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1 はじめに
今年のCAOSの会は、始まるや否や心配ネタの話が挙がりました。
まず、来年の診療報酬改定で多焦点眼内レンズが先進医療から外される方向であること、そ
れから参天製薬から発売されるレンティスコンフォートが単焦点眼内レンズと同じ診療報酬扱い
になることでした。眼科経営に大きく影響を及ぼす内容ですので大変な心配ごととなります。
さて、今回の一日目は、白内障手術の中で多焦点眼内レンズ挿入術を54.2％も実施してい
る、岡山市 高畠西眼科を訪問しました。老視矯正手術のエキスパート 院長 高畠隆先生にそ
の極意の指導を仰ぎ、Live手術を見学させて戴きました。
二日目は、姫路市 ツカザキ病院の眼科を訪問しました。総合病院内の眼科という難しい立
場にありながら、眼科常勤医23名、ORT43 名が在籍し、臨床、研究、教育の三分野を集約化
し、平成29年度は眼科部門だけで28億円の売上実績を達成された施設を見学させて戴き、眼
科主任部長 田淵仁志先生に経営の極意を講演して戴ました。

2 高畠西眼科
高畠西眼科にて手術・施設見学・講演会
高畠西眼科は開院6年目で白内障手術
を3,647眼/年、その内多焦点眼内レンズ
挿入術が1,975眼（54.2％）行われており、
その他硝子体手術583眼/年、屈折矯正
手術271眼/年の実績を上げています。
今回の手術見学は僅か3時間の間（途
中10分休憩）に、白内障手術Phaco+老視
矯正手術+多焦点IOLを30眼、眼内レンズ
入れ替えを1眼、硝子体手術 黄斑上膜1
眼、近視矯正手術SMILE手術を両眼と、多
岐に渡った数多くの手術をご披露して戴き
ました。
患者入れ替えと執刀時間の合計が一人
1眼平均5分という、極限まで無駄を省いた
鮮やかな手術で、スーパーボリュームサー
ジャンの全容を見せて戴きました。
クリニック内は広くとても綺麗で、ペッー
パー君にも出迎えてもらいました。ペッパー
君はあちらこちらで活躍し、診察券のバー
コード読み取りから、術前・術後の流れの
説明まで、大活躍していました。多焦点眼
内レンズをたくさん挿入される施設だけあっ
て、大きなパネルで老眼が治りますと謳っ
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てありました。
まずはこの度増築された医局にて高
畠先生からご挨拶があり、3班に分かれ
て１班ずつ手術室に入り、手術見学をさ
せて戴きました。スケジュール表を見ると
33眼の症例が入っており終了時間が予
定より遅延するだろうと思いましたが、最
初の症例を拝見しその心配は杞憂であ
ると確信しました。

最後にスーパーサージャンである高畠
先生が心身鍛錬の方法として、最上階に
作られたトレーニングルーム、トレーニング
機器で心身を鍛えていることが分かりまし
た。伝説の名人フェイコサージャンである聖
母眼科の永原國宏先生と共通しており、名
人と言われる先生は、普段目に見えないと
ころで鍛錬を積み重ね、体調の維持管理
を図られていることが判りました。

それにしても、高畠先生の手術は無
駄がなく洗練された名人技の手術でし
た。手術場のスタッフとの一糸乱れぬ絶
妙のタイミング、チームワークの成せる業
がこの素早さに繋がっていると感銘致し
ました。これだけ多くの症例が出来るまで
にはスタッフの訓練と教育にも弛まぬ努
力を重ねられたに違いありません。その
中で患者さんの手を握り、安心して手術
を受けて貰えるようにしている担当者が
いました。この配慮に心が打たれました。

講演会
高畠先生の「多焦点眼内レンズの光と影」
のご講演では、術後屈折誤差への対処法の
お話がありました。通常リスクの観点から、眼
内レンズの入れ替えは避けられる傾向にあり
ますが、高畠先生の場合は、満足が得られ
ない患者についてはLASIKまたは眼内レンズ
の入れ替えを視野に入れているということで
す。眼内レンズ入れ替えは癒着する前、術
後2ヶ月以内に摘出しているそうです。眼内
レンズ入れ替えや硝子体手術の有効性を説
き、不適応症例の見極めが最も重要であると
話されていました。
来院患者は知人・家族の紹介が66％、他
院より紹介が13％で、来院時の主訴は多焦

