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1 はじめに 

ＣＡＯＳ21の会事務局 

 今年の会は、シンガポールでの開催となり、初の外国開催でした。お盆の時期にも係らず、日本各

地から19名の先生がご参加くださいました。まずは国立の巨大なシンガポールナショナルアイセン

ター（SNEC）にて手術見学及び施設見学をし、翌日にライカとHOYA２社のシンガポール工場を見学

致しました。 

 今回、SNEC訪問が実現した背景には、会長の大橋勉先生とSNEC Prof Aung Tingとの深い交流が

あり、お二人のご尽力によりMedical Director Prof Wong Tien Yinのご理解を得ることができ、見学で

きる運びとなりました。しかし、外国の病院とどのように準備を進めたらいいのか戸惑っていたところ、

SNECと長きにわたり深い信頼関係を構築されてきたトプコンの皆様がご協力してくださり、準備から当

日の進行や通訳までお手伝いくださいました。外国の国立病院で会が開催できたのは、大橋先生並

びにトプコンの皆様のおかげです。この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

 そして、手術見学の通訳を、SNECに留学されており、現地の事情に精通されている柳 靖雄先生に

依頼したところ、諸事情があり難しいとのことで、急遽エレックス社長 守山甲二郎様にお願いし通訳を

お引き受けいただきました。手術分野のことも精通されており、素晴らしい通訳をしていただき本当に

助かりました。ありがとうございました。 
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 ご存じの通りシンガポールは国策として医療

分野に力を注いでおり、SNECも正に眼科分野

における研究開発、人材育成、臨床実践の場

としての拠点であり眼の殿堂でした。 

 まず驚かせられたのは、そのスケールの大き

さでした。セクションごとに白内障、緑内障、網

膜硝子体、小児等それぞれが病院を持ってい

るような感じでした。 

   

 8月12日(金)8時にSNECを訪問し、最初に総

務部長のMr. Lavi Chandranからパネルを見な

がらSNECの歴史や実績（2013年の白内障手

術件数が16,003件）等の説明を受けました。

その後、映像・音響設備の整った立派な講演

会場に移動し、SNECの社会貢献フィルムを見

た後、フェムトセカンドレーザーによる白内障手

術の説明がありました。 

 一例目の見学は、この講演会場のスクリ－ン

に手術室の映像が映し出され、音声でのやり

取りもできる状態で見学いたしました。手術は

Prof Chee Soon Phaikによる白内障Live手術

で、フェムトセカンドレーザーはボシュロム社のビ

クタス、超音波白内障手術も同じくボシュロム

社のステラリスPCが使用されました。 

 二例目は、手術室と隣合わせでガラス越しに

オペ室内を見渡すことのできるサテライト室に

移動して見学することができました。参加者と

我々関係者全員が着席できる広さではなく、

部屋からはみ出してしまいましたが、CAOSの先

生方は、毎回手術室に入室して、手術だけで

はなく配置や周りのスタッフの動きなども細かく

見て参考にされているので、少しでも近くで広

い範囲を見学できたことは有難いことでした。ま

た、その部屋には複数の映像を映し出せるモ

ニターが完備され、術者と見学者が音声で

ディスカッションできる設備が整っていました。 
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2 シンガポール ナショナル 

             アイセンター 



 二例目も同術者による白内障Live手術見学

でした。手術室にジンマー社のフェムトセカンド

レーザーを運び込み、レーザーで角膜切開、

CCC,核分割を行いその後ボシュロム社のステ

ラリスで超音波白内障手術を行っていました。 

 終了後Prof Chee Soon Phaik がサテライト室

にお越しになり、質疑応答の時間となりました。

先生は、フェムトセカンドレーザーの患者の眼に

当てる吸引コンタクトインターフェース部分をボ

シュロム社に独自に作ってもらったそうです。東

洋人は眼裂が小さいため吸引インターフェース

が入れ辛く、全症例に使えなかったようです。

小さい吸引インターフェースは便利で東洋人

の眼にほぼ100％合うので、先生はボシュロム

社のビクタスを使うことが多いそうです。各社の

吸引コンタクトトインターフェースを見せてくださ

いました。 

Page 3 

第26回 CAOS21の会 

 三例目はAssoc Prof Jodhbir Singh Me-
hta の角膜内皮移植のLive手術でした。一

度入れた内皮の入れ替え手術を行ってい

ました。先生も終了後サテライト室に来ら

れ、質疑応答となりました。 

 

