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視力治療の最前線
「視力はここまで治る！

治せる！」
近視のメガネのみならず、老眼鏡ともサヨナラ！　その最新治療とは？　

レーシック、白内障手術、老眼リング、そして角膜移植まで。
視力治療の最前線は、今ここまで進歩しています。

南青山アイクリニックで取り組んでいる視力治療の最先端をご紹介します。
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　日本の近視人口は5千万人とも6千万人とも言われてい
ます。まわりを見渡しても、たくさんの人がメガネをかけてい
るか、コンタクトレンズを使用していますし、40代より上の世
代では、文字を読むのに老眼鏡が必要になります。つま
り、熟年世代以上では、ほとんどの方がメガネやコンタクトレ
ンズを使用していると言えます。
　しかし、近年は事情が少し変わってきました。レーシック

（レーザーで近視や乱視、遠視を治す手術）が普及してき
たからです。周囲で「レーシックを受けました」という人に
出会うことも珍しくない時代となってきました。
　それでも、「私は老眼も治りました」という人は、まだ少な
いかもしれません。ここ数年で老眼に対する治療技術も
普及しはじめており、まさに『老眼鏡フリー』の時代が到来
しています。いずれ、「私は老眼鏡が不要です」という高
齢者に出会うこともめずらしくなくなるでしょう。
　その老眼ですが、原因は諸説あります。主として考えら
れている原因は、水晶体の硬化です。目の中にあるレンズ
の役割をする水晶体は、赤ちゃんの頃は弾力に富んだゲ
ル状態ですが、次第に適度な硬さとなり、周囲の筋肉の動
きにより厚みを変えて、網膜へ光を集めるピント調節をする
働きをします。

　ところが加齢とともに、この水晶体が硬くなっていきます。
ピント調節に時間がかかるようになったり、しばらく近くを見
ていると、遠くにピントが戻らなくなったり…。やがては新聞
の文字や手元がメガネなしでは見えなくなる…。これがい
わゆる老眼です。
　さらに、この水晶体に濁りが生じて、視力が低下するの
が白内障です。白内障手術は全世界でもっとも多く行な
われている手術と言われます。その基本は、濁った水晶体
を取り出して、代わりに人工の眼内レンズを挿入します。
　数年前より、この眼内レンズに「多焦点レンズ」、すなわ
ち、遠近両用タイプの眼内レンズが開発されて、治療に用
いられるようになってきました。中でも新たにドイツが生んだ
新世代の遠近両用眼内レンズ『レンティスＭプラス』は、こ
れまでの多焦点レンズの問題を一掃した、ハイクオリティな
レンズとして大きな注目を集めています。子供の頃からメガ
ネを使用してきたという患者様が、この手術後に「生まれて
初めてメガネから解放された」と、その喜びを語る姿は非
常に印象的です。
　本誌では、南青山アイクリニックで現在行なっている視
力治療の最前線をご紹介します。
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見え方の質の高い最新のレンズを導入

　白内障手術では健康保険が適応になる単焦点の眼内
レンズが一般的ですが、手術後は眼の焦点（ピント）を調
節する機能がなくなるため、ピントが合う範囲は限定されま
す。そのため、手術後は老眼鏡や遠用眼鏡が必要となり
ます。最近では、なるべくメガネを使用しない生活を実現
するために、遠くと近くにピントが合うように開発された『多
焦点眼内レンズ』（遠近両用タイプの眼内レンズ）が登場し
ました。
　白内障手術時に多焦点眼内レンズを挿入することによ
り、遠くと近くがメガネをほとんど使用することなく見ること
が可能です。南青山アイクリニックでは、これまで、近くの
見え方の質が非常に高い『アクリリサ』というドイツ製の多
焦点眼内レンズを主に使用してきました。近くの視力を大
切にしたい人にとってはメリットの多いレンズです。その他
にも、患者様の目の状態や見え方のご希望に合わせて、
数種類の多焦点眼内レンズを選択して用いてきました。

　2011年より、『レンティスＭプラス』という名の新しいタイ
プの多焦点レンズを導入しました。このレンズもドイツ製で
すが、これまでの同心円状に光を遠近に分ける設計では
なく、上下に遠近の度が分かれています。これにより、光の
ロスやにじみが大幅に減少し、非常にナチュラルな画像が
得られるレンズとして高い評価を得ています。　
　このレンズのクオリティの高さは、完全オーダーメイドで取
り寄せるという点にあります。患者様の目のデータに合わ
せるだけでなく、術者の切開部位も計算に入れた精密な
設計で造られます。ヨーロッパではＣＥマーク（EU加盟国
の基準を満たした製品に付けられる証）を取得し、2011年

01
老眼も治る!!　
新世代の眼内レンズ
先進医療にも対応

ハイクオリティの遠近両用眼内レンズ
先進医療が適用のレンズ
豊富な種類から最適な治療を

写真1 レンティスＭプラスＸ

　趣味のゴルフで少し見づらさを感
じるようになり、坪田先生にご相談
いたしました。近視と乱視がありま
したので、レーシックをしていただこ
うと思っていたのですが、片方の目
の白内障が少し進んできていて白内
障手術の適応とのこと。芝目をきち
んと読みたいと思いましたのと、深
夜に地震が起きたとき、裸眼で行動
できたら安心と思い、手術を決心い
たしました。
　新しい遠近両用眼内レンズの『レ
ンティスＭプラス』なら乱視も老眼
も治ると聞いて、ぜひその手術をと
お願いしました。手術は10分くらい

で、痛みはまったく感じませんでし
た。翌日、クリニックを受診して眼
帯を外した瞬間に景色がすっきりと
クリアに見えて大興奮。視力検査で1.5
といわれてびっくり！　裸眼で視力
検査の文字がはっきり見えたのは子
どもの時以来です。しかも、老眼が
なくなっていて、本や雑誌の文字も
読めます。あまりの感動に、10日後
の診察の際、「もう片方の目も手術し
てください！」と先生にお願いした
くらいです。
　１か月後にもう片方の手術を受け
ました。近くも遠くもよく見えて快
適です。ゴルフのボール、芝目もよ

田野井 蘭子さん
1944年生まれ。会社役員。2011年6月と8月に
白内障手術を受けられました。
6か月検診時の視力検査で、両眼での視力が遠
く1.5，近く1.0。

白内障と近視・乱視・老眼もスッキリ ！ 夢のメガネなし生活に

く見えます。レストランでお食事を
いただくときのお料理も、孫の顔も
よく見えます。今までの不便さが噓
のようです。もう手術をしたことを
すっかり忘れております（笑）。
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視力治療の最前線

写真2 レストア 写真３ テクニスマルチフォーカル 写真4 iSii

は年間2万件の手術が行われたと推計されています。
このレンズが2014年2月より『レンティスＭプラスＸ』（写真
１）にグレードアップし、従来のレンズより、さらに中間と手元
の見え方が良くなりました。　

先進医療の白内障手術が可能に

　2012年8月1日より南青山アイクリニックでの多焦点眼内レ
ンズを使用した白内障手術が『先進医療』として認定されま
した。先進医療とは、新しい医療技術の出現・ニーズの多
様化等に対応するために、健康保険の診療で認められて
いる一般の医療の水準を超えた最新の先進技術として、厚
生労働大臣から承認された医療行為のことをいいます。

　先進医療適用の多焦点眼内レ
ンズとしては、2008年1月より米国
のアルコン社より『レストア』（写真
２）が発売され、2008年9月にアメリ
カAMO社より『テクニスマルチ
フォーカル』（写真３）が発売されま
した。これらの眼内レンズは共に
回折型という構造をしており、回折
現象で遠くと近くを見るタイプのレ
ンズです。全世界で広く使用され
ています。また、手術成績は多く

の学会で発表されており、南青山アイクリニックにおいても
良好な成績を得ています。
　2011年には日本初の多焦点眼内レンズとしてHOYA社よ
り『iSii』（写真４）が厚生労働省の認可を得て、南青山アイク
リニックでも導入いたしました。このレンズは3つのゾーンで
中央が遠方、その周りが近方という屈折型レンズで遠くと中
間の見え方が得意なレンズとなっています。
　これからのハイクオリティな多焦点眼内レンズが次 と々登
場し、白内障と同時に近視や乱視、遠視、そして老眼を同
時に治せる時代となりました。さらに先進医療でも治療でき
るようになり、患者様のライフスタイルや費用面など、様々な
ご要望に合わせて治療を選択し、最先端の白内障手術を
ご提供しています。

南青山アイクリニック
における多焦点眼内
レンズの手術成績
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　南青山アイクリニックが眼科専門医によるレーシックの取
り組みをはじめて18年、レーシックも少しずつ進化してきま
した。
　大きな進歩は、フェムトセカンドレーザーによるイントラレー
シックの導入です。以前はマイクロケラトームという器具を
用いてマニュアルでレーシックのフラップを作成する方法し
かありませんでしたが、現在はコンピュータ制御のもと、フェ
ムトセカンドレーザーを用いてフラップを作成する『イントラ
レーシック』が主流になってきており、より安全に正確にフ
ラップを作成することができるようになりました。　そして、

『カスタムレーシック』の導入も大きな進歩といえるでしょう。
カスタムレーシックとは、角膜や水晶体、眼球そのものが原
因で生じる微細なゆがみも近視や遠視、乱視などの屈折
の矯正と同時にレーザーで調整して、よりクリアな視覚を実
現する技術で、個人個人に合わせたオーダーメイド治療と