今回はLive手術でしたので33眼でした
が、多い時には１日に50眼以上を執刀す
るとのことで驚きでした。

点眼内レンズ希望が63％だそうです。最
近の多焦点眼内レンズ使用状況は
TECNIS Symfony 51.1% で Multifocal
46.5%であるとのことでした。
症例検討会では、大方の先生が多焦
点眼内レンズ挿入をあれだけ多く手掛
けられている秘策の質問に移りました。
そこでも高畠先生は丁寧に回答して頂
きました。また、眼内レンズの入れ替え
費用の扱いについてや、後嚢研磨や粘
張剤抜去のやり方など、突っ込んだ質
問もあり、CAOSの会ならではの議論の
場となりました。症例検討会から福山市
の三好先生も加わり熱のこもった討論と
なりました。
懇親会
懇親会は、ホテルグランヴィア岡山
「パールの間」で行われました。会長の
杉浦先生が無駄の無い異次元の手術
を見学出来たと感動のご挨拶をされ、
たくさんの症例を執刀された高畠先生
にお疲れのところ術者側からのお言葉
を戴きました。和気あいあい盛会裡に
懇親会を終了することが出来ました。
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3 ツカザキ病院 眼科
ツカザキ病院 眼科施設見学・講演会・
ディープラーニング
２日目は、ツカザキ病院の眼科として
開設16年目を迎え、平成29年度の手
術実績は、白内障手術5198眼、網膜
硝子体手術878眼、緑内障手術487
眼、眼瞼手術1109例、涙道手術307
例、外来は18診を配する超巨大眼科
施設を訪問しました。
こちらの礎を築き上げられた眼科主
任部長 田淵仁志先生は、眼科臨床医
として多焦点眼内レンズの研究に従事
し、近見視力を重視して眼鏡使用率を
下げることやコンピューティング分野で
は人口知能（AI）の研究に加わり、
Optos画像診断システムの開発にも携
わり、現在はOCTの画像診断システム
に取り組んでいらっしゃいます。また、マ
ネージメント分野では経営学修士
（MBA）の資格を取られ、眼科経営に実
践し飛躍を遂げられている、日本では
希有な革新的リーダーの優れた先生で
す。

施設見学はグループ６班に分かれ
て職員様にご案内戴く予定でしたが、
有難いことに田淵先生自らご案内戴け
る形となりました。臨床データベースを
駆使してあらゆる分野で診察に活かさ
れていること等も詳細にご説明いただき
ました。沸き上がる質問と相まってだい
ぶ時間が押し、後半グループは3班一
緒に見学する形を取らせて戴いたため
大人数となり説明が聞き取り辛かった
ようで一部の先生にはご不便をおかけ
し申し訳ございませんでした。
バスの車中では待機の先生方に、
元会長 稲村幹夫先生と事務局長 細
川保より「ＣＡＯＳ21の会」の思い出の
話をさせて戴き、併せて来年度からの
新体制を発表致しました。会長に樋口
亮 太 郎 先生、世 話人 に加 藤 祐司 先
生、森谷充雄先生、小林聡先生が就
任することとなり、新会長 樋口先生に
ご挨拶して戴きました。

講演会では、田淵先生から多岐にわ
たったお考えをご披露いただきました。
ツカザキ病院眼科では、国民皆保険を
ベースとし、保険外診療+集約化とICT応
用+イノベーションで効率化を図っていると
いうことです。診療報酬年額28億円、手
術症例数10500件のハイボリュームセン
ターを構築し、手術教育や博士号、修士
号取得、学術論文、知財などに力を注が
れ、個人の動議付モチベーションを大事
にし、組織作りとしてはピラミット型のヒエラ
ルキー構造はイノベーション創出が絶望
的になるので不要、正確で迅速な情報共
有のフラット構造の下、現場に必要な最
適化のための合理性を求めているというこ
とでした。
また、臨床データベースを自主構築
し、臨床データリアルタイム解析、数値で
手術臨床を管理、臨床成績分析、白内
障臨床成績リアルタイム分析等を行い、
頼れるものはテクノロジーということでAI技
術を持ったエンジニアとチーミングし連携
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を図り、そして医療情報のデータ解
析、機械学習、人口知能を共同研究
しているということです。
これにより、識別/判定の分野では
OCT-Aの網膜静脈分岐閉塞症と正
常眼の識別、回帰の分野では色素変
性症のOptos FAFから予測、またIOL
計算システムでも良い結果が出てお
り、生産性向上に向かっていると話さ
れました。
眼科経営マネージメントについて
は、必要３要素であるテクニカルスキ
ル、ヒューマンスキル、コンセェプチュ
アルスキルのお話、現代の経営学の
定石のお話がありました。小さな失敗
を連続し軌道修正を積み重ねることの
重要性。ABC分析の必要性、例えば
20％のお客様が売り上げ全体の80％
を占めるということ。離職に関わる経
費、すなわち退職コストは莫大になる
こと。入職者への要求度が大きく変化
し、結局のところ非認知能力が高い人
を採用したい、といった内容でした。

