6回Nidek Excimer Users Meeting, 淡路, 2005/11.
堀 好子 —— Online Torsion Error Detector
山本享宏 —— Monovisionと屈折矯正 屈折矯正手術とMonovision. 第44回日本白内障学会･第20回日本眼内レンズ屈折手術学会, 京都,
2005/6.
（Online Torsion Error Detection）
の使用経験. 第7回Hakone Excimer Society
（Nidek Users Meeting）
, 箱根, 2006/11.
山本享宏 —— OTE
山本享宏 —— スタンダードLASIK Part 2 術者のこだわり, Part 3 ストリエ. 第7回Hakone Excimer Society
（Nidek Users Meeting）
, 箱根, 2006/11.
福本光樹 —— MK-2000の長期使用経験. 第6回Nidek Excimer Users Meeting, 淡路, 2005/11.
荒井宏幸 —— LASIKの次にくるもの. 第28回日本眼科手術学会, 大阪, 2005/1.
荒井宏幸 —— LASEK. 第29回角膜カンファランス 屈折矯正手術講習会, 徳島, 2005/2.
荒井宏幸 —— Phakic IOLのQuality of Vision. 第109回日本眼科学会総会シンポジウム, 京都, 2005/3.
荒井宏幸 —— 患者様に満足していただける屈折矯正手術 高度近視への対応. 第20回日本眼内レンズ屈折手術学会イブニングセミナー
（第6回
ISQOV Meeting）
, 京都, 2005/6.
荒井宏幸 —— みんなで考える屈折矯正手術 phakic IOLについて. 第44回日本白内障学会･第20回日本眼内レンズ屈折手術学会, 京都,
2005/6.
荒井宏幸 —— 術後の問題点･合併症. 第20回日本眼内レンズ屈折手術学会角膜屈折手術講習会, 京都, 2005/6.
荒井宏幸 —— 屈折矯正手術の現況. 平成17年度第1回静岡県東部眼科医会, 沼津, 2005/6.
荒井宏幸 —— 日本における屈折矯正手術の現況. Dr.パリカリス来日記念講演会, 東京, 2005/6.
荒井宏幸 —— Epi-Lasik, LASIK術後のIOL度数計算. 七人会, 札幌, 2005/7.
荒井宏幸 —— 屈折矯正手術の現況. 第8回さざなみ眼科研究会, 滋賀, 2005/7.
荒井宏幸 —— LASIKのコツと落とし穴. 第59回日本臨床眼科学会, 札幌, 2005/10.
荒井宏幸 —— Phakic IOL. 第6回秋桜くらぶ, 福岡, 2005/11.
荒井宏幸 —— Artiflexの使用経験. 七人会, 沖縄, 2005/12.
荒井宏幸 —— 屈折矯正手術の進歩. 第29回日本眼科手術学会, 東京, 2006/1.
荒井宏幸 —— ICL
（Phakic IOL）
虹彩支持型Phakic IOL
（Artisan）
. 第45回日本白内障学会･第21回日本眼内レンズ屈折手術学会, 東京, 2006/6.
荒井宏幸 —— 術後合併症とその対策. 第6回角膜屈折矯正講習会, 東京, 2006/6.
荒井宏幸 —— 徹底比較!カスタムレーザーガチンコ勝負｢StarS4IR｣. 第60回日本臨床眼科学会, 京都, 2006/10.
荒井宏幸 —— 眼科医のための屈折矯正手術アップデート. 第60回日本臨床眼科学会, 京都, 2006/10.
荒井宏幸 —— LASIKのコツと落とし穴～打倒, ケラテクタジア. 第60回日本臨床眼科学会, 京都, 2006/10.
荒井宏幸 —— Acri.Twinの使用経験. 七人会, 福岡, 2006/12.
前田恵里 —— クオリティアップのために ～ナースの立場から～. 第6回Nidek Excimer Users Meeting, 淡路, 2005/11.
竹内有子 —— スタンダードLASIK Part 1 各施設の手術の実際. 第7回Hakone Excimer Society
（Nidek Users Meeting）
, 箱根, 2006/11.
長岡美穂 —— OPD-Scanの検査注意点. 第7回Hakone Excimer Society
（Nidek Users Meeting）
, 箱根, 2006/11.

