
日程 

•平成30年3月 9日（金） 神奈川県足柄上郡松田町 安藤眼科医院松田本院 

                 神奈川県小田原市 安藤眼科医院小田原クリニック 

•平成30年3月10日（土） 北海道札幌市 札幌かとう眼科 

•平成30年3月11日（日） 講演1「超音波白内障手術の黎明期について」 

                 講演2「医院マネジメントシステム（ＰＭＳ）と眼科経営」   

第28回 ＣＡＯＳ21の会 

発行日 平成30年6月 

1 はじめに 

ＣＡＯＳ21の会事務局 

 CAOS21の会」は、昨年から３月実施、2施設訪問となりましたが、今回は施設訪問に加えて

講演会を設けました。 

 

 まず、施設訪問のテーマは、第23回（平成25年）に続き、FLACS（フェムトセカンドレーザー白

内障手術）と致しました。２施設に訪問し、CatalysとLenSxのレーザー器械を使用した白内障手

術の見学で、それぞれの器械の特性、実態を掴むいい機会と考えました。 

 

 講演会は、2つの講演を用意致しました。一つは、会長のご指名で事務局の細川が「超音波

白内障手術の黎明期について」と題しまして、白内障手術の歴史について講演をさせていただ

きました。もう一つは、株式会社メディ・ウエブ代表取締役会長兼スマイル眼科クリニック理事

長の楊 浩勇先生による「医院マネジメントシステム（PMS）と眼科経営」のご講演です。楊先生

が開発された経営分析プログラムPMS 3Beesが経営にどのように役立つかをご講演いただきま

した。 
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 １日目はまず、平成28年7月に移転した安藤

眼科松田本院を訪問し、新しくなった施設を見

学させていただきました。保育園だった建物を

増改築されたとのことで、今まであった広い駐

車場や大きい樹木を活かしながら、広々とした

空間にモダンな5つの丸い窓がアクセントに

なった、色調やわらかな美しい建物がありまし

た。院内の色調もやわらかなものに揃えられて

いましたが、スタッフの皆様の雰囲気やご対応

もやさしく、やわらかく、浩先生、展代先生のお

人柄が安藤眼科医院の様々なところから感じ

取れました。開始のご挨拶と致しまして、加藤

事務長から安藤眼科医院の歴史や、新施設

についてご説明をいただきました。続いて、ス

タッフの方々のご案内で施設見学を2つに分か

れて行いました。スタッフの皆様が準備万全で

ご対応いただいたことに驚きました。 

 小田原クリニックへの訪問はCAOS21の会で

は平成９年に続き２度目の訪問となります。20
年経った今、尚も発展し続ける安藤眼科医院

の素晴らしさは、昨年の手術実績にも表れて

おり、白内障2,257例、緑内障162例、硝子体

39例、屈折矯正41例、眼瞼161例とハイボ

リュームサージャンの施設であります。 

 

 今回の手術見学スケジュールを見ますと、

何とFLACSの症例８眼とPEA+IOL２眼、

PEA+IOL+i-Stent１眼、それにSMILE１眼を準

備してくださっていました。 

 見学者は、院長安藤浩先生が手術を行う

班、名誉院長安藤展代先生が手術を行う班、

副院長江口亮先生が行う班、及び浩先生、江

口先生両先生が行う班の４班に分かれて見学

させていただきました。SMILEの手術見学は屈

折矯正手術を行って来たご経験のある先生方

に手術室にお入りいただきました。 

 石川暢子先生には診察室にて見学の先生

方の質問にご対応いただきました。本院と2つ

の分院間の電子カルテシステムNAVIS-CLをど

う運用されているのか等ご説明いただき、参加

された先生からは高い関心が寄せられており

ました。 

 

 昼食は本院近くの「心五季」（ｺｲｷ）で美味し

い懐石料理に舌鼓を打ち、その後小田原クリ

ニックへタクシーで移動しました。 
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2 安藤眼科医院 松田本院、小田原クリニック 
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第28回 CAOS21の会 