 今回、SNEC訪問に際し、SNEC側からの

一方的な手術提供のみではなく、日本側

からも優れた手術手技を発信しようと大橋

会長からのご提案があり、SNECと折衝し、

両者から講演をすることになりました。日本

側は、井上 康先生に内視鏡を用いた鼻涙

管閉塞のご講演、宮田信之先生に炭酸ガ

スレーザーを用いた眼瞼下垂手術のご講

演を、SNEC側はDr Choo Chai Teckに眼瞼

下垂手術のご講演をしていただきました。 
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の鈴木英晴様の通訳で各施設を回りました。

何処に行っても最新の機器が装備されており、

トプコンのショールームかと思うほどにトプコン製

品が並び、パスカルのレーザーだけでも6台装

備されているのには驚きました。 

 研究開発の拠点であるＳＥＲＩ（SINGAPORE 
EYE RESEARCH INSTITUTE）は、広大さ、設備

の充実度、何処をとっても日本には無いスケー

ルで、日本はアジアで一番と考えていた認識

が崩れる思いでした。柳先生にお聞きしたとこ

ろ研究費は潤沢だそうです。 

 シンガポール全域の内科検診医療機関から

眼底データを電送で集め、解析診断するシス

テムが稼働していました。さすがシンガポー

ル、予防医学の先端を走っていました。 

 懇親会は、修道院の跡地を改装したチャイム

スの庭の中にある、雰囲気の素晴らしいレスト

ラン「レイガーデン」で行いました。香港の本店

 SNEC主催のブッフェランチでは、Prof 
Aung Ting始め、眼瞼手術のご講演をして

くださったDr Choo Chai Teck など現地の

数名の先生方、そして日本から留学され

ている柳 靖雄先生（東大）、八幡信代先

生（横浜市大）、安田正幸先生（東北大)

が加わり大人数でのランチタイムとなりまし

た。日本から参加された先生の中には、

留学されている先生と面識のある先生も

いらして、話題が尽きない和やかな雰囲

気でした。また、SNECがご用意くださった

お料理は種類が多く、目の前でコックさん

が料理してくれるココナッツベースのスー

プ麺などお料理もおいしくいただきました。 

 午後からは、施設見学となり、2班に分か

れて各施設を見学させていただきました。 

第2班は、施設内の設備に詳しいトプコン

ではミシュランの星を取っている名店で

す。SNEC側からはMedical Director Prof 
Wong Tien Yinと術者のお二人、その他数

名の先生と日本から留学されている3人の

先生が出席し盛大に行われました。この時

の通訳をトプコン鈴木英晴様にお願いしま

したが、実際には通訳と進行をもお手伝い

いただき、鈴木様の裁量のおかげでス

ムーズに、そして楽しい会になりました。ま

た、眞鍋洋一先生のオカリナ演奏が和や

かな雰囲気を作ってくれました。 

 二次会は、シンガポール・スリング発祥の

地であるラッフルズホテル内ロングバーに

て、少々高めのシンガポール・スリングを

飲みながら、生のバンド演奏とダンスを楽

しみました。テーブルの上の布袋に入った

殻付きピーナッツを味わい、その殻を床に

捨てることがルール?床は殻だらけでした。 
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 まず初めにMr.S.Selvarajuから、スライドを見

