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1 はじめに 

2 三好眼科 

  1日目は、CAOS21の会では3回目の訪問と

なります広島県福山市の三好眼科を訪問致し

ました。 

 最初の訪問は平成4年8月で三好輝行先生

がご開業されて4年後でした。丁度、核分割や

無縫合手術が行われていた頃でした。 

 2回目の訪問はそれから10年後、平成14年

8月で、施設が増築され手術室が現在のよう

に広くなり、立派な講義室が出来上がった時で

した。ソブリンホワイトスターを使ったゼロパワー

フェイコの鮮やかな手術を見学させていただき

ました。この時は、三好先生の旺盛なサービス

精神と骨身を惜しまない歓待に甘え、先生の

クルーズ艇に乗船し、美味しいお酒とお料理を

堪能しながら、三原の花火大会を見物させて

いただきました。その時の参加者にとっては強く

印象に残る思い出深い訪問でした。 

ＣＡＯＳ21の会事務局 

 「CAOS21の会」は今年から第5代会長に、富士市 杉浦眼科 院長 杉浦 毅 先生が就任され、実

施月が8月から3月に、訪問件数が3施設から2施設に変更となり、参加者にやさしい、高齢化社会に

適応した会にチェンジ致しました。 

 昨年8月にシンガポールを訪問してから約6ヶ月余りと準備期間が少ないことや、年度末の繁忙期

の実施となり、事務局側では大忙しの準備ではありましたが、訪問施設様のご協力をいただき無事に

開催できましたことをご報告致します。今回は白内障手術、網膜硝子体手術、眼瞼下垂手術と盛り

沢山の見学コースとなりました。 
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 今回3回目の訪問は、大規模な増改築を昨