 Catalysを使った白内障手術体制は効率を

追求したシステムが考えられていました。最

初にフェムト２眼を続けて行い、1眼目の患者

様はフェムトの後第一手術室に移動しフェイ

コの準備をします。これは2眼目のフェムトを

行っている間に整えてしまいます。フェムト２

眼を終わらせた術者はすぐに第一手術室で

フェイコの手術を行い、その間にフェムト２眼

目の患者様は第二手術室に移動し準備を整

えます。術者は、第一手術室から第二手術

室に移動しフェイコの手術を行います。その

後に第一手術室ではフェムトを行わない患者

さんのPEA+IOLを行うといった組み合わせを

ワンセットにし、回していました。 

 驚きは、何と言ってもあのご高齢！（失礼）

の展代先生が、第一と第二手術室を素早く

軽快に行き交い、実に楽しそうに手術をされ

ているお姿がとても印象的でした。 

 

 手術終了後記念撮影を行い、貸し切りバス

でヒルトン小田原リゾート&スパへ移動し、症

例検討会を「竹園の間」で行いました。当日

のオペ映像を見ながら術者3先生に解説して

いただき、また、Catalysを選択した理由や導

入後の工夫に係る資料を作成、ご説明いた

だきました。特に時間ロス対策として、製造業

が効率を踏まえて工程別に時間短縮を行っ

ていることを医療の世界にも応用され、手術

配列を行程別に工夫して時間短縮を図った

という発表が強く印象に残りました。さすが

MBAの資格を取られた浩先生のご発想と感

服致しました。 

 懇親会は「竹林の間」で開催し、開催施設

側もCAOSの会で馴染みのメンバーのため、

和気あいあいに盛会裡に終了致しました。安

藤眼科医院の先生、事務長をはじめスタッフ

の皆様のご協力に感謝致します。ありがとうご

ざいました。 
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第28回 ＣＡＯＳ21の会 

手術・施設見学レポート 

もかかわらず、初日の安藤眼科医院の見学に

も参加され、我々より早い便で札幌に入り、オ

ペに備えていただきました。また、加藤眼科の

加藤事務長をはじめ、スタッフの皆様には、院

長不在の中も我々一行を迎える準備を万端に

整えていただき感謝致します。スタッフの皆様

が素敵な笑顔で迎えてくださり、きっと見学の

先生方の心も和んだことと思います。 

 手術スケジュールは、片眼2例と両眼4例8
眼の症例で、全例LenSxを使い、両眼同時手

術を行いました。その中にはご母堂様の両眼

手術が入っていて驚きました。通常Live手術だ

けでもストレスがかかるところ、身内の手術を披

露する度胸とメンタルの強さに脱帽しました。ま

た、右眼は右手で、左眼は左手で器用に手術

をなさっていて驚きました。Live中には、LenSx
がフリーズする場面がありましたが、そんな時も

シャットダウンして再起動し、「時々起こります」

と冷静に対処されていた姿が印象的でした。 

 手術室には見学の先生が5班に分かれ入室

し、助手顕を覗きながら説明を受けることが出

来ました。また、スタッフの皆様には院内をご

案内していただき、多岐に渡った質問にご丁寧

に対応いただきありがとうございました。 

 その後、ホテルニューオータニイン札幌に移

動し症例検討会を開催致しました。時間が

少々押していたこともありますが、加藤先生が

様々な資料をご用意してくださいましたので、

懇親会場にもプロジェクターとスクリーンを準備

して続行することにしました。加藤先生には食

事もままならずにご説明いただくことになり申し

訳なかったですが、もっと時間があれば両眼同

時手術についての議論もしたいところでした。 

 ２日目は、例年通り早朝からの移動となり、ヒ

ルトン小田原を6：15に出発し、電車を乗り継

ぎ、羽田空港９時発の飛行機で雪の残る新千

