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巻頭言

Preface
戸田 郁子

Ikuko Toda, M.D.

医療法人社団 南青山アイクリニック 理事長

Administrative Director,
Minamiaoyama Eye Clinic

わが国の屈折矯正手術を取り巻く環境もここ10 年で大き
く変わりました。LASIK を例にとっても、10 年前はほとん
ど一般の方に知られていませんでしたし、知識や経験のあ
る眼科医もごく少数でした。正常の眼にあえて手術すること
へのためらいや批判もありました。しかし現在では、
「レー
シック」という言葉はポピュラーになり、国内でも年間約
30 万件の LASIK が行われています。また、白内障や角膜
移植などの手術後の屈折矯正方法としても LASIK は応用さ
れ、眼科医療の中の重要な技術として多くの方の見え方の
質の向上に大きく貢献していると思います。一方で、手術
満足できない患者様がいらっしゃることも事実です。今後
も増加すると思われる屈折矯正手術において、このような
るように、私たち眼科医はより一層の努力をしていかなけ
ればならないと思います。
「患者様に最高のクオリティオブビジョンを提供する」と
いうクリニック理念を実現するために、今までさまざまな
技術導入とサービス向上に努めてまいりました。開院当時
は LASIK をはじめとするレーザー屈折矯正手術を中心に
スタートしましたが、より広範囲の眼科治療を目指し、他の
屈折矯正手術の新技術の導入、一般眼科診療、白内障や
角膜移植などの手術も開始しました。一人ひとりの患者様
のその時々の年齢や生活形態にあった眼科医療を提供する
ことにより、生涯にわたってトータルなフォローをさせてい
ただく、生涯の見え方の改善に貢献したいというのが当院
の理想です。
南青山アイクリニックは 2009 年 6 月に開院 13 年目に
入ります。また７月には移転に伴い、ハード面も充実を図り
ます。これを機会に、テクノロジー、アメニティ、ホスピタ
リティー、すべてにおいて質の高い医療サービスの提供を
目指しさらに進化していきたいと思っております。今後も
皆様のご指導、ご支援を、よろしくお願い申し上げます。
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巻頭言

患者様がなくなるよう、またよりよい結果と満足度を得られ

Preface

の増加に伴い、ほんの一部には経過が思わしくなかったり、

Circumstances surrounding refractive surgeries in Japan
have undergone drastic changes over the last decade. A
good example would be LASIK, which 10 years ago was
hardly known to the general public and was performed
by only a handful of ophthalmologists who had acquired
the know-how. There were ambivalence and criticisms
on perform ing surgeries on normal eyes. L ASIK ,
nevertheless, has become a popular procedure, with about
300,000 such procedures performed annually in Japan.
In addition, it is now an available option for correcting
refractive errors in patients who have undergone an
ophthalmic surgery such as cataract removal or corneal
transplantation. LASIK has played an important role in
ophthalmic care and has contributed greatly to improving
the quality of vision in a large number of patients.
However, with the surge in the number of procedures
performed, there have been reports of unfavorable
outcome and disappointment from a small fraction of
patients. We, as ophthalmologists, must do more to curb
such events from happening in the future and obtain
better results and a better satisfaction level as the number
of refractive procedures is certain to rise even further.
To realize our philosophy of “providing patients with
the highest quality of vision,” we have been making
available a diversified array of technologies and improving
its services. When we opened, we initially focused on
providing laser refractive surgeries. Aiming to offer a wide
spectrum of ophthalmic care, we began making available
new technologies for correcting refractive errors and
performing general eye care, cataract removal and corneal
transplantation, among other ophthalmic surgeries. Our
ideal is to make contributions to improving vision in each
patient throughout his or her lifetime by providing both
individualized eye care suitable to the patient’s age and his
or her life style and comprehensive lifelong follow-up care.
Minamiaoyama Eye Clinic enters its thirteenth year of
providing ophthalmic care in June 2009. We will move to
a new location in July. We would like to take advantage of
this opportunity to upgrade every area of our operation,
including technologies, amenities and hospitality, so
as to fulfill the clinic’s goal of providing high quality
medical services. Your continued support will be greatly
appreciated.

刊行によせて
「 南青山アイクリニックの皆 様 へ」

ジョージ O. ワーリング , III

医師、米国外科学会会員、英国眼科学会会員

ジョージア州アトランタ エモリー大学医学部眼科臨床教授
ジョージア州アトランタ インビュー（眼科診療所）の開業医
ジャーナル・オブ・リフラクティブ・サージェリー編集長

貴クリニックは大胆にも 12 年前、屈折矯正手術専門の眼科

視患者を眼鏡やコンタクトレンズから解放し、自由を提供して

を日本で設立されました。以来、貴クリニックが絶えず成功を

きました。南青山アイクリニックおよびその他の医療機関でも

収めてこられたことは、その知恵と勇気の証明でもあります。

この医療は行われ、南青山アイクリニックは今日までに累計

また、貴クリニックがエキシマーレーザー、角膜熱形成術、角膜

50,000 眼もの治療を行っています。

移植、眼内レンズなどあらゆる手術を行うことにより、視力障
害全般の治療を行っておられるということは、その幅広い視野
の証でもあります。

臨床治療で傑出した功績を挙げていることに加え、貴クリ
ニックは研究を行い、それを学術専門誌に発表していることで
も有名であり、特に戸田医師、加藤医師、堀医師はその他の

屈折矯正手術の歴史に精通している者の間では、現在行わ

同僚医師らとともに先端を行く方たちです。これは大変重要な

Greetings
刊行によせて

れている屈折矯正手術が佐藤勉教授により始まったというこ

ことです。なぜなら、学術専門誌は「永久」であるからです。

とは周知の事実ですが、同教授の研究が、実際には東京大学

特にデータ蓄積やコミュニケーションが容易に可能である現在、

のスタッフの一員になられて 2 年目の 1933 年に始まっていた

そういった専門誌は何年、何十年にも渡って保管されるため、

ということはあまり知られておりません。佐藤教授は、臨床所

永久性は実際、学術事業の「抗加齢的」な要素です。貴クリ

見に基づいて新しい治療法を開発していくことを好みました。

ニックが寄稿した学術専門誌は、科学進歩の土台を形成します。

例えば 1933 年、同教授は、円錐角膜のためデスメ膜が破裂

それは大変りっぱな歴史的記録となり、そこからさらなる発展

し著しい水腫が生じている患者を診察し、その水腫がその後

が可能となり、世界中の医師に臨床結果や進歩、そして時には

徐々に消失していくことを発見しました。その他にも 22 例が

失敗に関する情報を絶えず提供することとなるためです。そして、

同様の症状を示し、デスメ膜の破裂が認められた眼は角膜が

単に発表を行うだけではなく、坪田一男医師ならびに戸田郁子

正常な又は少し平坦化する一方で、破裂していない眼は引き続き

医師は Journal of Refractive Surgery（※屈折矯正手術の専

円錐角膜が進行しました。この発見により、近視矯正の方法と

門学術雑誌「ジャーナル・オブ・リフラクティブ・サージェリー」）

して角膜後面切開というアイデアをもち、その後それは角膜前

編集委員も務めており、無私無欲で原稿を検証することに時間

面放射状切開術へと改良されていきました。さらに、同教授

を捧げ、同誌の健全 性と出版の質に貢献しています。同誌

とスタッフが 24 時間体制でウサギを観察することにより、こ

編集長として、両医師の編集作業に対し感謝の意を表します。

ういった技術を発展させていったということもあまり知られて
いません（ウサギの多くは手術室へと持ち込まれました）。こ

貴クリニックが現在、視力矯正手術の最後の領域とも言う

の研究の大部分は、秋山晃一郎教授の指導によるものでし

べき老視治療に力を入れていらっしゃることを賞します。当然、

た。佐藤教授の研究に、私は個人的に恩恵を受けています。

老視は人生のいずれかの時期に、ほぼ全員に影響を与えるもの

それは、私は 1981 年から 1995 年まで、米国立眼科研究所

です。そのため、公衆衛生の観点から、老視治療は抗加齢治

が行った屈折矯正手術に関する最初の詳細な科学研究である

療を除いた他のどの治療法よりも、人間の健康に対し幅広い

Prospective Evaluation of Radial Keratotomy 研 究（ ※「 角

影響をもたらします。それは、加齢が究極的には我々すべてに

膜放射状切開術の前向き研究」、通称 PERK）のナショナルディ

影響をもたらすからです。老視治療は、抗加齢医学全般の中

レクターを務めていたためです。佐藤教授の貢献についての

の揺るぎない要素の一つであり、この分野において坪田医師は

概要は、同教授の学術論文から抜粋した原文の複写とともに、

日本ばかりでなく、世界をリードして来ました。もちろん、老視の

私 が 執 筆した テ キスト Refractive Keratotomy for Myopia

理想的な治療法は未だ編み出されておらず、そこに南青山アイ

and Astigmatism（※「近視および乱視に対する屈折矯正手術」

クリニックの偉大なる挑戦の一つ、すなわちこの難題に率先し

1992 年、モズビー・イヤー・ブック社より刊行、179-219 ページ）

て取り組むという挑戦があるのです。

に掲載しています。角膜放射状切開術は、近視矯正としてもは
やほとんど実施されてはいませんが、多くの国で 40 年以上に
わたる現代の屈折矯正手術の土台を作り上げ、何百万人もの近
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米国の同僚医師、および世界の屈折矯正外科医を代表して、
お祝いのご挨拶にかえさせていただきます。

Greetings
"Greetings to the Minamiaoyama Eye Clinic"

George O. Waring, III, MD, FACS, FRCOphth
Clinical Professor of Ophthalmology, Emory University, Atlanta, Georgia
Private Practice, InView, Atlanta, Georgia
Editor-in-Chief, Journal of Refractive Surgery

What a bold action – to establish a Japanese eye center
devoted to refractive surgery a dozen years ago. Your
continually improving success bears witness to your wisdom
and courage. The fact that you are managing all types of
vision disorders by a full spectrum of surgery including
excimer laser, thermokeratoplasty, corneal implants, and
intraocular lenses is testimony to your broad vision.

I applaud your current emphasis on the treatment
of presbyopia, the last frontier in vision correction
surgery. Of course, presbyopia affects nearly 100% of the
population at sometime in their life, and therefore from a
public health perspective the treatment of presbyopia can
have a numerically broader impact on human health than
any other single therapy – except anti-aging, since aging
ultimately affects 100% of us. The treatment of presbyopia
is a solid component of total anti-aging medicine, into
which Dr. Tsubota has led many of us – not only in Japan,
but worldwide. Of course, we have not yet devised the
ideal treatment for presbyopia, and therein lies one of the
great challenges for the Minamiaoyama Eye Clinic group
– to lead the way in this daunting task.
On behalf of my colleagues in the United States and
refractive surgeons around the world – greetings and
congratulations.
page
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刊行によせて

In addition to your splendid clinical achievements,
your group is distinguishing itself by doing research and
publishing in the peer reviewed literature, where Drs.
Toda, Asano-Kato, and Hori-Komai are leading the way,
along with their colleagues. This is so extraordinarily
important, because the peer reviewed l iterature is
“immortal.” Indeed, it is the “anti-aging” component
of the academic enterprise, because the peer reviewed
literature is archived for years and decades, especially now
that we have electronic data storage and communication.
It is the peer reviewed literature to which you contribute
that forms the basis for our scientific advancement, both
because it creates a very strong historical record from
which we can improve and because it keeps colleagues
around the world informed of our observations and
advancements – and sometimes, failures. But beyond
merely publishing, both Kazuo Tsubota, MD and Ikuko
Toda, MD are serving on the editorial board of the
Journal of Refractive Surgery, selflessly devoting hours to
reviewing colleague’s manuscripts and contributing to the
health of the Journal and to the quality of its publications.
As Editor-in-Chief of the Journal, I express appreciation
to them for their editorial work.

Greetings

All who are familiar with the history of refractive
surgery realize that modern refractive surgery began
with Professor Tsutomu Sato, but few are aware that his
work actually began in 1933 – during his second year as a
staff member at Tokyo University. He had a penchant for
making observations on the basis of clinical occurrences
and making new applications out of them. For example,
in 1933 he saw a patient with keratoconus and a break in
Descemet’s membrane with marked edema that gradually
cleared. He made similar observations on 22 other cases,
observing that the eye with the break maintained a normal
or somewhat flattened cornea and the contralateral eye
continued to experience progressive keratoconus. This
led to the idea of posterior keratotomy for myopia which
was later modified into anterior radial keratotomy. In
addition, few are aware that Sato and his staff developed
these techn iques through carefu l obser vat ions on
rabbits (many of them smuggled into the surgical area),
working nightly shifts and around the clock. Much of
this work was guided by Professor Koichiro Akiyama. I
personally benefited from Dr. Sato’s work, because I was
the National Director of the United States National Eye
Institute Prospective Evaluation of Radial Keratotomy
(PERK) Study from 1981 - 1995 – the first thorough
scientific study of a refractive surgery procedure. A
summary of Dr. Sato’s contributions with reproductions
of original figures from his scientific papers is presented
in my textbook, Refractive Keratotomy for Myopia and
Astigmatism (Mosby – Yearbook, 1992, pages 179-219).
Although radial keratotomy for myopia is no longer actively
practiced, it formed the firm basis for modern refractive
surgery in many countries for over 40 years, offering
millions of myopic patients freedom from spectacles and
contact lenses. This tradition has been promulgated at the
Minamiaoyama Eye Clinic and its many affiliates, where

some 50,000 eyes have been treated to improve vision.

刊行によせて

Greetings
島﨑 潤

Jun Shimazaki, M.D.

東京歯科大学市川総合病院眼科教授
赤坂東急クリニック医師

Professor, Department of Ophthalmology
Tokyo Dental College, Ichikawa General Hospital
Akasaka Tokyo Clinic

南青山アイクリニックが、13 年目を迎えることを心より
お慶び申し上げます。

I would like to extend my warmest congratulations to
Minamiaoyama Eye Clinic on the occasion of the start of its
thirteenth year of serving patients.

この 12 年間、そばにいた私からみてもその道のりは山あ
り谷あり、決して平坦なものでなかったことを思い、深い感
慨をおぼえます。この 12 年の間に屈折矯正手術は、
「一部

Those of us who witnessed its journey over the past twelve
years know that it wasn’t always smooth going and those
years were filled with ups and downs, and we are deeply

の人が受ける特殊な手術」から「 誰にとっても身 近な手

impressed for what the clinic has accomplished. Refractory

術 」 に 変 貌 を 遂 げ ました。 南青山アイクリニックが、黎

surgeries over the past twelve years have evolved from

明期から今に至るまでこの分野のトップランナーであり続

“special procedures for only a few” to “procedures accessible

Greetings

けていることは、戸田理事長を始めとするスタッフの方々
の努力の賜物と敬意を表します。

to everyone.” From its early days up to now, Minamiaoyama
Eye Clinic has remained at the forefront in its field owing
to the efforts of Dr. Toda, the director of the clinic, and her
staff. I would like to honor them for their work.

数ヶ月前に都内の某レーシック施設で、術後感染が多発

刊行によせて

したことがニュースとなりました。実情は、基本的知識とモ

Several months ago, a LASIK clinic in Tokyo made the

ラルに欠けた一医師が起こした特異な事件であったようで

news because of a rash of postoperative infections. This

すが、これをきっかけに図らずも屈折矯正手術に対する関
心が高まりました。あらゆる情報にアクセスできるネット社
会においても、今回の事件が明らかになるのに数ヶ月を要

incident, which appears to be an isolated event involving
an incompetent and unethical doctor, has unintentionally
heightened i nterest reg a rd i ng refract ive su rger ies.
Although surprisingly, it took several months for this

したことは驚くべきことですが、一方で医療行為にまつわる

incident to come to light despite the access to all kinds of

閉鎖性の表れともいえます。レーシック施設の情報開示が

information through the Internet, it reflects the reclusive

求められている今こそ、南青山アイクリニックが培ってきた

nature associated with medical practices. As calls grow for

実績と信頼を示していくべきと考えます。今回の事件が世間
に対し、
「レーシックは怖い」という印象でなく、
「やっぱり
レーシックはちゃんとした所で受けなくては」という正しい
考えを根付かせる好機になることを願います。

LASIK clinics to disclose information, now is the time for
Minamiaoyama Eye Clinic to make public the tract records
it has compiled and the trust it has earned. Rather than
leaving an impression that “LASIK is something scary,”
I hope we can take advantage of this great opportunity to
educate the public that “one should go to a competent place

南青山アイクリニックはさらに守備範囲を広げ、白内障
に対する多焦点眼内レンズ手術、円錐角膜の治療や角膜移
植までカバーする体制を作りました。井手先生という強力
なメンバーを加え、新しい移転先も決まり、さらに充実した

for LASIK procedures.”
Minamiaoyama Eye Clinic has further expanded the range
of treatments it offers, making available multifocal intraocular
lens implants for cataract surgeries, keratoconus treatment

13 年目となることでしょう。新しい状況に対応して柔軟に

and corneal transplantation. With a strong addition in Dr.

変化しつつ、根幹となるポリシーを忘れない南青山アイクリ

Ide and an upcoming move to a new location, the thirteenth

ニックのますますの発展を祈念して止みません。

year is looking good to be the most productive year yet. I
pray for the continued success of Minamiaoyama Eye Clinic
through its flexible responses to changing circumstances and
its adherence to its bedrock policies.
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刊行によせて

Greetings
坪田 一男

Kazuo Tsubota, M.D.

慶應義塾大学医学部眼科学教室教授
南青山アイクリニック手術顧問

Professor and Chairman, Department of
Ophthalmology Keio University School of Medicine
Surgical Advisor, Minamiaoyama Eye Clinic

南青山アイクリニックの 12 年の歴史と実績を心から嬉しく
思います。
今でこそ、レーシックは眼科医療の中でスタンダードな治療
のひとつとして認知されてきましたが、南青山アイクリニック
が開設された頃は、病気ではない近視や乱視、遠視を矯正
するために手術をすることへの抵抗が眼科医療界には少なく
ともありました。それでも、この治療の必要性と角膜を専門
とする眼科医としての責務のもとに戸田理事長をはじめと
する仲間が、難しいながらも試行錯誤してきた結果が今日の
南青山アイクリニックです。日本の屈折矯正手術の歴史の
できたのではないかと手術顧問として誇りに思います。
通常の病気を治す医療と違い、運営にはさまざまな難しさ
がありました。決して平坦な道ではありませんでしたが、医師
全国の先生方のお蔭でここまで歩んでこられたのだと思います。
振り返れば、レーシックと PRK のふたつの治療でスター
トしましたが、今では多くの治療法により、適応の幅も、治
療の質も、めざましい進歩を遂げています。そして南青山ア
イクリニックの積み重ねてきた実績は、世界に誇れるものと
評価しています。そして、次のステージに向けて、着実な歩
みを進め、より多くの方のクオリティ・オブ・ライフの向上
を実現することが、南青山アイクリニックの使命と考えます。
昨今、レーシック治療の質に関する問題が、深刻な社会
問題として起きました。私たち眼科医は、積極的な広報活
動は得意ではありません。しかし、単に上質な治療を提供
するということだけでなく、それを人々に伝えることも責務
のひとつと考え、同じ感覚で治療に取り組んでいる仲間の
先生方と、これに取り組む決意をしました。それが「安心
LASIK ネットワーク」
（http://www.safety-lasik.net）です。
患者様が安心してレーシックを受けられるよう、情報発信
をしていくという取り組みです。こういった活動においても、
南青山アイクリニックがリーダーシップを持って屈折矯正の
世界を牽引していくことができれば素晴らしいと思います。
皆様には今後ともご指導ご支援賜りますようお願い申し
上げます。

Different from the conventional medical care that treats
diseases, this clinic faces a variety of challenges in its operation.
Although the journey was filled with ups and downs, this
clinic was able to come this far owing to the enthusiasm of its
physicians and the entire staff, as well as the support of doctors
throughout Japan.
Looking back, although the clinic started by providing only
two treatments, LASIK and PRK, it has achieved remarkable
progresses in both the range of available treatment options
and treatment quality. The achievements accomplished by
Minamiaoyama Eye Clinic are something that we can be proud of
even when viewed globally. The mission of Minamiaoyama Eye
Clinic, I believe, is to make steady progress toward the next stage
and to improve the quality of life in as many people as possible.
In recent years, troubles related to the quality of LASIK
treatment have become a serious social problem. Although
a g g r e s s i v e p u b l i c r e l a t i o n s i s n ot a s t r o n g p o i nt fo r
ophthalmologists, I think in addition to merely providing
quality treatments, communicating to the public about those
treatments is also one of our duties as ophthalmologists. I have
thus decided to address this issue with like-minded doctors in the
same field. What we came up with is the: “www.safety-lasik.net.”
This network is dedicated to disseminating information about
the safety of LASIK so that patients can feel reassured about
undergoing such a procedure. It would be great if Minamiaoyama
Eye Clinic can also exert leadership in such areas in guiding the
world of refractive procedures.
We greatly appreciate your continued support.
page
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刊行によせて

はもとよりスタッフ全員の熱意と、そして応援してくださる

Though L ASIK is now becoming recognized as one of
t he standard treat ments in opht hal m ic care, at t he t ime
when M inamiaoyama Eye Cl inic began treat ing pat ients,
there was some reservation among ophthalmologists to the
idea of operating on healthy eyes to correct nearsightedness,
farsightedness or astigmatism. Minamiaoyama Eye Clinic owes
its success to Dr. Toda, director of the clinic, and her associates
in foreseeing the need for such treatments, recognizing their
duties as ophthalmologists specialized in the cornea, and
resolving difficult challenges through trials and errors. I, as the
surgical advisor to the clinic, am proud of the facts that the clinic
is part of the history of refractive surgeries in Japan and that it
has made some small, but concrete contributions to the field of
ophthalmic care.

Greetings

一端を築き、少なからずとも眼科医療に貢献することが

Minamiaoyama Eye Clinic is delighted to be celebrating its
twelfth years of history and achievements.

Doctors

医師紹介

20 0 9 年６月現在

坪田 一男
Kazuo Tsubota, M.D.

戸田 郁子
Ikuko Toda, M.D.

手術顧問

理事長・東京院長

Surgical Advisor

Administrative Director
Director of Tokyo Clinic

福本 光樹

井手 武

加藤 直子

Teruki Fukumoto, M.D.

Takeshi Ide, M.D.

Naoko Kato, M.D.

東京副院長

東京副院長

東京常勤医

Doctors

坂谷 慶子

荒井 宏幸

Hiroyuki Arai, M.D.

横浜院長

横浜常勤医

医師紹介

Keiko Sakatani, M.D.

川北 哲也

三木 恵美子

堀 好子

Yoshiko Hori, M.D.
東京非常勤医

島﨑 潤

田 聖花

Tetsuya Kawakita, M.D.

Emiko Miki, M.D.

Jun Shimazaki, M.D.

Seika Den, M.D.

東京非常勤医

東京非常勤医

東京非常勤医

東京非常勤医

佐藤 泰広

榛村 重人

辻 一夫

Yasuhiro Sato, M.D.

Shigeto Shimmura, M.D.

Kazuo Tsuji, M.D.

