●受付時間

曜日 月 火 水 木 金 土

時間

午前 9:00〜12:00
午後 3:00 〜 5:30
・手術日/月曜日午後・火曜日午後・木曜日午後
・休診日/日曜・祝日
・平成22年7月1日より午後の受付終了時間が6：00→5：30
になりました。
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癒し の 医 療 を目 指して
当院は、患者様に最良の眼科臨床医療、眼科手術を
提供させていただくことを目的に、設立いたしました。
しかし、それだけでは病める方を癒したことにはなり
ません。受付スタッフ、検査スタッフ、看護師が、
「十分
な知識と技量と思いやり」をもって患者様へ接すると
き初めて癒したことになります。
当院では、
「最良の眼科臨床医療」と「思いやり」を
もって患者様に接することによって、
「癒しの医療」を
患者様に提供できることを目指します。

院長

杉浦

毅

院長略歴
平成４年 東京大学医学部卒
平成４年 東京大学医学部眼科学教室入局
平成５年 国保旭中央病院眼科（千葉県）
平成８年 東京大学医学部眼科学教室 文部教官助手
平成９年 東京大学医学部眼科学教室角膜移植部医局長
眼科専門医取得
平成９年 関東労災病院眼科（神奈川県）
平成11年 二本松眼科病院（東京都）副院長
平成13年10月 杉浦眼科開設

当院のシンボルマークは四つ
葉のクローバー。4枚の葉は
技術

思いやり

安心

喜び を

意味し、患者様に安心して確実な治療
を受けて、楽しく日々の生活を送ってほ
しいとの、スタッフ一同の願いを表して
います。

当院の特徴
正しい治療は、正しい診断を基礎にしなければなり
ません。正しい診断を行うためには、最新の検査機器
で十分な検査を行う必要があります。そして、正しい
治療を行うためには、最新の治療機器を用いる必要
があります。このため、当院では、最新かつ最良と思
われる眼科医療機器を多数導入し、正しい眼科臨床医
療、眼科手術を患者様に提供させていただきます。

さらに、実際の手術の様子をご家族の方に液晶モニ
ターでご覧頂けるようになっています。白内障手術に
おいては、通常の白内障でそれ以外に大きな目の病気
がなければ、院長が執刀した場合５分〜１０分で終了
します。麻酔は点眼麻酔といって目薬の麻酔で行い、
針による痛い麻酔は通常行いません。目に白内障以外
の病気がなく手術に問題がなければ、良好な視力が
得られます。
眼科における手術手技の進歩により、十分な手術技
量と設備があれば、日帰りの手術は安全に行えます。

院長杉浦は、白内障、緑内障をはじめ、眼科手術全
般を得意とし、専門は白内障手術です。今までの経験
を生かし、十分な検査を行った上で、最新の手術機器
を用いて、すべての手術を日帰りで施行いたします。
当院手術室には、大きな窓があり、患者様のご家族
の方に手術の様子をよく見ていただけるようになって
います。また、手術を受けられる患者様も手術室から
ご家族の顔を見て安心されます。

院長学会活動
医 療 の 世界、特に眼科 臨 床の 世界は進 歩が 早く、
次々と新しい治療法が開発されています。従って常に
学会に参加していなければ、最新の治療を患者様に提

院長学会受賞歴
●１９９８年/アメリカ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第２位
●１９９８年/ヨーロッパ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第１位

供することはできません。このため、当院院長は、国

●１９９９年/アメリカ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門学会賞 第１位

内、国外において積極的に学会活動を行い、眼科臨床

アメリカ白内障・屈折矯正学会ポスター発表部門 学会賞 第１位

において発表した演題の幾つかは、世界で高い評価を
得ております。

●１９９９年/ドイツ眼科手術学会 ビデオ発表部門 学会賞第1位
●１９９９年/ヨーロッパ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第２位
●２００５年/ヨーロッパ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第１位
●２００７年/アメリカ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第１位
●２００９年/アジア太平洋白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第１位
●２００９年/ヨーロッパ白内障・屈折矯正学会 ビデオ発表部門 学会賞 第3位