年終えた見事な施設を見学させていただきま

した。隣接した駐車場スペースを活用し外来

部門を増築され、高い天井が吹き抜けになっ

ていて待合室には一人掛けの椅子80席以上

が並ぶ広さになっていました。2階の診察室に

はエスカレーターで吹き抜けを感じながら上

がって行けます。至るところに豪華な絵画や美

術品が飾られ、仏師松本明慶氏作、千手千

眼観音菩薩像が鎮座しておりました。また、別

室には三好先生拘りのウォーターパールまで

が設置されており、三好美術館といった感じで

した。これも三好先生の患者様に対する待ち

時間を快適に過ごしてもらいたいというお気持

ちの表れでした。 

 それからもちろん、ASCRSとESCRSで2度のグ

ランプリを受賞したトロフィー、DOC、APACRSや

国内外で受賞したトロフィーなどもたくさん陳列

してあり、永年培われてきた業績の一端を垣

間見る思いでした。 

 手術見学は、三好輝行先生のステラリスを

使った難症例を含んだ見事な白内障手術を

14眼見学させていただきました。特に印象的

だったのは、ハイドレーションに後嚢下フラッ

シュ法を使い、USからI/Aをせず、IOL挿入後に

I/Aを行い、後嚢研磨を省くというテクニックでし

た。この操作で後嚢研磨の際の破嚢防止や、

I/Aを1回で済ますことに繋がるとのことでした。

それ以外にも遺言とおっしゃって大事なポイン

トを幾つか教えてくださいました。 

 三好先生のサービス・歓待精神を今回もたく

さん感じました。見学の先生に助手用顕微鏡

を覗くよう勧めてくださったり、ハイドレーション用

のザウダー針の曲げ方を実演してくださったり。

しかも、今回は事前に硝子体手術のパイオニ

ア横山光伸先生にお声をかけてくださり、同一

生にインタビューを実施していました。三好先

生のマジックの上手さは玄人肌ですが、今回

正にマジックに掛けられた思いでした。番組は

一週間後の3月18日に放映され、三好先生が

今行っている先端医療が如何に優れていて地

元住民に寄与貢献しているかを見事に映像化

していました。 

 一点気になった事は、この増改築の機会に

電子カルテを採用して戴きたかった事です。三

好先生は診察のスピートに影響が出るので採

用を躊躇されたのかと思いますが、これだけ広

くなった外来部門や手術部門を電子化で結

び、効率的な経営に活かす良いタイミングだっ

たように感じたのは私の思い違いでしょうか･･。  

 懇親会は福山城が一望できる福山ニュー

キャッスルホテル16階スカイバンケットルーム

で行われました。術者の三好先生、横山先生

と、副院長の吉田博則先生にご出席いただき

ました。院長の三好先生と副院長の吉田先生

とが名コンビを組まれ、双方の立場を理解認

識された中で、吉田先生が献身的にサポート

され、心温まるお話から素晴らしい関係性だと

認識を新たにしました。 

 三好先生のテーブルには、CAOSの会が誇る

美女軍団が周りを囲み、美味しい料理に舌鼓

を打ちながら楽しい懇親会となりました。 

手術室内で、白内障手術と硝子体手術を見

学できるようお取り計らいいただきました。 

 横山先生には、コンステレーションを使った素

早く鮮やかな硝子体手術を4眼と、強膜内固

定1眼を見学させていただきました。横山先生

はResightを使用せずコンタクトタイプのHHVレ

ンズを結膜に逢着した古典的な方法で行って

おり、像を頭の中で反転させるのは大変でしょ

う？という質問に対し、反転することに苦はな

く、多施設で手術を行うので導入コストを掛けさ

せないで手術が出来るよう自分の手技を進化

させたとのことでした。また、後部硝子体剥離

（PVD）では可視化剤ケナコルトやマキュエイド

は殆んど使わないとのこと。眼底観察の妨げに

なって、網膜の上に付着して取り除くのに手間

がかかるとのことでした。内境界膜（ILM）網膜

前膜（ERM）のPeelingの染色にはブリリアントブ

ルーG（BBG）ではなくインドシアニン・グリーン

（ICG）をあえて使用していて、BBGの染色では

弱過ぎて何度も注入するのが手間とのことでし

た。 

 今回訪問して驚いたのは、地元広島テレビ局

の取材でした。タイトルは「目からウロコ!？最新

眼科医療2017 遠近両用時代がやってきた」

で既にシナリオは出来上がっており、リポーター

が会長杉浦先生と見学している藤本可芳子先
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一同驚きました。そこに今回はAlconの

ENGENUITYが急遽運び込まれ、3Dの手術も

見学致しました。 

 細かいところにも工夫があり、検査室の視力

検査台は特注で検眼レンズがちょうどよく収ま

るように作られていました。そして先生が着用し

ていた濃紺の術衣がどこかのブランド品のよう

に格好良く、左腕にはロゴマークとMIEの文字

が、左胸にはお名前が筆記体ローマ字で、右

胸にはロゴマークの3色の内それぞれの先生の

カラーが横線で入っていました。各先生の診察

室のドアの一部分にあるロゴマークにもその色

が付けられていて、これもまたお洒落でした。 

 大澤先生の硝子体手術で参加者全員が

びっくりしていたことは、何と言っても映像の鮮

明さ綺麗さで、あの視認性の良さは誰をもが

唸っていました。 

大澤先生曰く、Resightの後極観察対物レンズ

50Dを特注で作って貰い、眼にビスコートを

塗った後HOYAのコンタクトレンズHHVタイプZd
を使っているとおっしゃっていましたが、私もこ

んな鮮明に見える映像は始めてでした。 

それと手術室の明かりを暗くするとき、写真を

現像する際よく使われているあの赤い室内灯

と同じものを手術室に装備してあることでした。

参加者一同なるほどと感心し、大澤先生の拘

りが伝わってきた感じでした。 

 手術はDORCのEVAとAlconコンステレーション

を使い27GのMIVSでした。内境界膜（ILM）剥

離の可視化剤にマキュエイドやブリリアントブ

ルーG（BBG）を使いとても丁寧な手術をご披

露していただきました。一部の先生は助手顕を

覗かせていただき、あの綺麗なモニター画像よ

り更に鮮明な映像に驚嘆していました。手術が

予定時間より早く終了し、如何に多くの症例を

経験されてきたかを実証するLive手術見学で

した。  

 別室手術室では木下先生の眼瞼下垂手術

を見学させていただきました。木下先生はエル

ベの高周波メスを使用し、挙筋短縮術を丁寧

に時間をかけて手術をされていました。CAOS
の会では、世話人の宮田信之先生が炭酸ガス

レーザーを使ったミュラー筋短縮術を行ってい

る関係で、多くの先生方が眼瞼下垂手術を手

 2日目は三重県四日市市のMIE眼科を訪問

致しました。一昨年の夏に大澤俊介先生、右

京久樹先生、木下慎介先生の3人のスペシャ

リストが「情熱・革新・ネットワーク」を理念に掲

げ、日帰り硝子体・白内障・眼瞼下垂手術を

主体とした施設を、オフィスビル4階で開業さ

れました。 

 今回は統括院長大澤先生の硝子体手術

（網膜黄斑上膜・白内障）3例と副院長木下先

生の眼瞼下垂手術（高周波メスを使った挙筋

腱膜短縮術）2例4眼を見学させていただきま

した。 

 まず驚いたのは、ビル開業にしてはスペース

が広いことです。全体的に温かみのある色調で

間接照明が柔らかく照らした受付・待合室には

超大型85インチのモニターが壁に備え付けら

れていました。そして手術室は特に広い空間に

なっていて、55インチモニターが設置され、な

んと手術顕微鏡3台、硝子体手術装置2台、

超音波白内障手術装置1台が堂々と置かれ

ているではないですか。まるで展示会場のよう

です。これらの機器は全部購入されたと伺い
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掛けられており関心も高く、そんなにたくさん