ながらライカの歴史と工場についてのご説明が

ありました。ＷＩＬＤから始まりＤＡＮＡＨＥＲの一

員となり40年が経っているとのことでした。そし

て現在の製品群へと話は移り、今度発売した

顕微鏡PROVEO-8は、この工場で製造している

ので是非見て行って欲しいとのことで、ラインを

動かした状態で見学させていただきました。 

 翌日8月13日（土）の午前はライカの工場を

見学致しました。訪問日が土曜日ということ

で、本来、工場はお休みなのですが、日本のラ

イカ手術顕微鏡事業部長 松原裕治様のご尽

力と、シンガポール工場の責任者

Mr.S.Selvarajuを始め、工場の皆様のご協力

で、工場を稼働してくださいました。改めてここ

に厚くお礼申し上げます。また東京から出張し

て通訳とご説明の労をお取り戴いた山中洋信

様にお礼申し上げます。 

3 ライカマイクロシステムズ㈱ 

      シンガポール工場 

4 ＨＯＹＡ㈱ 

      シンガポール工場 

 午後はＨＯＹＡの工場を見学致しました。こち

らも土曜日ということで休日のところを、HOYAシ

ンガポール本社製品技術担当部長 三友規久

夫様に頼み込み、工場側と折衝していただき、

ラインは稼働していないけれども工場の見学を

了承していただきました。改めて三友様に厚く

お礼申し上げます。 

 初めに、三友様と一戸節様がスライドを

使って、眼内レンズの歴史とマーケットシャ

ア、そして製造工程のご講演をしてください

ました。以前、眼内炎発生問題が起きた原

因についてもご説明がありました。洗浄治

具表面処理をテフロンで行ったことによる可

能性があり、セラミックコートされたステンレ

ス洗浄治具に変更した旨の詳細なご説明

でした。 

 いよいよ工場見学です。Leicaのロゴ入りブ

ルゾンを着用し、2班に分かれて見学致しま

した。特に印象に残ったのは、レンズの加工

と精度に並々ならぬ努力をされているお姿で

した。伝統を継続させる技を見せていただい

た気が致します。 

 いくつかのパートでそこを担当する方が

説明をしてくださったのですが、どなたもと

ても熱心で、参加者からの質問にも丁寧

にご対応くださいました。仕事に対しての

熱心さと愛社精神を感じました。 

 Leicaのロゴ入りブルゾンは参加者にとて

も人気で、工場の方のご厚意で持ち帰る

ことができました。喜んで持ち帰った先生

がたくさんいらっしゃいました。 

 工場見学は2班に分かれ、主にレース

カット方式のAF-1の工程を見学しました。

原料蒸留に始まり、秤量、PMMA重合、

棒材加工、樹脂型へブロック組み付け、

カット、研磨、最終検査、滅菌、抜去（ガ

ス抜き）まで、ものすごく手間がかかって

いることがわかりました。それから人の眼

と手で行っている作業もあり、眼内レンズ

1枚の重みのようなものを感じました。 

 工程の中には24時間作動しているセク

ションもあり、いくつか実際の様子を見るこ

とができたのはラッキーでした。 
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5 オプショナル観光ツアー 

 8月14日（日）は希望者でオプショナル観光

ツァーを致しました。 

 まず、樋口亮太郎先生からリクエストのあった

アートサイエンス・ミュージアムへ行きました。

館内は超近代的なアートサイエンスに満ち溢

れ、幻想的な世界へと引き込まれました。 

 ちょっと遅めのランチ？は、1887年に造ら

れ、シンガポールを代表するコロニアルホテル

として多くの人々を魅了してきた、ラッフルズホ

テルのティフィンルームにてアフターヌーン

ティーをいただきました。 

 懇親会は杉浦毅先生からご紹介いただい

た、ジャンボシーフードレストランにて美味し

いチリクラブを堪能致しました。会長大橋勉

先生の任期終了のご挨拶に続き、次期会

長の杉浦毅先生からご挨拶と、次期からの

開催時期を3月にし、2施設訪問に変更し

たらどうかとご提案がありました。 

 二次会は、今やシンガポールの代表的シ

ンボルとなっているマリーナ・ベイ・サンズの

57階スカイパーク展望デッキにて、夜景と

シャンパン、ワインを満喫致しました。 

水陸両用
バス ダッ

クツアー
 

ｼｮｯﾌ゚ｽ･ｱｯﾄ･ﾏﾘーﾅ･ﾍ゙ｲ･ｻﾝｽ゙ 

（全長400mのｼｮｯﾋ゚ﾝｸ゙街） 
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院長 大橋 勉 先生 