マスメディア Mass Media
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2005年1月10日

『毎日新聞』,オルソケラトロジー 睡眠中に視力“矯正”
, 山本享宏.

2005年2月20日

『神奈川新聞』, 強度近視改善への道 フェイキックIOL, 荒井宏幸.

2005年2月

『Clean Health Safety News』, 最新メディカル情報・視力障害をエキシマレーザーで手術するLASIK, 南青山アイクリニック.

2005年4月10日

『Saita』, 花粉の季節のどんどん目が良くなる特集, 戸田郁子.

2005年4月10日

『日経新聞・エコノ探偵団』, 自由診療眼科分野, 戸田郁子.

2005年4月

『日経インテレッセ』, 増加するドライアイにご用心, 戸田郁子.

2005年4月23日

『美的』,ドライアイ, 戸田郁子.

2005年5月10日

『夕刊フジ』, オフィスの大敵 ドライアイを防げ, 戸田郁子.

2005年6月28日

『朝日新聞』, 疲れ目防止, 戸田郁子.

2005年7月19日

『日刊スポーツ』,レーザー矯正｢レーシック手術で世界が変わる!｣, 伊藤光登志.

2005年8月22日

『テレビ朝日･いま得!』, 老眼回復手術, 伊藤光登志.

2005年10月号

『PS』, PS厳選ビューティ･クリニック レーザー視力矯正手術｢レーシック｣, 戸田郁子.

2005年10月号

『栄養と料理』,「ここまでわかったアンチエイジング医学」総力特集①, 坪田一男.

2005年冬号vol.1

『季刊誌IPPO
（いっぽ）』, IPPO体験隊が行く･近視レーザー治療｢レーシック｣, 伊藤光登志.

2005年10月4日

『週刊エコノミスト』,ビジネスフロンティア･医療特集 近視･乱視･遠視を矯正｢見える｣で快適な暮らしを提供, 戸田郁子.

2005年10月10-14日 『ＮＨＫ教育・きょうの健康』,「中高年の目 対処と治療」, 坪田一男.
2005年10月12日

『朝日新聞』,「アンチエイジング科学で迫る」～老化防ぐ体内物質を探せ～, 坪田一男.

2005年10月24日

『朝日新聞』, (視力を守る1回目)「白内障日帰り手術普及～切る部分減らし乱視軽く～」, 坪田一男.

2005年10月

『おもいっきりテレビムック』, 昼間まぶしく, 夜みえにくい, 荒井宏幸.

2005年11月15日

『読売新聞』, ｢心は常に
“ごきげん”
に｣, 坪田一男.

2005年11月26日

『ＮＨＫ教育・サイエンスZERO』,「動き出したアンチエイジング医療」, 坪田一男.

2005年12月

『健康かわら版』
（株）
さわやか元気, 眼の健康チェック法, 福本光樹.

2006年Vol.107 No.1 『歯界展望』,「アンチエイジング医学と歯科医療」, 坪田一男.
2006年1月20日

『HOTERES』,「アンチエイジング的“食の極意”」第3回～午後4時のチョコレート～, 坪田一男.

2006年1月号

『SeaDream No.2』, セーリング文化について, ルイ・ヴィトン秦郷次郎氏と対談, 坪田一男.

2006年1月号

『Dumont』,ドライアイについて, 戸田郁子.

2006年1月号

『KAZI』, セーリングと健康, 海洋冒険家・堀江兼一氏と対談, 坪田一男.

2006年1月号

『COSMOPOLITAN』, 安藤優子さんの連載｢毎日が好奇心｣にレーシック体験が掲載.

2006年2月

『日経トレンディー』, 人工レンズを埋めてピントを自動調節, 荒井宏幸.

2006年2月6-9日

『ＮＨＫラジオ・ラジオ深夜便』,「中高年の目 対処と治療」, 坪田一男.

2006年2月8日

『東愛知新聞』,「疾病後の処置ではなく」～健康維持のアンチエイジング～
（蒲郡）
, 坪田一男.

2006年2月9日

『東日新聞』,「100歳まで生きられる」～アンチエイジング事業「抗加齢医学」
で講演会
（蒲郡）
, 坪田一男.

2006年2月10日

『福島民友』,クローズユアアイズ 06, 坪田一男.