2009年 ヨーロッパ白内障・屈折矯正学会

2009年 ヨーロッパ白内障・
屈折矯正学会

2009年 アジア太平洋白内障・
屈折矯正学会

今後も積極的な学会活動を行い、患者様に最新か
つ最良の眼科臨床医療を提供できるように努めてま
いる所存です。

外 来 診療のご案内

ホームページからの予約
このサービスは当院に受診されたことのある患者様
のみのサービスです。新患の方は診療時間内に下記に

再診の方

はじめての方

お電話ください。

（予約のある方）

TEL.0545-65-8500（代表電話）
［受付時間/午前8:30〜12:00 午後0:00〜5:30］

受

付

受

保険証を
お出し下さい。

付

診察券（保険証）を
お出し下さい。

問

杉浦眼科ホームページ

http://sugiura-gannka.com/

診

症状をお聞きします。
視力・眼圧等の
検査をいたします。

基礎検査

暗室検査

眼鏡処方・
コンタクトレンズ処方

診察室1

眼底写真、角膜検査、
視野検査等を行います。

診察室2

診察室3
※この画面をお気に入り（ブックマーク）に登録しておくと便利です。

処置室

手術室

暗室

レーザー室

1 診察券番号と生年月日（西暦）を入力してログイン
してください。

次回予約
アイケアメガネ

会

計

2 予約を選択します。
薬

局

（院外です）

●当院では視力検査、
眼圧検査は必ず行い
ます。これは眼の診
察の第一歩です。た
だし、感染症の患者
様には行わないこと
があります。

●外来では原則とし
て予約時間順に診察
していきますが、症
状などにより多少順
番が前後することが
ありますのでご了承
ください。

●お年寄りやお子様
が 診 察 さ れ る場 合
には、症状や経過を
詳しく知っているご
家族と一緒においで
ください。

※検査の内容によっては、検査後数時間車を運転できない場合が
ありますのでご了承ください。

※メール配信設定により、予約操作終了後、設定されたアドレスに
予約完了メールが配信されます。
※尚、予約完了メールはフリーメールアドレスなどに返信されない
場合がありますので、ご注意ください。

3 あとはパソコンの指示にしたがって医師・予約日・
予約時間を入力すれば完了です。
ケータイからはQRコードを読み込み
アクセスすると便利です。
※機種によっては読み取れない場合があります。

各階フロア ーのご案 内
1F

2F
避難はしご

暗

室

処置室

診察3
アイケアメガネ
コンタクト

検査室
診察2
中待

前
診察1

見学コーナー

受付・事務室

手術室2
応接室

回復室

予診3 予診2 予診1

室

手術室1

事務室

1階へ

2階へ
カウンセリング

手術待合室
エレ
ベーター

ルーム

待合室

エレ
ベーター

消火器

手術室

■ 完全バリアフリー
対応設計

待合室

駐車場から正面玄関、受付、
待合室、1階・2階の院内ス
ペースは完全に段差をなく

診察室

し、車椅子の方も楽に、気兼ねなく来院してい
ただけます。2階への移動は、車椅子のまま乗
降できる、11人乗りのエレベーターを備え付け

検査室

ております。

診療のご案内
● 診療日/月曜日〜土曜日

土曜日午後も診察
● 診療時間/午前9：00〜12：00

午後3：00〜 6：00
（受付5：30）
●手

術/月・火・木
午後2：00〜

● 休診日/日曜日・祝日

■診察室
医師による診察を行います。顎を乗せて額を付けて目
を見る器機（細隙灯顕微鏡）を用います。今までは、患
者様がご自分の目の状態を見ることはできませんで
したが、当院では、細隙灯顕微鏡に画像ファイリング
システムを付けていますので、診察時に撮った患者様
の目の写真がすぐにディスプレイに表示されます。こ

■受付
・初めての方は、保険証を御提示ください。
その後、看護師が詳しく問診致します。
・再診の方は、診察券と保険証をお出しください。

れにより、目の写真をお見せしながら患者様に病状の
説明をし、ご自分の目の状態を十分把握することがで
きます。論より証拠、写真は病気の状態を把握する一
番の手段です。

・保険証は月に1回御提示ください。

■待合室

■処置室

問診や視力、眼圧検査などの基礎的な検査までの時

この部屋では涙洗（涙の通り道を洗う処置）
、ものもら

間や診察までの時間をお待ちいただきます。

いの切開、翼状片の手術などを行います。

検 査のご案内
■ 眼底カメラ
網 膜や視神経・網 膜 血管など、
眼底の状態を撮影し記録しま
す。散瞳薬を点眼し瞳孔を広げ
ることにより、より詳しく観察
することができます。
（緑内障、
糖尿病網膜症などの眼底疾患
検査室では視力、眼圧などの基礎的な検査、メガネ処方、
コンタクト処方などを行います。当院では、目の診察の
第一歩である視力、眼圧検査は原則として毎回行います。