 例年カオスの会では8月の第1週、3ヶ所の

眼科の施設及び手術の見学をしておりました

が、初めての試みとして、外国の施設及びそこ

での手術見学を致しました。 

 数年前20周年記念として、米国フロリダの

St,Luke'sアイセンター及びメキシコのティワナ

にあるCODETアイセンターを視察する企画があ

りましたが、メキシコでの新型インフルエンザ蔓

延のために中止になってしまいました。 

 見渡してみて近くて安全なところで、しかも国

際的にアクティブに活躍しているところとして、

この数年の間Singapore National Eye Centre
(SNEC)の先生が国際学会でよく発表されてい

るのを見て、一度見学しに行きたいという気持

ちがあり、今回のSNECの視察になったわけで

す。国内の施設ですとコネもありますが、あまり

コネのないところに視察しに行くのはかなり大変

でありました。ただ、日本の会社のTOPCON、特

に鈴木英晴氏には最初の交渉から非常に力

になって頂きました。 

 まず、SNECの許可を得てから今年の2月に

下見として細川社長と川崎の壇之上先生と私

の3人でSNECの所長であるDr. Tienにご挨拶し

て参りました。その時は反応があまり良くなく平

気だろうか、というような感触もあったのです

が、事務長のMr. Ravi Chandranさんに色々

相談し、ライブサージェリー4件及び施設内の

見学という事を了承して頂き、話をしているう

ちに信頼関係が出来上がったのか、なんとか

いけそうだ、という事になりました。 

私はたまたま宮崎の尾崎先生のお誘いで、

SNEC副所長であるAung tin先生との共同研

究に参加させてもらっておりますが、昨年の

10月に臨床眼科学会でDr. Aung tinに会うこ

とがあった際、20人ほどの眼科手術開業医

が見学に行くのでよろしく頼む、ということを伝

えましたところ、それからスムーズに事が運ん

だような気が致します。 

 平成28年8月11日(木)に日本を出発し、2
日目の8月12日(金)の朝からライブサージェ

リーが始まりました。Dr. Cheeは、もともとは形

成外科を専攻していたそうですが、その後眼炎

症の研究を行い、現在は白内障手術の専門

医となり、SNECを代表する白内障の手術者と

なっている先生です。 

 今回は、最近話題のFLACS (Femtosecond 
laser assisted cataract surgery) を2件見学さ

せて頂きました。SNECでは、3年前からFLACS
を導入し、現在は、Lensex、Victus、Ziemerの
3台の機械が設置されており、それで白内障手

術を行い、現在のところ2500例ほどFLACSの

白内障手術が行われたそうです。彼女は特に

Victusが気に入っているようで、自分で考案し

たアジア人の小さな目に合った角膜を吸引す

るインターフェースを開発して手術を行ってい

るとのことです。それからもう1例は、Dr. Mehta 
による角膜内皮移植で、一度角膜内皮移植を

したものの内皮の機能が低下してしまったため

に、今回それを取り除き角膜内皮を移植する

手術を見せて頂きました。私は実際そういう手

術の経験がありませんので、これに対する質問

はありませんでしたが、CAOSのメンバーから活

発な質問がなされ、言葉の問題もありました

が、その通訳にはellex社長の守山甲二郎氏が

6 主催者印象記 

第26回CAOS21の会 主催者印象記 
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適切に行ってくれましたので、非常に助かりまし