は収容できない手術室に一時7～8人の先

生が集まる事態となり、木下先生にはご迷惑

をお掛けしたのではないかと反省しておりま

す。 

 さすが形成外科で学ばれた先生で、デザイ

ンや重瞼の仕上げが美しく学ぶところが多い

Live手術見学でした。 

 検討会、懇親会は四日市都ホテルでの開

催となりました。まず、検討会では大澤先生

に先ほどの症例を解説して頂きました。参加

された先生方から手技に対して細かな質問

が多く寄せられました。症例数を多数経験さ

れての事と思いますが、何故そうしているの

かを理論的に分かりやすく即座に解説出来る

のは、無駄な動きがない洗練された手術で

あったのだと感銘を受けました。 

 続いて木下先生に症例の解説をして頂き

ました。1例目は緊張していたとの事でした

が、緊張を全く感じさせない丁寧な手術でし

た。参加者の中からオペ中に脈拍血圧測定

をした方が良いのではという質問に対し、出

来るだけ早く導入しますという木下先生の謙

虚な姿勢に感動しました。 

 懇親会での質問は手技からムンテラの極

意、術後管理などに移りました。そこでも両先

生から1つ1つ丁寧にご回答頂きました。ま

た、大澤先生の将来の夢を聞かせて頂き、

素晴らしい先生だと改めて感動致しました。 

 二次会では、若い先生方が大澤先生を捕

まえて経営についての話や、ビジョンの話に

花を咲かせていたのが印象的でした。 

 今回MIE眼科を訪問したかった理由は、大

澤先生のお人柄が魅力的だったことと、ご開

業までの経緯や卓越した経営コンセプト、考

え方、戦略をお聞かせいただきたかったから

です。その大澤先生のお考えを今回見学者

に惜しみなくお話くださったことに感謝し、大

変嬉しく思います。 

 MIE眼科様の今後のますますのご発展を祈

念致します。 

 

 

 参加者総数26名 

  （1日目24名、2日目19名） 

4 ジャメックスプチ観光ツアー 

 最終日は、会長杉浦先生のご提案で希望者

11名の先生と伊勢神宮を参拝、観光致しまし

た。 

 さすが日本の代表的な観光地、一日4万人

の観光客が訪れているとあって参拝客で賑

わっておりました。 

 ガイドの案内で、初めに外宮を参拝してから

内宮を参拝しました。まずは参拝の作法から

学び、大鳥居を拝礼して境内に入りました。 

外宮は、天照大神のお食事を司る神の豊受

大神宮をお祀りしています。内宮は、皇室の

ご祖神の天照大神をお祀りする皇大神宮

で、我が国で最も尊いお宮です。2000年の

時を超えて古代のたたずまいを今日に伝え

ています。ご参加の先生方は両宮で手術の

安全とクリニックの繁栄を願って参拝されたこ

とと思います。 

 敷地内は景色が荘厳で、社殿の凄さ、永く

受け継がれてきた建築様式、歴史の重みを

感じる旅となりました。 

 おかげ横丁では、名物伊勢うどんを食べ、

帰りの車中では松坂牛の弁当を堪能して無

事に終了となりました。 



 ジャメックスの細川さんからお声掛けいただい

たのは、昨年(2016)のJSCRS総会の後だった

と記憶しています。そのJSCRSでランチョンセミ

ナーの講師として登壇する予定があったので

すが、まさかの日程の勘違いで会場入りしてお

らず、登壇予定時刻の1分前に会場に到着す

るという、ある意味離れ業⁉をやらかしました。

その講演を細川さんが聞いておられて、私に

今回のお話の白羽の矢を立てられたとの事で

したので、私に期待されている役回りはいった

い…と勘繰ってしまいました（笑）。その後、細

川さんに当院にお越しいただき、CAOS21の会

の詳細を伺うと、ご参加の先生方の情熱や熱

気がすでに感じられる、非常に興味深い会で

あることがわかりました。同時に今回までの会

の歩みを知り、不肖若輩サージャンの私とス

タートを切ったばかりの駆け出しクリニックで先

生方にご満足いただけるのか、不安と心配は

膨らむばかりでした。 

 細川さんとの面談翌日からは根っからのポジ

ティブシンキングが発動し、「心配しても始まら

ない、この状況を楽しもう」をリフレインしなが

ら、日々の診療で自身とスタッフの練度引き上

げとCAOS21の会当日への準備をすすめること

ができました。しかしながら、自分の使用器具

の詳細や手術装置の設定も理解しているつも

りが、存外に曖昧になっている部分も多く、日
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頃は若手に自身の使用する器具や装置に習