ツカザキ評価基準は、成長評価で大
変だとおっしゃっていました。最後に、先
生ご自身の業務量が限界点に達してい
ると結んで終了になりました。
それにしても田淵先生の志は非常に
高く、それを達成するためのパワーは一
体どこから来るのでしょうか？
田 淵 先 生 か らご 提 案 いただ い た、
ディープラーニングでは、議題「眼科医
の数を議論しましょう」に沿って、参加の
先生が６つのグループに分かれ、開業
医数、手術件数などを踏まえ、１年あた
りの眼科医適正新入局者数をフェルミ
推定しました。CAOSの会では初の形式
でした。
懇親会
懇親 会は、ホテルモ ントレ姫 路「キア
ロ・ラフェスタ」で行われ、最初に事務
局ジャメックス岩本健太郎新社長の
CAOSの会継続のご挨拶と自己紹介か
ら始まりました。次に会長の杉浦先生
から田淵先生の考え方やモノの捉え方

が素晴らしく参考になったとの感想
を話されました。その後田淵先生
のご挨拶を戴き、講演やディープ
ラーニングでは理解し得なかった
点の質問が出され、田淵先生のお
考えを丁寧にご披露していだだきま
した。また、田淵先生の将来の夢
をお聞かせ頂き、素晴らしい先生
だと改めて感動させて頂きました。
二次会
本来二次会は主催施設の先生の
慰労を兼ねて催すのですが、今回
は杉浦会長を始め世話人の藤本先
生、高田先生、宮田先生、眞鍋先
生が卒業され、事務局の細川の卒
業と重なり、田淵先生には労いの時
間が取れず大変失礼いたしました。
お詫び致します。
今回は30年続けてきた事務局
細川の卒業記念の色合いが濃く、
多くの先生に慰労して戴き深く感謝
致します。
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1日目 高畠西眼科
2日目 ツカザキ病院 眼科

27名
29名

}

4 ジャメックスプチ観光ツアー
姫路城観光
CAOS21の会終了後は、折角の姫路訪
問でしたので、日本で初めてユネスコ世界
文化遺産に登録された姫路城を10名の先
生とプチ観光致しました。心配された雨もぱ
らつく程度で止んでくれ、シルバー観光ガイ
ドの案内で２班に分かれ城内見学しました。
姫路城は1609年に池田輝政が築城し、
白鷺城とも呼ばれる女性的な優美な天守
閣を持ちますが、2015年に大天守の白漆
喰の塗り替えと瓦の葺き替え、耐震補強工
事を終えており、その城壁の眩い白さが目
を楽しませてくれました。

昼食は「柊」にて姫路名物「あなご丼」を
食べて帰途につきました。
今年も刺激のあるCAOS２１の会となりま
した。主催施設の先生方を始めスタッフの
方々に大変お世話になりました。ここに厚く
お礼申し上げます。
また、ご参加いただきました先生、あり
がとうございました。

参加者総数
２9名
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5 参加印象記

第29回CAOS21の会 参加印象記
もりや眼科
院長 森谷 充雄 先生

自己紹介
もりや眼科の森谷充雄です。
初めてカオスの会に参加したのは、10年近く
前に大塚眼科の見学にご一緒させていただい
てからです。筑波大学の後期研修医であった
私をなぜ細川社長がカオスの会に参加させて
下さったのかは分かりませんでした。大学病院
や関連病院での眼科しか知らなかった私はこ
の会の内容は大変勉強になり、影響を受けま
した。
その後、６年前に栃木県小山市でもりや眼科
を開業しました。当初は落下傘開業ということ
もあって、来院患者数が少なかったのですが、
昨年１年間で白内障手術８３５件、網膜硝子
体手術９０件を実施することができました。これ
も、細川社長のアドバイスや、カオスの会の皆
様から勉強させていただいたお陰です。
今回は細川社長のご指名により、印象記を書
かせていただきます。