　モノビジョンレーシックは、左右の目に少しの差をつける
方法です。片方の目を正視の状態にしたら、もう一方の目
は弱い近視の状態にして、近くが見えるようにします。する
と脳がその状態に慣れてくると、左右の視覚を合体させ
て、両目で遠くも近くも見えるように感じられてくるというもの
です。感じ方には個人差がありますので、コンタクトレンズ
でシミュレーションしていただくなどして、見え方を体感して
いただき、手術を行います。老眼を完全にカバーできるわ
けではありませんが、しばらくの間、老眼鏡を使う時期を遅
らせることができます。人によっては、これでかなり日常生
活は不自由なく過ごせるという方もいらっしゃいます。
　レーシックは、アメリカでは年間100万件以上、日本でも
40万件ほど行なわれる治療となってきました。手術自体は
短時間で終わりますが、術前の適応検査や、ライフスタイ
ルを考慮した治療の選択、そして術後のフォローアップな
ど、手術以外に大事なことがたくさんあるのは、今も昔も変
わりません。
　南青山アイクリニックでは、患者様のご希望やライフスタ
イルを伺い、おひとりおひとり、丁寧に検査をして手術デー
タを作成し、すべての方にご満足いただけるよう治療に取
り組んでおります。

02 レーシックの進歩と
広がり

イントラレーシック、カスタムレーシック
そして老眼を配慮した
モノビジョンレーシックまで

最高品質のアイレー
シック®を実 現する
iFSフェムトセカンド
レーザー（AMO社製）

カスタムレーシックのイメージ
角膜や眼球は完全な丸や曲面ではありません。詳しく
調べると、微細なずれやゆがみがあります。それを測定
する技術の発達と、それを矯正するレーザーの進歩で、
LASIKはより精度が高まりました。より質の高い見え方
の実現が可能となりました。

いえます。これにより、不正乱視などの治療
も可能となりました。
　また、40歳以降の方がレーシックを受けら
れる時に、どうしても問題となるのが老眼で
す。遠くも見たいけれど、近くも見たい。こう
いった要望に対しては、『モノビジョンレー
シック』という方法もあります。
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　近視や遠視、乱視が強くてレーシックでは矯正できない
目や、角膜が薄くてレーシックができない目に対しては、レン
ズを目の中に装着してしまう治療があります。それが『フェ
イキックＩＯＬ』（図1、図2）です。いずれも、白内障手術で
用いる眼内レンズと同様の素材で、形も似ています。ただ
し、水晶体は摘出せず、その前部に装着します。そのため、
『有水晶体眼内レンズ』とも呼ばれます。
　南青山アイクリニックでは、現在4種類のレンズを用いて
いますが、それぞれ、目の状態に合わせて適応するレンズ
を選びます。1999年よりこの治療を始めており、症例数は
1500例以上にのぼります。術後すぐに視力が出て、入院
の必要はありません。
　また、2013年8月からは最新型の穴あき後房型フェイ
キックIOL『ホールICL』（図3）を導入しました。ホールICL
は2014年4月に厚生労働省より認可され、光学部の中央
に0.36mmの小さな穴を開けたレンズで、 眼の中の水の
流れ（房水動態）を妨げない為、従来のフェイキックIOLで
は必要な虹彩切開が不要となり、患者様の負担が大幅に
軽減しました。
　これらのレンズは安全に取り出すことも可能です。見え

方の質も高いため、レーシックがぎりぎり適応になるような矯
正量の多い方に、この有水晶体眼内レンズの選択肢をす
すめることもあります。長年、視力で悩んでこられた患者
様の術後の喜びは大きいものです。
　また、2011年3月の震災以降、もしもの時の安全のため
にこの治療を受けたいと来院される方も増えました。強度
近視治療の重要性を実感させられる瞬間です。

　2011年3月11日の東日本大震災の日、
南青山アイクリニックは手術日でした。
　佐藤桂子様は、地震のとき、まさに
フェイキックＩＯＬの手術中でした。
 「ちょうど片方の目にレンズを入れ
た時でした。何も見えなかった目で
すが、レンズを入れた瞬間から見え
るようになり、ライトが揺れている
のが見えました。看護師さんが『大
丈夫ですよ！』と私の体を押さえて
くれて、坪田先生も『大丈夫！　しっ
かりライトを見て』と声をかけてく
ださって、すぐに手術は終了。『これ
で大丈夫、安全に避難できますよ』

と先生に言われてほっとしました。
　しばらく休んだ後、帰宅しようと
外に出ると街には人があふれていて
騒然としていました。騒音で音は聞
き取れません。でも遠くの張り紙の
文字がくっきり見えました。災害時
に目が見えるってなんて心強いんだ
ろうとその時実感しました」。

　佐藤様の前に手術を受けられ、休
憩室のリクライニングチェアでお休
みされていた飯塚優美子様。
 「あの日は地震の混乱で帰宅できなく
て、クリニックに泊めていただきまし

佐藤佳子さん。手術が終わって坪田教授と。

災害時に目が見えることの心強さを実感しました！

視力治療の最前線

03 高度近視の治療
『フェイキックＩＯＬ』

目の中に半永久的に
レンズを埋め込んでしまう
画期的な裸眼視力回復の治療法 図1 前房型フェイキック

IOL（Artiflexレンズ）

図2 前房型フェイキック
IOL（Artisanレンズ）

図3 後房型フェイキックIOL（ホールICL）

た。翌々日から仕事に行きましたが、
まったく目が疲れません。見え方も驚
くほどクリアで、色が違います。ア
ナログテレビからハイビジョンになっ
たくらい！　肩こり頭痛もなくなり、
鎮痛剤も必要なくなりました！」。
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　最近、近くが見づらくなってきた。でもこれまでずっと目
が良くてメガネをかけたことがないためメガネに不慣れ、と

　「眼瞼下垂」とは、まぶたを瞳孔の上まで引き上げられ
ない状態をいいます。先天的なものもありますが、近年急
増しているのが、加齢による眼瞼下垂です。なんだか最近
目が開きにくい、すぐに目を閉じたくなってしまう、頭が痛くな
る、おでこにしわがよる、などは眼瞼下垂のよくある症状で
す。皮膚のたるみとともに、まぶたを引き上げる腱膜がゆる
んでしまうことが主な原因となります。このたるみを手術で
とると、目がぱちっと開けやすくなり、見え方もおでこのしわ
も改善します。
　ただし、急激に瞼が下がってきた場合は筋無力症や脳
梗塞などの重篤な疾患によることもありますので、正しい診
断が重要です。

　白目の表面には「結膜」とよばれる透明なうすい膜があり
ます。この膜が加齢などでたるんでくることがあります。す
ると、しわができたり、下まぶたのところにたまってしまい、ゴ
ロゴロとうっとおしく感じたり、涙があふれてくしゃくしゃした
り、目の表面に涙がいき渡らずにドライアイになるなど、目の

いう方には、外科的に近くを
見やすくする治療法があり
ます 。ひとつは、「アキュ
フォーカス」という小さな穴
があいた黒いドーナツ状の
シートを角膜に挿入する方

04

05 06

近くを見やすくする
老眼治療

加齢により下垂した
瞼を改善させる

白目の表面の膜がたるむ
結膜弛緩症

老眼鏡を使用したくない方に

欧米ではすでに一般的な治療で 目の不調がすっきりと改善する

「アキュフォーカス」を挿入した目

結膜弛緩　治療前

結膜弛緩　治療後

CK治療のイメージ

法です。これにより目に入る光が細くなることで、遠くも近く
もピントが合いやすくなります。
　もうひとつの方法は、「ＣＫ」と呼ばれる高周波を用いた
治療です。角膜の周辺部分に高周波をあてて、角膜の
カーブを強めて、近くにピントを合わせやすくします。どちら
の治療も片眼に施術して、補助的に近見視力を向上させ
るものです。メガネをなるべく使用したくないという方の選
択肢の一つです。

不調につながります。
結膜下出血がおきる
こともあります。
　たるんだ結膜を切り
取る、または縫着する
ことで改善します。点
眼麻酔で15分ほどの
外来手術で行えます。

Before After

治療前 治療後
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視力治療の最前線

　ナイトレンズとは、専用のコンタクトレンズを就寝中に装用
することで、角膜の形状を矯正させ、日中は裸眼で生活でき
る、手術のいらない視力矯正法です。すでに米国で30年
以上の研究と、世界各国での治療実績があり、世界で累
計120万人以上が治療を受けた実績があります。
　南青山アイクリニックでも2008年より治療を開始し、累計

　ナイトレンズ治療開始直後には短時間しか矯正効果が
持続しませんが、毎日装用を続けることで、1～2週間後には
終日良好な視力が得られます。
　南青山アイクリニックでナイトレンズをお試しいただいた軽
度近視の方は85％以上の方が1週間で1.0以上の視力を
得ることができ、96％以上の方が0.7以上の視力を得ること
が出来ています。中等度以上の近視がある方は、1ヶ月ほ
どの装用で1.0以上視力を得る確率が高まります。
　また、使用し続けることにより、視力を保持できる時間も延
び、2～3ヶ月後には週に4～5日レンズを使用するだけで、終
日視力を維持できます。
　もし見え方に不具合があったとしても、レンズの使用を中
止すれば角膜形状は元に戻りますので、眼の状態をレンズ
使用前の状態に戻すことができます。さらに、近年では小
児における近視の進行を抑制する効果について、多数報
告があります。現在日本眼科学会のガイドラインでは対象
年齢を20歳以上となっておりますが、小児を対象とした臨
床研究も行われており、今後は小児におけるナイトレンズに
関しても、ガイドラインが見直されて対象年齢が下がってく
ることが予想されます。
　近年の小児の生活スタイルも多様化しているため、ナイト
レンズもメガネ、コンタクトレンズに続く小児の屈折矯正の選
択肢として今後を非常に期待されています。