2006年2月11日

『蒲郡新聞』,「抗加齢医学の現状を説明」～アンチエイジングの郷推進協～
（蒲郡）
, 坪田一男.

2006年2月17日

『HOTERES』,「アンチエイジング的“食の極意”」第4回～色で若返る?～, 坪田一男.

2006年2月24日

『朝日新聞』,「ごきげんで100歳まで生きよう」, 広告特集「屈折矯正手術 LASIK」, 坪田一男.

2006年2月号

『百楽』, 眼の若さを保つ･ここまできている眼科医療, 坪田一男.

2006年3月16日

『Medical Tribune』,「診断基準の国際統一進むドライアイ」第30回角膜カンファランス/第22回日本角膜移植学会, 坪田一男.

2006年3月号

『家庭画報』,「肌にはサンスクリーン…目にはサングラス…目の老化防止を助けます」, 坪田一男.

2006年3月号

『ザ・ネイバー』,「Dr.レポート」視力について, 堀 好子.

2006年3月号

『ザ・ネイバー』,「Dr.レポート」
ドライアイ・コンタクトレンズの正しい使い方, 堀 好子.

2006年4月号

『ふくまる新聞』, 最近話題のレーシック, 菅沼隆之.

2006年4月号

『Style』,「助けてドクター」不調が続くのは、
ドライアイかもしれません, 坪田一男.

2006年5月号

『ザ･ネイバー』, Drレポート/レーシック･その他の屈折矯正手術, 堀 好子.

2006年5月4日

『産経新聞』,「老いを防ぐ～アンチエイジング最前線～」若返りも夢ではない, 坪田一男.

2006年5月13日

『毎日新聞』, 目の状態は老化へのサイン, 坪田一男.

2006年5月20日

『毎日新聞』, 測ってみよう、本当の視力, 坪田一男.

2006年5月号

『暮らしと健康』, 疲れ目はドライアイのせいかもしれない, 戸田郁子.

2006年Vol.7

『Home Care MEDICINE』, 第2号「口腔から考える高齢者社会の医療のありかた」, 坪田一男.

2006年Vol.1

『BMW mag.』, 見え方のクオリティアップ, 戸田郁子.

2006年6月

『MAQUIA』, 美人は白目が白!, 戸田郁子.

2006年6月12日

『朝日新聞/医療面/全国』,フェイキックIOL, 坪田一男＆荒井宏幸.

2006年7月18日

『TBSきょう発プラス』放映, 老眼治療, 坪田一男.

2006年7月24日

『朝日新聞/西日本』, 屈折矯正手術, 坪田一男＆菅沼隆之.

2006年No.123

『Zoom up』
,「今話題のアンチエイジング医学大研究」
～日本アンチエイジング医学のトップリーダー・坪田一男氏に聞く～, 坪田一男.

2006年8月号

『SAY』, 視能訓練士の資格, 長岡美穂.

2006年8月号

『毎日が発見』, 目のアンチエイジング, 戸田郁子.

2006年8月号

『日経メディカル』,日経/メディクイズ:患者主訴･LASIK後, 見えにくい. →原因と適切な治療方法, 戸田郁子.

2006年8月27日

『テレビ東京・話題の医学』,「最新屈折矯正手術」, 坪田一男.

2006年9月25日

『東奥日報新聞』, 眼内レンズ｢フェイキックIOL｣, 南青山アイクリニック.

2006年9月25日

『神戸新聞』, 眼内レンズ｢フェイキックIOL｣, 南青山アイクリニック.

2006年9月25日

『教育医事新聞』
,「ドライアイの診断基準見直し」
～自覚症状入れる方向 実用視力計開発
“見にくさ”
を測定～, 坪田一男.

2006年9月号

『へるすあっぷ21』,「アンチエイジングの最新情報」～日本抗加齢医学会総会～, 坪田一男.
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− 業績 2005 〜 2006 年 −

2006年9月号

『日経WOMAN』,「エイジング医学最新トピックス」, 坪田一男.

2006年9月号

『ランナーズ』,「話題のアンチエイジング－実践編－」～目指せ! 10歳若返り～, 坪田一男.

2006年No.23

『DIME』,「テクノ社会化で急増するドライアイ, 眼精疲労
（VDT症候群）
あなたは大丈夫?」, 坪田一男.