東京非常勤医

東京非常勤医

横浜非常勤医
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２年間の変 遷と今後の展 望

Our Achievements of 2007-2008 and View

2007 年～ 2008 年は、
「選択と集中」の大きな変革の 2 年
間でした。2008 年 3 月より福岡クリニックを林眼科病院様に
統合させていただき、東京・横浜の 2 クリニックの体制となりま
した。それぞれの地域性や特色をいかしつつ、どちらのクリ
ニックにおいても多様な治療に対応できる体制を作りました。
この 2 年間で主に注力してきた治療としては、本アニュアル
レポートでも特集している以下の診療です。
１）カスタム LASIK：カスタム照射を開始して約 5 年がたちま
すが、広い範囲のイレギュラーな症例にも対応できるカスタム
照射のノウハウを蓄積いたしました。他施設で対応が難しい不
正乱視も劇的な症状の改善が得られる場合があります。
眼鏡なしで見たいという要望に対し、東京クリニックにおいて
もマルチフォーカル IOL を導入しました。乱視入りレンズも
導入し、タッチアップなしで対応できる可能性が広がりました。
白内障のない症例に対するマルチフォーカル IOL はまだ慎重
に対応しており、老視 LASIK、モノビジョン LASIK、遠 視
LASIK、CK などの複数の選択肢の中から、その方のライフス
タイルにあった方法をご案内しています。
応用した治療、リボフラビン紫外線治療、円錐角膜用コンタ
クトレンズを開始しました。また、最終手段としての角膜移植
も開始し、円錐角膜治療のほぼすべてをカバーできるように
なりました。
４）オルソケラトロジー：LASIK を受けたいがまだ決心がつか
ない、あるいは、年齢的にまだ LASIK の適応にならない方へ
の対応として開始しました。
５）保険診療：ドライアイやアレルギー性結膜炎などの前眼部
疾患、白内障、網膜疾患など、多様な眼科疾患に対応すべく、
保険診療を開始いたしました。南青山アイクリニックで屈折矯
正手術を受けた方に、他の疾患等でご相談いただく場合も
十分な対応ができるようになりました。
南青山アイクリニックは開院 13 年目を迎え、今までの経験
をもとに診療体制の改良を行ってきました。1 月より、東京ク
リニックには横浜クリニックで長年経験を積んだ福本医師、
米国での 3 年間の留学を終え帰国した井手医師を迎え、診療
と研究のさらなる充実をはかります。加藤医師は慶應大学研
究室での仕事と両立し、新しい技術の導入と研究を行います。
また、横浜クリニックでは、荒井医師と坂谷医師のもとで、フェ
ムトセカンドレーザーの導入により LASIK のみならず、ICRS、
AK、角膜移植などの手術方法の充実をはかります。これまで
の 12 年は屈折矯正に特化した施設でありましたが、今後は
さらなる勉強と研究を重ね、眼科および抗加齢医学全般の知識
や技術に精通したマルチな眼科医療を提供してまいります。

1) Customised LASIK: Since we began customised ablation about five
years ago, this clinic has compiled know-how on customised ablation
that can be applied to a wide range of irregular cases. Symptoms of
some intractable cases of irregular astigmatism in which other clinics
could not deal with dramatically improved after treatment at this
clinic.
2) Multifocal intraocular lenses and other presbyopia treatments:
Multifocal IOLs are available at both clinics for those who desire
both distance and near vision without having to wear spectacles.
Astigmatism-correcting lenses are also available, expanding the
possibility in the range of available options without touch-ups. We
are still taking a cautious stance on Multifocal IOLs for non-cataract
patients, but we offer multiple options, including presbyopic LASIK,
monovision LASIK, hyperopic LASIK and CK, from which a patient
may select one suitable for his or her own life style.
3) Keratoconus treatment: In addition to the already available
ICR S, Tokyo clinic has begun offering a CK-based treatment,
riboflavin/UVA treatment, and contact lenses for keratoconus. We
have also started corneal transplantation, which is a last resort. With
the availability of this procedure, we now offer almost the entire range
of treatment options for keratoconus.
4) Orthokeratology: This option is available for patients who have
not yet made up their minds about undergoing a LASIK procedure
and those who have not reached the age eligible for LASIK.
5) Insurance-covered eye care: Insurance-covered treatments
for anterior eye diseases, such as dry eyes, and allergic conjunctivitis,
cataract, retinal diseases, and a variety of ophthalmic diseases are now
available. Tokyo clinic has now acquired the necessary capability to
handle consultations for other ocular diseases with patients who have
been previously treated by us to correct refractive errors.
As described above, as it ushers in the thirteenth year of serving
patients, this clinic has undergone a revamping of its care-providing
structure based on its past experiences. In January, Dr. Fukumoto,
who had a long tenure at the Yokohama clinic, and Dr. Ide, who
has just returned from a 3-year study in the U.S., joined the Tokyo
clinic to further beef up its care-providing and research capabilities.
Dr. Kato will continue her efforts to study and implement new
techniques by working both at the clinic and at her laboratory at the
Keio University. Moreover, under the guidance of Dr. Arai and Dr.
Sakatani, the Yokohama clinic has broaden its offering of surgical
options available to patients, including LASIK by femtosecond laser,
ICRS, AK, and corneal transplantation. Although we have specialized
in correcting refractory errors in the past twelfth years, this clinic
now intends to provide multi-faceted ophthalmic care through further
study and research and through mastering the knowledge and skills in
ophthalmology and general ant-aging medicine.
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２年間の変遷と今後の展望

３）円錐角膜治療：すでに行っていた ICRS に加えて、CK を

Undergoing consolidation, the two-year period from 2007 to 2008
was a time of major changes. The Fukuoka clinic was integrated into
the Hayashi Eye Hospital in March 2007, and we have been operating
under a two-location framework consisting of the Tokyo and the
Yokohama clinics. This framework allows us to provide regionally
suited care and to offer diversified treatments at both locations. We
have focused our efforts over the last two years on the following
patient care that is also featured in this annual report.

View In The Future

２）マルチフォーカル IOL をはじめとする老視治療：遠近を

In The Future

特集 1

最 先 端 技 術レポート

南青山アイクリニックは 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。

Special Report 1

リボフラビン・長波長紫外線（UVA）治療

2007.02

Corneal collagen crosslinking by riboflavin/
UVA treatment

Technology Update

リボフラビン紫外線治療は、円錐角膜やレーシック後

Riboflavin/UVA treatment reduces or arrests the

の角膜拡張症の進行を停止させる治療です。角膜には

progression of keratoconus and keratectasia after

多くのコラーゲン線維が含まれます。このコラーゲン線

laser in situ keratomileusis (LASIK). Most of the

維同士の結合を強めることを「架橋」と言います。角膜
にリボフラビン（ビタミンB2）を十分に浸透させてから
長波長紫外線（UVA）を 30 分間照射することにより、

cornea consists of collagen fibers. Cross-links are
bonds that link one polymer chain to another. A onetime application of riboflavin (vitamin B2) solution is
administered to the eye and is activated by illumination

特集１

角膜のコラーゲンが「架橋」され、全体の強度が高まり、

with a UVA light for approximately 30 minutes. This

疾患の進行を防ぐことができます。

procedure causes new cross-linking bonds to form
across adjacent collagen strands in the cornea, and

最先端技術レポート

リボフラビン紫外線治療は、2003 年に世界で初めて
ヒトの円錐角膜症例への治療経験が発表された比較的
新しい治療です。現在、ヨーロッパでは多施設研究が
行われており、アメリカでは米国食品医薬品局（FDA）が
治験を開始し、安全性と有効性の確認を行っています。

recovers some of the cornea’s mechanical strength.
Riboflavin/UVA treatment is a new procedure, of
which the results for human keratoconic eyes were first
reported in 2003. Clinical trials, evaluating for safety
and effectiveness, are underway in a multicenter study

南青山アイクリニックでも 2007 年からリボフラビン紫外線

in European countries and in an FDA trial in the USA.

治療を導入し、実際の患者様への治療を開始しています。

In Japan, we started the procedure for patients with
keratoconus and keratectasia in the beginning of 2007.
The most appropriate candidates for the riboflavin/
UVA treatment are developing keratoconus/keratectasia,
such as young patients who have a family history of
keratoconus, or patients experiencing fast regression
shortly after a LASIK procedure. Special examinations,
such as topography, are required for the diagnosis of
keratoconus/keratectasia. If you suspect that you might

リボフラビン紫外線治療による
円錐角膜の治療風景
Riboflavin/UVA treatment
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be a candidate, please visit our clinic for an assessment.

Special Report 1

Technology Update

Minamiaoyama Eye Clinic 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.

Special Report 1

横から見た
円錐角膜の眼の状態

Technology Update

Keratoconus

この治療にもっとも適しているのは、これから進行して
くる円錐角膜や角膜拡張症です。例えば、家族に強い
円錐角膜の方がいてご自分も近視や乱視の進行が強い
若い方や、レーシック後早期に強い戻りが見られる方な

円錐角膜の角膜形状解析
Corneal topography of keratoconus

特集１

どです。ただし、治療を受けられるかを判断するには、
角膜形状解析検査などが必要です。少しでも疑いをもた

最先端技術レポート

れている方は、一度クリニックを受診してみてください。

Riboflavin/UVA treatment brought new possibilities
リボフラビン紫外線治療は、これまで角膜移植しか
積極的な治療 法がなかった円錐角膜・角膜 拡張 症の
治療に、新たな可能性をもたらしました。南青山アイクリ

to the treatment of keratoconus/keratectasia, which
could only be surgically treated with keratoplasty
until recently. At Minamiaoyama Eye Clinic, we will
continue to pay attention to world trends in the field

ニックでは、これからも世界の動向に注目しながら、積極

of refractive surgery in order to introduce the latest

的に新しい治療法を導入していく予定です。

treatment options to our patients.

Acri.LISA（Acri.Tec-Carl Zeiss Meditec 社製）
マルチフォーカル IOL 導入

南青山アイクリニックでは 2006 年 9 月より、白内障に

2007.11

Introduced Acri.LISA multifocal IOL
(produced by Acri.Tec-Carl Zeiss Meditec)

Since September of 2006, Minamiaoyama Eye Clinic

対する老視治療として、Acri.Twin（多焦点眼内レンズ）

has used Acri.Twin multifocal IOL to treat many

を使用し良好な結果を得てきました。多くの臨床経験を

cataract patients who also had presbyopia and we have

踏まえ、2007 年に新たなモデルである Acri.LISA が

had excellent results. Based on clinical experience, in
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Acri.LISA
（Acri.Tec-Carl Zeiss Meditec 社製 回折型）

Special Report 1

開発され、欧州での臨床使用承認（CE マーク）が得られ

2007 a new model called Acri.LISA was developed

たため、南青山アイクリニックにても導入しました。今回

and approved for clinical use in Europe (CE marked),

のバージョンアップにはより多くの改良がなされています。
①回折構造を光学部全体にすることにより、集光効率を
高めた。②分光割合を従来の 70:30（優位眼）と 30:70

and we also started using it at our clinic. There were
many improvements made to this new model: ① Highly
efficient focusing from a full optical diffractive

Technology Update

（非優位眼）
から、両眼同一の 65:35
（遠方：近方）とした。

pattern. ② The diffractive ratio is 65:30 (distance:
near) for both eyes. In Acri.Twin it is 70:30 (for the

③球面収差の補正に対応した。④極小切開に対応した

dominant eye) and 30:70 (for the non-dominant

（最小 1.5mm の切開創から挿入可能）。⑤回折構造を

eye). ③ Correction for spherical aberration. ④ Usable

作るエッジを独自のレンズカット技術により、2-phase

for MICS (Minimal Incision Cataract Surgery). Acri.

zone 構造とした。これらの改善により、回折型多焦点

LISA can be inserted through an incision as small as

レンズの欠点といわれる waxy vision や、グレア・ハロー
の発生を最小限に抑えています。

1.5mm. ⑤ A two-phase zone is made for diffraction
by a unique lens-cut technique. These improvements
reduced waxy vision, glare, and halos, which are the
disadvantages of diffractive multifocal IOLs.

特集１
最先端技術レポート

Acri.LISA toric マルチフォーカル IOL 導入

2008.02

Introduced Acri.LISA toric mutifocal IOL

2008 年に Acri.Tec-Carl Zeiss Meditec 社が世界に

In 2008, Acri.Tec developed the world’s first toric

先駆け、乱視用多焦点眼内レンズ Acri.LISA toric を開

multifocal IOL known as Acri.LISA Toric. It is the

発しました。従来の Acri.LISA に円柱レンズを組み入れ
たものです。眼内レンズによって角膜乱視も補正するため、
白内障術後の LASIK や LRI による touch up が不要に
なる可能性が高くなりました。世界 10 ヵ国、18 施設に

combination of a cylinder lens and an Acri.LISA IOL.
This lens can reduce touch up by LASIK or LRI after
IOL implantation because the lens can correct corneal
astigmatism. Acri.LISA Toric is currently undergoing
a clinical study at 18 sites in 10 countries around

おいて、臨床研究が進められており、アジアでは南青山

the world and Minamiaoyama Eye Clinic is the only

アイクリニックが唯一の指定機関です。Acri.LISA は

participating institute in all of Asia. One big advantage

プレート型の形状のため、術後にレンズの回転による軸

of Acri.LISA, is that there was almost no rotation in

ずれもほとんどなく、初期成績は非常に良好です。今後、

the eye after surgery due to the lens being plate shaped.

市販化されれば多くの施設で導入されると思われます。

If the lens is later approved for commercial use, then it
will be introduced at many institutions.

Acri.LISA toric
（Acri.Tec-Carl Zeiss Meditec 社製 回折型）
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ReSTOR
（Alcon 社製
apodized 回折型）

ReZoom
（AMO 社製 屈折型）

2008

Introduced 3 kinds of multifocal IOL

2008 年に相次いで国内での使用承認が得られた多

In 2008, after being approved for use in Japan,

焦 点 眼 内レンズ を 導入しました。ReSTOR（Alcon 社

we introduced all three of the following models of

製 apodized 回折型）・ReZoom（AMO 社製 屈折型）・
それぞれに異なる光学特性があり、患者様のライフスタ
イルや希望の見え方をレンズ特性と照らし合わせて、最

multifocal IOLs: ReSTOR (an apodized diffractive type
made by Alcon), ReZoom (a refractive type by AMO)
and Tecnis Multifocal (a diffractive type by AMO).
These three IOLs have different optical characteristics
and we select the best lens for each patient’s lifestyle
and desires.

Intacs SK 導入

Intoroduced Intacs SK

2008.01

特集１

適なレンズを選んでいます。

Although ICRS (Intra Corneal R ing Segments,

円錐角膜治療は従来から行われてきましたが、より強度の

Intacs) have been used in the past to treat keratoconus,

アイクリニックにも導入しました。光学部径を従来の 6mm
に対して 5.5mm とすることにより、より突出度の強い円錐
角膜に対しても角膜の扁平化が可能になりました。角膜

the more effective Intacs SK were recently developed
to treat more severe cases of keratoconus, and we also
started using them at the clinic. The optical zone was
changed from the previous 6.0mm to 5.5mm for the
Intacs SK, so that it was possible to flatten a higher

屈折力が 50D を超えるような眼にも有効であり、適応が

corneal curvature. The newer Intacs SK have been

拡大しました。光学部径が小さくなることによるグレア・

effective in correcting even cases of more than 50

ハローの発生を抑えるため、リングの断面形状が、従来の

diopters of corneal refractive power so ICRS surgery

8 角形から楕円形に改良されています。南青山アイクリ

has become more common. In order to reduce glare

ニックでは、ICRS（Intacs）術後に Phakic IOL を挿入す
ることにより、円錐角膜の患者様に裸眼での日常生活が可
能な視力を提供してきました。今回の Intacs SK の導入に

最先端技術レポート

ICRS（Intra Corneal Ring Segments, Intacs）による
円錐角膜に対しても有効な Intacs SK が開発され、南青山

Technology Update

Tecnis Multifocal（AMO 社 製 回 折 型 ） の 3 種 類 は、

Special Report 1

ReSTOR・ReZoom・Tecnis Mutifocal 導入

Tecnis Multifocal
（AMO 社製 回折型）

and halos from the narrower optical zone, the shape
of the ring was also changed from the earlier octagon
to an elliptical cross section. At Minamiaoyama Eye
Clinic, the insertion of phakic IOLs after ICRS (Intacs)

より更に適応範囲が広がったため、コンタクトレンズ不耐

surgery has provided the possibility of uncorrected

症を持つ多くの患者様には

vision for everyday life in patients with keratoconus.

大きな福音となるでしょう。

As the range of correction has been extended further
with the introduction of Intacs SK, this has become
very good news for the large number of keratoconus

Intacs SK 挿入眼

patients with contact lens intolerance.
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L ASIK の手 術成 績

対象 Subjects
手術期間

2007 年 1 月〜2008 年 12 月

Period

From Jan. 2007 to Dec. 2008

症例数

2486 例 4813 眼

年齢

34.7 ± 9.3 歳

Cases

4813 eyes in 2486 cases

Age

術前裸眼視力

目標屈折

Emmetropia 92%, Slight Myopia 8%

164.1 ± 136.1 日

Follow-up Period

0.06

-5.65 ± 2.32D
正視予定 92％、低矯正予定 8%

Target Refraction

観察期間

34.7 ± 9.3 years

Preoperative Uncorrected Visual Acuity

術前自覚屈折

Preoperative Manifest Refraction

164.1 ± 136.1 days

Surgical Results of L ASIK

＊ 視力、屈折の結果は正視予定の症例の成績です。
＊ The ﬁgures of visual acuity and refraction are the outcome for emmetropia.

手術施行者の年齢

手術前の自覚屈折度数

Age of Patients Who Underwent LASIK

Preoperative Manifest Refraction
（％）

（％）

100
80

100

（歳 / Age）
〜20

4.7%

21〜25

12.7%

26〜30

18.1%

31〜35

22.1%

36〜40

17.5%

41〜45

12.0%

46〜50

6.8%

51〜55

3.5%

56〜60

1.9%

61〜

0.7%

60
40

L A S I Kの 手 術 成 績

20
0

術後裸眼視力の達成率

＜ -2D

3.9%

-2D 〜 -3D

8.8%

-3D 〜 -4D

12.2%

-4D 〜 -5D

15.0%

-5D 〜 -6D

16.1%

-6D 〜 -7D

15.2%

40

-7D 〜 -8D

11.9%

-8D 〜 -9D

8.1%

20

-9D 〜 -10D

4.4%

-10D 〜 -11D

2.8%

≧ -11D

1.6%

80
60

0

術後自覚屈折の達成率

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

Postoperative Manifest Refraction
（％）

（％）

100

100

80

80
60

60
40

≧ 1.0

20

0.7 〜 0.9

6.3%

0.5 〜 0.6

1.8%

＜ 0.5

0.9%

0

91.0%

40
20
0

≦±0.25D

≦±0.5D

≦±1.0D

満足度 Satisfaction
とても満足

page

More satisfied than expected

79.3%
15.2%

満足

As satisfied as expected

やや不満

Less satisfied than expected

3.8%

不満

Regret having had surgery

0.7%

回答なし

No answer

1.0%

12

0

20

40

60

80

100 （％）

Surgical Results of LASIK

術前屈折度別 裸眼視力の経過

術前屈折度別 術後裸眼視力の達成率

Uncorrected Visual Acuity
by Preoperative Refraction Group

Postoperative Uncorrected Visual Acuity
by Preoperative Refraction Group

裸眼視力

≧0.7

≧1.0

（％）

1.0
0.6
0.4

100
80

0.2

60

0.1
-6D以上 / -6D or worse

40

-6D未満 / better than -6D

20

0.01
Preope 1D

1W

1M

3M

6M

1Y

0

＜-3D

-3D〜-6D

-6D〜-9D

Surgical Results of L ASIK

Uncorrected Visual Acuity

2.0

≧-9D

術前屈折度数 Preoperative Refraction

術前屈折度別 自覚屈折の経過

術前屈折度別 術後自覚屈折の達成率

Manifest Refraction
by Preoperative Refraction Group

Postoperative Manifest Refraction
by Preoperative Refraction Group
（％）

0

100

-2

80

-4

60

-6

-6D以上 / -6D or worse

-8
-10

-6D未満 / better than -6D
1M

3M

6M

20

1Y

術前屈折度別 満足度

Satisfaction by Preoperative Refraction Group
とても満足

More satisfied than expected

満足

As satisfied as expected

やや不満

Less satisfied than expected

不満

Regret having had surgery

回答なし

No answer

≦±1.0D

40

0
Preope 1W

≦±0.5D

L A S I Kの 手 術 成 績

屈折度数︵ジオプトリー︶
︵ Diopters
︶
Refraction

2

＜-3D

-3D〜-6D

-6D〜-9D

≧-9D

術前屈折度数 Preoperative Refraction

術前屈折度別 術後矯正視力の変化
Change of Best Corrected Visual Acuity
by Preoperative Refraction Group

（％）

≦-2

-1

0

1

≧2

80
60

術前屈折度数

Preoperative Refraction

＜ -3D

40

-3D 〜 -6D

20

-6D 〜 -9D

0

≧ -9D
0

20

40

60

80

100（％）

＜ -3D

-3D 〜 -6D -6D 〜 -9D

≧ -9D

術前屈折度数 Preoperative Refraction
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L ASIK の手 術成 績

Surgical Results of LASIK

年齢別 裸眼視力の経過

年齢別 術後裸眼視力の達成率

Uncorrected Visual Acuity by Age Group

Postoperative Uncorrected Visual Acuity
by Age Group

2.0

≧0.7

≧1.0

（％）

裸眼視力

Surgical Results of L ASIK

Uncorrected Visual Acuity

1.0
0.6
0.4

100
80

0.2

60

0.1

40

40歳以上 / 40 years or older
40歳未満 / under 40 years
0.01

Preope 1D

1W

1M

3M

6M

1Y

年齢別 自覚屈折の経過

0

＜20

20〜29

30〜39

40〜49

≧50 歳（Years）

年齢別 術後自覚屈折の達成率

Postoperative Manifest Refraction by Age Group

Manifest Refraction by Age Group
2

L A S I Kの 手 術 成 績

屈折度数︵ジオプトリー︶
︵ Diopters
︶
Refraction

≦±0.5D

（％）

0

≦±1.0D

100

-2

80

-4

60

-6

40

40歳以上 / 40 years or older

-8
-10

20

40歳未満 / under 40 years
Preope 1W

1M

3M

6M

20
0

1Y

年齢別 満足度 Satisfaction by Age Group

＜20

20〜29

30〜39

40〜49

≧50 歳（Years）

年齢別 術後矯正視力の変化

とても満足

More satisfied than expected

満足

As satisfied as expected

やや不満

Less satisfied than expected

不満

Regret having had surgery

回答なし

No answer

Change of Best Corrected Visual Acuity
by Age Group

（％）

≦-2

-1

0

1

20〜29

30〜39

40〜49

≧2

80
60

歳（Years）

＜20
40

20〜29
30〜39

20

40〜49
≧50
0
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20

40

60

80

100（％）

0

＜20

≧50 歳（Years）

フェイキック IOL の手 術成 績

Surgical Results of Phakic IOL

対象 Subjects
手術期間

2000 年 9 月〜2008 年 12 月

Period

From Sep. 2000 to Dec. 2008

症例数

456 例 823 眼

Cases

年齢

37.0 ± 8.7 歳

観察期間

レンズタイプ別 術後裸眼視力の達成率

Uncorrected Visual Acuity by Lens Type

Postoperative Uncorrected Visual Acuity by Lens Type

裸眼視力

Uncorrected Visual Acuity

2.0
1.0
0.6

≧1.0

ICL

0.1

Artiﬂex

0.5〜0.6

<0.5

Artiﬂex

Artisan

ICL

2Y

0

20

40

60

80

100 （％）

レンズタイプ別 術後自覚屈折の達成率

Manifest Refraction by Lens Type

Postoperative Manifest Refraction by Lens Type

の手術成績
IOL

屈折度数︵ジオプトリー︶
︵ Diopters
︶
Refraction

≦±0.5D

（％）

≦±1.0D

100
80

Preope 1W

1M

3M

6M

1Y

ICL

60

Artiﬂex

40

Artisan

20

2Y

レンズタイプ別 満足度 Satisfaction by Lens Type
とても満足

More satisfied than expected

満足

As satisfied as expected

やや不満

Less satisfied than expected

不満

Regret having had surgery

回答なし

No answer

Artisan
Artiﬂex
ICL
20

40

60

80

100（％）

0

Artisan

Artiﬂex

ICL

レンズタイプ別 術後矯正視力の変化

Change of Best Corrected Visual Acuity by Lens Type

（％）

60
50
40
30
20
10
0

≦-2

Artisan

-1

0

Artiﬂex

フェイキック

Preope1D 1W 1M 3M 6M 1Y

レンズタイプ別 自覚屈折の経過

0

0.7〜0.9

Artisan

0.2

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

260.5 ± 175.3 days

0.02

レンズタイプ別 裸眼視力の経過

0.01

260.5 ± 175.3 日

Follow-up Period

Surgical Results of Phakic IOL

術前裸眼視力

-11.37 ± 3.24D

Preoperative Manifest Refraction

37.0 ± 8.7 years

Preoperative Uncorrected Visual Acuity

1.22

術前自覚屈折

823 eyes in 456 cases

Age

術前矯正視力

Preoperative Best Corrected Visual Acuity

1

≧2

ICL
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CK の手 術成 績

Surgical Results of CK

対象 Subjects
手術期間

2005 年 9 月〜2008 年 12 月

Period

症例数

0.24

63 eyes in 43 cases

術前自覚屈折

58.0 ± 7.1 歳

Preoperative Manifest Refraction

S
1.15 ± 0.86D
C -0.40 ± 0.34D
SE 0.95 ± 0.84D

43 例 63 眼

Cases

年齢

Age

58.0 ± 7.1 years

術前両眼遠方裸眼視力

Preoperative Binocular Distance Uncorrected Visual Acuity

0.96

近方裸眼視力の経過

Distance Uncorrected Visual Acuity

Near Uncorrected Visual Acuity

0.4
0.2
0.1

両眼 / Binocular
片眼 / Monocular

C Kの 手 術 成 績

Preope

1D

1W

1M

Postoperative Binocular Uncorrected Visual Acuity

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1

3M

術後両眼裸眼視力

両眼 / Binocular
片眼 / Monocular
Preope

1W

1M

3M

Postoperative Binocular Uncorrected Visual Acuity

近方裸眼視力

Near Uncorrected Visual Acuity

≧1.0

0.4

1D

術後両眼裸眼視力の達成率

1.0
0.8
0.6

0.7〜0.9

0.5〜0.6

＜0.5

遠方

Distance

0.2
0.1
0.08

近方
0.1

0.2

0.4

0.6 0.8 1.0

1.5 2.0

Near

0

遠方裸眼視力 Distance Uncorrected Visual Acuity

自覚屈折の経過 Manifest Refraction

20

40

60

80

100（％）

満足度 Satisfaction

屈折度数︵ジオプトリー︶
︵ Diopters
︶
Refraction

3

とても満足

More satisfied than expected

2

満足

As satisfied as expected

1

やや不満

Less satisfied than expected

0

不満

Regret having had surgery

-1
-2
-3

16

裸眼視力

1.0
0.8
0.6

Uncorrected Visual Acuity

2.0
裸眼視力

Uncorrected Visual Acuity

Surgical Results of CK

遠方裸眼視力の経過

page

術前両眼近方裸眼視力

Preoperative Binocular
Near Uncorrected Visual Acuity

From Sep. 2005 to Dec. 2008

Preope

1W

1M

3M

0

20

40

60

80

100（％）

マルチフォーカル IOL の成 績

Surgical Results of Multifocal IOL

対象 Subjects
手術期間

2006 年 8 月〜2008 年 12 月

Period

From Aug. 2006 to Dec. 2008

症例数

105 例 182 眼

術前遠方裸眼視力

0.1

Preoperative Distance Uncorrected Visual Acuity

術前近方裸眼視力

Cases

182 eyes in 105 cases

Preoperative Near Uncorrected Visual Acuity

年齢

62.0 ± 10.8 歳

観察期間

62.0 ± 10.8 years

近方裸眼視力の経過

Postoperative Uncorrected Visual Acuity

裸眼視力

Uncorrected Visual Acuity

遠方裸眼視力
近方裸眼視力
Distance Uncorrected Visual Acuity
Near Uncorrected Visual Acuity
（％）
（％）