07 『ナイトレンズ』
手術しない近視治療

夜間就寝中にコンタクトレンズを装用し
角膜のカーブにくせをつける矯正方法
軽度～中等度の近視や乱視に適応

角膜矯正用レンズの一例。
（東レの技術で開発された「ブレスオーコレクト」）

やわらか素材

ナイトレンズ_原理

1,000枚以上のレンズを処方させて頂きました。
　朝起きてレンズを外した後も角膜がその形状をしばらく
保持しているため、昼間コンタクトレンズやメガネを装用せ
ずに裸眼で生活することが可能です。
　南青山アイクリニックで使用するレンズは東レ株式会社の
しなやかで割れにくい「やわらか素材」※1を使用し、高い
酸素透過性と割れにくさを両立した素材を用いて、株式会
社ユニヴァーサルビューが日本人の目に合うように設計した
ブレスオーコレクト®を用いています。

（ブレスオーコレクトは厚生労働省の認可を受けています）
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　『PTK』とは「Phototherapeutic Keratectomy：治療
的表層角膜切除術」のことで、LASIKにも使用されてい
るエキシマレーザーを照射することにより角膜表面の濁り
を除去し透明にするレーザー治療です。エキシマレー
ザーは熱変性がほぼ生じない安全なレーザーで厚生労
働省に認可されています。南青山アイクリニックでは700
例以上のPTK治療を施行しておりますが、平成26年4月よ
り保険適用（帯状角膜変性、角膜ジストロフィ）となり、患者
様の負担が大きく軽減しました（3割負担で約3万円）。

08 PTK：
治療的表層角膜切除術

角膜の濁りを除去する
レーザー治療が保険適用に

主な適応疾患

帯状角膜変性

　帯状角膜変性症は角膜表層にリン酸カルシウムが沈着
する病気で、視力低下、眩明、疼痛を生じます。慢性のぶど
う膜炎がある方や、血中のカルシウム濃度が高い方(腎不全
や副甲状腺機能亢進)に起こりやすいと言われています。 

顆粒状角膜ジストロフィ

　白い不透明な無機物が角膜に沈着して角膜の中間にあ
る実質層が混濁する遺伝性の疾患です。加齢とともに混
濁が増えていく傾向にあり、視力低下や眩明を認めます。

術後の経過について

　2、3日はしみるような痛みがあり、角膜上皮が再生す
るまで視力の安定に時間がかかります。治療後、角膜
の屈折力が変化し遠視化するため、矯正視力は向上し
ますが正視、遠視の場合裸眼視力が低下する可能性が
ありその際は眼鏡の矯正が必要となるケースがあります。
ただし白内障を合併している場合、PTK 治療の後に白
内障手術により眼内レンズの度数を選択できるので裸眼
視力の向上も期待できます。 

エキシマレーザーよもやま話

　アルゴン（Ar）とフッ素（F）の混合ガスに対して高電
圧をかける（『励起する』といいます）ことで二量体のフッ
化アルゴン（ArF）が形成されますが、 これは不安定な状
態なので、すぐに離れようとします。その際に 193nm の強
力な紫外線を放出します。これがいわゆるエキシマレーザー
と呼ばれるものです。熱変性をほぼ生じないため、角膜に
照射しても炎症が出にくく安全性の高いレーザーです。当
院では、厚生労働省に認可されているスリットスキャン方式
の NIDEK のエキシマレーザーを使用しています。

治療前

治療前

治療後

治療後
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視力治療の最前線

　円錐角膜は、角膜が前方に突出するように変形し、角
膜の厚みが薄くなってしまう疾患です。
　軽度のうちは、ハードコンタクトレンズで視力の矯正がで
きますが、進行して突出が強くなると、ハードコンタクトレン
ズが使えなくなってきます。
　最終的には角膜移植で視力を回復することになります
が、角膜移植の前段階として以下の様な治療を行ってい
ます。

09 円錐角膜の新しい治療

突出した角膜を平坦化させたり、
角膜を固めて安定させるなどの新治療で
角膜移植の前の選択肢が増えました

軽度円錐角膜のトポグラフィ

円錐角膜

円錐角膜（OCT Image）

重度円錐角膜のトポグラフィ

ケラフレックス施術翌日。ドーナッツ状の
混濁は経過とともに薄くなっていきます。

●円錐角膜用コンタクトレンズ
　円錐角膜は進行すると不正乱視の増加のためにソフト
コンタクトレンズ、通常のハードコンタクトレンズでは視力矯
正できなくなります。また、通常のレンズでは異物感が強く
長時間の使用が困難な場合があります。南青山アイクリ
ニックでは、そのような場合に円錐角膜専用コンタクトレンズ

（日本コンタクト製:ROSE-K2）の処方や、ソフトコンタクトレ
ンズの上からハードコンタクトレンズを装用するPiggy back
という方法も提案しています。 

●角膜クロスリンキング（リボフラビンUVA治療）
　角膜にリボフラビン（ビタミンB2）を点眼しながら、365nm
の波長の紫外線を角膜に照射します。そうすると角膜実
質のコラーゲン繊維の強度が強くなり、円錐角膜の進行を
抑えることが可能です。

●ケラフレックス
　角膜の実質部分をドーナッツ上に熱凝固し、コラーゲン
を収縮させて、角膜中央部分を平坦化させる治療法で

●角膜内リング（インタクス・フェラーラリング）
　角膜内リングは、角膜に半円弧状のリングを挿入すること
によって、角膜の前面のカーブを変え、コンタクトレンズを装用
しやすくします。二
次的な効果として、
視力改善や、円錐
角膜の進行を遅ら
せる可能性も期待
できます。

す。術後は角膜クロスリ
ンキングと併用し、角膜
を硬化させ角膜形状の
保持をします。
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角膜移植後

　角膜移植は、透明な角膜に、通常の治療では取り除け
ない濁りやゆがみができてしまった場合に、ドナー角膜を
移植して視力を回復させる治療です。移植医療として歴
史も長く、たくさんの治療が行なわれています。
　角膜には血管がないことから、他の臓器移植と比べて、
拒絶反応が少なく、疾患の種類にもよりますが、予後が大
変良い治療です。近年、手術の技術がさらに進歩をして、
より質の高い移植治療が可能となってきました。
　角膜の上皮部分については、いち早く再生医療が導入
されています。化学外傷などで角膜上皮の幹細胞まで障
害を受けた方でも、治療の道が開けています。
　また、移植の技術として、近年、角膜すべてを取り替える
全層移植から、「パーツ移植」へと、進歩してきました。

パーツ移植とは、障害
された部分のみを最
小限に切除して移植
する方法です。たとえ
ば、角膜内の水分が
排出できずに浮腫むこ
とで角膜の透明性が

 『ケラクリア（KeraKlear™）』は、米国
で開発されたアクリル素材の人工角膜
です。この手術は、患者様自身の角膜
の切除部分は全体の5％程度で、さらに
深層部の角膜を残すため、過去に人工
角膜で報告されている眼内炎などを回
避することが可能です。
　手術方法は、フェムトセカンドレーザー
を用いて、ポケットを作製します。中央部
分の角膜は切除して、ケラクリアをポケッ
トの中に挿入し（図1）、周辺部の孔に縫
合糸を通して角膜に固定します。
ヨーロッパでは2009年にCEマークを取

得し、すでに臨床に応用されています。
全層角膜移植ができない症例や、過去
に拒絶反応を示した目などに対して良好
な結果が得られています。手術時間も
短縮され、視力の回復が早いとも報告さ
れています。
　新しい治療のため、長期の経過観察
はこれからですが、ドナー角膜が不要で

人工角膜『ケラクリア』による新しい角膜移植について

10 角膜移植の最新技術

全層移植から、パーツ移植へ
患者様によりやさしい移植へと進歩
さらに人口角膜移植もスタート　

角膜のパーツ移植の種類

人工角膜『ケラクリア』　全径7ミリ、中心部の直
径が4ミリで、周辺部には縫合用の孔があります。手術のイメージ（図1）

全層角膜移植 表層角膜移植 深層層状角膜移植 角膜内皮移植

低下してしまう水疱性角膜症などは、角膜の内皮という部
分が障害される病気です。これに対しては、障害された内
皮のみを移植する角膜内皮移植が盛んに行なわれるよう
になってきました。
　その逆に、角膜の上層部に障害がある場合は、内皮を
残して上層部のみを移植します。これにより、手術中の合
併症や拒絶反応はさらに少なくなり、患者様にとっても負
担の少ない治療となっています。
　また、フェムトセカンドレーザーの登場により、レーザーを
用いて角膜を精密に切断できるようになり、さらに2012年よ
り、人工角膜も導入されて、角膜移植の技術は格段と進歩
しました。
　南青山アイクリニックでは、最新の角膜移植手術を日帰
りで行なっています。

あること、拒絶反応の可能性が低いこと
などから、大きな期待とともに注目されて
いる治療です。
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視力治療の最前線