2006年10月号

『Body+ ボディプラス』, 身体の学校/ドライアイ, レーシック, 戸田郁子.

2006年10月22日

『朝日新聞』, 元気のひけつ/ｍｅｇｕｓｕ
ｒ
ｉ, 戸田郁子.

2006年11月号

『SEVEN HILLS』,クオリティ･オブ･ライフを上げるアンチエイジング治療｢レーシック｣, 戸田郁子.

2006年11月号

『LUCi』,ドライアイ, 戸田郁子.

2006年11月号

『からだ Self Defense』, 注目の視力回復術｢レーシック｣とは, 福本光樹.

2006年11月4日～

『Yahoo! Japan』, Woman's Happy Life ! エイジレス美人への道｢目とアンチエイジング｣, 山本享宏.

2006年11月14日

『日本経済新聞』
「目から始めるアンチエイジング」
,
（京都）
, 坪田一男.

2006年11月号

『笑顔』, あなたの体は乾いていませんか?･ドライアイ, 戸田郁子.

2006年11月号

『JAF Mate』,クルマとカラダのいい関係･ドライアイ, 坪田一男.

2006年12月4-8日

『ＮＨＫラジオ・ラジオあさいちばん』,「いつまでも元気で若々しく」, 坪田一男.

2006年12月号

『ACCJ-ジャーナル』,レーシック体験後のカーライフ, ランボルギーニジャパン ザンボット氏と対談, 戸田郁子.

2006年冬号

『IPPO』,レーシック＆老眼治療 40歳からのアンチエイジング, 最新治療, 山本享宏.

2006年12月号

『AIR STAGE』, キャビンクルー志望者の為のメディカル･クリニック 視力を回復させたい!, 戸田郁子.

2006年No.20

『ChouChou』, 疲れ目, 戸田郁子.

クリニックニュース発行 Issues of Clinic News
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2005年1月

テーマ:近視はレーシックで治せるそうですが, 遠視は治せますか, コラム:①アンチエージングってこのごろ聞くけど何?, ②ドライ
アイの予防法, ③2004年のLASIK手術結果速報.

2005年2月

テーマ:花粉症があってもレーシックはできますか?, コラム：①アンチエージングの検査ってなにをするの?, ②花粉症を軽くするには
どうしたらいいの?, ③学会レポート.

2005年3月

テーマ：近視を進まなくする方法はありますか? 手術以外で, 近視を治す方法はありますか?, コラム：①日本人には近視が多いと
いわれています. それはどうしてでしょうか?, ②『5人に1人が手術を受けられない!』, ③アニュアルレポート Vol.3 発刊紹介.

2005年4月

テーマ：レーシック以外に近視をなおす手術はありますか?, コラム：①強度近視の方にはフェイキックIOLをお勧めします, ②アンチ
エイジングの治療って何をするの?

2005年5月

テーマ：レーシックでケラトームとレーザーでフラップを作る方法があるようですが, どちらの方がよいのでしょうか?, コラム：①最近
日差しが強くなってきましたね, ②サプリメントって必要?

2005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：①南青山アイクリニックで紹介しているサプリ
メント, ②流行性角結膜炎
（Epidemic Keratoconjunctivitis : EKC）
ってどんな病気?

2005年7月

テーマ：通常レーシックとウェーブフロントレーシックは, どちらを受けたらいいですか?, コラム：①緑内障ってどんな病気?, ②ARVO
印象記.

2005年8月

テーマ：①レーシックをうけてよく見えるようになったのですが, また近視にならないか心配です, ②眼圧検査って空気があたって
怖いけど, 必要な検査なの?, コラム：①人の視力, 動物の視力, ②眼内レンズ屈折手術学会印象記.

2005年9月

テーマ：老眼が始まっていてもLASIKはできませんか, 老眼は治せませんか, コラム：①『南青山アイクリニック東京は, 遠視, 老視
眼に対する手術：Conductive Keratoplasty（CK）を開始』, ②近視だと老眼になるのが遅いの?, ③サマーミーティング記.

2005年10月

テーマ：
ドライアイでもレーシックはできますか, ドライアイの治療にはどんなものがありますか, コラム：①LASIKの長期の成績,
②視野検査で何がわかるの?, ③蚊が飛んでいるように見えるけど, これは何?