歳空港へ移動しました。札幌に向かい昼食を

挟んでタクシーにていよいよ札幌かとう眼科に

到着です。 

 札幌かとう眼科は、平成23年７月に開業し、

６年間で白内障手術を5,663例、硝子体手術

を794例、それ以外にも涙道手術や眼瞼下垂

手術を行うハイボリュームサージャンでありま

す。昨年の手術実績は白内障1,500例、硝子

体200例、涙管チューブ挿入術・DCRが280
例を加藤先生お一人で執刀されたということで

す。また、最先端の器械を積極的に導入さ

れ、平成29年3月には、LenSxとORA、Verion
を導入されています。更に本院の他に、なんご

う眼科やすずき眼科を譲り受け、加藤先生は、

北海道の雄大な土地を飛び回っておられま

す。このパワーとエネルギーは何処からくるので

しょうか。 

 加藤先生は平成28年からCAOSの会に参加

されております。今回はご自身が術者であるに

3 札幌かとう眼科 



 ３日目は、会長杉浦先生のご指名で事務局

から細川が「超音波白内障手術の黎明期」と

題しまして、白内障手術の歴史について講演

をさせていただきました。 

 歴史としましては、開発者のケルマン先生と

ほぼ同時期に当時慶應義塾大学眼科教授の

桑原安治先生が、ケルマン先生と同じ発想で

超音波白内障手術装置を開発し、日本眼科

学会で発表されました。ケルマン先生との相違

点は、ケルマン先生は後嚢は磨けば綺麗にな

るのでバリアとして残す方向で、桑原先生は後

発白内障を防ぐために後嚢は切除する方向で

した。桑原先生の素晴らしいところは、初期か

らねじれ、たわみ、振動を利用した、今でいう

Ozilの発想を持っていたことと、外来通院手術

が可能になると予言していたことでした。日本

にもこのような先駆者となる先生がいらしたこと

は誇らしいことです。 

 KPEはその後、馬嶋慶直先生、永田誠先

生、湖崎弘先生、林文彦先生、宮田典男先

生が超音波白内障手術研究会を発足し、普

及に尽力されました。当初は海賊医と揶揄さ

れながらも、患者の術後の回復が早く、社会

復帰に役立つこの術式に魅せられ、全摘手

術より低い保険点数でもチャレンジし、いくつ

もの難局を乗り越え、今日の超音波白内障

手術に繋げた功績は絶大なものです。5名の

うち4名の先生が一昨年同時期に亡くなりま

した。この歴史を語り継ぐ機会をいただいたと

考え、講演させていただきました。 

 今回のCAOSの会の真打には、(株)メディ・

ウエブ会長兼社長でスマイル眼科理事長の

楊 浩勇先生に「医院マネジメントシステム

（PMS）と眼科経営」についてのご講演をして

いただきました。診療報酬単価減少や、人口

減少による患者数の減少、人件費アップや

消費税増税によるコストの増加等、今後更に

眼科経営の厳しい環境が予想される中、

マーケティングとマネジメントの重要性を掲

げ、自院の生データを基にご解説いただきま

した。患者様のことを考えた予約／順番管理

システムから、データを見える化し、経営分

析、業務効率向上に繋げた貴重なお話をお

聞かせいただきました。医師がいろいろな検

査データを見て早期に治療することが重要な

のと一緒で、経営も数値を分析して、早めに

対応することが重要であるとおっしゃっていま

した。開業医の先生が多く参加されていまし

たので、経営の観点からとても有意義な内容

だったかと思います。 

 今回のCAOS21の会も、手術・ご講演をして

いただいた先生、主催施設のスタッフの皆

様、協賛各社、当日お手伝いいただいたメー

カー・業者の方々、たくさんのご協力の下、盛

会裏に終えることができました。ありがとうござ

いました。 
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4 講演1 「超音波白内障手術の黎明期について」 