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.1

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0
Preope 1D

1W

1M

3M

6M

1Y

＜0.5
0.7〜0.9
0.5〜0.6
≧1.0

0.6
0.4
0.2
0.1
1M

3M

6M

術後自覚屈折の達成率

1Y

2

の成績
IOL

1.0
裸眼視力

Uncorrected Visual Acuity

屈折度数︵ジオプトリー︶
︵ Diopters
︶
Refraction

2.0

1W

＜0.3
0.5〜0.7
0.3〜0.4
≧0.8

自覚屈折の経過 Manifest Refraction

Distance Uncorrected Visual Acuity

Preope 1D

0

マルチフォーカル

遠方裸眼視力の経過

0.05

143.2 ± 119.3 days

術後裸眼視力の達成率

Near Uncorrected Visual Acuity

0.05

143.2 ± 119.3 日

Follow-up Period

Surgical Results of Multifocal IOL

Age

0.1

0
-2
-4
-6

Preope

1W

1M

3M

6M

1Y

満足度 Satisfaction

Postoperative Manifest Refraction
（％）

100

とても満足

More satisfied than expected

満足

As satisfied as expected

80

やや不満

Less satisfied than expected

60

不満

Regret having had surgery

回答なし

No answer

40
20
0

≦±0.5D

≦±1.0D

0

20

40

60

80

100（％）
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特 集２

ゲストを迎えての対 談

藤沢 昭和氏 × 坪田 一男

「 若さの秘訣、
成 功の秘訣 」

藤沢昭和氏は、1960 年にカメラの専門店としてヨドバシカメラを新宿に開店以来、全国に店舗を広げられました。
今では家電量販店では一店舗あたりの売り上げ世界一という一代で大躍進を遂げられた有名敏腕社長です。
その藤沢社長が、当院で遠近両用眼内レンズの手術を受けられました。
手術後の感想やパワーの源などのお話をうかがいました。
Since Mr. Fujisawa opened his first Yodobashi Camera, a camera specialty store, in Shinjuku in 1960, he has set up
many more throughout Japan. He is famed for his effective managing ability to achieve a quantum leap in a singleSpecial Report 2 Interview

generation by recording the highest per-store sales in the world as a mass electronics retailer.
Mr. Fujisawa received his implant surgery for intraocular lenses for distance and near vision at our clinic.
We interviewed him for his feedback after the surgery and talked to him about the source of his power.

遠近両用眼内レンズで 40 年来のメガネが不要に。

特集２

坪田 藤沢様は右目のほうは７年ほど前に白内障の手術をさ

でも「メガネはどうしたんですか？」とよく聞かれます。

れていて、単焦点のレンズを入れられていました。平成 19 年

坪田

の 10 月に南青山アイクリニックで左目に遠近両用眼内レンズ

このところドライアイがよくなってメガネをはずすことができ

を入れられて、その３ヵ月後にレーシックで乱視をとる手術

ました。とても気持ちがいいです。何がいちばんいいかと

（タッチアップ）をされました。右目で遠くをみて、遠近両用

いうと、夜、横になって本を読むことができます。メガネを

僕もずっとドライアイ用のメガネをかけていたのが、

ゲストを迎えての対談

のレンズを入れた左目で中距離から近くをみる、という形に

かけていると、メガネがずれて本が読めないんですよね。

したのですが、手術からだいぶたちますが、いかがでしょうか？

藤沢 ええ、わかります。

藤沢

ええ、お蔭様でとても快適です。メガネが必要ないと

坪田

スキーのときも、メガネの上にゴーグルをかけなけれ

ばならないのが不便だったのが、とても快適になりました。

メガネだと見づらいのが、
メガネがなくてとても打ちやすい。

藤沢

仕事中、書類を見るのにも、まったくメガネがいらなくなりま

うことはほとんどない。メガネをかけている時のほうが疲れ

した。もうメガネをどこにしまったか忘れてしまいました（笑）。

ました。

約 40 年間メガネの生活でしたので、いまだに朝起きると、

坪田

メガネを探すのが癖になっています。顔を洗うときでも、

うところまで到達していません。
レンズが多焦点の構造になっ

メガネをとってから、という動作がつい出てしまって、ああ、

ていて、ピントを遠近にわけて光を集めますが、その像を脳

「どんな機能も
鍛 え ら れ る と 考 え て 。」

いうのが 何より一番です。ゴルフでは、パターの時など、
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この技術はまだ新しい技術で、すべての方によいとい

メガネはしていなかったん

が使い分けることで、メガネが不要になる仕組みです。その

だ、と（笑）。メガネがな

遠近の像をすんなり使い分けられる人と、見づらいと感じら

くなって、ずいぶん生活の

れる人がいます。また、光がにじむ感じがあり、それが合わ

スピードが上がったように

ない方もいらっしゃいます。慣れるまでに時間がかかる方も

思います。友人から、
「何か

多くいらっしゃいます。３ヵ月くらい経ってから、
「とてもよく

違うと思ったら、メガネが

なりました」とおっしゃる方もいらっしゃいます。若い人の

ない」といわれます。仕事

ほうがすぐに慣れてしまう傾向があります。藤沢さんもすぐに

坪田 一男

"I think any function
can be improved."

朝、新聞を読むときも、メガネなしです。疲れるとい

Kazuo Tsubota, M.D.

よく見えるとおっしゃられていましたね？
藤沢

はい。私は坪田先生に手術をしていただいて、すぐに

よく見えるようになりましたよ。

Interview

Terukazu Fujisawa × Kazuo Tsubota, M.D.

"Secrets of youth
and success"

藤沢 昭和氏

Terukazu Fujisawa

「生活のスピードが
上 が り ま し た 。」

Special Report 2

"I live a faster paced life now."

毎朝１時間のウォーキングと山盛りの大根おろしが健康のもと！
坪田

藤沢様は昭和 10 年のお生まれということで、73 歳。

れど、家は農家でしたので商売はまったく素人でした。少し
ずつ商売のいろはを覚えて、昭和 30 年代後半の頃ですね、

ていらっしゃいますか？

カメラは当時とても貴重なものでした。それを少しでも安く

藤沢 毎朝、４時半か５時に起きて、必ず散歩に出かけます。

売れればお客様が喜ぶと思って、お店を始めました。お

毎朝 1 時間のウォーキングをします。足は何より大事と思い

客様あっての商売というのを僕は長年口癖にしてきました。お

ます。ですから硬い歩道の上ではなくて、なるべくやわらか

客様に喜んでいただいて、また来ていただけるような、品揃

い土の上や、落ち葉の上などを歩くんです。そのほうが足を

えやサービスが、何より大事です。売り上げだけ考えていて

鍛えるのにいい。お蔭様で、私は肩も凝らないし、腰痛もあ

もだめです。4 千人の大所帯にもなりますとなかなか大変

りません。10 年ほど前、朝の散歩をしているとき、散歩で

ですが、とにかくお客様の満足が第一、原点を忘れてはい

いつもよくお会いする方から、正しい歩き方というのを教え

けない、といつも言っています。

ていただいたんですね。歩き方というのも大切ですね。

坪田

坪田

歩く速度は若さのバロメーターといわれます。ウォー

いえば、ポイントカードは藤沢さんのアイデアだそうですね？
藤沢

そうです。20 年ほど前、日本で初めてだったと思い

ます。ポイントカードという名前は僕が考えました。お客様

をしています。あと、よく歩くので、足の筋肉を自分でよく

にまた来ていただくためには、どうしたらいいか、お客様と

マッサージします。片足 40 回くらい手でこうやって。それく

の結びつきを強くするにはどうしたらいいかと考えました。そ

らいですね。

こでポイントカードを思いついたのです。

それでは藤沢さん、あとバランス運動を加えられると

坪田

あの有名な CM ソングも、藤沢さんが作られたとか。

いいですよ。洋服を着替えるときとか、歯磨きをするときと

藤沢

はい。お店が裏通りにあったので、みんなに来ていた

かに、こうやって、片足で立ってやるんです。バランスの機能

だくのにはどうしたらいいかと考えて、唄にすればみんな覚えて

を鍛えるのです。
「すべての機能は鍛えることができる」とい

くれるだろうと。

う仮説にもとづいて僕はチャレンジしています。

坪田

藤沢 散歩のときに、縁石の上を歩いたりしています。

と思います。

坪田

僕たちのクリニックにもぜひアドバイスいただければ

坪田

それもいいですね。食事にも気をつけられていますか？

藤沢

素晴らしいクリニックだと思います。受付の方の印象

藤沢

もともと野菜が好きなんですけれども、毎朝必ず、

も大変よく、とても落ち着いて、手術を受けさせていただき

自分でつくった大根を大根おろしにして、お酢とえごまを少

ました。私は朝の５時 40 分から、
NHK ラジオの「健康ライフ」

しかけて、小さなお椀に山盛り一杯食べています。夜は会食

というのを必ず聞いています。そこで、坪田先生が目のアン

などでどうしても食べ過ぎてしまうこともあるので、朝、その

チエイジングのお話をされていて、それで坪田先生のことを

大根おろしとサラダで調整しています。お昼は、女房のお弁当

知って受診させていただきました。本当にありがたいと思っ

です。小学生みたいな小さなお弁当です。お弁当だと、仕事

ています。

の合間にさっと食べられるからいいんです。

坪田

坪田

腹八分がアンチエイジングの基本です。素晴らしいで

すね。仕事で成功する秘訣もぜひ教えてください。
藤沢

当社も来年 50 年になります。カメラは好きでしたけ

そうだったのですか。ラジオに出てよかった ( 笑 )。

ありがとうございます。これからもアンチエイジングに励まれて、
ますますご活躍されてください。
（２００９年４月収録）
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ゲストを迎えての対談

お風呂の中で、ストレッチや軽い筋トレのようなこと

藤沢

特集２

キングのほかにも運動はされているのですか？

それはクリニックでも見習えることだと思います。そう

Special Report 2 Interview

とてもお若くて現役バリバリですが、健康には何か気をつけ

クリニック紹介

TOKYO

南青山アイクリニック東京

MINAMIAOYAMA EYE CLINIC TOKYO

南青山アイクリニック東京は、自由診療である屈折矯正

Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo has been providing

手術に加え、2008 年 8 月より保険診療も開始し、オルソ

refractive surgeries that are considered elective procedures

ケラトロジーから遠近両用眼内レンズを使った白内障手術

and not covered by health insurance. Beginning from

まで幅広い治療をご提供することが可能となりました。

Introduction of Clinics

そのため従来は 30 歳代から 40 歳代の患者様が中心で
したが、現在では様々な年齢層の患者様がいらっしゃいま

August 2008, a wide range of treatments that may be
covered by your health insurance, from orthokeratology
to cataract surgery that permits both distance and near
vision, have become available at our clinic.

す。開院から 12 年が経過したこともあり、初期にレーシッ

While our patients used to be mostly between 30 and 40

クを受けられた患者様がその後、白内障手術を受けられる

years old, we have been seeing patients of all age-groups

こともあります。円錐角膜の治療にも力を入れ、円錐角膜

since we began offering these additional treatments. Some

に対する特殊コンタクトレンズ処方やリボフラビン紫外線治

of the patients who received LASIK from us in the early

療、角膜移植なども行っております。
南青山アイクリニック東 京では保険診療と自由診療の

years of this clinic, which opened twelve years ago, have
returned to undergo cataract procedures. We have also
been putting a lot of effort into keratoconus treatments,

クリニック紹介

includ ing prescript ions for special contact lenses,

組み合わせにより、患者様の眼の一生のサポートをご提供

riboflavin/UVA cross-linking procedures, and corneal

したいと考えております。今後もすべてのスタッフがお一人

transplantations.

ひとりの患者様のニーズを伺い、その患者様にあわせた
質の高い医療とサービスがご提供できるよう日々心がけ、
努力してまいります。

By offering both elective medical care and health
insurance-covered medical care, Minamiaoyama Eye
Clinic Tokyo intends to provide lifetime support for your
eyes. All of us at this clinic will continue to do our utmost
every day to bring high quality medical care and services
to our patients according to each of their individual needs.
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Introduction of Clinics

YOKOHAMA

南青山アイクリニック横浜

MINAMIAOYAMA EYE CLINIC YOKOHAMA

南青山アイクリニック横浜は、1999 年 4 月の開院から、

まもなく10 年となります。この間、クリニックの拡張やエ
キシマレーザーの機種変更、眼内手術の導入など、多く
の新展開がありました。スタッフ一同、患者様からの喜び
の声をエネルギーに、賢明に努力して参りましたが、約 10
られたことは、患者様及び関係者の皆様のおかげと感謝い
たしております。
クリニックのある横浜みなとみらいの様相と同様、屈折
矯正手術の技術においても、この 10 年で大きく発展しまし
た。横浜クリニックでは、荒井医師を中心として新技術の

It has been almost ten years since Minamiaoyama Eye
Clinic Yokohama opened in April of 1999. There have
been many changes such as the expansion of the clinic,
change of excimer laser model and the introduction of
intraocular surgery. With the support of our patients,
all of the staff has put forth the utmost effort. We are

対する多焦点眼内レンズ・CK（condutive keratoplasty）や、

grateful to all of the patients and everyone involved that

強度円錐角膜に対する Intacs SK、強度近視に対する後房

we have been able to provide treatment without any

型 Phakic IOL である ICL などを次々に導入して参りました。

serious incidents for ten years.

2009 年にはフェムトセカンドレーザーである IntraLase
を導入し、AMO ＆ IntraLase で行う、iLASIK をスタート

Just as Yokohama’s Minatomirai has grown larger over
the last ten years, there have been many technologies
in the field of refractive surgery. Dr. Arai and our staff
continually endeavor to introduce new technologies. In

させる予定です。iLASIK は現在、米空軍の戦闘機パイロッ

the last two years alone, we have introduced multifocal

トや NASA の宇宙飛行士に対して認可されている唯一の

intraocular lenses and CK (conductive keratoplasty) for

LASIK 手術です。

presbyopia, Intacs SK (intrastromal corneal ring segments)
for severe keratoconus and ICL (phakic posterior chamber

横浜クリニックの目標は、
「それぞれの患者様に最適な
治療を」アドバイスすることです。すべての患者様に、将
来においても安心できる治療を選択していただくために、多
くの手術方法を提供できる事は、とても重要であると考え

intraocular lenses) for high myopia.
In the coming year, we are going to introduce an
IntraLase femtosecond laser and start iLASIK using
an AMO laser and IntraLase. Currently, iLASIK is
the only procedure approved for pilots of the United

ています。今後も、新しい技術の習得に努力し、患者様に

States Air Force and National Aeronautics and Space

より快適な見え方を提供できますように努力して参ります。

Administration.
Our mission is to offer the best treatment possible for
each patient. We think that it is very important to be able
to provide a wide range of treatment options for all of
our patients, so that they have reliable treatment options
to choose from both now and in the future. We spare no
effort to acquire new medical technology in order to bring
the joy of good vision to our patients.
page
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クリニック紹介

積極的な導入を心がけており、この 2 年間だけでも、老視に

Introduction of Clinics

年もの期間、大きなトラブルもなく現在まで診療を続けてこ

スタッフレポート

クリニックマネージャー

Clinic Manager

「安心と信頼の南青山アイクリニック」

東京

南青山アイクリニック東京は 1997 年に開院し、2008 年 12 月末
までに 23,335 名の患者様が来院されました。そのうちの実に 70％
は当クリニックの患者様や、協力医療機関からの紹介患者様です。
また他院で手術を受けられた患者様のセカンドオピニオンも積極的
に受け入れております。
これらの事は、皆様方から信頼をいただいていることの表れと
考えております。南青山アイクリニックでは医師の高度な知識と技術
力はもちろんのこと、スタッフ全員のスキルアップに努めております。
今後も患者様に合わせて質の高いサービスと最高のホスピタリ

Staff Reports

ティーをご提供し、角膜、屈折治療のプロフェッショナル施設として、
数ある医療施 設のなかから当クリニックを選んでいただけるよう
スタッフ一同努力してまいります。
東京クリニックマネージャー

水流 成一

「高いクオリティとホスピタリティーを目指して」 横浜
南青山アイクリニック横浜は 1999 年に開院して今年１０周年を迎

スタッフレポート

えます。これも横浜クリニックへ訪れてくださる患者様や関係者の皆
様のおかげとスタッフ一同感謝いたしております。
横浜クリニックでは屈折矯正手術の他にも、老視に対する多焦点
眼内レンズや円錐角膜治療などの手術も行っており、日々最新の知
識と技術の習得に努力しております。また、横浜クリニックで手術を
受けられた方の約 40％は、実際に手術を受けられた方からのご紹
介で、約 30％の方は眼科医療機関からのご紹介で手術を受けてい
ただいております。この信頼を裏切らないよう患者様お一人おひとり
とのふれあいを大切にし、患者様が求める高いクオリティとホスピタ
リティーを提供し続けられるよう、これからも努力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

看護師チーム

小野 聡子

クリニックの今までを振り返ってみると、決して長くはない期間に、
様々な事を成し遂げてきたと感じています。屈折矯正方法も多岐に
わたり、患者様にとって、より最適な方法を提供できるようになりま
した。また、新しい治療法の導入の際には、各部署での準備や勉強会、
資料の作成、そして練習と、スタッフが一丸となり取り組んできました。
私達が実際に患者様と接するのは、外来診察室と手 術室です。
外来業務は、診療介助や手術前の注意事項の説明です。できる限り、
患者様が不安を軽減させて手術に望めるようにしています。手術室
業務は、手術の準備から手術時の介助、手術後の説明など、来院

22

Tokyo

Since its opening in 1997, Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo
had seen 23,335 patients by the end of 2008. About 70% of these
patients actually received referrals either from patients who have
been treated by us or from our partner medical institutions. We also
welcome those who have received a surgical procedure at another
clinic but who are seeking a second opinion.
These facts reflect the trust this clinic has earned over the years.
At Minamiaoyama Eye Clinic, our physicians’ competence and skill
rank among the highest, and each of our staff members is always
striving to become better at his or her own job.
The entire staff at this clinic is committed to providing high
quality services tailored to each patient with the utmost hospitality
and to maintain this clinic’s reputation as the top choice of
professional clinics offering corneal and refractive treatments.
Seiichi Tsuru, Manager of Tokyo Clinic

"Commitment to High Quality
and Hospitality"

Yokohama

Opened in 1999, M inamiaoyama Eye Clinic Yokohama is
celebrating its ten-year anniversary this year. The entire staff of this
clinic would like to express our gratitude for the support from our
patients and from those who worked with us.
Committed to providing the newest treatments and technologies
available, the Yokohama clinic offers refractive surgeries among
other surgical procedures, including multifocal intraocular lenses
for presbyopia and keratoconus treatment. We are proud of the
fact that about 40% of the patients who underwent a surgical
procedure at the Yokohama clinic had actually received a referral
from someone who had received surgery and about 30% of them
were referred by another ophthalmic clinic. We take this trust
seriously and will continue to maintain our commitment to value our
relationship with each patient and to provide the high quality and
hospitality that patients expect from us.
Satoko Ono, Manager of Yokohama Clinic

The Nursing Team

看護師の役割

page

"Minamiaoyama Eye Clinic Stands
for Peace of Mind and Trust"

The Role of Nurses
In its relatively short history, this clinic has achieved quite a
lot. A wide array of refractive treatment options is now available
to patients so that they can select the one that’s most suitable for
their own condition. When a new treatment becomes available, the
entire nursing staff works as a team to lay ground work, arrange
study sessions, prepare literature and conduct practice sessions for
each department. Nurses interact with patients when providing
outpatient care and when working in the operating room. In
outpatient care, we assist with medical examination and provide
information on precautions before surgery. We also do everything
possible to help alleviate the anxiety patients have before an
operation. In the operating room, nurses are involved in every step

Staff Reports

から帰宅されるまでの全てに関わることができます。その際も、患者
様が安心して手術を受けられるように、正確な医療と患者様が緊張
しないような対応を心掛けています。患者様も私達も『見る事』に
興味を持って、同じ目標に向かっています。患者様に『見る事』の変
化が起こる手術直後に、私達も感動体験を共有できることは嬉しい
ことです。これからも『見る事』にこだわりを持って、
『見える事』で
得られる、快適な生活の手助けを続けていきたいと思います。

検査チーム

from patient admission to discharge, including making preoperative
preparation, assisting with the operation, and providing postoperative instructions. Throughout these procedures and while
interacting with patients, nurses are always mindful to try to render
the right medical care and to make patients relax so that they can
have peace of mind before surgery. Both patients and nurses
have the same goal, that is: “ better vision.” Whenever a patient
experiences the change in his or her “vision” immediately following
the surgery, we also share that excitement and joy. We will continue
to pursue our commitment to “better vision” so as to help patients
restore vision and regain a pleasant lifestyle.