熟していなければサージャンとは言えない、と

豪語していた自分が恥ずかしくもなりました。 

 今回、私は27G極小切開硝子体手術(MIVS)
を3例ほどお見せする予定をしておりましたが、

対象疾患の性質上、数か月前から予定を入

れておくことが難しく、また、できる限り症例にバ

リエーションを持たせたかったのですが、患者さ

んの予定等が合わずに黄斑上膜の症例のみ

になってしまいました。その点はお越しいただい

た先生方にご満足いただけたか心配しておりま

す。 

 当日は19名の先生にお越しいただき、手狭

な小院でスタッフも不慣れなため色々とご迷惑

をおかけしたかと思いますが、福山からの移動

でお疲れにもかかわらず、皆様に温かいご対

応をいただき感謝いたしております。実際の見

学は2班に分かれていただき、私の27G MIVS
と小院の木下が執刀する眼瞼手術を見学いた

だきました。噂には伺っていましたが、先生方

の見る距離の近さと熱気に、いつもの見学者の

いる手術や他のライブとは違うプレッシャーを

感じました。これがCAOS21の会の洗礼か・・と

私も身の引き締まる思いがしましたし、木下も

いつもと違う感覚にかなり戸惑ったようでした。 

 さて、実際の手術手技ですが、白内障手術

は角膜切開で行い、眼内レンズは先入れして

います。私は眼底後極操作を行う時に40～

60Dの前置レンズを使用するので、眼球屈折

力が60D（無水晶体眼は40D）でないと立体視

が損なわれるためで、後入れの方が視認性の

良い、後極拡大のコンタクトレンズを使用する

場合と大きく異なる点です。膜剥離操作はほと

んどの場合すべて硝子体鑷子のみで行いま

す。27Gの場合は鑷子の先端も非常にファイン

ですので、膜剥離のきっかけ作りに苦労する事

がほとんど無く、日頃から快適に膜剥離ができ

ています。この辺りも27Gの利点だと考えてい

ます。ILM剥離で注意しているのはできる限りち

ぎらずに剥離し、最後に一塊になったILMを

カッターで完全に除去する事です。こうすること

で術後の飛蚊症の訴えをかなり減らすことがで

きます。 

 私は日頃から自分自身の流れをしっかり感じ

ながら、やるべきことを淀みなく完全にこなし、

介助者とも良いリズムを共有しながら手術を行

うために“型”が重要だと考えています。今回は

バリエーションが少なく申し訳ありませんでした

が、3例の黄斑上膜トリプル手術を見学いただ

き、どの症例も全く同じ流れで手術が進んでい

く、私なりの“型”を感じていただけていれば幸

いです。 

 最後になりますが、今回のような素晴らしい

機会を与えていただいた杉浦先生をはじめと

する世話人の先生方、細川さんをはじめとする

ジャメックスのスタッフの方々、参加いただいた

先生方、手前味噌ですが支えてくれたスタッフ

に心より感謝申し上げます。 

2017年4月25日 記 
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ＭＩＥ眼科 四日市 

統括院長 大澤俊介 先生 

第27回 CAOS21の会 



 

れて、水がたまらない様に工夫されておりまし

た。三好先生の白内障手術は基本的に手術

手技を症例によって変えず、行っているとのこ

とでした。その方が、医療事故が生じにくいと。

確かに。 

三好先生の白内障手術の流れですが、 

①三好氏 調節式開瞼器。三好氏・藤本氏

CCCマ－カ－5.5mmで角膜上をマーキング。 

②眼球固定リングを用いて角膜耳側切開

（2.4mm） 

③1％キシロカインで前房麻酔 

④ビスコート、トリパンブルーで前房染色、ヒーロ

ンVでソフトシェル。稲村式カプセル鑷子で

CCC。 

⑤三好氏アルティメットバーチカルデュアルフ

ローハイドロダイセクションカニューレ（2ポートか

ら120°間隔で上下方向に水流が出る。一方

の水流で前嚢を持ち上げ、一方で後嚢への迅

速かつ容易なハイドロダイセクションが可能）。

三好先生は、hydrodelineationはしないとのこ

とです。 

⑥見事なフェイコチョップ(三好式核分割フック

にIA。 

⑦インジェクターでIOLをワンプッシュで挿入。

その際は、サイドポートを三好氏 ウンドアシス

ターV2（アシコ）で眼球を固定しながら。 

⑧ビスコを除去。前房から、IOL裏面はフラッ

シュ法で。 

⑨メイン創口、サイドポートもしっかりハイドレー

ション。 

⑩角膜障害がある人は、ビスコートを角膜に塗

布して終了。 

 見学の途中、広島テレビの撮影が行われ、

手術室にもカメラがまわっていましたね。さす

が、三好眼科、CAOS21ですね。その模様は、

「目からウロコ！？最新眼科医療2017」 

http://home-tv.co.jp/ss/ophthalmology/で視

聴することができます。三好先生が 白内障手

術について、横山先生が網膜静脈分枝閉塞

症について、杉浦会長がCAOS21の会につき

取材を受けられております。 

 我々一行は、6階の講義室に移動し、細川

社長、杉浦先生、三好眼科寺本事務長からご

挨拶をいただいた後、三好先生の白内障手

術、三好眼科非常勤医師、木村眼科内科病

院 医長の横山先生の硝子体手術を見学さ

せていただきました。手術室は充分広く顕微鏡

が2台あり並列で行われました。 

 私は、主に三好先生の白内障手術を見学さ

せていただきました。助手用顕微鏡でも手術を

みさせていただき、鮮明に観察することができ

ました。 

 術前の消毒はこれでもかというくらい丹念にさ

れており、眼内炎を絶対生じさせてはいけない

といった院長の強い信念を感じました。現在、

35000件眼内炎を生じてないそうです。さすが

です。手術室にはBGMにテレサテンの歌謡曲

がちょーど良い感じで流れて,私も思わず｢愛を

つぐなーえばー・・・・｣と思わず口ずさんでリラッ

クスしてしまいました。 

 手術顕微鏡はルメラ700、それに、自動滴下

装置がついており、一定間隔で点眼されます。

手術は極めてスムーズに流れる様に進行して

いきました。白内障マシーンは、stellarisPCを

使用されており、日本でのシェアはあまりない

が、とても良いマシーンだと絶賛されておりまし

た。患者さんは額部をバンドで手術台に固定さ
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 医療法人社団彩光会 札幌かとう眼科 加