2005年11月

テーマ：レーシックで失明することはありませんか? 将来合併症を起こす事はないですか?, コラム：①円錐角膜ってどんな病気?,
②第一回日本抗加齢医学会専門医試験体験談.

2005年12月

テーマ：今年のレーシックアップデート, コラム：①糖尿病から目の病気になるの?, ②VDT, ③2005年日本臨床眼科学会報告.

2006年Winter

①ドライアイでも手術はできますか?, ②レーシックとイントラレーシックの違いは何ですか?, ③レーシックで失明することはありま
せんか?, ④最先端トピックス：Foldable Phakic IOL
（ARTIFLEX）
手術開始, ⑤学会報告：XXIII Congress of the ESCRS.

2006年Spring

①手術後, 近視が戻ったりしませんか?, ②老眼が始まっていてもレーシックはできますか?, ③どんな合併症がありますか?,
④最先端トピックス：
トポグラフィーリンク照射による偏心照射や不正乱視の治療, ⑤学会報告：レーシック術後5年の成績.

2006年Summer

①強度近視でレーシックができないことがありますか?, ②近視のほか乱視も治りますか?, ③レーシックとウェーブフロント･
レーシックは選べますか?, ④最先端トピックス：CK
（Conductive Keratoplasty）
による遠視, 老視治療, ⑤学会報告：
ASCRS2006に参加して.

2006年Autumn

①レーシックは誰でも受けられますか?, ②レーシックを受けても将来, 白内障の手術は受けられますか?, ③手術後は見えていれば
検診に行かなくてもいいですか?, ④最先端トピックス：Acri.Twin bifocal intraocular lens
（バイフォーカル眼内レンズ）
による白内
障治療, ⑤サマーミーティングレポート.

MINUTES OF DOCTORS’ MEETINGS 2005-2006
− 議事録 2005 ～ 2006 年 −

■ 第38回 2005年1月11日
1. インシデント及び症例報告
2. Epi-LASIKの検討
3. トーリックコンタクトレンズの装用中止期間について
■ 第39回 2005年3月22日
1. 地震発生時の対応について
2. 症例報告
3. 各社レーザーのWFについて
■ 第40回 2005年5月24日
1. アンチエイジング医学講演
2. PRKのドレーピング方法の検討
3. 上下涙点プラグの有用性について
4. CKの開始について
■ 第41回 2005年7月18日
1. インシデント及び症例報告
2. 小さい眼でのPhakic IOLについて
3. Artiflex Phakic IOL導入について
4. 新予約システムの使用開始
■ 第42回 2005年9月27日
1. インシデント及び症例報告
2. 緊急セットの検討
3. Saxan-Lensの紹介
■ 第43回 2005年11月15日
1. インシデント及び症例報告
2. 新ロゴマークの検討
3. 手術室、機器関係のメンテナンス状況
■ 第44回 2006年1月17日
1. LASIK後の新実用視力測定結果
2. 円錐角膜に対するリボフラビン紫外線治療の検討
3. CKの臨床結果の検討
4. エンハンスメント時のCL使用について
5. 抗精神薬の服用についての注意点
■ 第45回 2006年4月18日
1. Toric Phakic IOLのマーキングについて
2. PRKのノモグラム検討
3. Acri.Twin IOLの導入
4. ジェネリック医薬品の検討
■ 第46回 2006年5月30日
1. 問診のVASスケール検討
2. CKと遠視LASIKのそれぞれの適応について
3. リサーチチームごとの進捗状況
■ 第47回 2006年9月26日
1. CKのノモグラム検討
2. 同意書の改訂検討
3. 診療マニュアル改訂
4. Phakic IOLのLIについて
■ 第48回 2006年12月5日
1. リサーチチーム毎の研究報告と進捗状況
2. PRKのマイトマイシンC使用の検討
3. LASIK後のPRKについて
4. CKのエンハンスメント方法
■ 第4回 南青山Summer Meeting（2005年7月17～18日）
1. 招待講演『屈折矯正における最新の視機能検査』
2. 招待講演『円錐角膜のスクリーニングとウェーブフロントの最新
		 事情』
3. 特別講演『南青山アイクリニックの皆が知っておくといいアンチ
		 エイジング医学の知識』
4. 各ドクター及びスタッフによる発表及び検討
■ 第5回 南青山Summer Meeting（2006年7月17日）
1. 招待講演『ニューロビジョン＆Epi-LASIK』
2. 招待講演『患者さま対応のブラッシュアップ』
3. 特別講演『眼と加齢』
4. 各ドクター及びスタッフによる発表及び検討