The Clinical Technican Team

患者様の声を聞くこと
私たち検査チームは、主に手術前の適応検査、コンサルテーショ
科における検査は見慣れないものも多いですが、お声をかけながら
リラックスして検査を受けていただけるよう心がけております。
検査員に一番重要視されることは、
「患者様の声を聞くこと」だと
考えています。ただ単純に検査をするのではなく、手術後の見え方
をシミュレーションさせていただき、患者様のライフスタイルにあっ
います。また、患者様からの情報を医師に伝え、診察の際にスムー
ズにお話ができるよう心がけております。コンサルテーションにおき
ましても、手術を実際に受けているスタッフが多く、体験をふまえな
がらご説明させていただいております。
当クリニックは屈折矯正治療をはじめ様々な手 術を行っており
ます。検査業務は言うまでもなく手術後の見え方に直接影響する
ため、精密な検査が必要であり、高いレベルの専門的な知識を必要
とします。私たち検査員も積極的に学会に参加しており、参加する
だけではなく臨床研究を報告し、最新の知識や情報を提供してい
ます。クリニック内においてもミーティングや研究を行うことで現状
維持ではなく、常に向上心をもって日常の業務に取り組んでいます。
私たちの喜びは、手術前に担当した患者様が手術の翌日検査で
いらっしゃった際に、
「見えます！嬉しい」という声を聞けたときです。
今後も当クリニックにいらっしゃった患者様全員に「このクリニックに
来てよかった」と思っていただけるように検査員一同努めてまいります。

レーザーチーム

The Laser Engineering Team

一歩先のクオリティへ
視力の向上を目的とする「屈折矯正手術」では、すべての患者様
に対して高いクオリティの結果を提供することが求められます。
最近では患者様の眼の形状により手術データを作成する「カス
タム手術」が主流になっています。近視・乱視の矯正に加えてさら

Taking Quality to Another Level
Designed to improve vision, refractive surgeries demand results of
utmost quality for every patient.
Nowadays, “customized surgeries” which rely on surgical data
compiled from patients’ eye contours have become main stream.
These type of surgeries, which correct nearsightedness/astigmatism
page
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た見え方を提案するなど、お話をしながら検査を行うよう心がけて

The clinical technician team is primarily responsible for the
preoperative suitability examination and consultation, and the
regular postoperative follow-ups, among other work. Mindful of the
fact that patients are unfamiliar with the tests in ophthalmology, we
always try to speak to them to help to them stay calm and relaxed.
One of the most important tasks for clinical technicians is
“to listen to patients.”While performing the exams, we talk to
the patients, ask them to simulate their postoperative vision, and
suggest ways to cope with the vision within the context of their
own lifestyle. Moreover, we pass on to the physicians information
obtained from patients to help them conduct clinical examinations
smoothly. Many of the clinic’s staff members actually have
undergone surgeries themselves, and they talk about their own
experiences in the consultation sessions with patients.
This clinic offers refractive treatments among a variety of
surgical procedures. Results of exams undoubtedly will affect a
patient’s postoperative vision. Therefore, exams must be conducted
with precision by professionals with a high-level of competency.
Clinical technicians at this clinic attend academic conferences
whenever they can, followed by making presentations on both the
results of clinical studies and the most up-to-date information they
learned at these conferences. In the clinic, we are not satisfied with
the status quo; we are always motivated to improve ourselves as
demonstrated by the meetings and research that we conduct as part
of our routine work.
We cannot be any happier when patients show up for the followup the day after surgery and exclaim with delight: “I can see! What
a joy!” The entire clinical technician team will continue to work
hard so that every patient treated at this clinic will think that “he or
she has made a right decision to come to this clinic.”

Staff Reports

ン、手術後の定期検査などを担当しております。患者様にとって眼

To listen to Patients

スタッフレポート

にカスタム照射を追加するこの手術では、計測したデータの正確性
もさることながら豊富な経験に基づいた照射パターンの作成能力、
またデータにばらつきがある場合などに「どのデータが正しいのか」
を見極める能力が不可欠です。これらを見誤るとカスタム手術として
機能を果たさないばかりか、逆に不正乱視などの合併症が起こってし
まう可能性があります。南青山アイクリニックでは常に複数名でカス
タム手術のデータを確認し、少しでも疑問に思うことや改善すべき
部分があれば、それをきちんと解決してから手術データとして採用し
ております。このことにより、カスタム手術の質の維持・向上が実現
されております。
カスタム手術に加えて最近増えてきているのが白内障手術、特に
遠近両用の視力を実現する多焦点眼内レンズによる白内障手術です。
白内障手術において我々レーザーエンジニアは、混濁した水晶体に

Staff Reports

代わって眼内に挿入する眼内レンズの度数を計算し、さらにはドクター
が度数を決定する際のサポートを務めております。南青山アイクリニック
の場合は他の眼科施設に比べてレーシックなどの屈折矯正手術後
であるケースが多くなります。従来屈折矯正手術後の眼内レンズは、
手術をしていない眼に比べて精度が落ちることが問題視されてきました。
しかしながら南青山アイクリニックではこれまでの屈折矯正手術で培った

スタッフレポート

ノウハウをもとに、それを白内障手術の分野にも応用することにより
屈折矯正手術後であっても精度を落とさず良い結果を得ております。
このように我々のチームでは常に患者様の眼の状態に着目し、そこ
から最善の結果を得ることができように日々精進を重ねております。

受付チーム

The Reception Team

理想のクリニックを目指して
先日、理想の南青山アイクリニックについてスタッフ間で話し合い
ました。その中で、“ 患者様もスタッフもみんなが笑顔である ” という
意見が出ました。笑顔は満足していること、喜んでいることの現われ
だと思います。患者様の笑顔は私たちにとって一番の喜びです。
私たち受付スタッフは、治療や手術に直接携わることはできません。
しかし、電話での問い合わせや予約、来院時の受付や会計の際など
患者様との関わりの中で私たちが与える印象は大きなものだと思って
おります。来院のきっかけとなるような電話応対、いつ来院されても
快適に感じていただけるような雰囲気作り、手 術に対する不安を
取り除けるようなご案内など、患者様のことを第一に考え、業務に
取り組んでおります。そして、2008 年 8 月より保険診療を開始し、
患者様の年齢層も広がりました。外国人の患者様も日々増えてきて
おります。お一人おひとりに合った対応と質の高いサービスが提供で
きるよう、今後もさらなる接遇力の向上に努めたいと思っております。
“ 患者様もスタッフもみんなが笑顔である ” クリニックを目指し、理想
が現実に変わるようチーム一丸となって努力していく所存です。
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and apply custom
ablation, require not only
accuracy in the compiled
data measurements,but
more importantly the skill to draw up an ablation pattern based on
a wealth of experience and the ability to determine “which data is
correct” in case of variability in data. Any erroneous decision in these
steps would render customized surgeries ineffective and may bring
about a risk for irregular astigmatism and other complications. It is
the practice of Minamiaoyama Eye Clinic to always have data for
customimed surgeries verified by more than one person; any slight
doubt or any deficiency would have to be completely resolved before
a piece of data is accepted as surgical data. This is how our clinic has
been able to maintain and improve the quality of its custom surgeries.
In addition to the number of customimed surgeries, of cataract
surgeries is also on the rise, especially those involving the use of
a multifocal intraocular lens that permits both distance and near
vision. In cataract surgeries, we, as laser engineers, are responsible
for calculating the power of an intraocular lens to be inserted in eyes
to replace an opaque crystalline lens and for providing support to
physicians to help them select lenses of appropriate power. Compared
with other ophthalmic clinics, Minamiaoyama Eye Clinic is seeing
an increasing number of patients who had previously underwent
LASIK or other refractive surgeries. Intraocular lenses in eyes that had
undergone a refractive surgery have been known to have the problem
of a decreased precision compared to those in eyes that had not been
operated on. Having knowledge from built on the refractive surgeries
performed in the past, Minamiaoyama Eye Clinic, has been able to
apply this expertise to cataract surgeries to obtain good results without
compromising precision in eyes that had undergone refractive surgery.
This illustrates how our team is constantly thinking about the patients’
ocular conditions and making every effort to obtain the best results.

Aiming for the Best Quality Service
The other day, the staff members had a discussion on what is an
ideal Minamiaoyama Eye Clinic. Some were of the opinion that ideally
they would like to see “both the patients and the staff members with
smiles on their faces.” A smile conveys a message of both contentment
and joy. We cannot be happier to see smiles on patients’ faces.
We at the reception desk are not directly involved in treatments and
surgeries. Receptionists, nonetheless, leave a great impression on those
who called to make inquiries or appointments and on patients when
they arrive or leave. We approach our work with the philosophy that
patients always come first. Our goals include, for example, making
those who called feel welcomed, creating a comfortable environment
for patients who visit this clinic, and helping customers to alleviate
their anxiety over the pending surgical procedure. In August of 2008,
this clinic began offering treatments covered by health insurance,
and we have been seeing patients of a wide range of age-groups. The
number of non-Japanese patients is also on the rise. We are committed
to providing high quality services geared toward each individual
patient and to raising our customer service to an even higher level.
The entire staff working at the reception desk will continue to work
as a team toward the realization of our ideal, that is, to see this clinic’s
“patients and staff members with smiles on their faces.”

Staff Reports

本部

The Head Office Team

常に患者様満足度の最大化を目指して

“Aiming to Maximize Customer Satisfaction at All Times”

本部は管理部、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 4 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いただいた医療機関との信頼関係の強化を目指
しています。
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。
山田 浩雅

安全とクオリティを守るための
南青山アイクリニック独自の７つのシステムとデータ管理室
データ管理室は、どの手術に対しても安全でクオリティの
高い治療を患者様に提供できるよう、データを常に集計・
南青山アイクリニックの『７つのシステム』が継続的にスムーズ
に動くようサポートしています。

The 7 Unique Systems for Maintaining Quality and Safety
at Minamiaoyama Eye Clinic and our Data Management
Our data management office collects and analyzes the clinical
data from each surgery on a continual basis and gives feedback
for treatment everyday in order to consistently provide safe,
high-quality treatment for our patients. Furthermore, our data
management off ice provides the support that al lows our
“7 unique systems” to run smoothly.

❶ドクターズミーティング

❶ 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、新しい技術
に関する情報交換や検討を活発に行っています。

Held once every two months, all of the Minamiaoyama Eye Clinic doctors
and team leaders gather for a doctors’ meeting, actively exchanging and
deliberating the latest technology.

❷診療マニュアル・スタッフマニュアル・個人情報保護規程
診療マニュアル・スタッフ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、個人情報保護規程に基づき、
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医療安全管理指針
クリニックが提供する医療の安全確保のために、定期的に研修を行い、
またクリニック内でおきたインシデントについては、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
定期的に研究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
データ管理室長
酒井 誓子

ドクターのみならず、スタッフも積極的に学会で
報告しています。

❷ Practice Manual, Staff Manual,
and Manual for Safeguarding Personal Information
We regularly update our practice manual and staf f manual in our
endeavor to consistently provide high-quality treatment. In addition, we
aim to protect patients’ information based on our manual for safeguarding
personal information.

❸ Ethics Committee
All new technologies are considered in detail by the ethics committee for
their safety and effectiveness before the decision to incorporate them is
made.

❹ Medical Safety Control Manual
Regular training is conducted in order to ensure medical safety. We
pursue the exact causes of incidents that occur at our clinics and
establish countermeasures and responses to prevent their reoccurrence.

❺ Research Meetings
Research meetings are regularly held to discuss the planning and
progress of research, conference presentations, and academic papers.

❻ Universal Study Workshop
All of the doctors and staff attend an annual workshop in an open
discussion format, gaining more knowledge by presenting research and
inviting guest lecturers.

❼ Medical Conference Presentations
Doctors and staff actively report our clinical and research data at various
medical conferences.
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分析し、日々すみやかにフィードバックしています。そして、

Hiromasa Yamada, Assistance to Director

Staff Reports

理事長補佐

T he head off ice of M inamiaoyama Eye Cl in ic houses four
departments: Administration, ICT (Information, Communication,
and Technology), CRM (Customer Relationship Management), and
Data Management. The ICT department is responsible for operating,
controll ing, and safeguarding the IT environment. The CR M
department works to strengthen the relationship of trust with patients
and with other medical institutions that make patient referrals.
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.

研 究レポート

QOT（視機能・眼表面・角膜形状）チーム
LASIK や PRK などのエキシマレーザー照射による手術は、

QOT Team

Quality of vision, Ocular surface, and Topography
Corneal refractive surgery using excimer laser is now

全面的にカスタム照射の時代を迎えました。単に裸眼視力

in days of customized ablation. Personalized treatments

を向上させるのみならず、より自然な見え方を求めてオーダー

that bring not only the gain of the uncorrected visual

メイドの治療が行われるようになってきています。そのため
Report from Research Teams

には、これまで以上に眼光学・生理学・細胞生物学の知識
が必要です。南青山アイクリニックでは、これまでに行った
手術のデータを常にフィードバックして、よりよい手術結果

acuity but also improving the quality of vision require the
precise knowledge of the optics, the physiology, and the
cell biology of the eye. We are taking efforts to get better
outcomes of surgeries, constantly reflecting the previous
data to the next ones. We believe that the outcomes of our

を出せるように努力しています。QOT チームの研究成果は、

research as QOT research team play an important role in

クリニックの診療の方向性を決定づけるための重要な役割を

choosing the future direction of the refractive surgery at

担っています。

the Minamiaoyama Eye Clinic.

QOT チームが最近特に力を入れている代表的なトピックス
としては、ドライアイ、老眼、円錐角膜の３つが上げられます。

❶ LASIK 後のドライアイは、開院当初から南青山アイクリ

研究レポート

ニックが得意としてきたテーマです。最近では、酸化スト
レスとドライアイ発生との関連や、涙点プラグ（下図）を
用いた治療に関する臨床研究を行っています。

❷ 老視（老眼）を加速する因子の究明と、予防・治療に

T he cu rrent 3 topics t hat we are now especia l ly
concentrating are as follows;
❶ Dry eye after LASIK: We have been putting a great deal
since the starting of the clinic. We are now performing
some clinical studies about the correlation of oxidative
stress and the mechanisms of the dry eye, and the effect
of punctual plugs for the treatment of dry eye.

関する研究を行っています。老視は、これまで老眼鏡

❷ The mechanisms, prevention, and treatment of the
presbyopia: Presbyopia has been treated only with

をかける以外に対処法はないとされていましたが、近年

reading glasses for long ages, however, some new

では手術による治療法が提案される時代になりました。
QOT チームでは、さらに老視を加速する生活 習慣や
予防法に関する研究も始めています。

surgical approaches are recently developed. We are
now advancing to search the factors that progress the
presbyopia, and to find the preventive treatments.

❸ これまで角膜移植しか外科的な治療法がないとされてきた

❸ Ne w t reat ment s for keratoconus/keratec t asi a :
Keratoconus/keratectasia that has only been cured by

円錐角膜・角膜拡張症に対する新しい治療法の開発を

keratoplasty until recently. Clinical trials of riboflavin/

行っています。近年世界中で高い関心を集めているリボ

UVA treatment and other surgeries have been already

フラビン紫外線治療など既に行われている治療の解析を

started. And we are also doing experiments using

行うと同時に、慶應義塾大学と共同で動物実験を行って

animals to find the mechanism and ways for prevention

新しい治療の開拓にも挑戦しています。
今後も、実際の診療に役立つ研究成果を出し、屈折矯正
手術の発展に貢献することを目標に、努力していきたいと
思います。

and new treatments of those diseases in collaboration
with Department of Ophthalmology, Keio University.
We will continue our research programs for improvement
of the results of the surgeries in our clinic and also for the
development of refractive surgeries in the future.

上涙点に装着した涙点プラグ ( 左 ) と、プラグの拡大図 ( 右 )
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テクニカルチーム

Technical Team

テクニカルチームの主たる研究目的は、新しい技術や手

The purpose of the technical team is to evaluate the

術の導入に際し、その難易度・安全性・効果を正しく評価

difficulty, safety and efficacy of new technology and

し、実際に導入するに当たってのクライテリアを決定すること

procedures. In addition, we also establish the criteria for

にあります。2007-2008 年においては、多くの新技術が導
LISA を中心に、国内にて新たに認可されたすべてのレンズ
を使用しています。また、強度円錐角膜に対しての Intacs SK

were introduced between 2007 and 2008. We now perform
cataract surgery with not only multifocal intraocular lenses
by Acri.Twin and Acri.Lisa, but also all other IOLs which
have been approved in Japan. We also introduced an Intacs

の導入も行いました。これにより ICRS（Intra Corneal Ring

SK procedure for severe keratoconus. Using this expanded

Segments, Intacs）の適応範囲が広がり、今までは対応でき

application of ICRS (Intracorneal Ring Segments, Intacs)

なかった中等度以上の円錐角膜の患者様にも、生活上必要な

we can help to improve the visual acuity of patients with

視力を提供できるようになりました。以上の２つに関しては

more progressive cases of keratoconus, which until now

特集１に記載しました。
新技術として注目すべきは、ICL の導入です。現在、世界で

could not be treated. The above two procedures are shown
in special report 1.
O ne ne w t e c h nolo g y wor t h me nt ion i n g i s t he
introduction of ICLs (Implantable Collamer Lenses).

支持型の Artisan & Artiflex と後房型の ICL の２つが主流

Currently, there are two main types of phakic IOLs used

です。それぞれに利点・問題点があるため、可能であれば両者

around the world: one type is iris-fixation type lenses,

の特性を理解し、それぞれの患者様に、より適応するレン

such as the Artisan and Artif lex lenses that we have

は 2008 年 8 月から本格的に ICL を導入し、非常に良好な
結果を得ております。特に乱視矯正については、Artisan レ
ンズの場合は 5mm の切開創が必要であったため、切開に

used exclusively at our clinic, and the other type is ICLs
which are posterior chamber type lenses. Both of these
lens types have advantages and disadvantages, and with
an understanding of these differences, we had hoped to
choose the best phakic IOL lens for each patient. At last,

よる誘発乱視を考慮しなければなりませんでしたが、ICL は

in August of 2008, we introduced ICLs and have had very

3.2mm の切開で挿入可能であるため、誘発乱視の変動幅は

good results. Especially with toric lenses for astigmatism,

非常に小さくて済みます。

the Artisan toric lenses that we had used needed a 5mm
incision size, but a big advantage of the ICL toric lenses

2009 年にはフェムトセカンドレーザーである IntraLase
を 導入する予 定 であり、AMO レ ーザ ーと組み合 わ せ た
iLASIK をスタートさせようと考えています。今後も新技術の

was that they only required a 3.2mm incision size which
creates less iatrogenic astigmatism.
In 2009, we plan to introduce iLASIK which is a

発展に遅れることのないように、日々の勉強と努力を続けて

combination of AMO IntraLase for flap creation, and AMO

参ります。

excimer laser for wavefront ablation. In order to not delay

ICL
（Star Surgical 社製）

the development of new technology and procedures we will
endeavor to continue to our research each and every day.
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研究レポート

のPhakic IOLでは、南青山アイクリニックが使用している虹彩

ズを選びたいと希望しておりました。南青山アイクリニックで

Report from Research Teams

入されました。多焦点眼内レンズは、Acri.Twin 及び Acri.

their introduction. Many new technologies and procedures

特 集３

医師による座 談 会

前眼部最先端治療センターへの夢

LASIK、白内障、
そして角膜移植まで
屈折矯正治療を極めることはもとより、
より高いレベルで前眼部の手術センターとして歩み始めている南青山アイクリニック。
いよいよ、iLASIK（アイレーシック）
もスタートした。そんな最先端の治療とクリニックの今を、
３人の医師が語り合った。
Special Report 3 Round-Table Talk

手術センターとして
専門特化した技術を提供
福本

私は 1999 年の横浜の立ち上げのときから南青山アイ

坂谷

はじめはびっくりしました。外部の有識者も参加して

全員一致の承認が必要という大学と同じようなシステムが
あって素晴らしいと思います。
福本

新しい話題の機械や治療でも、いろいろな視点から

クリニックチームに参加して 2000 年に入職しましたが、その

検討して全員が認めるまでは導入しないという、かなり厳し

当時は PRK とレーシックだけでした。この 10 年間で屈折矯

いですよね。

正は大きく進化し多様化してきました。それにともない、クリ

坂谷

ニックも技術面、人材面で常に対応し、現在は保険診療の分

たが、イントラレースと AMO 社のウェイブフロントレーシック

野も可能な体制となりました。本当にめまぐるしく変化してき

の組み合わせで行われる iLASIK が米軍戦闘機のパイロッ

たと思います。また、円錐角膜の患者様にはコンタクトレンズ、

トや NASA の宇宙飛行士にも認められるようになりイントラ

角膜内リング、リボフラビン紫外線治療、さらには角膜移植

レースの導入を決定しました。

まで幅広く治療できるのは、理想的といえるでしょう。

井手

フェムトセカンドレーザーに関しても慎重に考えてきまし

サンディエゴのシャルホーン先生がもともと海軍の

特集３
医師による座談会

東京クリニックは保険診療をスタートさせたことで、土日

トップガンで、その後眼科医になった人で、彼が米海軍に

診 療とともに地域医療にも貢献できるようになりました。

レーシックを導入して、いよいよ NASA にも認められました。

これまでの患者様にとっても、利便性やクリニックとの結び

坂谷

つきが高まったと思います。

が、マイクロケラトームの技術に追いつき、追い越すという

坂谷

横浜クリニックは、同じビル内の荒井医師のクイーン

ズアイクリニックとの連携で、同様のことができていますよね。
井手

南青山アイクリニックのように、手術センターとして専

フェムトセカンドレーザーは開発当初から話題でした

ところまできましたね。
井手

フェムトセカンドレーザーは車でいえばオートマみた

いなもので、以前は簡単さという点が大きく利点として取り上

門特化した施設と診療中心のクリニックとが連携するのは、

げられていましたが、それ以外にもサブクリニカルな炎症に

とてもよいスタイルだと思います。

よるフラップ強度の増強やサイドカットの角度があるために

坂谷

レーシック手術には、カスタムレーシックが加わり、

上皮のイングロースが少ない点や再手術のフラップリフトが

さらに横浜クリニックではイントラレース社のフェムトセカ

行いやすい、さまざまな手術に利用できるなどの利点も加わ

ンドレーザー（イントラレース）を導入して、2009 年春より

り、広まる技術だと実感しています。しかし、
マイクロケラトー

iLASIK をスタートします。レーシック自体もバリエーション

ムも皆さん従来使われていて実感されているように問題なく

が豊かになりましたね。

非常にきれいなフラップができます。

井手

フェムトセカンドレーザーを導入したことで、iLASIK は

坂谷

また、 カスタムレ ーシックでより質の高 い 矯 正を

もとより、角膜移植や ICRS へ

実現させようとしたら、術前の計測値が大切ということに

の応用なども可能です。イント

なりますよね。

ラレースに関しては、倫理委

福本

員会で審議しましたね。

にきちんと期間をおいて、コンタクトレンズを確実にはずして

福本

僕たち、ちゃんと倫理

委員会を設置しているところが

そう。検査スタッフやレーザー技師の質や、あと、術前

もらうとか、そういった慎重かつ丁寧な治療がより大切とい
うことになりますね。

偉い！( 笑 ) ですよね。
福本 光樹
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Teruki Fukumoto, M.D.

Special Report 3

Round-Table Talk

LASIK, cataract and corneal transplant
The dream of the anterior segment
of eye cutting edge treatment center
井手

適応と治療の選択という基本も大切です。ひとつの

井手 武

Takeshi Ide, M.D.