た。SNECの手術室は9室ほどありますが、中に

は見学者が外から見れるようなシステムになっ

ているシアタールームがありました。またこの部

屋とは別に100名ほどの見学者が入れるよう

なAuditriumという大きな講演会場があり、そち

らでも多人数の見学者がライブサージェリーを

見られるようなシステムになっておりました。も

う一つ緑内障手術の予定もありましたが、術者

の都合でキャンセルとなってしまったことは残

念でありました。 

 Live Surgeryの後は、Auditriumで岡山の井

上康先生が涙道内視鏡の講演を、また横浜

の宮田信之先生には、眼瞼下垂の手術講演

をして頂きました。SNECからは眼科の形成手

術を行っている先生が参加され、その眼形成

外科のDr.Teck先生には講演をして頂きまし

た。一方通行ではなく、両方向性の交流がで

きたことは良いことだと思っております。 

 その後、Dr. Aung tinがランチパーティーを企

画して下さり、美味しいシンガポールの食事を

食べさせて頂きました。 

 午後からは施設見学でしたが、SNECにはこ

のSingapore National Eye Centreの他に、2つ

の大きな施設があって1つが実験を行う棟、も

う1つは網膜関係の網膜センターのようなもの

があるのですが、今回は網膜センターまで見る

時間がなかったので、外来の研究棟及実験施

設を見学して参りました。 

 外来の研究施設で驚くのは、医者ではない

技術の専門家がたくさんいるということで、例え

ば写真を撮るphotographerが数名、それから

大規模な疫学的な調査も行われているのです

が、眼底の所見を正確に判断するための(眼

科医の資格はないのですが) graderというよう

な係の人が数名いて眼底の評価を行っており

ます。眼科医は直接タッチせず客観的な結果

を得ることが出来、大規模な疫学調査を可能

にしております。また疫学調査や統計の専門

家もいるようでした。 

 実験施設で驚いたのは、建物の大きさと、

獣医の先生が3人いて手術及び実験助手を

しており、研究者は実験の組み立てとデータ

解析に集中すれば良い状態になっていること

です。また動物施設は多くの種類の動物を

実験に使っている様ですが、最も驚いたの

が、サルのコロニーがあり、そこには200匹ほ

どのサルがいるというのには驚かされました。

昔、大学で実験していた頃には、動物施設と

いえば動物の臭いがしたものですが、ここの

施設であまり動物臭がせず、非常にクリーン

な施設であることには驚かされました。 
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第26回 CAOS21の会 

 施設見学が終わったその夜は、我々CAOS
の会主催でパーティーを行い、所長のDr. 
Tien、それから術者のDr. Chee、Dr. Mehta 
それから、あとデューク大学の小児眼科の教

授がたまたま来られておりましたので参加して

頂きました。他に、CAOSのメンバー二十数名

とジャメックスの社員の方、それからTOPCON
の鈴木さんなど多数参加され、和気あいあい

と会を進めることが出来ました。 

 Dr. Tienの話では、シンガポール全体で眼

科医が200人いて、そのうち100人がSNECに

所属しているそうです。手術はほとんどの眼

科手術が行われているそうで、年間に白内

障は13,000件くらい行っているそうです。眼

科医100人という数は多分札幌市の眼科医

会の医師数と同程度ですが、この少人数でこ

れだけの研究施設が回転し、多数の論文が

出されているのには感心致しました。日本も

より効率良く色々な仕事ができるようなシス

テムがあればよいものと思っております。 

 今回のSNEC訪問に関しましては、Dr. Chee
のことを以前よりよく知っていた北大名誉教

授の大野重昭先生、またディレクターである

Dr. Tienと知り合いである現北大教授の石田

晋先生からも、力添えして頂きました。そのよ

うな関係で、皆様のお力でスムーズに今回の

訪問が無事終わったことを嬉しく思っておりま

す。私の仕事といたしましては、2回ほどパー

ティーの席で7〜8分スピーチをしなければな

らなかったのがプレッシャーでしたが、なんと

か無事終えることが出来ました。 

 翌日は、Leicaの工場とHOYAの工場を見

学致しました。Leicaはドイツの会社で初めて

顕微鏡の内部構造を見せて頂きましたが、

なかなか簡単に真似できるような世界では

なく、長年のノウハウが集積されてすばらしい

製品が製作されているようで感心致しまし

た。Leicaはドイツの会社ですが、「カイゼン」

などの日本語が会社内に掲示されトヨタの

「カイゼン」システムを導入し、作業の効率化

に努めているようでした。改めて日本の会社

の優秀さには感心致しました。 

 HOYAは、以前私も見学したことがありまし

たが、眼内炎の事件後、また更にシステムを

改善し、より安全なレンズの作成に取り組ん

でいることがよく分かりました。 
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第26回 ＣＡＯＳ21の会 

手術・施設見学レポート 
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第26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 

       

     ライカマイクロシステムズ株式会社               

    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                                  

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26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 大橋 勉 先生    （大橋眼科） 

    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） 