OCT画像　正常な網膜の断面（左）と、加齢黄斑変性の一例（右）

前眼部OCTで測定した円錐角膜の一例

角膜移植後の角膜形状Map

緑内障診断で重要とな
る隅角の拡大画像

高速スキャンで眼を三次
元撮影、網膜疾患や緑
内障の早期発見を可能
にする前 眼 部 O C T 　
SS-1000 CASIA

OCTでの網膜の厚みのカラーマップ。下の青い部分が
緑内障の影響で薄くなっている。

　南青山アイクリニックでは前眼部OCT、網膜OCTという
光干渉法によって目の断層面を測定できる検査機器を導
入しており、角膜や網膜視神経疾患の応用診断が可能で
す。これにより診断の難しい症例に対し、より適切な治療
方針を立てることができるようになりました。
　前眼部OCTでは円錐角膜の部分的な厚さや混濁、緑
内障における隅角や虹彩の状態を画像解析し数値化でき
ます。特に角膜移植の際、レーザーの照射量を決める上
で無くてはならない検査です。

11
最先端の画像診断で
病気の発症を早期発見
早期治療で視力低下を防ぐ

緑内障や網膜の病気を早期発見し
それぞれの目の状態に合わせた
適確な治療で病気の進行を防ぐ

●網膜硝子体外来
　加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、眼底出血など加齢とと
もに発症する網膜の疾患は数多くあります。飛蚊症を自覚
して発症する網膜裂孔やそれに伴う網膜剥離など、若くて
も生じる網膜の疾患もあります。いずれも早期発見、早期
治療が視力を守る何よりの対処法です。
　南青山アイクリニックでは網膜硝子体を専門とする医師
が網膜OCTによる画像解析や眼底写真を用い、病状を
適確に把握し、治療に取り組んでいます。網膜裂孔や眼
底出血、加齢黄斑変性に対するレーザー治療、薬剤治療
に関しては、南青山アイクリニックで処置をおこなう事が可
能です。初期の加齢黄斑変性にたいしては、サプリメント
のご案内もしております。

●網膜硝子体外来
　近年増加傾向にある緑内障は、眼底の視神経細胞が
ダメージを受け、その部位の視野が周辺から欠けていく疾
患です。高眼圧が原因のひとつですが、眼圧が正常範
囲内でも視神経障害を起こす正常眼圧緑内障が全体の
7割を占めることがわかっており、早期発見のためには眼
科を受診し診察を受けることが重要です。
　南青山アイクリニックでは眼底検査や視野検査に加え
て、網膜OCTによる画像解析をもとに慶應義塾大学病院
の緑内障専門医が病状を詳しく観察し、早期の適切な治
療に取り組んでいます。外科的治療が必要な場合は慶
應義塾大学病院と連携した治療をおこないます。
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JINSモイスチャー

涙点をふさぐプラグの一例 上の涙点にプラグを挿入した例

●点眼治療
　人工涙液やヒアルロン酸点眼に加え、ムチン産生促進
剤として『ジクアス®』点眼や『ムコスタ®』点眼が登場し
て、実際に涙の分泌を促したり、ムチン産生を増やして涙
の安定性を高める治療が可能となりました。

●自己血清点眼治療
　涙は目の表面の細胞に栄養を与えるため、さまざまな成
分が含まれています。その成分は血液に近いことから、
シェーグレン症候群などで涙液分泌が極端に少なく目の
表面の傷が多い方には、ご自身の血液から作成する自己
血清による点眼治療も行なっています。

・目が疲れる ・目がショボショボする

・目がくしゃくしゃする ・目がゴロゴロする

・目が熱く感じる ・目が重く感じる

・目がしみる感じがする ・時々かすんで見える

・なんとなく見づらい ・朝目が開かない

・充血しやすい ・白っぽい目やにが出る

・まだ若いのに老眼になった気がする

・目薬をさした瞬間はよく見えるが、持続しない

12 そのかすみ目、
ドライアイかも？

涙の不足で、目の疲れに加えて
かすみ目などの視力低下も
ドライアイのケアで快適な視界に

　ドライアイは、目が乾く病気ですが、完全に乾いてしまうよ
うな重症例は一部です。多くは涙の分泌量の低下や、涙
の質が低下することで涙が不安定になり、目の表面が肌
荒れのような状態になります。不快感や疲れを生じるもの
や、あるいは目のレンズとしての精度が低下して、画像が
ぼやける、その結果、目がかすむ、見づらいという症状が出
ます。
　下の表にあげたものは、ドライアイのよくある症状です。
これらの原因がドライアイとはなかなか気づきにくいもので
す。目の疲れや不快感、視力の低下を感じられている方
は、一度、ドライアイの検査を受けてみることをおすすめし
ます。ドライアイのケアで上記の症状が改善する場合もあ
ります。
　さて、ドライアイの治療ですが、一段と治療の種類も増え
て進歩してきました。近年、涙の成分である、ムチンと脂質
の重要性が注目されています。ムチンは、涙に粘度をもた
せ、目の表面に涙を保持する接着剤のような役目をしてい
ます。脂質は、涙の蒸発を防ぎ、より美しい曲面を仕上げ
る役目をしています。これらの働きに着目した成分治療が
可能となってきました。
　スタンダードとなりつつある人工涙液やヒアルロン酸点眼、
涙点プラグから、新しい成分点眼薬、そして脂質治療の

『LipiFlow™』など、期待の新治療もスタートしています。

　ドライアイ治療の種類

　涙の蒸発を防ぎ、目の周りの湿度を保つために、坪田一
男教授考案のウォーターポケットがついた保護メガネの使
用を推奨しています。

●乾燥から目を守る

　目頭の上下にある涙点は、涙の排出口にあたります。こ
の涙点を極小のプラグでふさいで、涙を目の表面に溜める
治療があります。自身の涙を有効利用でき、即効性のある
治療といえます。保険が適用されます。

●涙点プラグ　



15南青山アイクリニック　お問い合わせ　Tel.03-5772-1451

涙をパワーアップさせる栄養素を
組み合わせたドライアイのための
サプリメント『バイオティアーズ』

●サプリメント＆アンチエイジング

視力治療の最前線

●涙の脂質を改善する
　目の表面の涙液最表層には脂質の層があります。瞼の
ふちにある「マイボーム腺」という腺から脂質が分泌され
て、まばたきの度に目の表面に塗られています。このマイ
ボーム腺の治療が近年注目されており、治療法も増えてき

　温熱療法をより進化させた治療システムです。付属
の器具で瞼を温めながら、ゆるやかなマッサージを施
術することで、マイボーム腺の機能を回復させます。涙
の脂質の状態をモニターできるため、治療前、治療後
の変化が確認できます。約12分の施術で、痛みはなく、

LipiFlow™（リピフロー）　

心地よさで眠ってし
まう方もいらっしゃい
ます。近年注目され
ているＭＧＤ（マイ
ボーム腺 機 能 不
全）への効果が期
待されています。

眼瞼の洗浄液の例。「オキュソフト」と「アイシャンプー」温熱マスクの『アイエコ』

▶ 瞼のふちの洗浄

　マイボーム腺の脂詰まりや、汚れ、雑菌や
顔ダニなどを取り除きます。近年、専用の洗

ました。
▶ 温熱療法

　マイボーム腺を40度程度に温めると、脂質がとけ出して
脂の供給がスムーズになり、涙の安定性を高めます。遠赤
外線を使用したアイホット®での治療や、自宅で温熱マスク

（写真）を用いたケア法もあります。 浄液が開発さ
れています。

　近年、ドライアイに、必須
脂肪酸（とくにEPA /DHA）
や、ラクトフェリンなどの成分
が有効なことがわかってきま
した。また、肥満とドライアイ
が関連することや、加齢によ
り涙が減少することから、ドラ
イアイに対するアンチエイジ
ングのアプローチも注目され
ています。 

PC・スマホ
睡眠外来のご案内
　現代人が直面する、PC、スマホによ

る眼精疲労、ドライアイ、老眼、体内

時計の乱れ、睡眠障害、不定愁訴を総

合的に診断、治療する新しい専門外

来です。

　PC、スマホを常時使う方でお悩み

の方はぜひご受診ください。実際の

検査としては眼科総合検査、眼精疲

労検査、ドライアイ検査、睡眠評価、

サーカディアンリズム問診を行いま

す。治療は患者様に応じて眼科治療、

ドライアイ治療、体内時計の乱れによ

る不眠治療を行います。

　また、慶應義塾大学病院をはじめ

近隣の睡眠クリニック、内科、整形外

科などと連携して、必要な方にはより

専門的な診療をご紹介することも可

能です。

担当医 ： 綾木雅彦
慶應義塾大学眼科特任准教授
日本抗加齢医学専門医 / 眼科専門医 / 睡眠健康指導士



16 Minamiaoyama Eye Clinic Examination and Surgery 2015

13 「眼科ドック」のススメ

緑内障の早期発見から
疲れ目の原因まで

日本人に多い糖尿病による網膜症での失明は毎年約3千人、
また40歳以上の20人に1人は緑内障に罹患しているといわ
れています。一般的な健康診断でも眼科検診が含まれていま
すが、簡易的なものがほとんどです。緑内障は眼圧だけでは
わかりません。眼底や視野の検査が必要です。視野の欠損
は、初期にはなかなか気づきません。失明予防のために、早期
発見は非常に大切です。また、日頃の目の疲れの原因がわか
ることも。40歳を過ぎたら、ぜひ眼科ドックをお受けください。