ほうが好きで、毎日、クリニックに出かけていって、実際に

治療法にあてはめて考えるのではなく、患者様の眼の状態と、

臨床をみせてもらっていました。マイアミは感染症がとても

希望するライフスタイルや条件があって、そこではじめて

多いところです。それを実際にみることができたことは、
やはり

治療の選択になります。だから、選択肢は多いほうがいい。

とても貴重な体験になりました。

井手先生はアメリカでイントラレーシックの歴史を

福本 井手先生はなぜ南青山にいらしたのですか？

実際に見られてきていますよね。33 ページにも紹介されてい

井手 僕は、屈折矯正だけでなく、前眼部治療を専門とする

るとおり、日本人でこれだけイントラレーシックの論文を発表

眼科医として臨床に取り組みたいと思いました。一人ひとり

している人はいないと思います。

の患者様に前眼部治療を通して向き合うことが、喜びだと

井手

フェムトセカンドレーザーの初期の段階から見てきま

思うのです。そして、できればそれらの臨床報告をきちんと

したので、いろいろな合併症も見てきました。バスコム・パー

まとめて、学術として取り組みたいと思いました。

マー・アイ・インスティテュートの屈折矯正手術は滞在中ほ

福本 今、白内障手術のあと、レーシックで視力を上げるタッ

ぼ全例見させていただきました。いろいろな先生がそれぞれ

チアップが高齢者の QOL 向上に貢献しています。たとえば、

哲学を持って違う議論をするのがすごく勉強になりました。

マルチフォーカル IOL を入れてタッチアップもできる施設は少

坂谷

私も井手先生と同じテリー・オブライエン先生の下で

ない。これはふたつの治療が組み合わさって、ひとつの治

アイ・インスティテュートにいらした頃、ウィルマー・レーザー・

井手

ヴィジョン・センターという屈折矯正専門のクリニックで臨床

ることが現状としては難しいと思うのですが、たとえば今後

研究をしてきました。そこで、屈折矯正手術が素晴らしい治

発展が期待されるマルチフォーカル IOL でもお互いの病院が

療であることを実感したと同時に、アメリカではショッピング

協力してタッチアップをしていくような提携をしていけば裾野

モールの中にある美容院のような感覚でレーシックセンター

がもっと広がる気がします。今はレーシックができないから

があって、そういうところではトラブルとなった患者様の駆け

マルチフォーカル IOL に関しても二の足を踏まれておられる

込み寺ともなっていたので、セカンドオピニオンや治療も

施設もあるでしょうから、ぜひ皆様で協力して患者様のため

みることができ、100 例程度のデータをまとめて学会で発表

によい視力を提供したいですね。感染症や円錐角膜疾患な

しました。レーシックは安全性の高い手術ですから、数少ない

ど、患者様に「あそこでだめだったら仕方ない」といわれる

合併症に関して貴重な勉強をすることができました。

ような施設、ドクターになりたいと思います。

福本

その体験は貴重ですよね。それで南青山に来ようと

思ったのですか？
坂谷

私は、アメリカから帰って母校の鳥取大学に戻り、

個々の病院ではさまざまな治療オプションを準備す

坂谷

リフラクティブの分野は、日本はまだ遅れていますよね。

井手

アメリカがすべてよいというわけではありませんが、

リフラクティブの分野は確かに日本全体としてはまだまだ

井上幸次教授のもとで角膜の勉強を続けながら、大学病院で

です。どうしても失明予防の治療に目がいきがちですが、

の屈折矯正手術外来の立ち上げに携わりました。そのときに

リフラクティブがあってこそ、今後のマルチフォーカル IOL な

南青山の文献やテキストがとても参考になりました。家庭の

どの技術が生かされてきます。

事情で東京に引っ越すことになったので、南青山のチームに

福本 そういう意味で、僕たちが取り組んでいるリフラクティブ

絶対参加したいと思い、教授

の治療は、世界トップレベルと胸を張っていえると思います。

に紹介してもらいました。

また、今後も患者様や地域医療に取り組まれている先生方にも

井手

僕は大学の研 究 室で

１年間は基礎研究に取り組み
ました が、 基 礎より臨 床 の

喜んでいただけるように、先進的な前眼部手術センターとして
の役割を高めていきたいですね。
※本文中、当院のことを「南青山」と省略して会話のまま表記しています。
（2009 年 2 月収録）

坂谷 慶子

Keiko Sakatani, M.D.
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医師による座談会

療になるわけです。

特集３

勉強させていただきました。オブライエン先生がウィルマー・

Special Report 3 Round-Table Talk

福本

患者様からのメッセージ
たくさんの患者様より喜びのメッセージをお寄せいただきました。その一部をご紹介します。

早川 義修 様

カスタム L A SIK 体 験 談
長年コンタクトレンズを愛用してきましたが
サロンの仕事をするようになってから眼鏡を

Message from Patients

手術日
2008 年 5 月

ここなら安心という話を聞いて南青山アイクリ
ニックで手術を受けることに決めました。

使用するようになっていました。といっても

私の仕事柄などをお話したところ、ご担当

施術中は使い勝手が悪いので使用せず、カウ

の先生からカスタムレーシックのクオリティ

ンセリングなどお客様とお話したりする場合

の高さをわかりやすくご説明していただいた

に眼鏡をかけるという具合でした。

ので迷わず選択しました。懇切丁寧なご指導

それが次第に取材などで外部の方々とお目

のおかげで手術についての不安はほとんどあ

にかかる機会が増え、年甲斐もなく？外見を

りませんでした。手術の最中、片目が終わっ

気にしてコンタクトレンズを使用する場合が

たところですでに視力が変わったという実感

増え、その分若いころよりもコンタクトの不

があって感心しました。

視力

快感がストレスとなっていました。前々から

眼鏡のときよりよく見えるというのは感動

右眼 0.05 → 1.5
左眼 0.06 → 1.5

知人に薦められていましたし、ご自身も手術を

ですね。目がパッチリしたねって周囲の方か

受けた外科医の方からも臨床例が多いので

ら言われています（笑）。

患者様からのメッセージ

小池田 崇史 様

手術日
右眼 2007 年 2 月
左眼 2007 年 3 月

マルチフォーカル IOL 体 験 談
小池田 私が自分の眼に白内障があると知っ

フォーカル IOL をお勧めしました。これは通

たのは、実は近視の矯正のために受けたレー

常の単焦点レンズではなく、遠近両用の機能

シックの適応検査がきっかけでした。検査を

を持つ眼内レンズを使って白内障を治療する

受けた病院では、レーシックは受けられない

方法です。

ということ、白内障を治療した場合は視力を

小池田

矯正しても近くか遠くのどちらかが見えにくく

よる眼のにごりは取りたいと思っていました

なるということを聞かされ、まさに目の前が

が、この方法を選択して良かったと思います。

真っ暗になったのを覚えています。自分はこ

手術後はなによりコンプレックスから解放さ

れから一生、メガネやコンタクトを手放せな

れて、内向的だった性格も明るくポジティブ

いのかと思うと非常にショックでした。

になりました。

世界的にみると白内障の手術は最も

荒井 この手術では加齢による白内障であっ

多く行われている外科手術と言われるくらい

ても、レーシックなど他の方法との併用で乱

普及しています。治療するだけであれば簡単

視も含めたほとんどの視力矯正が可能です。

なのですが、一番の問題は老眼のように近く

精度の高いレンズなのでよく見えることはもち

が見えにくくなってしまうことです。特に小池

ろん、最近の眼内レンズのほとんどがそうで

田様のように若くして白内障になってしまった

あるようにＵＶカットの機能も持っています。

場合は、仕事上でも一般生活でも老眼鏡が

小池田様もこれからはお仕事でもどんどん活

ないと見えないという状況は避けたいところ

躍していただいて、よりアクティブな生活を

でしょう。お話しを聞いて、私からもマルチ

積極的に楽しんでください。

荒井
視力
右眼 0.15 → 0.9
左眼 0.15 → 0.9
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どんな方法を採るにせよ、白内障に

Message from Patients
Messages of joy from many patients that we received.

武田 彰久 様

フェイキック IOL 体 験 談
武田

子供の頃から目が悪く、眼鏡の生活

荒井

武田様はご職業がドクターでしたので、

でした。スキーとダイビングが趣味なのです

医学的なことは詳しくていらっしゃるので安心

が、スキーでは眼鏡が曇ります。雪煙があが

でした。でもやはり当日は不安でしたか？

ると視界が悪くなる。転ぶと危険です。海で

武田

も同様。ダイビングのとき、度つきのグラス

いました。当日は安定剤をいただいて、リラッ

は、陸上ではずしたときに不自由。岩場など

クスして受けられました。手術は５分くらいで

とくに危険です。マスククリアのときなども怖

したでしょうか？ すぐに終わってしまった印

い。そこでレーシックのことを調べて、クリニッ

象でした。

クに伺いました。

荒井

荒井 でも、レーシックは適応とならずにフェ

入ってから出られるまで、ちょうど 15 分でし

イキックＩＯＬの適応となられて、いかがでし

たね。

たか？ 手術は迷われましたか？

武田

決断してからは早く手術をしたいと思

ベッドからおきたら、まだぼんやりと

曇ったかんじではありましたが、すでに世界

とは自分なりに論文や文献を調べて、荒井先

が変わっていました。手術のあと二週間くら

生のお名前もクリニックの名前も存じ上げて

いしてから、仙台にドライブにいきましたが、

いました。でも、フェイキックＩＯＬのことは

自分の目だと安心感が違います。脇もよく見

そのとき初めて知りました。荒井先生から詳

えますし、視野が広い。とても快適でした。

しく説明をしていただき、不安はクリアでき

職場ではレントゲンが遠くからもよく見えま

ました。レンズを取り外しできるということも

す（笑）。これからスキーのシーズンで楽しみ

安心感につながりました。手術の前に患者側

です。同じ医療の世界で仕事をしていますが、

が考える不安は、２通りあります。ひとつは「痛

先生の技術にもクリニックのホスピタリティー

くないか？」ということ。もうひとつは「本当

にも、大変感銘を受けました。勉強になりま

に良くなるのかな？」ということです。これに

した。ありがとうございました。

視力
右眼 0.02 → 1.5
左眼 0.03 → 1.5

患者様からのメッセージ

少しショックでした。レーシックのこ

武田

手術日
右眼 2006 年 9 月
左眼 2006 年 10 月

Message from Patients

えーと、
（カルテを確認して）手術室に

対して、納得のできるお話をしていただきま
したので、安心と信頼を強く感じました。でも、
目をいじられるのは初めてで…（笑）。
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新クリニックのご案内

Notice of
Change of Address

2009 年 7 月、南青山アイクリニック東京は
青山通りのランドマークビル「ルネ青山」へ移転します。
皆様には 12 年間にわたり
ご愛顧賜りここに改めて感謝申し上げます。
新しいクリニックでは、さらに医療の質を高めるべく
スタッフ一同、初心に戻り診療に取り組んで参ります。
Notice of Change of Address

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

NEW ADDRESS
東京都港区北青山 3 − 3 −11 ルネ青山ビル 4 階
※ 表参道駅から徒歩 4 分、外苑前駅から徒歩 4 分
TEL

0120-00-5762 （電話番号は変更ありません）

新クリニックのご案内

Our Tokyo Clinic Moved to a New Location
on July 1, 2009.
NEW ADDRESS

Renai Aoyama Building 4F
3-3-11 Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061
※ 4-minutes walk from either GAIEMMAE
or OMOTESANDO Stations.
To l l - f r e e n u m b e r

0120-00-5762 (No change)

２００９年５月の
クリニックミーティングにて。
長 年 診 療 を 行ってきたクリニックでの
スタッフ全員による最後のミーティング。
今までの感謝の気持ちとともに、新しい
クリニックでのさらなるステップアップに
向けて気持ちはひとつに。
page
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トピックス

Topics

南青山アイクリニックに 新しく
井手 武医師が入職しました

井手 武

Takeshi Ide, M.D.

南青山アイクリニック東京 副院長

Deputy Director,
Minamiaoyama Eye Clinic Tok yo

1999 年に大阪大学を卒業して、大阪大学医学部付属病
院や大阪警察病院などにて眼科全般につき研鑽しました。
2002 年に西田幸二先生（現 東北大学眼科学教室教授）
の御指導の下、角膜内皮細胞再生の研究のため大阪大学医
学部大学院に入学、2004 年には眼科専門医、2006 年には
医学博士を取得した後、US ニュースのベストホスピタル眼科
部門で No.1 としてランキングされるバスコム・パーマー・
アイ・インスティテュート（マイアミ大）にて テリー・オブラ
イエン先生、ソニア・ユー先生の御指導の下、同じリサーチ
フェローであると同時に無二の友人でもあるキミオニス先
と共に日本ではなかなか触れることのできない経験をさせ
ていただきながら臨床研究を行いました。全米そして土地
柄もあり南米諸国から紹介されてくる難症例に対するアプ
ました。
私 が 留 学した時 には屈 折 矯 正手 術においてはフェム
トセカンドレーザーが台頭してきており、LASIK 以 外 の
角膜手術にも応用され始め、角膜移植に関しても長年の
間、第一選択であった全層角膜移植術（PKP）に変わり
DSAEK（Descemet Stripping Automated Endothelial
Keratoplasty） の 適 応 が増えてきた時 期でもあります。
特にこれらの術式に関しての動物や臨床研究を行いながら
角膜に対する理解を深めていくことができました。
マイアミでの 3 年の経験の後、2009 年 1 月より南青山
アイクリニック東京にて勤務しております。これまで勉強して
きたことを十分に活かせると感じることができる素晴らしい
環境で、屈折矯正を含めさまざまな治療法を皆様にご提示
して喜んでいただけるように更なる精進をしてまいりたいと
思います。
留学時代の執筆関連
1. Ide T, Yoo SH, Goldman JM, Perez V, O'brien TP. Descemet-Stripping Automated
Endothelial Keratoplasty: Effect of Inserting Forceps on DSAEK Donor Tissue
Viability by Using an In Vitro Delivery Model and Vital Dye Assay. Cornea.
2007;26: 1079-1081.
2. Ide T, Miller D, Alfonso EC, O'Brien TP. Impact of Contact Lens Group on
Antifungal Efficacy of Multipurpose Disinfecting Contact Lens Solutions. Eye &
Contact Lens. 2008 May;34(3):151-9.
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トピックス

ローチを目の当たりにすることができ素晴らしい経験となり

Topics

生（ギリシャのパリカリス先生の主催されるクレタ大学から）

3. Ide T, O'Brien TP. Preferred Practices for Managing Risk of Endophthalmitis With
Intravitreal Injections. Retinal Physician. 2007;July: 26-33.
4. O'Brien TP, Ide T. Update on customized wavefront-guided versus wavefrontoptimized excimer laser ablation: next steps in the quest for perfect vision. Expert
Review of Ophthalmology. 2007;2: 379-384.
5. GD Kymionis, DA Goldman, T Ide, SH Yoo. Tacrolimus ointment 0.03% in the
eye for the treatment of giant papillary conjunctivitis. Cornea; 2008 Feb;27:228-9.
6. A Deobhakta, GD Kymionis, T Ide, SH Yoo. Corneal Edema after Intacs Implantation
with the femtosecond laser. J Cataract Refract Surg. 2008 ;34:174.
7. Yoo SH, Kymionis GD, Koreishi A, Ide T, Goldman D, Karp CL, O'Brien TP,
Culbertson WW, Alfonso EC. Femtosecond Laser-Assisted Sutureless Anterior
Lamellar Keratoplasty. Ophthalmology. 2008;115:1303-7.
8. Ide T, Yoo SH, Kymionis DG, Goldman JM, Perez V, O'brien TP.Descemet's
Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK): Effect of 'Non-Toxic'
Gentian Violet Marking Pen on DSAEK Donor Tissue Viability Using Vital Dye
Assay. Cornea. 2008 Jun;27(5):562-4.
9. Ide T, Yoo SH, Kymionis GD, Goldman JM, Perez V, O'brien TP. Descemetstripping automated endothelial keratoplasty: effect of anterior lamellar corneal
tissue-on/-off storage condition on Descemet-stripping automated endothelial
keratoplasty donor tissue. Cornea 2008 Aug;27(7):754-7.
10. Ide T, Yoo SH, Kym ion is GD, Shah PA, O'Brien T P. Double Descemet's
membranes after penetrating keratoplasty with anterior segment optical coherence
tomography. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2008;39:422-5.
11. Seider MI, Ide T, Kymionis GD, Culbertson WW, O’Brien TP, Yoo SH. Epithelial
Breakthrough: A Complication During IntraLase Flap Creation for Laser In Situ
Keratomileusis. J Cataract Refract Surg. 2008 May;34(5):859-63.
12. Yoo SH, Ky m ion is GD, O' Br ien T P, Ide T, Cu lber tson W, A lfonso EC .
Femtosecond-assisted diagnostic corneal biopsy (FAB) in keratitis. Graefes Arch
Clin Exp Ophthalmol. 2008 May;246(5):759-62.
13. Yoo SH, Kymionis GD, Deobhakta A A, Ide T, Manns F, Culbertson W W,
O'Brien TP, Alfonso EC.One-year results and anterior segment optical coherence
tomography findings of descemet stripping automated endothelial keratoplasty
combined with phacoemulsification. Arch Ophthalmol. 2008;126:1052-5.
14. Ide T, Kymionis GD, Yoo SH, O'Brien TP. Subconjunctival Emphysema After
Descemet's Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK). Open
Ophthalmology. 2008, 107-108 .
15. Ide T, Kymionis GD, Yoo SH, O'Brien TP.. Subconjunctival Gas Bubble Formation
during laser in situ keratomileusis (LASIK) flap creation using Femtosecond Laser.
J Refractivie Surgery.2008;24:850-1.
16. Kymionis GD, Ide T, Yoo SH. Femtosecond assisted Astigmatic keratotomy in a
post- keratoplasty irregular astigmatism. J Cataract Refract Surg 2009;35:11-3.
17. Kymionis GD, Ide T, Galor A, Yoo SH. Femtosecond-Assisted Anterior Lamellar
Corneal Staining–Tattooing in a Blind Eye With Leukocoria. Cornea 2009;28:211-3.
18. Ide T, Yoo SH, Kymionis GD, Haft P, O'Brien TP. Second femtosecond laser pass
for incomplete laser in situ keratomileusis flaps caused by suction loss. J Cataract
Refract Surg. 2009;35:153-7.
19. Ide T, Yoo SH, Leng T, O’Brien TP. Subconjunctival Air Leakage After Descemet`s
Stripping Automated Endothelial Keratoplasty(DSAEK) in a Post-Trabeculectomy
Eye .Open Ophthalmology;2009;1-2.
20. Ide T. Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty injecting device.
Expert Review of Ophthalmology, 2009; 4: 5-9.
21. Ide T. Yoo SH, O’Brien TP. The Use of Polarization Filters to Detect the Edge of
the Descemet`s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty(DSAEK) Graft .
Open Ophthalmology;2009;3-5.
22. Ide T, Yoo SH, O'Brien TP. Modified technique aspirates interface fluid in DSAE.K.
OCULAR SURGERY NEWS U.S. EDITION.2007; September 15.
23. Ide T, Yoo SH, O'Brien TP. New Concept LASIK Flap Lifter for Femtosecond–
Laser-Assisted Flap Creation and for Retreatment Flap Lifting. Cataract &
Refractive Surgery Today. 2007 Nov.
24. Ide T, O’Brien TP. Femtosecond laser. Refractive Surgery 2nd Edition,(textbook)
2008, 241-256.
25. Leccisotti A, Hamilton DR, Ide T, Guell J. A 60-year-old man seeking correction
for high astigmatism and presbyopia has pterygia and early cataracts. J Cataract
Refract Surg(Consultation) 2009;35:5-10.
26. Ide T, Kymionis GD, Abbey AM, Culbertson WW, O'Brien TP Yoo SH. Effect of
the marking pen on femtosecond laser-assisted f lap creation. J Cataract Refract
Surg.(Accepted in Press)
27. Kymionis GD, Ide T, Yoo SH. Interface wave-like deposits after Descement's
Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK). Arch Ophthalmol
(accepted in print)
28. Kymionis GD, Ide T, Yoo SH. Flap amputation with phototherapeutic keratectomy
(PTK) and adjuvant mitomycin C for severe post-LASIK epithelial ingrowth. EJO
(accepted in print)
29. Haft P, Ide T, Yoo SH. Femtosecond laser complications. J Refractivie Surgery
(accepted in print)
30. Ide T. Yoo SH, O’Brien TP. Femtosecond laser assisted DSAEK tissue preparation
with SCL. Cornea(Accepted in print)
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東京歯科大学
所在地

市川総合病院眼科

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

〒 272-8513
千葉県市川市菅野 5-11-13

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

診療時間 AM 9:30 ～ 11:00
（土曜日は 10:30 まで）
休診日

日曜・祝日・第二土曜

TEL

047-322-0151

HP

http://www.tdc-eye.com

角膜医療の最先端として

ています。われわれのバリューは、
❶ アカデミック

❷ オープン

❸ 協力

❹ 患者さん主体

であり、現在 11 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

Referral Clinics

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もうけて、広
京成線
菅野6丁目
交差点

菅野
交差点

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。

東京歯科大学
市川総合病院
眼科

国府台
女子学園

連携診療施設

市川
真間駅

菅野駅

国道14号線
北口

←東京

JR 市川駅

総武線

教授
島﨑 潤

千葉→

あおば眼科クリニック

下町の元気文化を応援しています

所在地

〒 121-0816
東京都足立区梅島 1-4-3

院長

佐藤 泰広

今年で開院 8 年目を迎えます。下町という場所がら患者様も元気な
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。

(

診療時間 AM 9：30〜12：30 土曜日は
PM 15：00〜18：30 〜 17:00

)

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

日曜・祝日

介いただいてフォローさせていただいております。

TEL

03-5845-8020

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

HP

http://www.aoba-eyeclinic.com

教えていただいた経験や考えに助けられています。

休診日

足立
四中

国道４号線

旧道

あおば眼科
クリニック

↑ 草加

セブン
イレブン

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。
足立
保健所

改札口

page
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東武線

北千住 ↓

←西新井

五反野→

院長
佐藤 泰広

Referral Clinics

赤坂東急クリニック
所在地

島崎眼科

〒 100-0014
東京都千代田区永田町 2-14-3
赤坂東急ビル 4F

院長

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。

土曜・日曜・祝日

TEL

03-3580-3518

HP

http://www.shimazaki-eye.com

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

島崎眼科

赤坂東急ビル４Ｆ

外堀通り

ベルビー赤坂

赤坂見附駅

Referral Clinics

きる体制を取っております。

国道 246 号線

永田町駅

国会
図書館

国会議事堂
溜池山王駅

国会議事堂前駅

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

〒 130-0026
東京都墨田区両国 4-33-12
グランアルブル両国 1F

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。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
﨑潤教授、慶應義塾大学坪田一男教授をはじめ、日本を代表する角

内野 美樹

診療時間 AM 10:00～12:30
PM 14:30～17:30
（来院前にご予約をお願いします）

膜の専門家が手術・診療にあたっております。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
療をでき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・

休診日

日曜・祝日

TEL

03-5600-6886

HP

http://www.ryogoku.or.jp

角膜移植後）専門外来を設けており、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

JR 両国駅

JR 総武線

両国駅

大江戸線

←秋葉原駅

診療しておりますので、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、不安なことがあればいつでもお立ち寄りください。

千葉駅→

東口

両国眼科
クリニック

パチンコ
将棋囲碁
センター

みずほ
銀行

ENEOS
国道 14 号線
本所警察署

院長
内野 美樹
page
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首相官邸

両国眼科クリニック

院長

眼科学会専門医認定の熟練した医師スタッフおよび検査スタッフによ

入れて診療を行っています。眼底レーザーや視野検査などの機器と

休診日

所在地

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

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は特に力を

診療時間 AM 10：00〜13：00
PM 14：30〜17：30

赤坂駅

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、

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

島崎 哲雄

TBS

オフィス街の目の健康を支えます

連 携診 療 施 設

飯田橋眼科クリニック
所在地

高い専門性と地域医療の融合を目指して

〒 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）

院長

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 2000 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」というコンセプトで、ドライアイ治療を追及しまし
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上げました。第 4 代の深川院長はア

高松 弘子

レルギー性眼疾患を専門とされました。今回私は第 3 代院長を経て、

休診日

土曜・日曜・祝日

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

TEL

03-5276-2722

HP

http://www.iidabashi-eye.com

武

総

線

上げました。専門性の高い医療と、患者様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。

JR 水道橋駅

ホテル
エドモンド
モス
バーガー

駅

義塾大学眼科の芝、結城両先生のご協力で緑内障の専門外来を立ち

駅
橋
道
水

JR

神田川

橋

田

ドライアイ外来を実施いただいております。2007 年 4 月より、慶應

都営 線
三田

東京メトロ 飯田橋駅

飯

再び第 5 代目として主に眼底疾患を専門としております。3 名の前院

外堀通り

総武線

大塚商会

〒

連携診療施設

←

四

谷

駅

り
通

白

目
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診療時間 AM 10:00～13:00
PM 15:00～18:30

ガーデン・エア・タワー2F

飯田橋眼科クリニック

ホテルグランドパレス
九段下駅

り

靖国通

クイーンズアイクリニック

最新の知識と技術による都市型眼科クリニック

所在地

〒 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

みなとみらいに開院して 10 年が経ちました。開院当時は住民はいま

荒井 宏幸

浜で、保険診療はクイーンズアイクリニックで分担して行うことで、良

院長

診療時間 AM 10:00～13:00
PM 15:00～18:00
※ 火曜日は手術日のため診療受付は１２時まで
休診日

土曜・日曜・祝日

TEL

045-682-4455

HP

http://www.queens-eye.jp

「アット！」
3rd
クィーンズ
タワー B

JR桜木町駅
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い形での相互発展ができていると思います。IOLマスター・OCT など、
最新の機器も導入し、より正確な診断・治療技術を提供することで、
屈折矯正手術や多焦点眼内レンズを希望される患者様にも、安心し
患者様は勿論ですが、地域の眼科の先生方からの信頼にも答えられ
るように、努力して参ります。多焦点レンズ等の touch up や LASIK
術後の IOL 計算など、他施設との連携も積極的に進めてゆきたいと

クィーンズタワー C 4F

クイーンズアイ
クリニック
横浜
みなとみらい
ホール

クィーンズモール

「アット！」 パンパシフィック
ホテル横浜
クィーンズ 「アット！」 2nd
1st
タワー A
クィーンズ
パーク
↓車道駅

医療の中核になりつつあります。自由診療は南青山アイクリニック横

て手術を受けていただける環境が整えられるように心がけています。

みなとみらい線

考えています。どうぞ、よろしくお願いいたします。
→パシフィコ横浜

←ランドマークタワー

クィーンズ
イースト

みなとみらい駅

↑横浜駅

せんでしたが、今では高層マンションが建ち並び、まさに地域眼科

Referral Clinics

辻眼科クリニック

最先端の医療を地域の皆様へ

所在地

〒 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

院長

辻 一夫

当院は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、多焦
点眼内レンズ等、最先端の治療を行っております。また、大学病院

診療時間 AM 9:00～13:00
PM 15:00～18:00

なみの最新の設備をそろえ、地域の皆様のお役に立てるように、職

休診日

水曜・日曜・祝日

矯正をご希望される患者様をご紹介させていただいており、いつも

TEL

044-211-8115

丁寧かつ的確に対応していただいて感謝しております。

HP

http://www.tsuji-ganka.com

員一同、全力で取り組んでいます。南青山アイクリニックには、屈折
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ご紹介いただいた施 設