藤と申します。第26回のシンガポールでのカオ

ス21の会に引き続き2回目の参加になります。

杉浦新会長のご提案で、今回から3月に開催

時期が変更になりました。暑くもなく寒くもなく丁

度良い季候で、天気にも恵まれ、2日間充実し

た見学をさせていただき、参加された先生方に

は大変好評だったようです。 

3月10日（金） 三好眼科見学 

 東京で前泊したあと、東京発6時30分ののぞ

み5号で10時頃、広島県福山市に到着。全国

各地からはせ参じた諸先生方と共に、細川保

社長をはじめ、ジャメックスのスタッフ様と合流

し、福山駅から徒歩で5分ほどの好立地にある

三好眼科に到着。CAOSの会の訪問は今回で

3回目になるそうです。三好眼科は、昭和63
年に開院され、昨年5月に大幅な増改築を完

成させたそうです。三好輝行院長は世界で4つ

のグランプリを受賞され、様々な眼科の手術器

械を開発され、日本のみならず、世界的にも

有名なサージャンのクリニックを見学、そして

トップサージャンの手術を見学できるとあってと

ても楽しみにしておりました。 

 玄関には、世界初の感情認識パーソナルロ

ボット「Pepper」君がお出迎えしてくれます。クリ

ニックの隣には眼鏡店が併設されております。 

6 参加印象記 

医療法人社団彩光会 

札幌かとう眼科 

理事長 加藤祐司 先生 

第27回CAOS21の会 参加印象記 

第27回 ＣＡＯＳ21の会 

手術・施設見学レポート 
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 横山先生は、隣で強膜固定を含め、サラサ

ラと短時間で淡々と硝子体手術をこなされて

おりました。 

 手術見学の後は、外来施設を見学させてい

ただきました。三好眼科は鉄骨6階建て。隣接

の駐車場だったスペースを活用して増改築し、

1、2階の延面積を3倍以上の約1千平方メート

ルに広げ、診察室も1室増の6室とし、待合室

のイスも約3倍の120席にし、長くなりがちな待

ち時間を少しでもリラックスしてもらう工夫がな

されていました。待合室はふき抜けで、開放的

です。1階の待合室近くには、病院でははじめ

ての装置となる『ウォーターパール』が設置して

あります。これは、水に特殊な振動を与えて球

体状にした噴水と、専用ライトを使った｢残像

化｣を組み合わせたシステム。球体となった水

滴が空中に浮かんだり、重力に逆らう様な不

思議な動きをします。童心にかえり、しばらく遊

ばせてもらいました。待合室の1角には、高さ3
ｍの千手千眼観音菩薩像が鎮座しており、三

好先生曰く｢心の闇を取り除いて帰っていただ

きたい｣と。さらには、絵画や陶磁器など素晴ら

しい美術品の展示数は100点以上にもなり、ク

リニックに居ながら、美術館の様なホテルのロ

ビーのような雰囲気でした。もちろん医療機器

も最新の物がたくさん。画像ファイリングはファ

インデックス、しかしあまりにもカルテが膨大な

為、電子カルテではなく紙カルテで運用されて

おりました。 三好先生の数々の美術品を見せ

ていただき、見学の先生方は圧倒されていまし

た。三好先生が仏像を収集している理由は、

｢私は煩悩が人の1000倍位ある。母が信心深

かった。何かに頼りたい。｣とのことです。 

 