01　問診
現在の症状や気になる点をご記
入いただきます。

02　屈折検査
計測機械を用いて、近視や遠視、
乱視の度数を他覚的に測定します。

03　視力検査
遠くと近くの裸眼視力、矯正視力
を測定します。

04　眼圧検査
目に空気（風）をあてて目の内圧を
測定します

05　角膜形状解析
角膜の表面を特殊な機械で撮影
し、乱視や角膜の形の異常などを調
べます。

06　角膜内皮細胞検査
角膜内皮細胞の数・大きさ・形を調
べます。コンタクトレンズの長期装
用で細胞の数が減少する場合があ
ります。　

07　細隙灯顕微鏡検査
角膜、結膜、前房、水晶体などの異
常を検査します。白内障の有無な
どがわかります。

08　涙の安定性の検査
涙が不安定だと、疲れや目の不快
感、かすむ、見づらいなどの症状が
出ることがあります。

09　目の表面の染色検査
染色薬を用いて、目の表面の傷を
確認します。

10　調節力検査
加齢とともに弱まるピント調節の力
がどのくらいかを測定します。

11　視野検査
ハンフリー視野計という機械を用い
て視野に異常がないか片目ずつ測
定します。緑内障や脳の病気の発
見につながります。

12　眼底検査
眼底の網膜、視神経や血管などを
観察します。眼底出血や網膜裂
孔、緑内障、加齢黄斑変性などの病
気を早期発見します。糖尿病や高
血圧による網膜症の進行なども
チェックできます。

13　最終診察
上記の検査データをもとに総合的
に目の状態を診断し、わかりやすく
ご説明します。詳しいデータは後日
郵送いたします。
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院長

戸田 郁子
Ikuko Toda  院長
担当手術・専門外来

レーシック、ドライアイ、角膜疾患

川北 哲也  
Tetsuya Kawakita
担当オペ・専門外来

レーシック、前眼部疾患
角膜移植、白内障手術

福井正樹  
Masaki Fukui
外来担当

坪田 一男  
Kazuo Tsubota  

慶應義塾大学医学部
眼科学教室　教授

手術顧問

副院長

福本 光樹
Teruki Fukumoto  副院長

担当オペ・専門外来
レーシック、オルソケラトロジー
コンタクトレンズ、眼精疲労

市橋 慶之  
Yoshiyuki Ichihashi
担当オペ・専門外来

レーシック、前眼部疾患
角膜移植、白内障手術

芝 大介  
Daisuke Shiba
緑内障外来担当

副院長

井手 武
Takeshi Ide  副院長
担当オペ・専門外来

レーシック、白内障手術
円錐角膜治療、フェイキックIOL

三木 恵美子  
Emiko Miki

担当オペ・専門外来
白内障手術、眼瞼下垂手術

医師紹介　Doctors
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　南青山アイクリニックは1997年に屈折矯正手術専門
のクリニックとして表参道に開院いたしました。前職の
東京歯科大市川総合病院時代に、ドライアイでコンタク
トレンズが装用できない患者様に対して何らかの治療法
を模索していたときに、エキシマレーザーによるPRKに
出会い、その劇的な効果に感動し是非導入したいと思
いました。その後の米国留学中、ちょうどLASIKが米
国内で承認され急激に普及した時期と重なり、レーザー
手術の安全性と有効性は十分であると判断し、坪田教
授ご指導のもと、帰国後に専門クリニックを開院すること
を計画いたしました。当時は我が国においてはまだ屈
折矯正手術は普及しておらず、正常角膜にあえて行う
手術は眼科医の間でも賛否両論ではありましたが、今
後必要な眼科技術であり、眼科専門医がしっかりと行う
べき治療であるという信念でスタートいたしました。
　開院当初は、自身の長期データがなかったため海外
のデータと理論に基づきながら慎重に患者様に説明を
行い、十分ご理解して手術を受けていただきました。開
始以来20年以上たった現在、LASIKの安全性と有効
性は多数のデータで証明され、さらに安心して手術を受
けていただけるようになったことは喜ばしい限りです。国
内での屈折矯正手術の普及は海外諸国に比較して
ゆっくりでしたが、現在では年間50万件ほどとなり、眼鏡
やコンタクトレンズに並ぶ一般的な視力矯正方法として
定着しました。数年前には某LASIK施設において医
師の意識不足による感染症多発という不幸な出来事が
ありましたが、手術そのものの安全性を否定するもので
はなく、むしろLASIKは「眼科医療」としてすべての関
係者（国、自治体、眼科医師会、眼科医、施設、患者）
が真剣にそのシステム作りに取り組むべきものであること
を再認識する出来事だったと思います。今後もLASIK
をはじめとする屈折矯正手術が正しく施行され、普及し
ていくよう、南青山アイクリニックも微力ながら尽力し続け
る所存です。
　開院時はPRKとLASIKのレーザー治療のみでした
が、レーザー治療のみではすべての屈折異常に対応で
きないことから、フェイキックIOLの導入、円錐角膜治療
として角膜内リング、TGCK、ケラフレックス、海外ドナー

角膜による角膜移植を開始しました。また老眼治療とし
てモノビジョンLASIK、遠近両用LASIK、CK、アキュ
フォーカスリング、マルチフォーカル眼内レンズによる白内
障手術なども開始しました。また、一般の眼科疾患への
対応のため保険診療を開始し、ドライアイ、角結膜疾
患、アレルギー、白内障、コンタクトレンズ処方などの一
般眼科診療を行っています。2年前から慶應義塾大学
病院の協力を得て緑内障と網膜疾患の専門外来も開
始しております。さらに、予防医学の観点から眼科ドッ
ク、アンチエイジング医学の観点から各種サプリメント指
導、加齢性の眼瞼下垂治療、睫毛貧毛治療なども行っ
ています。
　屈折矯正手術は単に視力矯正だけでなく、白内障や
角膜手術後などのQuality of visionの改善に幅広く
役立ち、眼科の基本である屈折の調整を可能にする不
可欠な技術と考えます。今後新しい技術の導入、医療
サービスの質の向上への努力、地域医療への貢献へ
の努力とともに、これまでに学んだことを次の世代へ伝え
る教育にも力を入れていきたいと考えております。
　今後ともどうぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。

医療法人社団
南青山アイクリニック 理事長

戸田 郁子

メッセージ

M e s s a g e
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　南青山アイクリニックの歩みは、日本における屈折矯
正手術の歴史と言うことができるでしょう。私がハーバー
ドに留学していた1985年頃、アメリカではエキシマレー
ザーでの近視治療の研究がまさにスタートしたところで
した。当初はＲＫ（放射状切開術）への応用からスタート
しましたが、1989年にPRK（フラップを作らずレーザーを
照射する治療方法）の臨床治験がスタートし、一気に
PRKが世界に広がっていきました。
　日本にもいずれ屈折矯正手術の技術が必要になると
感じ、1990年当時、私は東京歯科大学市川総合病院
におりましたが、戸田先生たちといっしょにエキシマレー
ザーを用いた近視の治療をスタートいたしました。まだ
レーシックの技術は導入されておらず、術後の痛みや、
視力回復までに時間がかかるなど、患者様の負担は大
きいものでした。それでも、ドライアイでコンタクトレンズが
使えない患者様には大変喜んでいただきました。
　マイクロケラトームが開発され、レーシックというフラップ
をめくってレーザーを照射し、またフラップを戻すという技
術を1995年に初めて目の当たりにした時は、それは大変
感動しました。その画期的なアイデア、手術直後からも
う視力が回復して、患者様はたった10分程の手術後に、
これまでの近視が嘘のように治ってしまう。こんな時代
がいよいよ来たのだ、しかも病気の治療ではない新しい
概念。生活の質を高めるためのプラスの医療です。眼
科に新しい世界が広がっていく感覚、時代のパラダイム
シフトを強く感じたことを今でも覚えています。
　現在、マイクロケラトームがフェムトセカンドレーザーに
変わり、ウェイブフロントの技術でさらに精密な矯正が可
能となりました。フェムトセカンドレーザーの登場は、屈折
矯正の世界をより高度に、そして裾野を広げる画期的な
事象といえるでしょう。すでに、老眼治療や角膜移植に
応用されはじめていますが、今後、白内障手術への導入
も期待されています。角膜移植においては、フェムトセカン
ドレーザーと人工角膜を用いた新しい手術も始まったとこ
ろです。たった20年の間に、屈折矯正手術の分野は非
常に早いスピードで進歩をしてきたことがわかります。今
後の10年、20年を考えると、どのように変化し進化してい
くのかが楽しみです。

　屈折矯正手術の分野、そして眼光学の分野は、これ
から益々重要になっていくと確信しています。元気な高
齢者が増え、活動的なシニア世代が増加する時代に、よ
り快適な視力を求める人 も々増えてくるでしょう。眼科医
療はそれにしっかりと応える必要があります。
　開院当初、自由診療の専門施設の運営という初めて
のことに、戸惑いや壁も多く、戸田理事長とスタッフの苦
労は大変なものでした。ここまでクリニックを成長させて
こられたことに心より敬意を表するものです。
　さて、病気の治療とともに重要となるのが予防医学で
す。2012年４月、慶應義塾大学の藤沢キャンパスに「ヘ
ルスサイエンス・ラボ」が開設されました。健康のための
科学に取り組む研究拠点です。病気になる前に予防
する。より元気に、より健康になる。そのための医学も
高齢社会において重要な役割を担ってきます。運動の
科学的な検証や、食生活、フードケミカルの研究と応
用、そして私がいつも信条としてきた「ごきげん」も、ポジ
ディプサイコロジーという新しい分野として健康との関わ
りが世界的に注目されており、日本でも研究会が発足い
たしました。南青山アイクリニックでも、アンチエイジング
外来や眼科ドックを開設して、これらの取り組みを始め
ています。
　これまで応援いただいた先生方、企業の皆様、そして
たくさんの患者様に深く御礼申し上げますとともに、南青
山アイクリニックがますます成長し、より良い眼科医療を
提供し社会に貢献していくことを願います。