  講演2 「医院マネジメントシステム（ＰＭＳ）と眼科経営」 
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春草萌えいづる季節を迎え、皆様いかがお過

ごしでしょうか。 

川越の行定病院の兒玉章宏と申します。この

度縁あって、カオスの会に参加させていただく

ことができました。 

当院（常勤３人・非常勤５人）では白内障手術

を年間約１４００件前後させていただいており、

そのうち約７００件ほどを執刀させていただけて

おりまして、最近は硝子体手術を始めたり、症

例にはことかかないありがたい職場ですが、そ

ろそろ独り立ちを考えているところであります。 

会の開催中は、諸先輩方に貴重なお話を伺

い、大きな夢と希望を与えてくださりありがとうご

ざいました。近い将来開業させていただいて、

この会にまた参加できるよう日々を過ごしてい

きたいと思いました。 

 

第一日目：安藤眼科医院 FLACS（フェムトセ

カンドレーザー白内障手術）＋SMILE（レーシッ

ク） 

 

第一日目は、あの小田原の安藤眼科医院で、

最近改装した松田本院にて外来施設見学、

昼食の後に小田原クリニックにて手術見学をさ

せていただきました。 

第28回 ＣＡＯＳ21の会 

手術・施設見学レポート 

 

当日は、大雨の影響で小田急線その他のダイ

ヤが乱れ、時間通りに到着できるか不安な

中、なんとか松田本院に到着、最初に待合室

で、細川社長と杉浦毅院長よりご挨拶がありま

した。細川社長はなんと御年７８歳とのことで、

年齢を感じさせないバイタリティ、どこから出てく

るのでしょうか。また、杉浦先生も数多くのフィ

ルムアワードを獲得されていたり、その他の先

生も高名な先生ばかりで、身が引き締まる思い

で初日を迎えました。 

 

安藤眼科 松田本院は、小田急線新松田駅

から徒歩すぐの立地に、幼稚園を改装して２階

建ての医院で、待合室も広く、非常にゆったり

している作りで、座っていてまるでカフェのよう

な落ち着けそうな雰囲気の待合でした。大きな

プロジェクターも用意してあり、まさにライブ会

場のように、患者さんに手術説明ができて、理

解と満足を得られるように考えて作っておられ

ると思いました。 

 

電子カルテはNAVIS-CLを採用されており、小

田原クリニックや南足柄クリニックともリンクされ

ており、松田本院にいながら小田原や南足柄

の患者さん情報や、その他の画像や検査デー

タも完全に参照できるようにしていることに、完

全アナログ紙カルテの病院が長い自分は、本

当に驚きました。 

もちろん広角眼底撮影システムや最新のOCTA
など、最先端の医療機器が設置されており、

驚いたのは二階の奥の部屋にたくさんの寝袋

や非常時に備えた作りなど、何があったとして

もスタッフを守るという院長先生の強い意志が

感じられ、それもあってか、なによりスタッフの

方たちが楽しそうに働いているのを見ると本当

に素晴らしいと思いました。 

5 参加印象記 

第28回CAOS21の会 参加印象記 

行定病院 兒玉章宏 先生 
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終了後、鉄道写真地で有名な根府川橋梁を

眼下に望む絶好のロケーションのヒルトン小田

原に移動させていただき、手術検討会と懇親

会が開かれました。 

安藤院長から、2つの手術室を効率的に使用

して、手術をこなされているタイムテーブルを

作られていたのが印象的でした。 

その後の懇親会でも時間が取れないくらい質

問が多数出て、CAOSの会のメンバーのパワフ

ルなエネルギーを感じた一日でした。 

  

生、副院長の江口亮先生ともに、複数の部屋

を使用して、非常に洗練されたダンサーのよう

に、無駄なく患者さんを回していたのが印象的

でした。  

 