宮城県

茨城県

旭川医科大学附属病院
大橋眼科
回明堂眼科医院
札幌医科大学附属病院
札幌商工診療所
札幌徳州会病院眼科
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
道庁前眼科
北海道大学病院眼科

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
東北大学医学部附属病院眼科
古川中央眼科
宮崎大学医学部附属病院眼科
わたり眼科

茨城県立医療大学附属病眼科
こうの眼科
小沢眼科内科病院
坂西眼科病院
高田眼科
つくばセントラル病院眼科
筑波大学附属病院眼科
東京医科大学霞ヶ浦病院眼科
中村眼科医院
ハタミ病院眼科

青森県

山形県

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
自衛隊三沢病院眼科
はし眼科
弘前大学医学部附属病院眼科

井出眼科病院
黒沢眼科医院
すみや眼科クリニック
山形大学医学部附属病院眼科

岩 手県
岩手医科大学附属病院眼科
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

秋田大学医学部附属病院眼科
細部眼科医院

福島県
伊藤眼科
今泉眼科病院
太田西ノ内病院眼科
河田眼科医院
木村眼科クリニック
福島県立
医学部附属大学病院眼科

辻 一夫

2008 年 12 月までに 819 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

秋田県

連携診療施設

JR

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
自治医科大学附属病院眼科
獨協医科大学病院眼科
のうか眼科
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
いその眼科
群馬大学医学部附属病院眼科
高山眼科駅前医院
高山眼科緑町医院
宮久保眼科

明瞳眼科クリニック

埼玉 県
石井眼科クリニック
浦和西口眼科クリニック
大原眼科
かすかべ眼科
栗原眼科病院
小関眼科医院
こんの眼科
済生会栗橋病院眼科
埼玉医科大学
総合医療センター眼科
埼玉医科大学病院眼科
さくら眼科内科
さけみ眼科
自治医科大学附属
大宮医療センター眼科
しぶや眼科クリニック
戸田公園眼科クリニック
獨協医科大学越谷病院
林眼科医院
春山眼科医院
平岡眼科医院
ふくだ眼科
藤田眼科医院
防衛医科大学校病院眼科
防衛医科大学校病院第２外科
宮町眼科医院
宮本眼科医院

明海大学歯学部附属
明海大学病院眼科
森田眼科
柳崎眼科クリニック
やなせ眼科
矢部クリニック
山内眼科
ようだ眼科
吉田眼科医院

千葉県
麻薙眼科
安藤眼科
井坂眼科医院
市川駅前眼科
市川シャポー眼科
伊藤医院
王子台耳鼻咽喉科眼科
おおあみ眼科
大木眼科クリニック
おさ眼科医院
忍足眼科
海浜幕張眼科
鎌ヶ谷山下眼科
川鉄千葉病院眼科
眼科美浜クリニック
京葉クリニック
けやき台眼科
佐倉眼科医院
柴眼科
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順天堂大学医学部付属
順天堂浦安病院眼科
鈴木眼科医院
たもつ眼科
千葉大学医学部附属病院眼科
都賀眼科クリニック
津田沼眼科
東京歯科大学市川総合病院
角膜センター
東京歯科大学市川総合病院眼科
東京慈恵会医科大学附属
柏病院眼科
東邦大学医学部附属
佐倉病院眼科
丹波眼科医院
日本医科大学附属
千葉北総合病院眼科
橋本眼科医院
まるやま眼科
みさと眼科クリニック
本橋眼科クリニック
南行徳眼科クリニック
谷津駅前あじさい眼科
ユーカリ眼科医院

東 京都

ご紹介いただいた施設

アイクリニック自由が丘
アイ・ローズクリニック
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
飯田橋眼科クリニック
井口病院眼科
池之端クリニック
石井眼科
伊藤病院
井上眼科病院
岩瀬眼科医院
上野眼科医院
内幸町眼科
梅沢眼科
うめつ眼科医院
永寿総合病院眼科
衣理クリニック表参道
大城クリニック
大竹歯科クリニック
小田島眼科クリニック
お茶の水・井上眼科クリニック
小野眼科医院
表参道アイクリニック
表参道眼科内科クリニック
オリンピアクリニック井上眼科
かごしま眼科
加治矯正歯科医院
片岡眼科医院
神奈川クリニック眼科
上高田眼科
鴨打眼科診療所
眼科・田中クリニック
眼科・目白通りクリニック
北里研究所病院眼科
吉祥寺南町眼科
吉祥寺森岡眼科
杏林大学医学部附属病院眼科
九段坂病院眼科
国年眼科クリニック
久保寺眼科醫院
熊谷眼科クリニック
クラマエ眼科
クリニックモリ
クリニークデュボワ
慶應義塾大学病院眼科
小泉眼科クリニック
神戸クリニック広尾
公立昭和病院眼科
国際医療福祉大学三田病院
国立がんセンター中央病院眼科
こせき眼科
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こなり眼科
小林眼科医院
小林チヒロ眼科クリニック
近藤眼科台町クリニック
さいとう眼科医院
酒井眼科
佐野眼科医院
JR 東京総合病院眼科
慈恵歯科クリニック
篠崎駅前高橋眼科
しばがき眼科
渋谷眼科
島津山眼科
下丸子眼科クリニック
自由が丘クリニック
順天堂医学部付属
順天堂医院眼科
昭和大学附属豊洲病院
昭和大学病院
昭和大学病院付属東病院眼科
新宿海上ビル診療所
新宿 3 丁目駅前眼科
新宿シティ眼科
すずかげ台眼科クリニック
鈴木眼科クリニック
駿河台日本大学病院眼科
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
竹内眼科クリニック
たにの眼科
溜池眼科医院
調布眼科医院
帝京大学医学部付属病院眼科
田園調布眼科
田園調布中央病院眼科
ＤＥＮＴＡＬＡＮＤたむら歯科
東海大学医学部附属
東京病院眼科
東海大学医学部附属
八王子病院眼科
東京医科歯科大学
医学部附属病院
東京医科大学病院眼科
東京医科大学
八王子医療センター眼科
東京歯科大学水道橋病院眼科
東京慈恵会医科大学医学部眼科
東京慈恵会医科大学附属
青戸病院
東京慈恵会医科大学付属
第三病院眼科
東京女子医科大学眼科
東京女子医科大学付属
第二病院眼科
東京大学医学部附属病院
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
東邦大学医学部付属
大橋病院眼科
東邦大学医療センター
大橋病院眼科
東邦大学医療センター
大森病院眼科
徳島診療所眼科
等々力眼科
虎ノ門病院眼科
中目黒眼科
西日暮里眼科
日本医科大学附属
為永山病院眼科
日本医科大学附属病院眼科
日本赤十字社医療センター眼科
日本大学医学部附属
練馬光が丘病院
日本大学医学部附属病院
板橋病院眼科

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
はこねがさき眼科
はしだ眼科クリニック
幡ヶ谷眼科
八丁堀眼科クリニック
浜田眼科医院
林医院
原眼科
東伏見眼科医院
光が丘眼科
広沢眼科
福地眼科
藤田眼科
二子多摩川ヤスダクリニック
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
まつお眼科クリニック
マリーシアガーデンクリニック
丸尾眼科
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
みやざき眼科
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
安田病院眼科
ヤベ眼科クリニック
やまもと眼科
用賀眼科
横山眼科医院
吉岡眼科
吉川整形外科
よしだ眼科クリニック
吉野眼科クリニック
吉丸眼科医院
よだ眼科クリニック
両国眼科クリニック
ルミネ荻窪中山眼科
六本木ヒルズクリニック
若葉眼科病院
ワタナベ眼科

神 奈 川県
相澤眼科医院
あおぞら眼科クリニック
あおば眼科
青葉台眼科医院
あかね台眼科
脳神経外科クリニック
秋元眼科医院
秋元眼科クリニック
秋山眼科医院
秋山みつる眼科
天野眼科診療所
天羽眼科医院
アムスランドマーククリニック
安藤眼科医院
飯塚眼科医院
池袋眼科医院
イセザキ眼科医院
いそがい眼科クリニック
磯子眼科医院
市ヶ尾眼科
井出眼科医院
井土ヶ谷眼科
稲村眼科クリニック
植田眼科クニック
上野眼科
上原眼科
打越・河村眼科
美しが丘眼科

宇津見眼科医院
梅の木眼科
榎戸眼科医院
遠藤眼科医院
おいかわ眼科
大口眼科クリニック
大口東総合病院眼科
太田眼科クリニック
岡田眼科
小野江眼科医院
かとう眼科
かとう眼科クリニック
神奈川歯科大学附属
横浜クリニック
かなさし眼科クリニック
金沢眼科医院
上岡眼科医院
川崎市立川崎病院眼科
川原眼科医院
眼科森山クリニック
かんない眼科
きくな湯田眼科
木崎眼科
木島眼科クリニック
北クリニック外科胃腸科
北里大学医学部眼科学教室
北里大学東病院眼科
木下眼科
希望が丘眼科
木村眼科医院
きりが丘眼科
クィーンズアイクリニック
くさか眼科
惠愛眼科
けいゆう病院眼科
慶友病院
洪福寺眼科医院
後藤眼科
こにし・もりざね眼科
古淵みやけ眼科
済生会横浜南部病院眼科
さいとう眼科
さいわい眼科
酒井眼科医院
さかもと眼科
さくら眼科
さくら眼科クリニック
笹野眼科
サードアイ眼科
佐藤眼科医院
ざま眼科クリニック
三瓶眼科
塩入眼科医院
塩田眼科医院
しまもと眼科クリニック
社会保険横浜中央病院
昭和大学藤が丘病院眼科
昭和大学横浜市北部病院
スカイビル眼科医院
杉田眼科クリニック
杉本眼科医院
鈴木眼科医院
すずき眼科クリニック
周等眼科クリニック
スマイル眼科クリニック
聖マリアンナ医科大学
東横病院眼科
聖マリアンナ医科大学病院眼科
聖マリアンナ医科大学
横浜市西部病院
聖ヨゼフ病院眼科
相鉄鶴屋町ビル眼科
第一眼科
第二ちぐさ眼科医院
高橋眼科クリニック
竹山クリニック
田中眼科医院
田辺眼科医院
田宮眼科医院
茅ヶ崎中央病院眼科
ちぐさ眼科医院

塚原眼科医院
辻眼科クリニック
津田眼科クリニック
土屋眼科医院
つづ中眼科
つなしま眼科
露木クリニック
鶴ヶ峰病院眼科
つるみ眼科
鶴見大学歯学部
鶴見大学歯学部眼科学教室
帝京大学医学部附属
溝口病院眼科
天王町眼科クリニック
東海大学医学部附属
大磯病院眼科
東海大学医学部附属病院
同仁堂田中医院
徳岡眼科クリニック
とつか眼科
戸塚共立第 1 病院眼科
とみい眼科
豊岡アイクリニック
富岡医院
富岡耳鼻科眼科
永井眼科医院
中川眼科
仲町台駅前眼科クリニック
中村眼科医院
中山眼科
中山北口眼科
にし眼科クリニック
西谷眼科
西山眼科医院
日本医科大学附属病院
第二病院眼科
根岸眼科医院
則武眼科医院
白楽眼科医院
はな眼科
はま眼科
浜崎眼科医院
ハヤシ眼科クリニック
林内科眼科クリニック
東戸塚園眼科クリニック
東戸塚記念病院眼科
屏風ヶ浦病院眼科
ひよし眼科
福田眼科医院
ふじえ眼科
藤江眼科医院
藤川眼科
フジ眼科・歯科クリニック
二俣川眼科医院
保坂眼科医院
星川眼科クリニック
蒔田眼科クリニック
牧眼科医院
松井眼科医院
松本クリニック
まとば眼科
丸本眼科
三島眼科医院
みぞぐち眼科クリニック
みたに眼科クリニック
三井眼科クリニック
満尾眼科
三ッ鏡眼科クリニック
三ツ沢眼科
湊眼科医院
みのり眼科
みやかわ眼科
宮本眼科
向山眼科医院
六ツ川眼科医院
妙連寺眼科
元木町眼科・内科
森眼科医院
矢島眼科医院
安田眼科医院
柳沼眼科医院

Referral Clinics and Hospitals

新潟県

富山 県
富山医科薬科大学附属病院眼科
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
金沢医科大学付属病院眼科
金沢大学医学部付属病院眼科
眼科わじま医院
くらち眼科医院

福 井県
福井大学医学部附属病院眼科

山梨県
アウゲン田辺眼科
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
山梨大学医学部附属病院眼科

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
しののい眼科クリニック
篠ノ井総合病院眼科
信州大学医学部附属病院眼科
関医院
鳥山眼科医院
長崎大学医学部・
歯学部付属病院眼科
西澤病院眼科
長谷川クリニック
畠山眼科医院

岐 阜県
朝日大学歯学部附属
村上記念病院眼科
岐阜大学医学部附属病院眼科
東濃厚生病院眼科
中津川市民病院眼科
野川眼科医院
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
順天堂医学部附属
静岡病院眼科
中西眼科クリニック
花崎眼科医院
花の木眼科
浜松医科大学
医学部附属病院眼科
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
愛知医科大学附属病院眼科
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
名古屋市立大学病院眼科
名古屋大学医学部附属病院眼科
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
藤田保健衛生大学
坂文種報徳會病院眼科
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
富田眼科クリニック

三重県
玉置眼科
とういん眼科クリニック
丹羽眼科
三重大学医学部附属病院眼科
三木眼科
わきたに眼科

滋賀県
かわだ眼科医院
滋賀医科大学
医学部附属病院眼科
鶴岡眼科医院

京都 府
アライ眼科医院
関西医科大学附属病院眼科
関西医科大学附属男山病院眼科
関西医科大学附属
洛西ニュータウン病院眼科
京都大学医学部附属病院眼科
京都府立医科大学付属病院眼科
バプテスト眼科クリニック
明治鍼灸大学附属病院眼科

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
大阪医科大学附属病院
大阪歯科大学附属病院
大阪市立大学
医学部附属病院眼科
大阪大学医学部附属病院眼科
神奈川クリニック眼科
きぬがわ眼科
近畿大学医学部堺病院
近畿大学医学部附属病院
切通眼科
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
中屋眼科
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
神戸大学医学部附属病院眼科
公立八鹿病院眼科
相馬眼科医院加古川分院
谷眼科医院
新見眼科医院
兵庫医科大学篠山病院眼科
兵庫医科大学病院眼科
平坂眼科医院
藤原歯科医院
前田眼科
みなみ眼科医院
宮川眼科

奈良 県
王寺ステーション眼科
河本眼科

近畿大学医学部奈良病院眼科
新大宮眼科
奈良県立医科大学眼科学
奈良県立医科大学附属病院眼科

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
和歌山県立医科大学
付属病院紀北分院眼科
和歌山県立医科大学
附属病院眼科
和歌山県立医学部
奈良病院眼科

鳥取県
井東眼科クリニック
鳥取大学医学部附属病院眼科
三木眼科

島根県
島根大学医学部附属病院眼科

岡 山県
岡山大学井医学・
歯学部附属病院眼科
川崎医科大学附属病院
川崎病院
五島眼科クリニック
相馬眼科医院
間野眼科医院

広 島県

向坂眼科医院
近藤眼科クリニック
さっか眼科医院
塩谷眼科医院
しらお眼科クリニック
菅井眼科
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
龍眼科医院
産業医科大学病院
九州大学病院眼科
福岡大学病院眼科
ききょうアイクリニック
福岡大学筑紫病院
久留米大学病院眼科
久留米大学医療センター眼科

佐賀県
小嶋眼科医院
くらとみ眼科医院
佐賀大学医学部附属病院眼科
鶴田眼科医院
美川眼科医院

五日市やまもと眼科
越智眼科
奈良井眼科
日谷眼科
広島大学病院
三好眼科
山代眼科医院

長崎県

山口 県

熊本眼科医院
熊本大学医学部附属病院眼科
高道歯科医院
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

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
山口大学医学部附属病院眼科

徳 島県

サトウ眼科医院
すやま眼科クリニック
中央橋眼科
長崎大学医学部・
歯学部附属病院眼科

熊本県

大分県

徳島大学医学部附属病院眼科
盛眼科医院

大分大学医学部附属病院眼科
高木眼科医院
矢野眼科

香川県

宮崎県

香川大学医学部附属病院眼科
まなべ眼科クリニック
愛媛大学付属病院眼科
岡本眼科クリニック
広川眼科診療所
正岡眼科

蟻塚クリニック
菊地眼科医院
郡司眼科
佐々木眼科
タカオ眼科
林田眼科医院
星井眼科医院
宮田眼科医院

高知 県

鹿 児 島県

高知大学医学部附属病院眼科
安岡眼科

井後眼科
いぢち眼科
大山眼科医院
鹿児島大学病院
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

愛媛県

福岡県
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
オカダ眼科クリニック
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
蔵田眼科クリニック

沖縄県
大浜第一病院
外間眼科
琉球大学医学部眼科
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ご紹介いただいた施設

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
新潟大学医学部総合病院眼科
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

北信総合病院眼科
松田眼科
丸子中央総合病院眼科
三輪眼科医院
山田眼科

Referral Clinics and Hospitals

山科眼科
やまて眼科クリニック
ユノクリニック
弓田眼科医院
ゆり眼科医院
洋光台眼科クリニック
横浜掖済会病院
横浜眼科医院
横浜共栄病院眼科
横浜国際クリニック
横浜市金沢区福祉保険センター
横浜市立市民病院
横浜市立大学医学部附属
市民総合医療センター眼科
横浜市立大学
医学部付属病院眼科
横浜相鉄ビル眼科医院
横浜逓信病院
横浜西口眼科
横浜南共済病院眼科
横浜労災病院
吉川眼科医院
吉野町眼科
よねもと眼科
緑園都市眼科
わかば医院
脇眼科医院

10 大 トピックス
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Top10 Achievements of Us 20 07-20 08

開院 10 周年

東京クリニックで保険診療導入・眼科ドック開始

南青山アイクリニックは
2007 年 6 月に
開院 10 周年を迎えました。

南青山アイクリニック東京では 2008 年 8 月より保険診療を開始しました。
ドライアイ、アレルギー性結膜炎、角膜疾患、白内障、老視、眼精疲労など、
様々な眼科疾患の診断と治療を行っています。また、眼疾患の早期発見や
予防を目的とした眼科ドックを開始しました。

Ten-year anniversary

The Tokyo clinic began care services
covered by health insurance
as well as comprehensive ophthalmology checkups.

Minamiaoyama Eye Clinic
celebrated
its ten-year anniversary
in June 2007.

01

Beginning from August 2008, Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo began
offering health insurance-covered medical care, including diagnoses
and treatments for dry eyes, allergic conjunctivitis, corneal diseases,
cataract, presbyopia, and eye strain, among other ocular diseases. In
addition, the clinic also began providing comprehensive eye checkups
designed for the purpose of early detection and prevention of eye
diseases.

02

大トピックス

10

オルソケラトロジー導入

I ＣＬ導入

オルソケラトロジーは、夜間睡眠中
にハードコンタクトレンズを装用
して、角 膜 の 形 を平 坦 化 させ て
近視や乱視を矯正する方法です。
近視は治したいけれど手術は怖い
という方や、まだ手術適応年齢に
達していない方にお勧めです。

2008 年 8 月より南青山アイクリ
ニック横 浜では、従 来の虹 彩 把
持型に加え、強 度 近視に対する
後房型 Phakic IOL であるＩＣＬを
導入しました。

Orthokeratology
is now available.

Availability of ICL

Orthokeratology is a method
of correcting nearsightedness
or astigmatism by having
p a tient s wear har d cont ac t
lenses during night-time sleep
to f lat ten the cor nea s . T his
option is recommended for
patients with nearsightedness
who are afraid of undergoing
a surgery or who have not yet
reached the eligible age for
surgery.

05

page

40

Beginning from August 2008,
Minamiaoyama Eye Clinic
Yokohama has begun offering
ICL, which is a posterior
chamber phakic intraocular
lens, in addition to the irisclaw phakic intraocular lens.

06

福岡クリニックの
診療体制変更
2008 年 3月に南青山アイクリニッ
ク福岡での診療を林眼科病院へ
移行しました。

Changes
in the medical care
provided by
Minamiaoyama Eye
Clinic Fukuoka
Hayashi Eye Hospital has
taken over since March 2008
as the provider of the medical
care that used to be provided
by Minamiaoyama Eye Clinic
Fukuoka.

07

Top10 Achievements of Us 2007-2008

白内障手術の充実

円錐角膜用コンタクトレンズ、リボフラビン（ビタミン B2）を使用するリボ
フラビン紫外線治療、Intacs SK、慶應義塾大学医学部眼科教授であり、
南青山アイクリニックの手術顧問である坪田一男が開発した坪田式円錐角膜
治療、角膜移植といった数々の円錐角膜治療を導入しました。

保 険白内 障手 術（単焦 点 眼内レ
ンズ ）
（東 京クリニックのみ）と
マルチフォーカルＩＯＬ（遠近両用
眼内レンズ・調節可能眼内レンズ）
を提 供 することができるように
なりました。

Availability of several treatment options
for keratoconus

More options available
for cataract surgery

Available treatment options of fered by Minamiaoyama Eye Clinic
include special contac t lenses for keratoconus, ribof lavin/UVA
treatment using riboflavin (vitamin B2), Intacs SK, Tsubota keratoconus
treatment developed by Dr. Kazuo Tsubota, who is the surgical advisor
to Minamiaoyama Eye Clinic and a professor of ophthalmology at Keio
University School of Medicine, and corneal transplantation.

Minamiaoyama Eye Clinic has
begun offering health insurancecovered cataract surgery (singlefocus intraocular lenses) (only at
the Tokyo clinic) and multifocal
intraocular lenses (intraocular
lenses for both distance and near
vision and accommodative
intraocular lenses).

03

04
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数々の円錐角膜治療の導入

大トピックス

10

紹介医療施設の増加

井手武医師入職

2008 年 12 月 末 ま で に、 全 国
819 の 医 療 施 設 よりの 紹 介 が
ありました。2 年前と比較すると、
300 以上の紹介医療施設が増え
ました。

2009 年 1 月より井 手武 医 師 が
入 職しました。 南 青 山アイクリ
ニックへ 新しい風 が 吹くことを
期待しております。

More
medical facilities
making referrals

Dr. Takeshi Ide
joining the clinic

Moving
of Tokyo Clinic

We are pleased to welcome
t he newe s t me mb e r o f our
physician staff Dr. Takeshi Ide
and look forward to working
with him.

Minamiaoyama Eye Clinic
To k y o w i l l b e m o v i n g t o a
new location in July 2009
(planned), and we look
for ward to renewing our
commitment to the lofty goals
we have set for ourselves at
the new location.

09

10

The number of medical
facilities throughout Japan that
have made referrals has reach
819 by the end of 2008. This
represents an increase of more
than 300 compared with two
years ago.

08

東京クリニックの
移転が決定
南 青 山 アイク リ ニッ ク 東 京 は
2009 年 7 月に、移転します。
新しい場所で、心機一転、スタッフ
一同さらなる高みを目指します。
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業績

英 語 論 文 O r i g i n a l Pa p e r s (E n g l i s h)
Toda I, Yamamoto T, Ito M, Hori-Komai Y, Tsubota K. Topography-guided ablation for treatment of patients with irregular astigmatism. J Refract Surg 23(2):118-125, 2007.
Hori-Komai Y, Sakai C, Toda I, Ito M, Yamamoto T, Tsubota K. Detection of cyclotorsional rotation during excimer laser ablation in LASIK. J Refract Surg 23(9):911-915, 2007.
Kato N, Toda I, Hori-Komai Y, Sakai C, Tsubota K. Five-year outcome of LASIK for myopia. Ophthalmology 115:839-844, 2008.

英 語 総 説 R ev i e w Pa p e r s (E n g l i s h)
Toda I.
Toda I.

LASIK and dry eye. Comp Ophthalmol Update 8(2):79-85, 2007.
LASIK and the ocular surface. Cornea 27 Suppl 1:S70-76, 2008.

Our Achievements 20 07-20 08

日本 語 論 文 O r i g i n a l Pa p e r s ( J a p a n e s e)
堀
好子
荒井 宏幸

Laser in situ keratomileusis 術後の外傷によりフラップずれを生じた症例の治療 . 日本眼科学会雑誌 112(5):465-471, 2008.
Artisan 有水晶体眼内レンズの光学径の違いが視機能に与える影響 . あたらしい眼科 24(1):107-110, 2007.