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

坪田 一男

メッセージ

M e s s a g e
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感染症０％の衛生管理

南青山アイクリニックでは、独自の安全管理マニュアル、院内感染対策マニュアルを策定し、徹底した
衛生管理を行なっています。手術器具も定期的にメンテナンスを行い、手術毎の消毒も徹底していま
す。今までレーシックによる感染症は1件もありません。

レ
屈折矯正手術

ーシック「安全と安心」の舞台裏
レーシックは、角膜の表面に作用するレーザーを用いた治療です。レーザーの照射はコ
ンピューターにより制御されています。はじめに「フラップ」と呼ばれる角膜の蓋となる
部分を作成しますが、近年はその作業もレーザーで作成できるようになり、合併症の可
能性もより一層少なくなりました。しかし、あくまで眼科の手術であることは変わりませ
ん。南青山アイクリニックでは、万全の衛生管理と、高品質な治療のために、スタッフ全
員がプロフェッショナルな意識と誇りとともに、日々治診療に取り組んでおります。

熟練した看護師が手術をサポートしています。手術の成功と満足度を支える重
要な仕事です。

角膜移植や白内障手術と同様に、ディスポーザブル（使い捨て）の用具以外
は、高圧滅菌消毒を行い、徹底した衛生管理を行なっています。

1
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術前検査のクオリティ

眼科で重要なポイントとして、医師や看護師の存在とともに、検査スタッフ（視能訓練士）の存在があり
ます。最新の検査機器を用いて、患者様の詳細な目のデータを計測します。このデータをもとに、手術
に用いるレーザー照射のデータが作成されます。

信頼のレーザーエンジニア

レーシックの安心と安全を支える舞台裏の重要なスタッフが、レーザーエンジニアです。医師とともに手
術に至るまでの検査・診察の内容をすべて把握して、レーザーの管理・入力を行います。手術の度に
必ずレーザーの状態の再確認と、手術データの再確認を行なって、安心と安全を実現しています。

丁寧な
カウンセリング

術前検査とともに、カウンセリング
も重要です。レーシックは病気の
治療とは異なり、患者様のライフ
スタイルや、どのような視力を求め
られているかがとても重要となり
ます。

レーザーエンジニアと検査スタッフ、ドクターが患者様のカルテをもとに入念な
打ち合わせをして手術に望みます。

経験豊富な検査スタッフが、術前検査から、手術データのための視力検査ま
でを丁寧に行います。

南青山アイクリニックでは、熟練した経験豊富なレーザーエンジニアが治療を
しっかりサポートしています。

患者様おひとりおひとりのお話をよく伺い、オーダーメイドの医療のご提供に努めております。

検査データは手術の基本となるものです。

4

3

2
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手術データの確認を
くり返し行なっています

術後の丁寧なフォローアップ

術後のフォローアップもとても大切です。目の状態をしっ
かりと観察し、異常がないかを確認します。また、見え
方についても患者様のご要望をよく伺っています。南
青山アイクリニックの医師はすべて眼科専門医です。
角膜治療全般に精通しており、患者様の目の健康を生
涯見守っていくことを信念として診療に取り組んでおり
ます。

手術後も長く患者様の目の健康を見守ってまいります。

患者様のプロフィールと手術データを
何度も確認しながら、ベストな治療の
提供に努めています。

レーシックのほか、遠近両用眼内レンズを用いたの白
内障手術や角膜移植等の先端治療、保険適用の一
般診療まで、ご相談ご予約を承っております。患者様
のご要望・お話をよく伺うこととホスピタリティーを大切
にしております。お気軽にお問合せください。

5

すべてのスタッフの
密な連携

受付、コンシェルジュ、マネージャー、オ
フィススタッフ。バックヤードのスタッフ
全員が常に連携して、快適な治療の
提供に努めています。

クリニックのバックヤードでは、翌日の手術の患者様のカ
ルテの確認を行います。手術内容の詳細をすべて把
握して、翌日の手術に備えます。さらに当日の朝も、再
度、確認を行い、万全の準備をします。スタッフと医師
が何度も確認し合いながら、患者様にとってのベストな
治療を目指しています。

南青山アイクリニック　
tel.03-5772-1451　
http://www.minamiaoyama.or.jp/
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2004年12月26日、インドネシア・スマトラ島沖地震に
より起きたインド洋津波。インドネシア、タイ、スリラン
カなどのインド洋沿岸の一帯が大津波に襲われ、クリス
マス休暇で賑わっていたリゾート地が一転して大災害の
地となりました。その濁流の中から生還した日本人とし
て、当時のマスコミにも取り上げられた二村浩高さんと
ご家族。なんと、二村さんはレーシックを受けた4ヵ月
後のことだったそうです。
 「当時、仕事でタイに赴任していました。クリスマス休暇を
利用して、タイのプーケット島の北にあるリゾートホテルに家族
4人で滞在していたときに津波に遭いました。上の娘が9歳、
下の息子が7歳の時でした。
　その日は遅めの朝食をとったあと、プールで子どもたちを遊
ばせようと、ホテルのプールサイドで水に入る準備をしていまし
た。ビーチのほうから強い風が吹いてきて、バリバリッとすご
い音がしました。振り返ると、椰子の木の向こうのコテージの
屋根が吹き飛ばされるのが見えました。私は一瞬、竜巻だと
思いました。竜巻であれば、その進路を見て逃げる方向を
見極めなければなりません。私は子どもたちを両脇に引き寄
せて、身構えました。すると、椰子の木と木の間に大きな山
のような波が見えたのです。20メートルくらいでしょうか。あ、
津波だ！ と気づき、すぐに子どもたちに、ちょうど空気を入
れ終えたばかりの浮輪をかぶせて、『今から大きな波が来る
けど心配するな。いつも遊んでいるように波に乗ればいいん
だからね。お父さんにしっかりつかまって！』と言い、子ども
を両脇に抱き抱えました。次の瞬間、水の衝撃とともに濁流
にのみ込まれました。崩壊した建物の屋根や壁、ガスボンベ
などといっしょにすごい勢いで流されました。大きな渦に巻きこ
まれたとき、息子が手から離れてしまいました。何度も名前を
叫びましたが、水の中に見えなくなってしまいました。
　濁流に流されながら必至に息子の姿を探していると、「あ
そこにいる！」と娘が見つけました。指差す方を見ると、椰

レーシックを受けた4ヵ月後に津波に流され生還した奇跡の体験

「自分と家族を守るために
  レーシックを受けました。
  それが現実となりました」
裸眼で生活できることはとても快適です。
しかし、裸眼視力の最大の価値は、「非常時の安全」と
言えるかもしれません。レーシックを受けた後に大津波に遭遇し、
濁流に流される経験をされた二村浩高さんに、
その奇跡のような体験談を伺いました。

子の葉に必至につかまっている小さな男の子の姿が見えました。
コテージに残っていた妻のことも気がかりでした。生きていてほし
いと心から願いました。ちょうど娘と同じくらいの白人の女の子が
一人で流されていたので、片手で抱き抱えました。流れの速
度がしだいにゆっくりとなってきて、今度は引き波にのまれたら大
変だと思いました。周囲を見渡すと、電柱や屋根の上、椰子
の木に登っている人たちの姿が見えました。電柱の近くに流れ
着いたとき、電柱の上にいた人に引き上げられて、なんとか助
かりました。
　周囲を見渡すと、60～70メートル離れたところの小さな緑色
の屋根の上に息子が数人の人といっしょにいるのが見えました。
水が引くと緑色の屋根はタンクローリーでした。名前を叫ぶと、
息子が元気に手を振り返して来ました。ああ、無事だった。そ
う思った瞬間、体がガクガクと震えました。妻もホテルの本館の
ビルに避難して無事でした。たくさんの方が犠牲になられたの
で、本当に奇跡だと思います。
　レーシックをしておいて本当に良かったと思います。日本に帰
国してすぐ妻にも受けさせました。あの日、もし目が見えなかっ
たら、状況判断も違っていたと思います。もうひとつ不思議な
ことは、いつも浮輪なんか持たないのです。子どもたち、海に
もプールにも慣れていますから。なぜあの日、浮輪を持って出
かけたのかなと。レーシックにしても、浮輪にしても、運命を感
じます」
二村さんがレーシックを受けようと思われたのは、タイに
赴任中、日本は地震が多いので、いずれ東京にも大地震
が来るだろうと思い、安全のためを考えて、帰国前に赴任
先でレーシックを受けたのだそうです。
 「自分と家族を守るためにレーシックを受けました。それが現実
となりました」
この言葉はレーシックに携わるクリニックとして、非常に力
強いメッセージとして心に残りました。ご多忙な中、貴重
なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

二村 浩高 さん  

　　　I n t e r v i e w　1Special
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―― 手術から２年経ちましたが、いかがですか？

竹内　お陰様でとても快適です。モノビジョンにしたことが
大きいと思います。右目をほんの少し近視寄りにして、近く
を見やすい状態にしたので、遠くも近くもメガネなしで見えま
す。両目をそろえるための車用のメガネと、仕事用のメガネ
を一応作りましたけど、ほとんど使っていないですね。車を
運転する時にたまに使用しますが、免許は裸眼で更新でき
ました。
本を読むときも、基本は右目で見ているわけですけど、今は
もうそういう意識はなくなりました。１年くらい経った頃から
かな。どっちの目で見ているという意識がなくなった。脳が
順応したんですね。
はじめ、モノビジョンという方法があると聞いて、とても興味
を持ちました。それはぜひ挑戦したい！と。サイエンスライ
ターとしては、またとないチャンス。どんなふうに見えるのか。
脳がそれにどう対応していくのか。とても興味がありました。
最初の1年くらいは、右目で見る時は左目をつぶってみたり、
左で見るときは右目をつぶってみたりしたこともありました。
あ、こっちで見ている、というのを意識していましたが、今で
はまったく意識していません。「あ、もう右目とか左目とか自分
は意識していないんだ」と、ちょうど１年くらい経ったある時