CATALYS ではCCCも非常にキレイに作成でき、

核はマンゴーカットに細かく分割、その後の超

音波もほとんど発振してないのではないかと思

えるほど美しい白内障ができており、多焦点白

内障やトーリックレンズ使用時以外にも、特に

PEなどチン小帯脆弱時でも大きなCCCを作成

することができるので、非常に有益では無いか

と思われました。 

 

SMILEレーザーも、まるで白内障の創口のよう

な場所から切開された実質が出てきたのは驚

きました。自分は防衛医科大で自衛隊出身な

のですが、私が在籍中、パイロットなどは屈折

矯正手術が認められていなかったのですが

（噂で落下傘降下など風圧がかかるとフラップ

が外れるとの報告あり！？）少子化の現在、こ

れなら強度も十分で皆さんに勧められる屈折

矯正手術が誕生したと思いまして、隔世の感

がありました。 

昼食は日本料理「心五季」に移動させていた

だいて、なんと昼食から懐石料理と、すばらし

いおもてなしで、胃も心も温まり元気をいただき

ました。 

 

午後からは小田原クリニックにタクシーで移動

して、手術見学をさせていただきました。地図

上では松田本院と小田原は遠く感じましたが、

実際移動するとそこまで距離を感じませんでし

たので、松田本院と小田原クリニックの患者さ

ん同士の連絡も全く問題がないように感じまし

た。 

 

CATALYS（Femtosecond Laser）を使用した、

FLACSの見学をさせていただきました。いきなり

最初に目に飛び込んできたのは、なんと名誉

院長 安藤展代先生で、なんと細川社長と同じ

く７８歳とのことで、喜寿を超えてもさらに意欲

旺盛なパワーにただただ圧倒されました。

FLACSは、部屋を移動したりするのでどうしても

時間がかかるのは構造上やむを得ないと考え

ておりましたが、患者さん移動の仔細な工程表

があり、展代先生を始め、院長の安藤浩先

第28回 CAOS21の会 
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第二日目：札幌かとう眼科 LenSｘを用いた 

FLACS 

 

第二日目、ヒルトン小田原を朝6時に出発、小

田原駅から贅沢に新幹線品川駅経由で羽田

空港まで向かい、 9時羽田発ANA055便にて

新千歳空港に移動して、お昼すぎに札幌かと

う眼科に到着いたしました。 

 

いきなりフェムトレーザーを使用した白内障手

術を見せていただいて、後で聞いたのですが、

この日手術された方の一人は、なんと加藤院

長のお母様とのことで、Live手術の緊張する状

況の中ではなかなか出来ないことですので本

当に驚きました。 

 

安藤眼科医院では二つの手術室があったのに

対して、札幌かとう眼科では、手術室が一つで

はありまして、どのように患者さんを運用するの

か興味があるところでしたが、レーザーが終

わった後、顕微鏡も最新の顕微鏡が天井から

懸垂式で懸架されていることも相まって特殊な

手術台（メプロ４）で、患者を寝かせたまま横に

移動してフェイコが始めることができるように

なっており、狭いスペースでも、運用と工夫次

第で上手く設置し手術ができるのを実証されて

おりました。 

 

当院（行定病院）の顕微鏡は20年前のよくわ

からない顕微鏡から、最近Leica M844 F40に

更新して徹照が良くなったと喜んでおりました

が、加藤院長の好意で顕微鏡を覗かせてもら

いましたところ、zeissのOPMI Lumera 700は段

違いに綺麗に見えて、良い手術をするには、良

い道具が必要だと痛感いたしました。 

また、toricレンズも積極的に導入して、ORAシ

ステムを使用して、術中にIOLの決定や（なんと

多焦点も！）レンズの軸決めをされていて、こ

のマシンは直接的には利益を生まないかもし

れませんが、手術のクオリティーは間違いなく

上がるので患者さんの満足度も向上して医院

の評判にも繋がっていると思いました。 

検査機器も最新のものがほぼ全て揃っており、

なによりスタッフの方が、ここでも楽しそうに働い

ていたのが印象的でした。 

 