日本 語 総 説 R ev i e w Pa p e r s ( J a p a n e s e)

業績

戸田 郁子
戸田 郁子
戸田 郁子
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
坪田 一男
堀
好子
加藤 直子
加藤 直子
加藤 直子
加藤 直子
坂谷 慶子
坂谷 慶子
山本 享宏
福本 光樹
荒井 宏幸
荒井 宏幸
荒井 宏幸
荒井 宏幸
荒井 宏幸
荒井 宏幸
神山祐加子

ケースレポート－ところ変われば技変わる BUT 短縮型ドライアイ. Frontiers in Dry Eye 2(1):24, 2007.
Topics TFOS 2007. Frontiers in Dry Eye 3(1):35-38, 2007.
屈折矯正手術セミナー 88. トポガイドレーシックによる不正乱視の治療 . あたらしい眼科 24(9):1195-1196, 2007.
サプリメントはどのように考えるべきか . あたらしい眼科 25:823-825, 2008.
特集Ⅱ / 坑加齢と再生医療 序 炎症と免疫 . 16:33-34, 2008.
眼から始めるアンチエイジング医学 . 更年期と加齢のヘルスケア 7:11-18, 2008.
COLUMN10 アンチエイジング医学はサイエンスになるか？ 多焦点眼内レンズ . 142-143, 2008.
いつまでも健康でごきげんな明日のために - アンチエイジングが元気な日本をつくる - 無限大 No.123 2008 年夏 60-65, 2008.
総説 抗加齢眼科学入門 . 眼科プラクティス 2-15, 2008.
加齢医学のサイエンス－現在の加齢の考え方－ . 眼科プラクティス 146-148, 2008.
ドライアイとアンチエイジング医学 –a personal challenge-. Frontiers in Dry Eye 3:24-31, 2008.
トピックス Conductive Keratoplasty. IOL&RS 22(2):193-195, 2008.
新しい治療と検査シリーズ 180. 角膜クロスリンキング. あたらしい眼科 25(3):339-340, 2008.
角膜クロスリンキング. 眼科手術 21:455-457, 2008.
円錐角膜に対するコラーゲンクロスリンキング（リボフラビン・長波長紫外線（UVA）治療）
. IOL&RS 22:326-330, 2008.
屈折矯正手術セミナー スキルアップ講座 屈折矯正手術：ケラトエクタジアに対するリボフラビン・UVA 治療 . あたらしい眼科 25:661-662, 2008.
特殊症例への LASIK 全層角膜移植術後 Laser In Situ Keratomileusis. IOL&RS 22:27-30, 2008.
屈折矯正手術セミナー 屈折矯正手術における実用視力の活用 . あたらしい眼科 25:1675-1677, 2008.
写真セミナー 277. 円錐角膜に対する ICRS（intra corneal ring segments）
. あたらしい眼科 24(6):771-772, 2007.
老視 Laser in situ keratomileusis. IOL&RS 21(3):371-373, 2007.
新しい治療と検査シリーズ 170. Artiflex レンズ . あたらしい眼科 24(3):333-334, 2007.
特集カスタムレーシック VISX（AMO 社）.IOL&RS 21(4):499-504, 2007.
角膜拡張症（エクタジア）治療編 . IOL&RS 22(2):175-180, 2008.
虹彩支持型 phakic IOL. IOL＆RS 22(3):290-294, 2008.
回折型レンズ（アクリリサ）の術後成績 . あたらしい眼科 25(8):1076-1080, 2008.
Phakic 眼内レンズ（前 ･ 後房型）.眼科疾患アトラス 眼科 50(10):1353, 2008.
特集 5 どこかおかしい？ 涙液検査 . 眼科ケア 9(1):30-34, 2007.

国 内 編 著 B o o k s & C h a p t e r s ( J a p a n e s e)
戸田
戸田

郁子
郁子

戸田
堀
堀
加藤
加藤
加藤
坂谷
坂谷
山本
荒井
荒井
荒井

郁子
好子
好子
直子
直子
直子
慶子
慶子
享宏
宏幸
宏幸
宏幸
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LASIK による老視治療 . 眼科プラクティス 126-133 坪田一男編集 , 文光堂 , 2008.
LASIK induced neurotrophic epitheliopathy（LINE）. 眼科インストラクションコース Ｎｏ 15 アレルギー性眼疾患とドライアイ：重症度別治療法
高村悦子 , 前田直之編集 , メジカルレビュー社 , 2008.
質問 15. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 56-57 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
質問 95. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 218-219 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
質問 96. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 220-221 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
眼疾患と酸化ストレス . 酸化ストレスの医学 第１版 . 吉川敏一監修 , 内藤裕二 , 豊國伸哉編集 , 診断と治療社 , 2008.
質問 81. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 190-191 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
質問 82. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 192-193 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
質問 99. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 226-227 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
質問 100. 患者さんから浴びせられる眼科疾患 100 の質問 228-229 坪田一男編 , メディカルレビュー社 , 2008.
LASIK フラップによる不正乱視の治療 . 眼科プラクティス 13 角膜外科のエッセンス 182-183 坪田一男編集 , 文光堂 , 2007.
ICR による円錐角膜治療 眼科プラクティス 13 角膜外科のエッセンス . 186-187 坪田一男編集 , 文光堂 , 2007.
虹彩支持型有水晶体眼内レンズ . 眼科診療プラクティス 18 前眼部アトラス 457 文光堂 , 2007.
こだわりの虹彩支持型 phakic IOL. 眼科診療のコツと落とし穴 1:206, 2008.

Our Achievements 2007-2008

国 際学 会 I n te r n a t i o n a l M e e t i n g s
Toda I.
Tsubota K.
Tsubota K.
Tsubota K.
Hori-Komai Y.
Kato N.
Kato N.

Sakai C.

国 内学 会 J a p a n e s e M e e t i n g s
好子
好子
好子
好子
好子
直子
享宏
享宏
宏幸
知央

トポリンクカスタム照射による LASIK 追加手術 . 第 30 回日本眼科手術学会 , 東京 , 2007/1.
50 歳以上の屈折矯正手術希望患者の傾向について . 第 46 回日本白内障学会・第 22 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 愛媛 , 2007/6.
前眼部 OCT を用いた LASIK 術後の角膜厚とフラップ厚の測定 . 第 31 回日本眼科手術学会 , 横浜 , 2008/2.
当院における遠視 LASIK の成績 . 第 32 回角膜カンファランス・第 24 回日本角膜移植学会 , 浦安 , 2008/2-3.
角膜非対称乱視に対するトポガイド LASIK と通常 LASIK の視機能への影響 . 第 47 回日本白内障学会・第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 東京 , 2008/6.
円錐角膜眼に対する虹彩把持型有水晶体眼内レンズの使用経験 . 第 62 回日本臨床眼科学会 , 東京 , 2008/10.
SL-OCT および Orbscan を用いた虹彩隆起度の計測 . 第 61 回日本臨床眼科学会 , 京都 , 2007/10.
前眼部 OCT を用いた調節前後の前眼部の変化 . 第 61 回日本臨床眼科学会 , 京都 , 2007/10.
Foldable 虹彩支持型 Phakic IOL（Artiflex）の長期成績 . 第 47 回日本白内障学会・第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 東京 , 2008/6.
タバコと老眼について . 第 8 回日本抗加齢医学会 , 東京 , 2008/6.

国 内シンポジウム ･ 講 演 J a p a n e s e Sy m p o s i u m & I nv i t e d L e c t u r e s
戸田
戸田
戸田
戸田
戸田
坪田
坪田
坪田
坪田
堀
堀
堀
堀
堀
加藤
福本
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
荒井
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郁子
郁子
郁子
郁子
郁子
一男
一男
一男
一男
好子
好子
好子
好子
好子
直子
光樹
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
宏幸
知央

シンポジウム オキュラーサーフェスの眼光学 屈折矯正手術の視覚への影響について . 第 61 回日本臨床眼科学会 , 京都 , 2007/10.
LASIK and Ocular Surface. 第 13 回京都コルネアクラブ, 京都 , 2007/12.
シンポジウム 角膜手術と視機能 角膜手術後の屈折矯正手術 . 第 31 回日本眼科手術学会 , 横浜 , 2008/2.
シンポジウム これから求められる乱視矯正 LASIK による乱視矯正 . 第 47 回日本白内障学会・第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 東京 , 2008/6.
シンポジウム 老視へのアプローチ 角膜手術による老視対策 . 第 62 回日本臨床眼科学会 , 東京 , 2008/10.
眼から始めるアンチエイジング. 第１回東京眼科アカデミー , 東京 , 2008/2.
アンチエイジングのトップランナー . 日本アンチエイジング歯科学会 学術大会特別講演 , 東京 , 2008/4.
屈折手術とアンチエイジング医学 . 第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会 , 東京 , 2008/6.
ドライアイとシェーグレン症候群 . Ｋ－ネットカンファレンス , 東京 , 2008/11.
教育セミナー 6. LASIK を中心とした術式 . 第 30 回日本眼科手術学会 , 東京 , 2007/1.
ランチョンセミナー 第 8 回 ISQOV Meeting 老眼への挑戦 Conductive Keratoplasty. 第 46 回日本白内障学会・第 22 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 愛媛 , 2007/6.
最近の老視治療について . 第７回東北屈折矯正研究会 , 盛岡 , 2007/10.
教育セミナー 屈折矯正手術の基本 LASIK を中心とした術式 . 第 31 回日本眼科手術学会 , 横浜 , 2008/2.
CATz と OPDCAT の成績とその照射方法選択について . 第 8 回 HES（NIDEK Excimer Users Meeting）, 東京 , 2008/3.
インストラクションコース LASIK のコツと落とし穴～現状と問題点 角膜クロスリンキング. 第 62 回日本臨床眼科学会 , 東京 , 2008/10.
最新の屈折矯正手術 . 第 4 回大橋眼科セミナー , 札幌 , 2007/2.
インストラクションコース 屈折矯正手術アップデート . 第 30 回日本眼科手術学会 , 東京 , 2007/1.
超高度近視に対する眼科診療 . 第 1 回眼抗加齢学会 , 東京 , 2007/6.
シンポジウム ハイリスク眼への屈折矯正手術 いかに正確に切除するか～照射時の工夫～ . 第 46 回日本白内障学会・第 22 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 愛媛 , 2007/6.
インストラクションコース アルチザン前房型眼内レンズの挿入のコツ. 第 46 回日本白内障学会・第 22 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 愛媛 , 2007/6.
LASIK の術後合併症とその対策 . 第 7 回角膜屈折矯正手術講習会 , 愛媛 , 2007/6.
強度近視に対する Phakic IOL 治療 . 茨城県眼科医会学術講演会 , 水戸 , 2007/6.
虹彩支持型 Phakic IOL. 第 7 回 LASIK 関西研究会 , 京都 , 2007/7.
Multifocal IOL. 足立区ファイザー眼科セミナー , 東京 , 2007/7.
シンポジウム 屈折矯正手術の長期予後 Phakic IOL の長期予後 . 第 61 回日本臨床眼科学会 , 京都 , 2007/10
インストラクションコース LASIK のコツと落とし穴～強度近視矯正 . 第 61 回日本臨床眼科学会 , 京都 , 2007/10.
ランチョンセミナー 屈折矯正手術 -LASER の機能について考えよう -The Complete Refractive Solution. 第 31 回日本眼科手術学会 , 横浜 , 2008/2.
シンポジウム 白内障・屈折矯正手術がめざす視機能 Wavefront guided LASIK VISX S4 IR. 第 47 回日本白内障学会・第 23 回日本眼内レンズ屈折手術学会 , 東京 , 2008/6.
屈折矯正手術の現況 . 第 10 回札幌眼疾患研究会 , 札幌 , 2008/9.
インストラクションコース LASIK のコツと落とし穴～現状と問題点 エクタジア. 第 62 回日本臨床眼科学会 , 東京 , 2008/10.
Artisan & Artiflex certification コース . 第 3 回 AC Phakic 研究会 . 東京 , 2008/10.
老眼手術 CK について . 第 2 回眼抗加齢学会 , 東京 , 2008/11.
屈折矯正手術の現況 . 第 150 回岡山県眼科医会生涯教育講座 , 岡山 , 2008/11.
Phakic IOL 手術 . 第 8 回 東北屈折矯正手術研究会 , 郡山 , 2008/11.
カスタム照射の為の OPD 測定 ,shot data 作成の注意点について . 第 8 回 HES（NIDEK Excimer Users Meeting）,東京 , 2008/3.
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業績

堀
堀
堀
堀
堀
加藤
山本
山本
荒井
大林

Our Achievements 20 07-20 08

Yamamoto T.
Sakatani K.
Fukumoto T.
Fukumoto T.
Sakai C.

Punctal plugs for patients with post-LASIK dry eye. 5th International Conference on the Tear Film & Ocular Surface, Sicily, Italy, 2007/9.
Free radical theory of aging and dry eye syndrome. Inflammation and the Ocular Surface, Thea Symposium, Hong Kong, 2008/6.
New concept of dry eye syndrome. Keio-SP Symposium in Ophthalmology: Update in Dry Eye, Sao Paulo, Brazil, 2008/8.
Anti-aging medicine in ophthalmology. Keio-SP Symposium in Ophthalmology: Update in Dry Eye, Sao Paulo, Brazil, 2008/8.
Analysis of LASIK retreatment. ASCRS, San Diego, CA, U.S.A., 2007/4-5.
Experience with the Artisan phakic intraocular lens in eyes with keratoconus/keratectasia. ESCRS, Berlin, Germany, 2008/9.
A case with progressive decrease of the cornea thickness after riboflavin/UVA treatment for keratoconus. IV International Congress of Corneal
Cross Linking, Dresden, Germany, 2008/12.
Measurement of the distance between the fixation site of iris-claw phakic IOL and the highest iris plane. ESCRS, Stockholm, Sweden, 2007/9.
Improvement in functional visual acuity and patients satisfaction after LASIK enhancement. ASCRS, Chicago, IL, U.S.A., 2008/4.
Five years of outcome of laser in situ keratomileusis for myopia. ESCRS, Stockholm, Sweden, 2007/9.
Results of intracorneal ring segments(INTACS) implantation in mild, moderate and severe keratoconus. ESCRS, Berlin, Germany, 2008/9.
Comparison of manifest refraction and objective refraction by refractometer based on the pupil zone imaging method before and after LASIK.
ESCRS, Stockholm, Sweden, 2007/9.
Topography-guided CATz vs conventional ablation in LASIK for patients with asymmetrical astigmatism. ESCRS, Berlin, Germany, 2008/9.

業績

アイクリニックニュース発 行 I s s u e o f Eye C l i n i c N e w s
2007 年 Winter

2007 年 No.53

2007 年 No.54

2007 年 No.55

Our Achievements 20 07-20 08

2008 年 No.56

2008/4/5 号
2008/5/5 号
2008/6/5 号
2008/7/5 号
2008/8/5 号
2008/8/20 号
2008/9/5 号
2008/9/20 号
2008/10/5 号
2008/11/5 号

業績

2008/12/5 号

①「フェイキック IOL」の症例数が 500 例を超えました
②学会報告 第 24 回欧州白内障屈折矯正手術学会
③学会報告 第 60 回日本臨床眼科学会
①南青山アイクリニックに新しく坂谷慶子医師が入職しました
②学会発表レポート 日本眼科手術学会
③最先端トピックス 円錐角膜に対するコラーゲンクロスリンキング治療
①アクリツインレンズ体験インタビュー
②学会発表レポート ASCRS
③学会参加レポート 第 46 回日本白内障学会総会・第 22 回日本眼内レンズ屈折手術学会総会
①カスタムレーシック体験インタビュー
②海外学会報告 TFOS
③海外学会報告 ESCRS
①白内障治療・レーシック体験インタビュー
②学会報告 第 61 回日本臨床眼科学会
③海外学会報告 ISRS/AAO
南青山アイクリニックでは、オルソケラトロジーを行っています！
カスタムレーシック特集 ウェーブフロントレーシックとトポリンクレーシックの違い（東京）
フェイキック IOL 特集 第 1 弾（横浜）
カスタムレーシック特集 ウェーブフロントレーシックの成績（東京）
フェイキック IOL 特集 第 2 弾（横浜）
カスタムレーシック特集 トポリンクレーシックの成績（東京）
フェイキック IOL 特集 第 3 弾（横浜）
タバコと老眼（東京）
南青山アイクリニック横浜ドクター特集（横浜）
レーシックで目が「ぱっちり」
（東京）
老眼を治す Vol. 1（横浜）
レーシック経験者のスタッフに聞いてみました（横浜）
円錐角膜眼へのフェイキック IOL（東京）
老眼を治す Vol. 2（横浜）
円錐角膜への角膜内リング（東京）

マスメディア M a s s M e d i a
2007 年 1 月 5 日
北海道新聞
坪田
2007 年 1 月 30 日
美感遊創
坪田
2007 年 1 月号
With
戸田
2007 年 1 月号 No.256
ヘルシートーク
戸田
2007 年 2 月号
あいみっく
坪田
2007 年 2 月 1 日
美感遊創
坪田
2007 年 3 月号
ACCJ ジャーナル
戸田
			
2007 年 3 月号
「FOOD STYLE21」
山本
食品の機能と健康を考える科学情報誌
2007 年 3 月号
日経ヘルス
戸田
2007 年 3 月号
Steady
坂谷
2007 年 3/10 号
クロワッサン
戸田
2007 年 3/20 号
経済界
坪田
2007 年 4/3 号
経済界
坪田
2007 年 4/17 号
経済界
坪田
2007 年 5/8 号
経済界
坪田
2007 年 5/22 号
経済界
坪田
2007 年 5 月 25 日
教育医事新聞
坪田
2007 年 5 月 25 日
ACCJ ジャーナル
坪田
2007 年 5 月 25 日
教育医事新聞
坪田
2007 年 5 月 28 日
朝日新聞夕刊全国
戸田
2007 年 5 月号
経済界
坪田
2007 年 5 月号
フットサルナビ
山本
2007 年 5 月号
Bagel
戸田
2007 年 5 月号
ジャピック・ジャーナル
坪田
2007 年 6/5 号
経済界
坪田
2007 年 6 月 7 日
日本テレビ「おもいッきりテレビ」
荒井
2007 年 6 月 9 日
フジサンケイ ビジネスアイ
坪田
2007 年 6 月 15 日
テレビ朝日「スーパーＪチャンネル」 坪田
2007 年 6 月 18 日号 「日経ビジネス」心と体 - 診察室
戸田
			
2007 年 6/19 号
経済界
坪田
2007 年 6 月、7 月号 雑誌「おもいッきリテレビ」
坪田
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一男 「フェイキック IOL 手術」
一男 「健康ライブラリー」
郁子 「話題のレーシックって、実際どうなの？」
郁子 「ドライアイ」
一男 「ドライアイからアンチエイジングへ」
一男 「中高年からの目の健康」
郁子＆ケリー清原氏（NEW CITY MORTGAGE K.K.Chief Marketing Officer）対談
「レーシック体験後の生活について」
享宏 インタビュー「これからのアイケア～サプリメントの可能性～」
郁子 「目の疲れや悩みに」
慶子 「働きマンの体メンテナンス・目ヂカラの前に目の健康・眼科
郁子 インタビュー「40 歳から変わるカラダの常識～目もまた老いていく、わるくなる前にやるべきこと」
一男 「年齢のイメージを変えよう！」
一男 「キミは鳥を見たか？」
一男 「老けない食べ方を知っていますか？」
一男 「中嶋プロ直伝のコツ教えます」
一男 「眼科へ行ってアンチエイジングを始めよう」
一男 「選択肢増えた屈折矯正術・カスタムレーシック、フェイキック IOL」
一男 「レーシック対談」
一男 「選択肢増えた屈折矯正手術」
郁子 体とこころの通信簿「ドライアイ」
一男 連載・老けるな！中嶋常幸プロゴルファーの「一気にゴルフがうまくなる！？直伝のコツ教えます！」
享宏＆編集部員の実体験 「視力矯正手術レーシックでフットサルはうまくなるのか？」
郁子 「目の健康・ウソ！ホント！」
一男 「再生医療とアンチエイジング医学」
一男 「あなたの体もさびてる？」
宏幸 「ドライアイと眼精疲労」
一男 「老けるな！」広告記事
一男 「アンチエイジング治療法の最前線 最新の老眼治療」
郁子 「身近になった近視矯正手術老視用と近視用のメガネを携帯している A さんの質問
矯正手術のリスクはないのだろうか。」
一男 「水を飲む計画を立てていますか？」
一男 「目の老化を止める大作戦」

Our Achievements 2007-2008

2008 年 1/8 号
2008 年 1/22 号
2008 年 1 月号
2008 年 1 月号
2008 年 1 号
2008 年 1 月号
2008 年 2/5 号
2008 年 2/19 号
2008 年 2 月 25 日
2008 年 2 月号
2008 年 2 月号
2008 年 2 月号
2008 年 2 号
2008 年 3 月 1 日
2008 年 3/4 号
2008 年 3/18 号
2008 年 3 月号
2008 年 3 月号
2008 年 3 号
2008 年 4/1 号
2008 年 4/15 号
2008 年 4 月 25 日
2008 年 4 月 28 日
2008 年 4 月号
2008 年 4 月号
2008 年 4 号
2008 年 5/6 号
2008 年 5 月 19 日

一男
一男
一男
郁子
一男
一男
一男
一男
宏幸
一男
郁子
一男
一男
宏幸
一男
一男
郁子
一男
一男
一男
一男
一男
一男
光樹
郁子
一男
一男
一男

経済界
経済界
ひとみ講座
やましん くらしの知恵 342 号
TSUJI・HONGO'S SCOPE
Programme
経済界
経済界
テレビ東京「主治医の見つかる診療所」
家庭画報
りぶる
家庭画報
Programme
WEB TV ノバルティス健康チャンネル
経済界
経済界
プレジデントファミリー
整形爛漫
Programme
経済界
経済界
佛教文化講座
ＴＢＳラジオ
DAN JAPAN
ニッキンマネー
Programme
経済界
Hanako

坪田
坪田
坪田
戸田
坪田
坪田
坪田
坪田
荒井
坪田
戸田
坪田
坪田
荒井
坪田
坪田
戸田
坪田
坪田
坪田
坪田
坪田
坪田
福本
戸田
坪田
坪田
坪田

業績

宏幸 短期特集「超話題のレーシック手術に挑戦 スーパーカーのオーナー医師にインタビュー」
一男＆ケン・キャプラン氏対談（三田アート画廊代表）
「It is miraculous and has completely changed my life」
一男 「進化を続ける若返りのサイエンス アンチエイジングのいま」
一男 眼科医にすすめる 100 冊の本「99.9%は仮説 思い込みで判断しないための考え方」
一男 「仕事が出来る男の運動法！」
一男 「サングラスの似合うチョイ悪オヤジになろう！」
一男 「元気な高齢者には共通項がたくさんある」
一男 「目から始めるアンチエイジング」
一男 「すべての老化を認めない」
享宏＆編集部員の実体験「手術編」
宏幸 短期特集「超話題のレーシック手術に挑戦第２弾・検査編」
一男 「老けるな！」広告記事
一男 「老眼をあきらめるな！」
郁子 「南青山アイクリニック東京紹介」
郁子 経営者のための美と健康「レーシックで見える喜び」
宏幸 短期特集「超話題のレーシック手術に挑戦第 3 弾・手術編」
宏幸＆フェラキノス氏対談「I’ve had LASIK surgery myself and it completely changed my life.
That’s why I can recommend it wholeheartedly.」
一男 「マグロ好き必須の若返り法」
宏幸 「眼精疲労」
一男 「第 2 回チャリティーフォービジョン」
一男 「眠れない戦士は、老いて散る !?」
郁子 「南青山アイクリニック・レーシック体験者のコメント」
郁子 「ドライアイの対処法」
一男 「ゴルフ上達の秘訣 その２」
一男 「若さキープは、ハイリスクハイリターン !?」
一男 「脳は刺激で育つ！」
一男 「健康づくりＱ＆Ａ」
郁子 40 歳からの気になる病気「ドライアイ」
郁子 総力特集「毛穴撲滅大作戦」視力別毛穴の見え方
一男 「眼から始めるアンチエイジング医学」
一男 「涙で男の魅力度アップ !?」
一男 「体の悩み聞いて聞く」～シェーグレン症候群～
一男 「加齢臭は酸化の証」
一男 「失明原因の症状 野菜色素で予防」
一男 「ルテインの機能検証進む」～加齢黄斑変性抑制能を確認～
一男 「日本人の約半数はお酒に弱い !?」
宏幸 「南青山アイクリニック横浜にて中日ドラゴンズ小田選手レーシック体験掲載」
郁子＆ホフマン夫妻対談（東京スター銀行取締役）
「Life Couldn't Be Better... Clearer」
宏幸 目が復活する新療法「ドライアイはこう治せ」
一男 連載「ごきげんアンチエイジングライフのすすめ 1 〜 12」