にふと気づきました。面白いですね。人間の脳って、すごい
です。そういう順応性を持っているんですよね。　
例えば、目の網膜の中心部には色を識別する細胞がたくさ
んあって、周囲にはあまりない。つまり、視野の中心部はカ
ラーだけど、周辺は本当はモノクロなんです。でも、僕た
ち、視界はすべてカラーに見えている。これは、脳が周辺
部に塗り絵をしているんです。色をつけている。これは実
際に実験することができます。
―― 脳で見ているということですね

竹内　そうです。目はまさに脳の一部なんですね。だから
目の治療は興味深いものがあります。今、白内障治療のレ
ンズに「多焦点」が出てきて遠近両用が可能になっていま
すよね。試してみたいなあ！と(笑)。とにかく、メガネなしでほ
とんど生活できるって本当に楽です。夜、寝っ転がって
iPadで資料読んだり、本読んだり、iPhoneで普通にさっと
メールができる。近視と老眼と両方がなくなったのがすごく
大きいです。
―― お子様が生まれるので、目を治そうと？

竹内　そうです。子どもが生まれることになり目を治そうと
思いました。当時は東日本大震災の前でしたけれど、地震
の時など避難する時にメガネが絶対に必要になる。子ども

安心と快適を実現する
眼科のサイエンスに感動

『フェイキックIOL』と『モノビジョン』で
眼鏡フリーの生活をエンジョイする

サイエンス・ライター 竹内薫さんを訪ねました。

竹内 薫  
Kaoru Takeuchi
プロフィール
「猫好き科学作家」を自称する日本を代表す
るサイエンスライター。1960年生まれ。執
筆活動のほか、NHK	Eテレ「サイエンス
ZERO」ナビゲーターなどテレビでも活躍。
http://www.kaoru.to/

　　　I n t e r v i e w　2Special
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を抱いてすぐに動けるほうがいいと思いました。震災の時
は、仕事に向かう電車に乗っていて大きな混乱には遭いま
せんでしたが、それでも裸眼で行動できる安心感は大きい
とまさに実感しました。
―― フェイキックIOLの治療はご存知でしたか？

竹内　知りませんでした。近視が強くてレーシックができな
ければあきらめるしかないと思っていたので、そんな治療法
があるのだとびっくりしました。でも、逆に安心したというか、
信頼感が増しました。もしできると言われてたら…と考えると
怖いですよね。施設選びは重要だと思いましたね。
レンズを入れることに関しては、白内障で眼内レンズを用い
た治療の歴史がすでにありますから、不安はなかったです
ね。職業柄、レーシックのことはそれなりに調べていました。
その僕が知らなかったのですから、まだまだ知らない人が
大勢いるでしょう。知らせてあげたいですよね。この治療
が必要な人がたくさんいると思います。
―― 手術の様子は覚えていらっしゃいますか？

竹内　はい。あっと言う間でしたね。レンズが入った瞬間、
もう見えました。カメラのオートフォーカスでスッとピントが
合ったような感じで。翌朝起きて、つい習慣でメガネを探し
てしまって、ああ、もういらないんだ！と思ったのを覚えていま
す(笑)。

子どもといっしょのプールもお風呂も快適。
動きが楽で、何をするのにも集中できます

―― メガネと裸眼の世界の違いはありますか？

竹内　メガネがなくなって動きも楽になり、集中できるように
なりました。それから、近視が強かったのでメガネの脇に線

が出るし、テレビではレンズの中に顔の輪郭の線が内側に
入り込んでおかしい。仕方ないので小さなメガネにするわ
けです。そうすると「何、先生、その小さなメガネ！」と、いじら
れちゃうんですよ(笑)。コンタクトレンズはスタジオなどは乾
燥していて、ホコリが目に入って涙が出てしまい収録できな
くなることもあって、あまり使っていませんでした。だから仕
事でも本当に助かりました。子どもといっしょにお風呂に入
るのも楽ですし、ベビースイミングでいっしょにプールに入れ
るのはとても快適です。
―― 最後にサイエンスライターとしての眼科医療のご

感想をお願いします。

竹内　視力回復の治療方法がたくさんあるということに驚
きました。レーシックは事故があったときだけ報道されたりす
るので、自分でよく調べました。事故は非眼科専門医によっ
て起きたものですから、ちゃんと眼科専門医の施設に行くこ
とが大事だということが、体験を通してもよくわかりました。
目は見る世界、生活と密着しているので身近な分野です
が、知らないことも多い。たくさんの検査があって、どのくら
いの視力にするかというのを丁寧にシミュレーションして、仕
事柄近くの視力も大切なのでそのあたりを大事に考えなが
ら最適な視力を決めて手術していただいたので、快適に過
ごせています。とても貴重な経験になりました。

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・
奥様と2歳になる梨

り な

夏ちゃん、そして猫4匹の賑やかであた
たかなご自宅におじゃましてお話を伺いました。貴重なお
話をありがとうございました。

仕事も iPhone も眼鏡なしで OK!!

「
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なぜ近視になるのか、近視が進むのか？
　近視の多くは、目の奥行が長くなる、眼球の奥の網膜の
部分がうしろに伸びてしまうことによります（図１）。なぜそう
なるのかは明確にはわかっていませんが、遺伝的要因と環
境要因の両方が影響しています。しかし近年の近視人口
の増加により、遺伝要因よりも環境要因のほうが多いのでは
ないかと考えられるようになってきました。また、近視の研究
も進んできて、その結果、「網膜に映る像にずれやボケがあ
ると近視が進む」ということがわかってきました。
　つまり、「網膜にピントがきちんと正しく合っていない状態
が近視を進行させる」ということです。メガネで矯正してい
る人の場合、正しいメガネを使用していれば、メガネの中心
はピントがきちんと合います。しかし、いつもメガネの中心で
見ているとは限りません。メガネと目との間には距離があり、
この距離が少しずれただけでも画像に小さなぼやけやゆが
みが生じます。また、本や書類を読むときは目線を下にする
ことが多いので、メガネのレンズの下の方で文字を読むこと
が多くなります。するとこの画像は少しゆがんだ像になりま
す(図２)。このゆがみやぼやけに対して、目がピントを合わせ
ようとして、目の奥をうしろのほうに引き延ばすスイッチが
入ってしまうのではないかと考えられています。

ナイトレンズと「近視予防」
夜間に装着し角膜のカーブにくせをつけて昼間に裸眼の生活を可能にする話題の

『ナイトレンズ』。近年、「ナイトレンズに近視の進行を予防する効果がある」と欧米
で報告されて、さらに話題沸騰です。

トピックス
Topics

1

図1　正視の目と近視の目の眼球の断面図。近視は眼球の奥行きがのび
て、ピントが合わなくなる　

図2　単焦点のレンズで少し下方に目を向けると焦点のズレ（df）が生じる

正視の目

近視の目 焦点

焦点

眼鏡をかけて本を読むときの状態

df
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ナイトレンズの近視矯正の効果
　メガネよりもコンタクトレンズのほうがそういった画像のず
れは生じにくいのですが、網膜の周辺部の象にぼやけが生
じることがわかっています。
　ここで注目されはじめたのが「ナイトレンズ」です。ナイトレ
ンズは就寝中にコンタクトレンズを装着して角膜のカーブにく
せをつけて、日中裸眼で過ごせるようにする矯正方法です

南青山アイクリニック
福本光樹

日本製で質の高さが話題の
「ブレスオーコレクトＲ」とは？　

ナイトレンズと「近視予防」
　ナイトレンズの処方をはじめて★年になりますが、ユニバーサ
ルビュー社製の「ブレスオーコレクトＲ」が登場してから、処方が
しやすくなり、患者様にとっても扱いやすく装用感が優れているレ
ンズのため、患者様に非常に喜んでいただいています。

　日本では現在、4社のオルソケラトロジーレンズ（ナイトレン
ズ）が厚生労働省の承認を得ており、そのうち3社の製品が
日本国内で販売されています。南青山アイクリニックではこ
れまで、この治療の導入にあたり安全面を最大限重要視し
て慎重に検討を行い、レンズの選択についても決定してきま

東レの技術で開発された
「ブレスオーコレクト」

　近視や乱視の矯正には、これまでメガネやコンタクトレンズがありましたが、「裸眼で
過ごしたい」「スポーツをするのにメガネやコンタクトレンズが不向き」など、裸眼を希望
される方で、レーシック手術には抵抗があるという方のひとつの選択肢となりました。ま
た、平日の仕事中は矯正は不要だが、週末のゴルフのときだけ矯正したいというようなラ
イフスタイルに合わせた使い方も可能です。
　お子様の近視を心配される親御さんからのご相談も多く、バレエの発表会で眼鏡を
はずしたいなどというご相談を受ける事もあります。日本では現在、日本眼科学会のガ
イドラインで18歳以上の適応と定められていますが、臨床研究も始まっており、その経
過もみながら未成年への導入を慎重に検討しています。