■ ハンフリー（視野計）
視 野検 査は緑 内 障や視神経
疾患、頭蓋内疾患、心因性視
覚障害など、視野に異常を呈
する疾 患の 診断 や 経 過 観 察

の他に、動脈硬化や高血圧によ
る血管の変化を知ることが で
きます）

■ 超音波エコー
眼内及び眼窩における異常の検出や、病変の診断を行い、
2次元的に画像化されます。

■ 眼軸長測定
白内障の手術の際、混濁した水晶体を取り除き、人工の

に不可欠です。

眼内レンズを入れます。このレンズにもメガネと同様に度

患者様自身がその異常や進行

があり、患者様の個人個人にあったレンズを選ぶ必要が

に気づかないことも多いので

あります。この検査では、目の長さを測ることで患者様に

定期的に検査を行い、経過観

必要なレンズを選出し、その結果を元に眼内レンズの度

察をする必要があります。

数を最終決定します。

■ TMS（オーブスキャン）
同心円を角膜に反射させて、角膜の
屈折率を瞬時に測定できる装置です。
等高線を26色で塗りわけ、鮮やかに
表示されます。角膜の表面の微妙な
歪みなども測定でき、角膜の炎症後
の 瘢痕による不正乱視や円錐角膜
の観察などにも役立ちます。

■ 暗室・レーザー治療室
眼科の検査は、部屋を暗くしなければできない検査が多

■ OCT

数あります。この部屋では、視野検査、眼底写真、角膜形

網 膜 の 断層写 真を撮って 網

状解析検査、網膜機能検査などを行います。また、レーザ

膜 の 厚 み を調 べる検 査で す。

ーによる治療もここで行います。この部屋にある検査機

網膜・視神経疾患の早期発見、

器、レーザー機器は、最新かつ最良の機器を取りそろえ

経過観察に有用です。

ています。

手 術のご案内
当院の手術はすべて「日帰り」で行っています。十分な

■ 前室

眼科手術手技があれば、今日ではほとんどの眼科手術は

手術前に目の消毒などを

日帰りで安全に行えます。入院しなくても安全に手術を

行います。

行うために、当院ではさまざまな設備を備えています。

■ 手術室
■ 手術待合室

最新の手術機器を備えています。目は感染に弱いため、何
より清潔であることが必要です。このため当院の手術室

白内障手術、硝子体手術前に瞳を開く目薬を点眼すると

の空調設備には、ヘパフィルターという特殊フィルターを

きにお待ちいただく部屋です。１時間弱の時間を要しま

取り付けてあり、これにより空気中のチリを通常の室内の

すので、その間にビデオを御覧いただきます。

100分の1以下にまで減らすことができます。通常の空気

また、手術予定が決まった後、手術を受けられる患者様

中には単位体積当たり100万個のチリが存在していますが、

に看護師から、手術についての詳しい説明をさせていた

ヘパフィルターはこれを単位体積当たり１万個まで減らす

だく部屋でもあります。

ことができ、これをＮＡＳＡ（アメリカ航空宇宙局）基準ク
ラス１万以下といい、最も清潔な空気状態です。だからこ
そ手術による感染の危険を最小まで減らすことができる
のです。見えないところまで万全の備えをしてありますの
で、安心して手術を受けていただけます。

■ 手術見学室
回復室には、手術室を見渡
せる大きな窓を設けてあり、
患者様のご家族の方に、手

■ 回復室

術の様子をよく見ていただ

６室の個室があり、それぞれにリラックス

けるようになっています。

できる革張りのリクライニングシートとロッカーを備えて

また、手術を受けられる患者様も手術室からご家族の

います。手術前に術衣に着替えていただき手術室に入るま

お顔を見て安心されます。さらに、ご家族の方に実際の手

での時間をお待ちいただきます。また床暖房を備えていま

術の様子を窓の両サイドにある液晶モニターでご覧頂け

すので、冬の寒い時期でも術衣のままで暖かくゆっくりお

るようになっています。手術の経過は、回復室のスタッフ

休みいただけます。

がご説明致します。

白内障の手術

白内 障 について
人の目をカメラにたとえると、カメラのレンズが「水晶
体」で、フィルムが目の奥にある光を感じる神経の膜であ
る「網膜」です。水晶体は若い頃は無色透明ですが、年を
とるに従って濁りが出てきます。その水晶体が濁った状態を
「白内障」と言います。白内障の主な原因は加齢ですから、
60才以上の方は白内障があるかと聞かれれば、誰でもあ
ると言わざるを得ません。白髪と同じです。