■ 38th Meeting (1/11/2005)

1. Incident report and case presentation
2. Discussion of epi-LASIK
3. Discontinuation of use of toric contact lens

■ 39th Meeting (3/22/2005)

1. Measure against earthquake
2. Case presentation
3. Wavefront LASIK result with each laser

■ 40th Meeting (5/24/2005)
1.
2.
3.
4.

Lecture on anti-aging
PRK draping
Usefulness of lacrimal punctal plug
Plan for starting CK

1.
2.
3.
4.

Incident report and case presentation
Phakic IOL for small eye
Introduction of Artiflex Phakic IOL
New patient enrollment system

■ 41st Meeting (7/18/2005)

■ 42nd Meeting (9/27/2005)

1. Incident report and case presentation
2. Emergency first-aid kit
3. Presentation of Saxan-Lens

■ 43rd Meeting (11/15/2005)

1. Incident report and case presentation
2. New logotype
3. Maintenance of surgical room and each equipment

■ 44th Meeting (1/17/2006)
1.
2.
3.
4.
5.

Result of practical visual acuity after LASIK
Riboflavin/UVA treatment for keratoconus
Clinical result of CK
CL use at LASIK enhancement
Care at taking major tranquilizer

1.
2.
3.
4.

Marking of toric phakic IOL
Nomogram of PRK
Introduction of Acri.Twin IOL
Generic medicine

■ 45th Meeting (4/18/2006)

■ 46th Meeting (5/30/2006)

1. VAS scale of questionnaire
2. Indication of CK and hyperopic LASIK
3. Project schedules and updates by research groups

■ 47th Meeting (9/26/2006)
1.
2.
3.
4.

Nomogram of CK
Revision of informed consent format
Revision of clinical manual
LI for phakic IOL

1.
2.
3.
4.

Project schedules and updates by research groups
Use of mitomycin C for PRK
PRK after LASIK
Enhancement of CK

■ 48th Meeting (12/5/2006)

■ 4th Minamiaoyama Summer Meeting (7/17-18/2005)
1.
		
2.
		
3.
4.

Invited lecture on newest visual function examinations for
refractive surgery
Invited lecture on keratoconus screening and wavefront
update
Special lecture on anti-aging
Presentations and discussions by doctors and staff

■ 5th Minamiaoyama Summer Meeting (7/17/2006)
1.
2.
3.
4.

Invited lecture on neurovision and epi-LASIK
Invited lecture on brush-up of patients’service
Special lecture on aging of the eye
Presentations and discussions by doctors and staff
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HISTORY OF MINAMIAOYAMA EYE CLINIC GROUP
− 南青山アイクリニックグループ沿革 −

1997年6月
1997年7月
1997年10月
1999年4月
1999年4月
1999年8月
1999年8月
1999年10月
1999年12月
2000年7月
2000年7月
2000年11月
2000年12月
2001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
サミット社エキシマレーザーを導入し、
PRK手術を開始
LASIK手術を開始
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
ニデック社エキシマレーザーを導入
南青山アイクリニックが医療法人となる
わたなべアイクリニック
（南青山アイクリニック大阪）
を開院
南青山アイクリニック福岡を開院
Phakic IOL手術を導入
南青山アイクリニック東京が外苑前に移転
南青山アイクリニック名古屋が開院
アイクリニック静岡が開院
ICRS手術を導入
LASIK手術累計10,000眼達成