 昼食を取った後、症例検討会となりました。

箇条書きでポイントを書かせていただきます。 

①チン氏帯脆弱・小瞳孔症例 

・CTRの使い方。 

CTRはCCCが終わった直後に入れる。ハイドロし

てから。赤道部をフリーにする。サイドポートか

ら入れる。CTR症例は680眼ほど施行した。IOL
落下症例や偏位症例はそのうちの2％程度。

CTRはシンスキーフックで支えながらin the bag
に入れる。 

水晶体の厚さはグレードではなく年齢で決まっ

ている。フェイコチョップは赤道部は浅く、中心

は深くがミソ。 

・IOLは早めに入れる。Malyugin リングを外すと

き。Osher/Malyuginリングマニピュレータ

（MST）が便利。主創口はハイドレーションして

虹彩脱出をしないようにして、フラッシュする。

コツは水を出しながら、IOL裏面に入れる。赤

道部の皮質を掻き出すことができる。全国200
カ所くらいで講演したが、なかなか追従してくれ

る先生がいないと。10倍ベガモックスを使用

（BSSで希釈）。ハイドレーションは、横方向だけ

ではなく、内方弁もすると切開創が延びて術後

見てもきれい。必ずサイドポートもハイドレーショ

ンする。できるだけ眼圧は上げて終了。開瞼器

を外すときに眼外の液が、眼内に逆流しないよ

うに。瞼裂にあわせて開瞼器3つ用意し、使い

分けている。開瞼器をかけた後、8倍イソジンで

洗眼。水はけをよくするため、顔を傾けて手術

している。 

60倍ミドリン：2.5CCの灌流液に1滴入れる。そ

のうち、1ccだけいれて、ビスコートを入れる。

40秒後に極大散瞳する。ステラーリスPCの

チップはリユース可能。ステラーリスPCの灌流

チューブはすごく細い。Grade2でフェイコ5%、

Grade2.5で12～14% 3で20%、3.5で30%、

4で35，4.5で35%。ルメラ700とステラーリス

PCで術者寿命が10年延びたと。 

②トーリックIOLの症例 

外来で90°にマーキング。全例同じやり方。前

房内麻酔。トリパンブルーは赤星前嚢染色針

で。軸の下に穴があいていて、前嚢に塗りつけ

ることができる。その後ヒーロンVをいれる。レン

ゼックスでもカタリスでもCCCに亀裂が入る可能

性あり。三好チョッパー使用。核は取りやすいと

ころから取る。内皮に当たらないように。ハイドロ

ダイゼクション。針を少し上げて赤道部に入れ

る。そして、押さえる。そして全部に水をまわ

す。前房内からビスコ抜いて、IOL下方もしっか

り抜く。ハイドレーションしてから、ベガモックス

入りBSSでフィラッシュする。シリンジは10CCを

用いると安定する。もちろん水を出し嚢を広げ

ながら。IOLを回すときは、IAチップを穴を下に

向けてIOLを吸引しながらするとIOLを自在に回

転させる事ができる。 

③多焦点眼内レンズについて 

マルチは反対派だったが、諸般の事情で最近

は使用している。 

＋4Dは入れない 

白内障のない目に老眼治療のため入れるのは

止めた方が良い。 

本当に、白内障手術の極意をご教授いただき

為になりました。 

 

 懇親会は福山ニューキャッスルホテルにて

美味しいフランス料理をいただきました。本当

に美味しくてビックリしました。 

 三好先生は、今でも、手術の前には、TETRIS
を必ずやるそうです。もし、テトリス最終面をクリ

アーできなくなったら、自分の衰えを感じ、白

内障手術を止める覚悟があるとのことでした。

女医先生を囲んで終始、笑顔でご満悦でし

た。また、吉田副院長先生に日常診療、学会

準備などとても感謝しているとおっしゃっていま

した。 

 横山先生は、現在シンプルな症例なら硝子

体手術所要時間は10~15分程度。25Gをメイ

ンに使用しており、三好眼科では症例数が多

いので精確・速さが求められている。メインは、

木村眼科内科病院に勤務しており、 2時間を

超える難症例の手術を徹底的にやるのが好き

と。現在、紹介がメインの眼科手術専門クリ

ニックの開業を来年目指し奮闘中とのことでし

た。 

3月11日（土） ＭＩＥ眼科四日市見学 

 さあ、2日目です。新幹線で福山から名古屋

へ、そこから近鉄で四日市に。少し四日市を散

策し、午後からオフィスビル4階に位置するクリ

ニックへ。 

第27回 CAOS21の会 
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 ＭＩＥ眼科四日市はMost Innovative Eyecare
（最も革新的な眼科医療）をコンセプトとして、