Our Achievements 20 07-20 08

2007 年 6 月号
特選外車情報「エフロード」
荒井
2007 年 6 月号
ACCJ ジャーナル
坪田
			
2007 年 6 月号
世相
坪田
2007 年 6 月号
あたらしい眼科
坪田
2007 年 7/3 号
経済界
坪田
2007 年 7/17 号
経済界
坪田
2007 年 7/31 号
経済界
坪田
2007 年 7/Vol.19
まいんど
坪田
2007 年 7 月号
Medi Cafe
坪田
2007 年 7 月号
フットサルナビ
山本
2007 年 7 月号
特選外車情報「エフロード」
荒井
2007 年 7 月号
産業新潮
坪田
2007 年 8/21 号
経済界
坪田
2007 年 8 月号
GQ Japan・Medical Guide 2007
戸田
2007 年 8 月号
TSUJI・HONGO'S SCOPE
戸田
2007 年 8 月号
特選外車情報「エフロード」
荒井
2007 年 8 月号
ACCJ ジャーナル
荒井
			
2007 年 9/4 号
経済界
坪田
2007 年 9 月 9 日
TBS「からだのキモチ」
荒井
2007 年 9 月 14 日
HOTERES
坪田
2007 年 9/18 号
経済界
坪田
2007 年 9 月号
美的
戸田
2007 年秋号
穴吹工務店機関誌「さーぴすと」
戸田
2007 年 10/2 号
経済界
坪田
2007 年 10/16 号
経済界
坪田
2007 年 10/30 号
経済界
坪田
2007 年 10/Vol.10
健康づくり
坪田
2007 年 10 月号
IPPO
戸田
2007 年 10 月号
CREA
戸田
2007 年 11 月 3 日
更年期からのヘルスケア
坪田
2007 年 11/13 号
経済界
坪田
2007 年 11 月 21 日 産経新聞
坪田
2007 年 11/27 号
経済界
坪田
2007 年 11 月 30 日 日経新聞
坪田
2007 年 12 月 5 日
健康食品新聞
坪田
2007 年 12/18 号
経済界
坪田
2007 年 12 月 28 日 中日スポーツ、東京中日スポーツ
荒井
2007 年 12 月号
ACCJ ジャーナル
戸田
2007 年 12 月号
安心
荒井
2007 年 Vol.1
ナーシングビジネス
坪田
No.1 〜 No.12

「H20 年を若返り元年にする」
「どんなときにも “ ごきげん ” を選択しよう！①」
坪田先生監修
「あなたの目は健康ですか？」
リレー体験コラム「レーシック受けました！！」
「寿命が 800 歳まで延びる ?!」
「どんなときにも “ ごきげん ” を選択しよう！②」
「オヤジもプチ整形がご時世？」
「疲れ目・乾き目・かすみ目」
「目の老化を遅らせる生活術」
「エイジレス美人のコツ 目の疲れに気をつけて！自分でできるケアで予防」
「目の老化を遅らせる生活術」
「目からはじめるアンチエイジング」
「ドライアイについて」荒井宏幸動画出演中
「細胞が若返った！」
「ゴルフ上達と寝たきり予防の一石二鳥」
「目薬 防腐剤にご用心」
「眼精疲労とドライアイ」
「友達の存在は “ ストレス ” と “ ボケ ”」
「孤独のヒーローは、長生きできない !?」
「油を味方につけて若返ろう！」
「第 617 回 4/25“ 老けるな！” 講演」
生島ヒロシのおはよう定食「健康広場」
「ダイビングと眼病 Q&A」
健康元気のカルテ 31「レーシック（視力矯正手術）」
「情けは人の為ならず。アンチエイジングの為にこそあり？」
「いびきは病気と老化のサイン！」
「目 早分かり BOOK」
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Our Achievements 2007-2008

Our Achievements 20 07-20 08
業績

2008 年 5/20 号
2008 年 5 月 21 日
2008 年 5 月 22 日
2008 年 5 月 22 日
2008 年 5 月 25 日
2008 年 6/3 号
2008 年 6 月 13 日
2008 年 6/17 号
2008 年 6 月 Vol1.112
2008 年 7/1 号
2008 年 7 月 1 日
2008 年 7 月 4 日
2008 年 7/15 号
2008 年 7 月 18 日
2008 年 7 月 19 日
2008 年 7/29 号
2008 年 7 月号
2008 年 7 月号
2008 年 8 月 1 日
2008 年 8 月 15 日
2008 年 8 月 18 日
2008 年 8/19 号
2008 年 8 月号
2008 年 8 月号
2008 年 9/2 号
2008 年 9 月 8 日
2008 年 9 月 16 日
2008 年 9/16 号
2008 年 9 月 19 日
2008 年 9 月 25 日
2008 年 9 月 25 日
2008 年 9/30 号
2008 年 9 月号
2008 年 10 月 1 日
2008 年 10 月 10 日
2008 年 10/14 号
2008 年 10 月 22 日
2008 年 10/28 号
2008 年 11 月 1 日
2008 年 11/11 号
200811 月 19 日
2008 年 11 月 21 日
2008 年 11/25 号
2008年11～12月号
2008 年 11 月号
2008 年 11 月号
2008 年 11 月号
2008 年 12 月号
2008 年 12 月 1 日
2008 年 12 月 7 日
2008 年 12 月 14 日
2008 年 12/16 号
2008 年 12 月 21 日
2008 年 12 月 21 日
2008 年 12 月 28 日
2008 年 Vol.2
No.1 〜 No.12

経済界
坪田
日刊ゲンダイ
坪田
夕刊フジ
坪田
フジサンケイビジネスアイ
坪田
テレビ朝日「情報整理バラエティ ウソバスター」 荒井
経済界
坪田
聖教新聞
坪田
経済界
坪田
やまびこ
坪田
経済界
坪田
交詢雑誌
坪田
聖教新聞
坪田
経済界
坪田
聖教新聞
坪田
サンスポ
坪田
経済界
坪田
ChouChou
戸田
Healthy TALK
戸田
聖教新聞
坪田
聖教新聞
坪田
毎日新聞
坪田
経済界
坪田
ことぶき
戸田
YOMIURI PC
坪田
経済界
坪田
朝日新聞
坪田
テレビ朝日「情報整理バラエティ ウソバスター」 荒井
経済界
坪田
HOTERES
坪田
朝日新聞
坪田
Medical Tribune
坪田
経済界
坪田
すこぶる
荒井
文藝春秋「諸君！」
坪田
ＪＷＡＶＥ
坪田
経済界
坪田
読売新聞
坪田
経済界
坪田
子供の食育王国
坪田
経済界
坪田
ＮＨＫラジオ
坪田
R25
坪田
経済界
坪田
Lavie
坪田
文芸春秋「諸君！」
坪田
女性セブン
戸田
プレジデントファミリー
戸田
タウン情報誌「URBAN」
戸田
文藝春秋特集
坪田
InterFM「Cheer For Ladies」
戸田
InterFM「Cheer For Ladies」
戸田
経済界
坪田
テレビ朝日宇宙船地球号
坪田
InterFM「Cheer For Ladies」
戸田
InterFM「Cheer For Ladies」
戸田
ナーシングビジネス
坪田

2008 年 No.123 夏号 無限大
2008 年 Vol.12 No.3 OPHTHALIMIC
2008 年 Vol.18 No.10 クリーンテクノロジー
2008 年 vol.39 No.9 medico
2008 年 Vol.7 No.1 デルマ倶楽部
2008 年春号
IPPO
2008 年春号
元気エイジング
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一男
一男
一男
一男
宏幸
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
郁子
郁子
一男
一男
一男
一男
郁子
一男
一男
一男
宏幸
一男
一男
一男
一男
一男
宏幸
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
一男
郁子
郁子
郁子
一男
郁子
郁子
一男
一男
郁子
郁子
一男

「良いエンジンで走ろう！」
「ドライアイについて」
「白内障シグナル」
「独自法でドライアイ改善」
「常識だと思っていたあの目の話を検証 !」
「老眼鏡とサヨナラする法」
「目から始めるアンチエイジング」
「もっとフルーツを食べよう！」
ドライアイ研究会「涙」データ掲載
「紫外線を浴びてがん予防 !?」
「アンチエイジング - 老眼をあきらめるな -」
「目から始めるアンチエイジング①」
「社会貢献は、究極のアンチエイジングだ！」
「目から始めるアンチエイジング②」
「夏こそ目に愛を」
「メタボ検診は若返りのターニングポイントだ !」
「夏老け毒が一番最初にたまる目！ ドライアイ」
「近視、遠視、老視・・・正しい対処法を知って、快適な祝生活を！」
「目から始めるアンチエイジング③」
「目から始めるアンチエイジング④」
こころとからだの相談室「プール後の洗眼について」
「お酒を飲んで健康になる法①」
「ドライアイ」
「目薬やサプリメントで疲れ目を改善」
「お酒を飲んで健康になる法②」
「疑問解決モンジロー～涙はなぜ流れるの～」
「暗い所で本を読むと目が悪くなるってホント？」
「老けないためのストレス・マネジメント術」
「第 3 回チャリティーフォービジョン」
「夢中力 - 人生の節目にゆっくり一杯 -」
「ミュージカルに思いを託した眼科医」
「24 時間断食で、細胞内を大掃除しよう！」
特集「見え方の変化に気づきましょう。よく " 見え " ていますか？」
「サイエンティスト列伝！」
JAM The World「目のアンチエイジング」
「危険な香りのする男」になろう！
「メディカルオープンセミナー広告」
「カロリスで長寿遺伝子を鍛える！」
「コンタクトレンズの長時間使用は要注意！」
「血糖値を抑える騙しのテクニック！」
夕方ニュース「私も一言！」
「ランキンレビュー」
「運動なしで運動と同じ効果」も夢じゃない！？
「目のアンチエイジング」
「サイエンティスト異能列伝 視力回復で若返る」
「老眼知りたい７つの？」
「子供の歯、目、皮膚にいい習慣」
「現代人の病気 ドライアイを知ろう」
「老眼治療、ＬＡＳＩＫ，ドライアイ」
「第 1 回：12/7（日）レーシックについて」
「第 2 回：12/14（日）ドライアイについて 1」
「アンチエイジング・ビジネスが熱い！」
「アンチエイジング監修」
「第 3 回：12/21（日）ドライアイについて 2」
「第 4 回：12/28（日）コンタクトレンズの装用トラブルと対策について」
連載「ごきげんアンチエイジングライフのすすめ 13 〜 24」

坪田 一男 「いつでも健康でごきげんな明日のために」
坪田 一男 「ドライアイの最近の考え方」
坪田 一男 「理科系のための…著書紹介」
坪田 一男 「アンチエイジング医学をめぐって」座談会
坪田 一男 「デルマ倶楽部」
坂谷 慶子 「涙がたくさん出るのにドライアイ！？」
戸田 郁子 特集「見る ～ 40 歳からの目の健康～」

ドクターズミーティング議事録

Minutes of Doctors’ Meetings 2007-2008

■ 第49回 2007年2月6日

■ 49th Meeting (2/6/2007)

1. PRK 手術時のマイトマイシン使用について

1. Mitomycin C during PRK surgery

2. 坪田式円錐角膜治療の検討

2. Tsubota Method of Keratoconus treatment

3. Phakic IOL の長期成績について

3. Long follow-up results of phakic IOL

1. Phakic IOL の虹彩切開術について
2. リボフラビン紫外線治療について
3. レーシック後の飛蚊症について

■ 第51回 2007年8月21日
1. 老視 LASIK の結果について
2. Acri.Lisa Multicenter Study について
3. LASIK エンハンスメント時の CL 装用について

■ 第52回 2007年10月23日
1. 円錐角膜治療の CL オフ期間について
2. リサーチチームごとの進捗状況
3. 海外の学会報告

■ 第53回 2007年12月4日
1. インシデント及び症例報告
2. たばこと調節力の結果
3. ドライアイと遠方・近方実用視力について
4. 医療廃棄物の処理について

■ 第54回 2008年2月19日
2. 症例報告
3. LASIK エンハンスメント後の実用視力について

■ 第55回 2008年4月14日

1. Laser iridotomy before phakic IOL
2. Riboflavin/UVA treatment for keratoconus
3. Myodesopsia after LASIK

■ 51st Meeting (8/21/2007)
1. Results of presbyopic LASIK
2. Multicenter study of Acri.Lisa multifocal IOL
3. CL wearing at LASIK enhancement

■ 52nd Meeting (10/23/2007)
1. CL-off period for keratoconus treatment
2. Project schedules and research updates
3. Report of world conference

■ 53rd Meeting (12/4/2007)
1. Incident report and case presentation
2. Results of tobacco and accommodation
3. Distance or near functional visual acuity and dry eye
4. Disposal classification of medical waste

■ 54th Meeting (2/19/2008)
1. Schedule of periodic visit after surgery
2. Case presentation
3. Functional visual acuity after LASIK enhancement

■ 55th Meeting (4/14/2008)
1. Progress of rabbit study

1. ウサギ実験の進捗状況

2. Excimer Laser with 1 kHz eye tracker

2. エキシマレーザーの 1kHz アイトラッキングについて

3. Prescription after IOL surgery

3. IOL 手術後の投薬について

■ 第56回 2008年6月9日
1. Acri.Lisa Toric Multifocal IOL の結果
2. LASIK 手術中の使用薬剤について
3. オルソケラトロジーの適応について
4. LASIK 後のヒアレインの点眼回数について

■ 第57回 2008年9月1日
1. 両眼同時 Phakic IOL について
2. 角膜移植手術の導入
3. 白内障手術の適応の検討
4. 術前術後の投薬の見直し
5. 診療マニュアルの改訂について

■ 第58回 2008年11月10日
1. 涙点プラグスタディの結果
2. 坪田式円錐角膜治療の適応について
3. マルチフォーカル IOL の Staged implantation
4. 手術時の手洗いの検討
5. 手術前の精神安定剤の内服について

■ 第6回 南青山Winter Meeting 2008年2月11日
1. 招待講演『眼の屈折・調節系の加齢変化』
2. 招待講演『南青山アイクリニックが目指すべきブランド力』

ドクターズミーティング議事録

1. 定期検査のスケジュール検討

■ 50th Meeting (6/6/2007)

Minutes of Doctors’ Meetings 20 07-20 08

■ 第50回 2007年6月6日

■ 56th Meeting (6/9/2008)
1. Results of Acri.Lisa Toric multifocal IOL
2. Viscoelastics during LASIK surgery
3. Indication of orthokeratology
4. Frequency of hyaluronic acid eyedrops after LASIK

■ 57th Meeting (9/1/2008)
1. Bilateral phakic IOL surgery
2. Introduction of corneal transplantation
3. Indication of cataract surgery
4. Revision of prescription before and after surgery
5. Revision of clinical manual

■ 58th Meeting (11/10/2008)
1. Results of punctal plug study
2. Indication of keratoconus treatment developed by Tsubota
3. Staged implantation of multifocal IOL
4. Surgical scrub method before surgery
5. Antianxiety drugs before surgery

■ 6th Minamiaoyama Winter Meeting (2/11/2008)
1. Invited lecture on changes with aging of refraction
		

and accommodation

2. Invited lecture on branding power aimed
		

by Minamiaoyama Eye Clinic

3. 特別講演『老眼のサイエンス：アンチエイジング医学』

3. Special lecture on aging medicine

4. 各ドクター及びスタッフによる発表及び検討

4. Presentations and discussions by doctors and staff
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沿革

History of Us

□ 1997/06

南青山アイクリニック（現南青山アイクリニック

□ Jun. 1997

□ 1997/07

PRK 手術を開始

□ 1997/10

LASIK 手術を開始

□ 1999/04

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

□ 1999/08

南青山アイクリニックが医療法人となる

□ 1999/08

わたなべアイクリニック（元南青山アイクリニック
大阪）を開院

History of Us
沿革

□ 1999/10

南青山アイクリニック福岡を開院

□ 1999/12

Phakic IOL 手術を導入

□ 2000/07

南青山アイクリニック東京が外苑前に移転

□ 2000/07

南青山アイクリニック名古屋が開院

□ 2000/11

アイクリニック静岡が開院

□ 2000/12

ICRS 手術を開始

□ 2001/06

LASIK 手術累計 10,000 眼達成

□ 2001/10

LASEK 手術を開始

□ 2001/11

老眼レーザー手術を開始

□ 2002/02

PermaVision ICL 手術を開始

□ 2003/01

Accommodative IOL 手術を開始

□ 2003/02

LASIK 手術累計 20,000 眼達成

□ 2003/08

ドイツ製エキシマレーザーの LASIK 臨 床 試 験
（治験）を実施

□ 2003/10

Wavefront-guided LASIK を開始

□ 2003/11

南青山アイクリニック名古屋がいりなか眼科クリ
ニックと統合・移転

□ 2004/04

南青山アイクリニック大阪が南青山アイクリニック
グループより独立

□ 2004/10

アイクリニック静岡が同一法人の「菊川眼科」内
に移転

□ 2004/11

LASIK 手術累計 30,000 眼達成

□ 2004/12

Epi-LASIK 手術を開始

□ 2005/09

遠視・老視に対する Conductive Keratoplasty
（CK）手術を開始

□ 2006/02

Topography-guided LASIK を開始

□ 2006/04

手術累計 40,000 眼達成

□ 2006/09

マルチフォーカル IOL 手術を開始

□ 2006/10

LASIK 手術累計 40,000 眼達成

□ 2006/11

いりなか眼科が南青山アイクリニックグループより 独立

□ 2006/11

Phakic IOL 手術累計 500 眼達成

□ 2007/02

円錐角膜に対するリボフラビン紫外線治療を開始

□ 2007/03

坪田式円錐角膜治療を開始

□ 2007/05

老視矯正レーシックを開始

□ 2008/02

南青山アイクリニック福岡の診療体制の変更
（林眼科病院で診療開始）

□ 2008/06

手術累計 50,000 眼達成

□ 2008/08

南青山アイクリニック東京が保険診療を開始

□ 2008/09

角膜移植を開始
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Minamiaoyama Eye Clinic (presently
Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo) opened in

東京）が表参道に開院

Omotesando.

□ J u l . 1997
□ O c t . 1997
□ A p r. 1999

Introduction of PRK surgery.

□

Aug. 1999

Minamiaoyama Eye Clinic becomes a medical

□ Aug. 1999

Watanabe Eye Clinic (formerly Minamiaoyama

□ O c t . 1999
□ Dec. 1999
□ J u l . 2000

Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka opened.

□ J u l . 2000
□ Nov. 2000
□ Dec. 2000
□ Jun. 2001
□ O c t . 2001
□ Nov. 2001
□ Feb. 2002
□ Jan. 2003
□ Feb. 2003
□ Aug. 2003
□ O c t. 2003
□ Nov. 2003

Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya opened.

Introduction of LASIK surgery.
Minatomirai Eye Clinic (presently
Minamiaoyama Eye Clinic Yokohama) opened.
corporation.
Eye Clinic Osaka) opened.
Introduction of Phakic IOL surgery.
Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo moved to the
new premises at Gaienmae.
Eye Clinic Shizuoka opened.
Introduction of ICRS surgery.
The number of LASIK surgeries reaches a total of 10,000 eyes.
Introduction of LASEK surgery.
Introduction of presbyopia laser surgery.
Introduction of PermaVision ICL surgery.
Introduction of accommodative IOL surgery.
The number of LASIK surgeries reaches a total of 20,000 eyes.
Clinical study of LASIK with German excimer laser started.
Introduction of wavefront-guided LASIK surgery.
Minamiaoyama Eye Clinic Nagoya was merged
with Irinaka Eye Clinic.

□ A p r. 2004

Minamiaoyama Eye Clinic Osaka became

□

Eye Clinic Shizuoka was merged with Kikukawa

independent of Minamiaoyama Eye Clinic Group.
O c t. 2004

Eye Clinic.

□
□ Dec. 2004
□ Sep. 2005
Nov. 2004

LASIK surgery performed on a total of 30,000 eyes.
Introduction of Epi-LASIK surgery.
Introduction of Conductive Keratoplasty (CK) surgery
for hyperopia or presbyopia.

□ Feb. 2006
□ A p r. 2006
□ Sep. 2006
□ O c t. 2006

Introduction of topography-guided LASIK surgery.

□ Nov. 2006

Irinaka Eye Clinic became independent of

□ Nov. 2006

The number of Phakic IOL surgeries reaches

□ Feb. 2007

Introduction of Ribof lavin/UVA cross-linking

□ Mar. 2007

Introduction of keratoconus therapy developed by

□ M ay 2007
□ Feb. 2008
□ Jun. 2008
□ Aug. 2008

Introduction of Presbyopic LASIK.

The number of all surgeries reaches a total of 40,000 eyes.
Introduction of Multifocal IOL surgery.
The number of LASIK surgery reaches a total of
40,000 eyes.
Minamiaoyama Eye Clinic Group.
a total of 500 eyes.
treatment for keratoconus.
Dr. Tsubota.
Minamiaoyama Eye Clinic Fukuoka closed.
The number of surgery reaches a total of 50,000 eyes.
Minamiaoyama Eye Clinic Tokyo started health
insurance treatment.

□ Sep. 2008

Introduction of corneal transplantation surgery.
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沿革

R e p o r t

○

○

●

●

○

○

●

●

＊ 金曜日 11：00 〜 20：00

× 休診
Close

ADDRESS

↑横浜駅

みなとみらい線「みなとみらい」駅より徒歩１分
JR 根岸線 / 横浜市営地下鉄「桜木町」駅より徒歩 10 分
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[ 金・土 ]
午前 10：00 〜 13：00
午後 14：00 〜 18：00

「アット！」
3rd

クィーンズ
イースト

クィーンズ
タワー B
クィーンズ
タワー A

午前・午後
○ 外来
Exam

クィーンズモール
パンパシフィック
ホテル横浜

クィーンズ
パーク

↓車道駅

SUN

MON

TUE

WED

THU

×

○

×

○

○

● 手術
Surgery

横浜
みなとみらい
ホール

クイーンズ
タワー C

「アット！」
2nd

「アット！」
1st

H P http://yokohama.minamiaoyama.or.jp

診 察 案 内 （予約制）
[ 月・水・木 ]
午前 10：00 〜 12：00
午後 13：00 〜 18：00
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●

SAT

MINAMIAOYAMA EYE CLINIC YOKOHAMA

T E L 0120-17-4455

Top10 Achievements of Us 2007-2008

○

FRI

＊ 祝日の月曜日は休診とさせていただきます。 ＊ 火曜日は休診ですが電話受付は行っております。

医師による座談会

ご紹介いただいた施設

to

MON
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From January 1, 20 07

SUN

〒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 8 階
Queenʼs Tower C 8F
2-3-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-6208

Referral Clinics and Hospitals

A n n u a l

[ 月・水・木・土・日 ]
午前 10：00 〜 13：00
午後 14：00 〜 18：00
[金]
11：00 〜 20：00

最先端技術レポート

前

FRI

SAT

○

○

●

●

× 休診
Close

＊ 日曜日・火曜日・祝日は休診とさせていただきます。 ＊ 祝日の金曜日・土曜日は診療いたします。

■ 編集発行人 戸田 郁子 ／ Publisher Ikuko Toda ■ 編集長 渡辺 史郎 ／ Chief Editor Shiro Watanabe
■ 編集委員 酒井 誓子 ／ Editorial Board Chikako Sakai
■ コーディネイト 株式会社メディプロデュース ／ Coordinator Mediproduce Ltd.
■ 発行年月 2009 年 6 月・発行 南青山アイクリニック ／ Published by Minamiaoyama Eye Clinic in June 2009

→パシフィコ横浜

刊行に寄せて

苑

駅
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pm バックス
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ピーコック

みなとみらい駅

04

青山通り

ランドマークタワー←
桜木町駅

Jun Shimazaki

外

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

診 察 案 内 （予約制）

Greetings

Special Report 1

3 出口

表参道駅

〒

Ikuko Toda

Preface
Greetings

T E L 0120-00-5762

SHOPPING
AOYAMA ベルコモンズ

A3 出口

東京メトロ銀座線 / 半蔵門線 / 千代田線「表参道」駅
A3 出口より徒歩４分
東京メトロ銀座線「外苑前」駅 3 出口より徒歩 4 分

tabl e of con t en t s

神宮外苑

→

〒107-0061 東京都港区北青山 3-3-11 ルネ青山ビル 4 階
Renai Aoyama Building 4F
3-3-11 Kitaaoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0061

外苑西通り

ADDRESS

ht tp://w w w. minamiaoyama .or. jp
ht tp://yo ko hama . minamiaoyama .or. jp
ht tp://w w w. minamiaoyama .or. jp/en/
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「LASIK、白内障、そして角膜移植まで
前眼部最先端治療センターへの夢」
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