したが、現在は東レ社製素材を使用したユニバーサルビュー社製「ブレスオーコレクト
Ｒ」を使用しています。ブレスオーコレクト®は下記の点が優れていると考えています。
１． 酸素透過性が非常に高く、睡眠時に必要な酸素を供給できる
２． 割れにくく、しっかりと洗浄ができ、扱いやすい
３． 厚さが薄く、日本人の角膜の形状に合っている
４． 特別に開発された計算ソフトにより患者様の目に合った正確な処方が簡易にできる
　このように、非常に優れたレンズといえますが、何よりも大切なのは、患者様に毎日正
しく使用していただくことと、きちんと定期検査に来て頂くことだと考えています。日頃の
ケア方法についても詳細にご説明させて頂くことはもとより、定期的に目の状態を診て、
大切な角膜の健康を見守っていきます。

（詳しくは9ページ参照）。ナイトレンズによる矯正では、網膜
周辺部の画像のぼやけが少ないことがわかりました。そし
て、海外での多数の研究により、子どもたちの近視の進行
に抑制効果がみられたと報告されたのです。現在、日本に
おいても複数の大学病院等で子どもへのナイトレンズ使用
の安全性と効果について、臨床研究がすすめられていま
す。今後の研究報告が待たれるところです。
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南青山アイクリニック 院長
戸田 郁子

「目もとの清潔で、美しいまつ毛を」

　近年、若い女性のアイメイクによる目のトラブルが増え
ています。目にアイシャドーの粉が入っていたり、まつ毛
の生え際にある大事な脂腺を詰まらせて、炎症を起こし
ている例も見られます。ご高齢の方では、フケや目やにが
まつ毛に付着して不衛生になり、目の不調の原因となっ
ているケースがよくあります。まつ毛ダ二が見つかること
も珍しくありません。
　アイシャンプーでの洗浄を指導すると、その多くが改善
することから、目もとの清潔とケアの重要性を私たち眼科
医も再認識しています。この目もとの清潔を『リッドハイ
ジーン』と言います。目もとをきれいに保つことは、手洗い
や歯磨きと同様にとても重要です。
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　近年、眼科医療において、サプリメント（栄養補助食品）
の有効性が注目されています。アメリカで行われた大規模
な臨床研究で、ビタミンA、C、E、亜鉛、銅の組み合わせに
より加齢黄斑変性の進行が抑えられる結果が報告された
ことから、日本でも食品の栄養素により病気を予防しようと
いう考え方が広まってきています。
　加齢黄斑変性のみならず、緑内障や糖尿病性網膜症、
ドライアイ、眼精疲労などにも、サプリメントの効果が検証さ
れており、少しずつデータも報告され始めています。
　さらに、病気と重金属汚染の関係も指摘されています。
海洋汚染による魚介類や歯の詰め物からの水銀汚染、大
気汚染や土壌汚染等による鉛やヒ素、アルミニウムなど、
重金属の蓄積による体調不良や病気の発症が懸念され
ています。
　南青山アイクリニックでは、目の加齢変化が認められる
方や、加齢黄斑変性の初期の方、アンチエイジングに取り
組みたい方々に、サプリメントのご案内や毛髪採取による
重金属汚染の検査を行なっております。
　また、まつ毛を伸長させる治療薬「ラティース」の処方も
行なっております。その他、加齢による目の不調など、ご相
談をお受けしております。

目のアンチエイジング外来トピックス
Topics

3

■クリニックに設置している『目からはじめるアンチエイ
ジング』冊子もご参照ください。

■話題のサプリメント。長寿遺伝子を活性化すると期待がされているレスベラト
ロールと、目の健康に重要な栄養素として注目されるルテイン。

栄養素 多く含まれる食品例 期待できる効果・働き

ルテイン ホウレン草、ニンジンなどの緑黄
色野菜 網膜を光老化から守る

アスタキサンチン エビ、サケ、イクラ、カニ 強い抗酸化力と血流を改善する

アントシアニン ブルーベリーなどのベリー類、黒
豆、ブドウの皮 網膜の健康と視機能を助ける

ラクトフェリン サプリメント 炎症を鎮める

レスベラトロール 赤ワイン　ぶどうの皮　ピーナッ
ツの皮

細胞の酸化を防ぎ、若さを維持
する

DHA / EPA（必須
脂肪酸のオメガ３, 

オメガ６）
青背の魚 神経を守り、涙の質を改善する

ビタミン A ホウレン草、小松菜、ニンジン、
うなぎ 網膜の健康と視機能を助ける

ビタミン C 柑橘類、トマト、パセリ、さつま
いも、イチゴ 目の中の酸化を防ぐ

ビタミン E ごま、 オリーブオイル、 豆類、
青魚、ナッツ類 細胞膜の酸化を防ぐ

亜鉛 ナッツ類、牡蠣、うなぎ、そば、
卵黄、チーズ 栄養素の働きを助ける

目に良い食品と栄養素　
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眼科医による目の周りのアンチエイジングについて
目の周りのアンチエイジングとしては、美容クリニックが施術を行う事が多いですが。
患者様からの希望も多く、南青山アイクリニックでは

「眼科医による目の周りのアンチエイジング」として提供しています。

■専用の刷毛に薬液を含ませて、まつ毛の根元部分に毎晩塗布します。
第 16 週の時点で約 78％の人に「長さ、太さ、色の濃さ」で有意な増大
が認められています。もとは緑内障治療のために開発された薬です。安全
性が確認されていますが、目のデリケートな部分に用いますので、眼科専門
医のもとで使用し、定期的に診察を受けましょう。

治療前

治療後

　近年、さまざまな病気や不定愁訴と重金属汚染との関
連が指摘されています。まだ確実にはわからない部分もあ
りますが、「不要なものは積極的に排泄する」というのがア
ンチエイジングの考え方です。実際に、魚介類をよく食べ
る日本人は、水銀や鉛、ヒ素等の汚染が高いという指摘も
あります。

　2014年の10月に日本での承認を受けた「まつ毛の育毛
薬」です。専用の刷毛に薬液を染みこませて、まつ毛の根
元部分に毎晩塗布し、長さ、太さ、濃さを改善します。日本
人での臨床試験においてまつ毛貧毛症および、がん化学
療法によるまつげ貧毛症の患者に使用した結果、治療開
始後4ヶ月後の時点で約77.3％および88.9％の割合で効
果が認められました。

　世界で20年以上前から行われているしわ取り治療で
す。自然な表情を損なうことなく治療が可能です。当クリ
ニックでは厚生労働省が認可したボツリヌス製剤を使用し
ており、1回の治療で3-4ヶ月効果が持続します。レーシック
後や白内障手術後に視力が回復し、ご自身の眉間や目
尻、額のしわがハッキリ見えて驚かれる方も多いです。そ
のようなかたにお勧めです。

重金属汚染の検査について

グラッシュビスタ ボトックスビスタ

　南青山アイクリニックでは、アンチエイジング外来にてご
希望の方の検査を受け付けています。目立たない部分の
髪の毛を少し採取するだけですので、痛みもなく手間もか
かりません。不要な重金属の蓄積レベルとともに、体に必
要な必須ミネラルのバランスもわかります。また、重金属の
排出をご希望される方には、専門クリニックのご紹介も承っ
ております。



32 Minamiaoyama Eye Clinic Examination and Surgery 2015

南青山アイクリニック　手術・治療実績
The number of Surgeries in Jul.1997〜Oct.2014

手術件数　総計
The number of Surgeries 
in Jul.1997 ～ Oct.2014

64,554件

LASIK
（コンベンショナル、イントラ、

カスタム、re-ope 含む）
54,975件

・PRK（コンベンショナル、カスタム、EpiLASIK、LASEK 含む）　2,354件

・PTK（治療的角膜切除術）　962件

・有水晶体眼内レンズ（Phakic IOL）　1,592件

・老眼治療（CK、老眼 LASIK、アキュフォーカス、老眼レーザー）　212件

・円錐角膜治療（ICRS、TGCK、UVA、Keraflex）　320件

・白内障手術　2190件（内 カスタム IOL 116件）

・角膜移植　58件

・オルソケラトロジー　811件

・その他　1080件

2014 年 10 月末現在
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日 月 火 水 木 金 土
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14:00 ～ 18:00
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外来
手術

　自由診療
◎ 屈折矯正手術（レーシック、カスタムレーシック（ウェーブフロント、トポリンク）、PRK、フェイキックIOL、ICL）
◎ オルソケラトロジー（ナイトレンズ）
◎ 老眼手術（モノビジョンレーシック、CK、アキュフォーカス）
◎ 白内障手術（遠近両用眼内レンズ）
◎ 円錐角膜治療（リボフラビン紫外線治療、角膜移植、ケラフレックス治療、角膜内リング）
◎ 眼科ドック
◎ 目のアンチエイジング外来（ボトックスビスタ、グラッシュビスタ）
◎ セカンドオピニオン外来

　一般診療（保険診療）
眼鏡・コンタクトレンズ処方、アレルギー、眼精疲労、白内障手術（単焦点眼内レンズ）、眼科全般。
【専門外来】
『緑内障専門外来』『円錐角膜専門外来』『網膜硝子体専門外来』『ドライアイ専門外来』『PCスマホ外来』

●祝祭日も診療いたします。ただし、月曜にあたる祝祭日は休診となります。
●診療時間は変更になる場合があります。

当クリニックは予約制です。ご予約は、03-5772-1451へお電話ください。
レーシック、オルソケラトロジー、老眼治療の適応検査はインターネットからもご予約を承っております。

ADDRESS

ACCESS

▶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

診療時間

南青山アイクリニックは「安心LASIKネットワーク」の連携施設です。

http://www.safety-lasik.net/