眼科領域の最新医協技術を日帰り手術で実

現している眼科クリニックです。 

 統括院長の大澤俊介先生は網膜硝子体が

専門、院長の右京久樹先生は屈折矯正手術

が専門、副院長の木下慎介先生は形成外科

出身とエキスパート医師3名で構成され、紹介

専門眼科手術クリニックと全国を見渡してもか

なりユニークな眼科で、是が非でも見学させて

いただきたい施設でした。 

 細川社長、杉浦会長、大澤統括院長、木下

副院長よりご挨拶をいただいた後、早速手術

見学となりました。 

 私は大澤先生の黄斑上膜のトリプル手術を

見学させていただきました。 

 顕微鏡はルメラ700、白内障・硝子体マシー

ンは、DORC EVA眼科手術システムを使用さ

れていました。吸引付き開瞼器で乾燥防止の

ためビスコートを角膜にのせる。広角システムリ

サイトのレンズが硝子体手術中に曇らないよう

に、呼気が術野に漏れない様にドレーピングを

工夫されていた。また、カリストを使用されてい

た。 

 角膜切開。粘弾性物質はディスコビスクを使

用されていた。ハイドロはMEテクニカのザウター

氏カニューラ。USチップはサイメンデザインのも

の。フェイコチョップを使用。核硬化3度までは

4分割、それ以上は8分割で、EVAのフェイコも

悪くなく、IAの吸引が強力で気に入っているとの

こと。IAスリーブはアルコンのポリマーIAを使用

されており、CCCは大きめに作っていた。後嚢

研磨は一応するが、三好先生のフラッシュ法

（ベガモックス入り）を採用しているとのこと。ガ

ス置換しない場合は、後嚢をカッターで切除さ

れる方針。術中は40倍イソジンをちょくちょくか

けてもらうそうです。ディスコビスクは虹彩がは

ためくくらい除去する。ハイドレーションは控えめ

にしている、角膜が濁り視認性が落ちるのが嫌

だと。IOLは先入れでした。その後、麻酔は、下

鼻側に。堀口式の経テノン式の球後針で

5~8cc、球後麻酔をするそうです。ドルクのシャ

ンデリア照明（LEDstar）も使用しており、基本

的に4-ポートの様です。ポートの位置は27Gで

は水平方向に近くトロカールを設置。角膜には

ビスコートを塗布して、HOYA社のHHVディスポ

レンズ（Zd）をのせていました。表面がきれいで

角膜乾燥防止にも役立つとのこと。27Gは硝

子体の端っこを捕まえてそこから食べるように

心がけていると。 

 27Gになっても25Gに比べ手術時間が長く

なっていない印象だそうです。27Gは創部の閉

鎖が良い。コアビトレクトミーはスカートめくりをす

る様に硝子体を取る。残存皮質が残ってない

が、マキュエイドを撒くが、強膜圧迫は少しだ

け。目的は網膜裂孔等を見逃さない様にする

ため。後嚢切除をすると前部硝子体が垂れ下

がってくるので中間層にういた硝子体を、それ

を最終的にワイドビューイング下でできるだけ切

除する。BBGで染まるところはILM、染まらない

ところはERMが張っている。BBGは通常の2倍

の濃度をオペガンと等量混ぜ合わせる。BBG
は薬剤部で作成してもらっている。染まったとこ

ろの境界部からERMをピーリング。黄斑部を中

心にERMを除去。全部取り切らないで最後の

所はくっつけておく。何故なら見失うと、後から

飛蚊症の原因になる。ERMを取った後、もう一

度BBGで染色（二度染め）しILMを取りに行く。

ILMを取る範囲は取り過ぎないのも肝要。黄斑

円孔の場合は、耳側のILMだけをむいて、大き

くない場合はピーリング、大きければインバーテ

ドフラップにする。閉じるときに使っているのは、

カニューラリムーバー（MEテクニカ、大澤先生

作）でカニューラを抜去。リムーバーが創口を

塞ぐことで硝子体の陥頓が軽減し、低眼圧を

防止することができるとのこと。シリコンオイルを

入れる症例以外はまず強膜縫合することは少

ないそうです。 

  

 次に木下先生の眼瞼下垂の手術を見学させ

ていただきました。 

手術の大まかな流れです。 

眼瞼手術：挙筋短縮術（aponeurotic ad-
vancement） 

マーキング：睫毛縁から9mm程度。 

麻酔：時間をかけてやる。2％キシロカインEと

アナペイン 1：1 

耳側に麻酔を入れて、鼻側に広げる様に麻酔

を効かせる。眼輪筋の下に，麻酔を効かせる

イメージでもむ。皮下出血の防止。ゆっくりと。ビ

オクタニンのマークが消えない様に、ガーゼで

拭きながら。眼瞼を翻転して、瞼板上縁の結

膜とMuller筋間に麻酔。 

皮膚切開：メスで皮膚切開。先生が作成され

た、電気メスで、止血しながら、左手のコリブリ

鑷子を下方にテンションをかけながら、瞼板を

露出。こまめに止血。釣り針鈎で剥離した眼輪

筋を2カ所で下方に引き、瞼板上の挙筋腱膜

をきれいに除去して、しっかりと瞼板を露出す

る。 

眼窩膈膜の切開：aponeurosisを下方に引き、

眼窩膈膜を横方向に切開。釣り針鈎を挙筋腱

膜先端にかけ直し、下方へ牽引してテント上に

して、テンションをかけ、眼窩膈膜の切離を進

める。眼窩脂肪はバイポーラで焼いて縮めてい

た。 

AponeurosisとMüller筋間の剥離：釣り針鈎を

瞼板の上縁にかけ直し、瞼板を下方に牽引。

Aponeurosisを左手出上方に引き上げ、Müller
筋との間を剥離。Aponeurosisiの裏面は白く、

Müller筋はピンク色。剥離の程度は、眼瞼挙

筋が見える手前くらいまで。Aponeyurosisの前

転：white line(筋腱移行部)を目安に

aponeurosisに通糸し、瞼板上1/3、瞳孔直上

に固定（6-0バイクリルで仮結紮）。 

術中定量：患者さんを座位にして、挙上量、瞼

縁の形、特に瞼縁のカーブに注目。瞳孔の中

心にカーブがあるかどうか。 

Aponeurosisの固定：重瞼を固定して、更に定

量。 

ここで、反対眼に。同様にaponeurosisを前転

して、左右差異を比べる。 

Aponeurosisの固定：内側、外側の

aponeurosisも固定。 

第27回 ＣＡＯＳ21の会 
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余剰のaponeurosisを切除。 

皮膚縫合して終了。 

 

 その後、外来を見学させていただきました。 

非常におしゃれな診察室。電子カルテはビー

ラインのMediUSで、高田眞智子先生が熱く、

如何にこの電子カルテが良いか教授していた

だきました。 

 症例検討会は四日市都ホテルに移動し開

催されました。 

大澤先生のパートでは。 

球後麻酔については、アメリカでは14CCも球

後麻酔をすることがある。充分に麻酔をする

と脱臼しているからやりやすい。球後麻酔 

5~7CCくらいするそうです。脱臼してきた場合

は、開瞼器を緩めるとのこと。後嚢をかじって

ワンブロックにすると前房がなくなることはな

い。EVAは眼圧15 踏み込むと25mmHg。

ERMは先染めする時と後染めする時がある。

ILMとERMが一体化した症例は、ちぎれやす

いので何度も持ち替えが必要。手術は患者

さんの家族に公開しているそうです。 

次にアルコンのNGENUITY® 3D ビジュアルシ

ステムを用いた硝子体手術の話題に移りまし

た。 

NGENUITYはまだまだこれから発展するだろ

う。今は、教育的な意味合いが強い。術者と

同じ映像を見ることが可能。3D映画みている

様で、手術終了した後は眼精疲労を感じる。 

術後低眼圧は若い人で長眼軸。再手術では

注意が必要だが、それ以外はあんまり無い。

ガス置換した人は逆に次の日高いこともあ

る。 

IKEGAMIより、NGENUITYの方が3Dの手術は

やりやすい印象があるようです。 

後嚢はとても深く見える。立体感を強調して

いるシステム。もっと強拡大をすると、顕微鏡

を覗いてやるよりも細かい操作はしやすい。カ

メラは2Kなので、1Kの画像を見ている。カメ

ラが4Kになれば、4Kの画像を3Dで見ている

ことになり、人間の目の解像度を超えるので、

そうなると違う時代が来るかもしれない。腰と

か首には優しい手術。不同視や斜視の先生

にはきびしいかもしれないと。 

 