2001年10月 LASEK手術を導入
2001年11月 老眼レーザー手術を導入
2002年1月 二デック社エキシマレーザーにアイトラッキング
システムを導入
2002年2月 PermaVision ICL手術を導入
2002年7月 Phakic Toric IOL手術を導入
2003年1月 VISX社エキシマレーザーを導入
2003年1月 Accommodative IOL手術を導入
2003年2月 LASIK手術累計20,000眼達成
2003年8月 ドイツ製エキシマレーザーのLASIKの臨床試験
（治験）
を実施
2003年10月 Wavefront-guided LASIK手術を導入
2003年11月 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
2004年1月 ボシュロム社エキシマレーザーを導入
2004年3月 ニデック社レーザーにTED
（Torsion Error Detection）
システムを導入
2004年4月 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
2004年10月 アイクリニック静岡が同一法人の「菊川眼科」内に
移転
2004年11月 LASIK手術累計30,000眼達成
2004年12月 Epi-LASIK手術を導入
2005年9月 遠視・老視に対するConductive Keratoplasty
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（CK）
手術を導入
2005年9月 Artiflex Phakic IOL手術を導入
2006年2月 トポガイドレーシックを導入
2006年4月 手術累計40,000眼達成
2006年9月 Acri.Twin Bifocal IOL手術を導入
2006年10月 LASIK手術累計40,000眼達成
2006年11月 いりなか眼科は南青山アイクリニックグループより
独立
2006年11月 ニデック社レーザーに OTE
（Online Torsion Error
Detection）
システムを導入
2006年11月 Phakic IOL手術累計500眼達成

June 1997		Minamiaoyama Eye Clinic (presently
		Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo) opened
		in Omotesando.
July 1997		Introduction of Summit excimer laser and
		PRK surgery.
October 1997		Introduction of LASIK surgery.
April 1999		Minatomirai Eye Clinic (presently Minamiaoyama
		Eye Clinic Yokohama) opened.
April 1999		Introduction of NIDEK excimer laser.
August 1999		Minamiaoyama Eye Clinic became a medical
		corporation.
August 1999		Watanabe Eye Clinic
		(Minamiaoyama Eye Clinic Osaka) opened.
October 1999		Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka opened.
December 1999		Introduction of Phakic IOL surgery.
July 2000		Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo moved to
		the new premises at Gaienmae.
July 2000		Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya opened.
November 2000		Eye Clinic Shizuoka opened.
December 2000		Introduction of ICRS surgery.
June 2001		The number of LASIK surgeries reached a
		total of 10,000 eyes.
October 2001		Introduction of LASEK surgery.
November 2001		Introduction of presbyopia laser surgery.
January 2002		Introduction of NIDEK Eye Tracking System.
February 2002		Introduction of PermaVision ICL surgery.
July 2002		Introduction of Phakic Toric IOL surgery.
January 2003		Introduction of VISX excimer laser.
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		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.
March 2004		Introduction of NIDEK Torsion Error
		Detection System.
April 2004		Minamiaoyama Eye Clinic Osaka became
		independent of Minamiaoyama Eye Clinic Group.
October 2004		Eye Clinic Shizuoka was merged with
		Kikukawa Eye Clinic.
November 2004		The number of LASIK surgeries reached a
		total of 30,000 eyes.
December 2004		Introduction of Epi-LASIK surgery.
September 2005		Introduction of Conductive Keratoplasty
		(CK) surgery for hyperopia or presbyopia.
September 2005		Introduction of Artiflex Phakic IOL surgery.
February 2006		Introduction of topography-guided LASIK
		surgery.
April 2006		The number of all surgeries reached a total
		of 40,000 eyes.
September 2006		Introduction of Acri.Twin Bifocal IOL surgery.
October 2006		The number of LASIK surgeres reached a
		total of 40,000 eyes.
November 2006		Irinaka Eye Clinic became independent of
		Minamiaoyama Eye Clinic Group.
November 2006		Introduction of NIDEK Online Torsion
		Detection System during laser ablation.
November 2006		The number of Phakic IOL surgeries
		reached a total of 500 eyes.

南青山アイクリニック東京

Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo

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
Round Cross Aoyama 8F 2-27-25 Minamiaoyama, Minato-ku,
Tokyo 107-0062, Japan

南青山アイクリニック福岡 TEL 092-283-5555
Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka

〒 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町 3-1 リバレンオフィス 11F
Riverain Office 11F 3-1 Shimokawabata-machi, Hakata-ku,
Fukuoka 812-0027, Japan

南青山アイクリニック横浜

TEL 045-682-4411
Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama

〒 220-6208 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-5 クイーンズタワーC 8F
Queen's Tower C8F 2-3-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa
220-6208, Japan

アイクリニック静岡 菊川眼科

〒 439-0031 静岡県菊川市加茂 1792

TEL 0120-049-446

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