第１日目 高畠西眼科 多焦点眼内レンズを
使用した白内障手術
１日目は岡山県岡山市にある高畠西眼科で、
高畠隆先生による手術、施設見学をさせてい
ただきました。
１例目の症例は、多焦点不適合症候群の方
で、レンズ交換をしていました。IOLカッターと
IOL把持鑷子を使用してレンズを半分に切断し
て切開創から摘出していました。レンズ摘出が
非常にスムーズで患者負担のとても少ない手
術だという印象でした。後で伺った話だと、約
２％の割合で何かしらの多焦点レンズ不適合
がでるため、交換する症例が出るのは仕方の
ないことだということでした。今まで私は不適合
症例が出たときにしばらく様子を見ることが多
かったのですが、さっさと入れ替えた方が医師
も患者も心理的負担が少ないということを学び
ました。術後2か月でIOL交換した症例で、嚢と
IOLが癒着していたことがあるようです。そのた
め、IOL交換は原則術後1か月以内に行うよう
にしているようです。多焦点レンズで不適合が
あった場合に、交換するレンズで多焦点レンズ
が使用できるということも勉強になりました。

当初私のグループは待機室で手術動画を見
ながら待機をしておりました。すると、１例目が
終わってからすぐに２例目が始まりました。手
術ベッドを２列で行っているのかと思いきや、１
列で行っているとのこと。どなたかの先生がス
マホで時間を測り始めました。手術時間3分何
秒！、手術が終わってから次の手術が始まる
まで2分何秒！という声が飛び交い始めまし
た。とても速い手術だと驚きながら拝見しており
ました。手術手技は完成されていて、まったく
無駄がない動きでした。ハイドロダイセクション
はあえて皮質を厚く残すようにしていて、高吸
引圧のIAで厚い皮質を除去していました。高畠
先生によると破嚢を防ぐための工夫ということ
でした。若年者の白内障ではUSを使わずにIA
のみで白内障を吸引していました。IAでは後嚢
研磨を行っていないことが驚きでした。高畠先
生によると、わずかに残った皮質は吸収されて
問題にならないということでした。多焦点レンズ
の場合、わずかな後嚢の混濁が視力に影響
すると考えていたのですが、後嚢研磨の有無
はあまり視力に影響ないのかもしれないと思い
ました。
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手術準備室の方でも効率的な運用をしてい
て、手術室に入る患者様はすでに目の周りを
消毒されていました。手術準備室ではイソジン
綿球で目の周りを拭いていました。そうすること
で、手術室内で眼の周囲を消毒する手間を省
くことができます。また、手術準備室で眼の周り
の皮膚にタリビッド眼軟膏を塗布していました。
これによって、ドレープを剥がすときの痛みを抑
えることができるようです。私の場合、白内障
手術よりもドレープを剥がす方が痛いと言われ
たこともあるので、これは大変参考になりまし
た。クリニックに付属している駐車場の他に、追
加でいくつかの駐車場を作ったそうです。
3階には入院設備がありました。時々入院で手
術を行っているようでした。
夕方の懇親会でも、その効率的な運用につい
て活発な議論がなされました。もりや眼科は先
進医療の特約に入っている患者さんがあまり
多くないのですが、どうしたら増やせるでしょう
かと相談してみたところ、先進医療の特約に
入っている患者さんが本当はもっと多いのでは
ないかとアドバイスをいただきました。もう少し
しっかり調べてみたいと思います。

高畠先生は、現状の2診体制は限界だと仰っ
ておりました。大変お疲れのようで、2次会は欠
席して帰られるということでした。もう少しお話を
伺いたかったので残念でした。
2日目は兵庫県姫路市にあるツカザキ病院に
伺いました。カオスの会ではいつも長距離移動
が普通だったのですが、今回は岡山から姫路
まで新幹線でほんの20分くらいで到着しまし
た。そこからバスでしばらく移動して、ツカザキ
病院に到着しました。病院の周りは田んぼしか
なかったのですが、その中にとても立派な病院
がありました。
病院見学の前に、バスの中で元会長の稲村先
生と細川社長がカオスの会の今までの歴史を
スライドで説明してくれました。当初は白内障
手術で超音波の器械が入って間もないころ
で、実際に器械を入れている施設を見学に
行ったりしたそうです。CCCも今でこそ手技が完
成されていますが、昔は試行錯誤の連続で、
いろんな施設を見学して勉強したそうです。先
人の努力の結晶で現在の白内障手術がある
のだと思いました。CAOSの会で高田眼科の手