紹介システムについて 

始める5年前から構想があった。その為に、

講演に行く。県内の集談会には必ず演題を

出して、眼科の先生方に認知してもらう努力

してきた。 

早ければ次の日には、紹介元で見てもらう。

1ヶ月目に最終チェックをＭＩＥ眼科でみる。紹

介率は83%、紹介元から手術依頼が来たの

だが、患者さんの都合や体調が悪くなって手

術がなくなった場合や延期になった場合は、

紹介元にその旨を手紙で伝えている。紹介

元へ戻すときに手紙を忘れない様にする。 

患者さんから電話で受診の希望があった場

合、かかりつけの眼科がある場合はそこから

紹介状をもらってくる様に患者さんに伝えて

いる。 

紹介のみにしてしまうか、院内で検討課題と

なっている。 

ERM手術のICをどうしているかとの会場から

の質問に対し、視力を上げるとは言わない。

これ以上悪くならない様にここで止めましょ

う。膜が強く収縮すると、今より、歪みや視力

が低下する危険性をお話しする。結果、視力

が向上する人もいる。手術しても、変視症、

大視症は改善しない。長く経過観察している

と、3，4年すると視力が向上する人もいる。 

視力が下がる人：緑内障が合併していること

がある。正常眼圧緑内障の人とか注意。GCC
をチェックして、気になる人は術前にハンフ

リー視野検査をすることもある。 

ERM手術により黄斑円孔が生じたことはない

か？との質問に対し大澤先生は経験してい

ないが、ERMを一方向に剥がした場合、MH
が発生することはあり得るだろう。黄斑の中心

方向に膜を剥がし、中心窩は剥かない。剥い

たERMはカッターで（低吸引圧にして）切除

する。 

25Gと27Gの手術時間は、ツインデュー

ティーを使ってもそれ程大きな差が無い。

OCTで見た時に網膜の外層構造が乱れてい

る患者さんは視力が上がりにくい。 

 

木下先生のパートでは 

重瞼形成：眼輪筋と瞼板を固定する。しっか

りと止血してから。瞼板に固定できれば３糸く

らい。瞼板に固定できない場合は、眼輪筋と

aponeurosisの先端を縫合する。その時は

5~7糸。濡れたガーゼで圧迫。針が良く切れ

るのでマニーを使用。吸収糸を使用。8-0ナ

イロンで連続縫合。睫毛側（下側）を厚く拾っ

て、眉毛側（上側）は薄く拾って皮膚が乗り上

げない様に注意する。単結紮と仕上がりは変

わらない印象をお持ちのよう。連続皮膚縫合

し手術終了。 

aponeurosisの前転時に瞼板の通糸位置は

かなり上縁の方が望ましい。真ん中より下方

固定すると、内反気味になり、lidwipper症候

群になりやすく、角膜上皮障害が生じやす

い。瞼板上縁にかけたら、低矯正にならない

か⇒そのようなことはない。そこは、

aponeurosisの前転量で調整すべき。 

 

懇親会 四日市都ホテル 和食  

ＭＩＥ眼科開設までの成り立ち、Ｈｅａｄｕｐ ｓｕｒ

ｅｇｅｒｙについての議論、Müllerタッキングな

ど多彩な話題で大いに盛り上がり、二次会も

24時近くまで盛り上がり、充実した2日間の集

大成になりました。 

第27回 CAOS21の会 
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第27回 CAOS21の会 



眼科の発展を考える“CAOS21の会” 

アンケートの集計を㈱ジャメックスの

ホームページに掲載しております。 
http://www.jamecs.co.jp 

CAOS21の会事務局 株式会社ジャメックス 

〒１７０－０００２ 東京都豊島区巣鴨１－４６－１ 
電話：０３－５９７８－４３５１  FAX：０３－５９７８－４３５５ 

Mail： sales-tokyo@jamecs.co.jp 

7 協賛会社 

協賛各社様へ  平素はCAOS21の会へのご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。           

           おかげさまで、第27回CAOS21の会も無事に終了することができました。 

           今後も微力ながら眼科の発展につながるプランを考案していきますので、 

           引き続き皆様のお力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

CAOS21の会 世話人 

代表 杉浦 毅 先生    （杉浦眼科） 

    藤本 可芳子 先生 （フジモト眼科）    眞鍋 洋一 先生 （まなべ眼科クリニック） 

    高田 眞智子 先生 （高田眼科）      宮田 信之 先生 （岡田眼科） 

ＨＯＹＡ株式会社 

カールツァイスメディテック株式会社 

株式会社ジャメックス 
 
≪器材提供≫ 

日本メディカルプロダクツ株式会社 