術後、場所をホテルニューオータニインに移し

て検討会が開催、質疑応答がありましたが、時

間が足りなくなるくらい質問があったので、続き

を懇親会会場でも行ったほどでした。 

後から聞いた話では、一部の先生方は、なんと

朝２時に締めのラーメンを食べに行かれ

た！？とのことで、開業医の先生になるには、

これくらいのバイタリティがあるのが当然なのか

と驚愕した次第です。 

 

 

 

第28回 ＣＡＯＳ21の会 
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三日目 

ということで、私も朝寝坊いたし、朝食も食べ

忘れてそのまま翌日の朝を迎えました（笑） 

講演１は、細川保ジャメックス代表取締役か

ら、「超音波白内障手術の黎明期」のお話が

あり、なんと黎明期の白内障手術では、後嚢

を破るのが前提の手術が存在したり、はじめ

からトーショナルフェイコの概念を持たれてい

た先生（桑原安治先生）がいらっしゃったり、

眼内レンズがなんと19.5Dのワンサイズしかな

く、しかも前房に空気を注入して固定されて

いたという信じられない治療があったり、今で

は当たり前な超音波白内障手術は当初キワ

モノ扱いをされており、割に合わない保険点

数が設定されており、それを是正するために

細川社長が奮闘されたことなど、こんな苦し

い思いを先輩方が体験しながら黎明期の白

内障手術の先駆けとなったことに思いを馳せ

まして、なんと私は幸せものかと感じました。 

その歴史を考えますと、フェムト白内障手術

は、現時点ではキワモノ扱いかもしれません

が、今後の技術革新で数年後には極めてス

タンダードな手術になり得る可能性があり、導

入された先生方の先見性には本当に驚くば

かりです。 

講演２は、「医療マネジメントシステムと眼科

経営」で、横浜のスマイル眼科クリニック・楊

浩勇先生のお話でした。先生は眼科経営の

傍ら、3Beesなど医療マネジメントシステムを

引っさげて全国を飛び回っていらっしゃる多

忙な先生で、レセプトのシステムと連動して、

患者さんの予約のみならず、経営分析やどこ

に看板を立てるべきかのアドバイスまで！？

してくれるシステムを開発されており、診療の

見える化がなされており、今までなんとなく判

断していたことが全て数値化されて出てくる

ので非常にわかりやすいかと思いました。 

 

お話を聞いていると、システムがまるで中国

の天才軍師、諸葛亮孔明のように指示を出

して、その指示に従えばどんな戦争でも勝て

そうな気がしてきました。ある意味恐ろしいこ

とですが。 

 

ただ、これから人口減少社会に入っていく中

の生き残りの策として、差別化は必ず必要な

ことであると感じました。恐らく講演を聞いた

先生方のなかから何人か、３Beesのユー

ザーが出そうです（笑）。 

最後の打ち上げ昼食会はサッポロビール園

で乾杯となりましたが、私は北海道に二年間

住んでいたことがありまして、自分的には庭の

ようなものですが、ビール園には１０年ぶりの

再訪となりました。味も昔と変わらず、美味しく

楽しく会話が楽しめました。 

時がたって変わるものもあり、変わらないもの

もあり、どちらが大事ということはなく、どちらも

大事だと感じた、密度の濃い３日間をありがと

うございました。 

 

次回はぜひ開業医になって参加させていた

だけるように日々精進いたしたいと思います。 

 

とりとめのない文章を書き連ねましたが、

CAOSの会に参加された皆様のご健康とます

ますの発展、さらに今後共ご指導ご鞭撻のほ

どをお願いさせていただきまして、筆を置かせ

ていただきたいと思います。本当に貴重なお

時間を共有させていただいてありがとうござい

ました。 



Page 10 

第28回 ＣＡＯＳ21の会 

手術・施設見学レポート 



Page 11 

第28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 

6 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28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） 

カールツァイスメディテック株式会社 

株式会社トプコンメディカルジャパン 

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 