術室を見学した時のエピソードが印象的でし
た。私がその場にいなくて良かったです。
その後、病院見学が始まりました。まずは手術
室からです。手術室での重大なエラーの一つ
に、人間 違いとレ ンズ の 間違 いが あり ます。
チェックする人数や回数を増やすと間違いが
減るかというとむしろ逆で、誰もチェックしなくな
るため間違いが増えるということでした。実際に
以前4人のチェックをすり抜けて間違えたことも
あるようです。これらのミスを防ぐために、ツカ
ザキ病院では画像認識ソフトを活用しているそ
うです。入室前に患者さんの顔を認証すると、
その人がこれから手術を行う人か、そうでない
かが判別されます。また、これは眼内レンズで
も同様に使用できて、これから使用するレンズ
なのかどうかが判別されて、画面に表示される
という仕組みでした。
手術室を効率よく運用するという取り組みもさ
れていました。手術室を使っていない時間は
単純に手術室が空くだけでなく、そこで勤務す
るスタッフも仕事がない状態になってしまいま
す。そのため、眼科医を手術室に効率的に配
置して、手術室の稼働率を上げる工夫をして
いるそうです。
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田淵先生は学会期間中の手術室稼働率を上
げるために、何回か病院と学会場を往復したこ
とがあるとのことでした。
手術室を出て、廊下にでると壁一面に掲示物
が貼りだされていました。よく見ると、一つ一つ
に投稿した論文のタイトルなどが書かれていま
した。ツカザキ病院は臨床だけでなく、論文活
動も盛んであることが一目でわかりました。
眼科の待合は、ツカザキ病院の他の場所とは
異なり、まるでホテルのフロントのようでした。田
淵先生によると、この場所では一流ホテルを見
習い掲示物をしないことになっているとのことで
した。

ができるようになり、論文もたくさん出していると
のことでした。
その後、勤務医に満足に勤務してもらうための
理論（マズローの欲求段階説：下位の欲求が
満たされないと上位に進めない、ハーズ・バー
グの衛生理論：不満足を生む要因と、満足を
生む要因が異なる）を紹介していただきまし
た。これによると、給与が満たされたうえで、達
成感や承認が満足感を生むとのこと。私のクリ
ニックのスタッフの良いところを見つけて承認
し、患者さんから喜びの言葉を貰うことで満足
感が得られるように常に気を付ける必要がある
と思いました。

一通り見学が終わった後で、ホテルモントレに
移動。ここで田淵先生のお話を伺いました。
ツカザキ病院眼科は国民皆保険制度を維持
することをベースに考えているようです。将来
的に高齢化が進むのは間違いなく、このままだ
と国民皆保険制度が壊滅するのは間違いあり
ません。また、日本は病院の数が多すぎる、残
業時間が多すぎる（医師の残業上限2000時
間）という問題があります。そのため、ツカザキ
病院は医療の集約化を目指しています。集約
化の結果、社会人入学にて医学博士号を
取ったり、コメディカルも医学博士号を取ること

また、組織としてあるべき姿も説明していただき
ました。ヒエラルキー構造（上下関係のある構
造）とフラット構造（スタッフがみんな対等な立
場）とを比較。ヒエラルキー構造には上司が正
しいという前提で成り立っているため、フラット構
造が望ましいとのことでした。個人経営の眼科
でヒエラルキー構造から抜け出すことはできな
いと思うのですが、スタッフが院長の間違いを
指摘できるような環境を作ることが大事だと思
いました。
成功、失敗の循環は指数関数的なので、少し
の差が長期的には大きな差につながることが

確率論として分かっている。野球で例えるとい
つも7対0で勝っているのではなく、3対2くらい。
その積み重ねが大きな差を作るとのこと。
現時点でクリニックに患者さんが沢山来ていた
としても、近隣の眼科との実力の違いは大きく
ないと考えた方がよさそうです。現在3対2だっ
たとしても2対3になると患者さんは指数関数
的に減る可能性があるので、常に最先端を追
及する必要があると思いました。
その後グループごとにアクティブラーニング
を実施。議題は「今後の適切な眼科入局者数
について、根拠を挙げて説明せよ」。入局者数
を考えるうえで何歳まで働くかも重要な要素。
女性のドクターは85歳くらいまで働ける。男性
は75歳くらい。現在の眼科医数、将来の人口
などをもとに推定していました。
今回は所用があり、この後の懇親会には参加
できませんでした。毎回とても勉強になります
が、今回のカオスの会も非常に勉強になりまし
た。今回出席されていた開業医の先生方のバ
イタリティーがとても素晴らしく、刺激になりまし
た。ありがとうございました。
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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）
高田 眞智子 先生 （高田眼科）

眞鍋 洋一 先生 （まなべ眼科クリニック）
宮田 信之 先生 （岡田眼科）
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