最近の白内障手術は、ここ10年の手術技術と手術機器
の進歩により、大変安全なものになりました。入院も必要
なく、日帰りで十分安全に行えます。麻酔は、昔のような針
を用いた麻酔は行わず、99％の症例で目薬の麻酔で行い、
ほとんど無痛です。手術時間は、目に特に白内障以外問題
なく術中合併症がない症例で、院長が執刀した場合5分〜
10分程度です。

■ 1万例を超える豊富な手術実績
院長杉浦の白内障手術施行症例数は、2010年6月1日現

では、白内障の自覚症状とは、どの様なものでしょうか。
初期の頃は、視力は十分にありますが、目の外から入る光

在で1万例を超えました。当院開院以後7004例、当院開院

が水晶体の濁りのために散乱して、明るいところで眩しさ

以前に3211例を行いましたので、合計10215例の白内障

を強く感じるようになります。このような症状を自覚した

手術を施行しています。
この豊富な手術経験に基づき、より安全かつ正確な白内

ら、白内障が出てきていないか一度眼科を受診すること
をお勧めします。そして、さらに白内障が進行すると視力
が低下してきます。
治療法としては、目薬と手術がありますが、白内障の目
薬は残念ながら現在のところ、白内障の進行をゆるやか

障手術を追求しています。

手術のやり方は次のとおりです。
1

目の角膜のすみに3mm程度のごく

2

水晶体は水晶体嚢という薄い透明

にする力しかなく、目薬で治すことはできません。完全に
白内障を治すには、手術しかありません。

小さな切開を入れます。
1

な袋に包まれているので、水晶体
嚢の前面を円形に切開します。
2

3
「白内障術前」

手術を行う時期は？

「白内障術後」

分割した後、直径1mm程度の金属
を砕きながら吸引します。

ませんでした。しかし、最近では、白内障手術の安全性が

4

水晶体嚢にこびりついた濁りを吸引

5

空になった水晶体嚢内にインジェ

るからです。手術を行う時期は、ご本人がまぶしさや見づ
らさを感じた時です。

手術後の診察は？

術後は、手術翌日、3日目、1週間

ともあるので、最低このぐらいの診察が必要となります。

4

して、水晶体嚢内をきれいにします。

クターを用いて（レンズを折りたた

5

んで）人工レンズを移植します。

目、2週間目、1カ月目、以後1ヶ月に1回の診察を行います。
ごくまれにですが、目にバイ菌が入って感染症を起こすこ

3

製の筒から超音波を発振し水晶体

なかったため、視力がよほど下がらない限り手術は行い

づらいのを我慢する時間が短くなり、生活の質が向上す

水晶体をCentral Dividerという、
院長杉浦が開発した器具によって

昔は、手術の安全性が十分で

高まったため、逆に早めの手術を勧めます。その方が、見

次に濁った水晶体を取り出します。

6

目の中を良く洗浄して手術は終了です。

6

多焦点（遠近両用）
眼 内レンズのご紹介

先進医療施設に認定

従来の眼内レンズはピントを合わせる機能がなく、
遠方もしくは近方のどちらかを選んでいただいており
ました。

■遠くにピントを合わせた場合
遠くの時計や景色はメガネ

単焦点眼内レンズの見え方

を使わずに見ることができ
ます。携帯電話など近くを見
る時は、老眼鏡が必要とな
ります。

焦点

■近くにピントを合わせた場合
単焦点眼内レンズの見え方

焦点

携帯電話など近くを見る時
はメガネを使わずに見るこ
とが できます。遠くの時計

当院では、平成20年より「多焦点眼内レンズ」を用い

や景色を見る時はメガネが

た白内障手術を行っており、その実績が認められ、平成

必要です。

21年6月1日より厚生労働省より、静岡県で「第1号」と

■新しい多焦点（遠近両用）眼内レンズは
近くと遠くの両方にピントを合わせることができます。
遠くの時計や景色、近くの携帯電話にもピントが合うよ
うになります。

なる先進医療施設と認定されました。
先進医療とは、一般の保険診療の水準より、高度な
先進技術を用いた医療のことです。眼科での先進医療
とは「多焦点眼内レンズを使用した白内障手術」です。

多焦点眼内レンズの見え方

ピントの位置

焦点
遠方

中間

近方
遠くのピント
近くのピント

単焦点
眼内レンズ

遠くと近くの
ピント ※

多焦点
眼内レンズ

※ただし、メガネを必要となる場合もあります

■当院でも、ご希望の方には多焦点
（遠近両用）
眼内レンズを用いて白内障手術を行います。
詳しくは、スタッフまでお問い合せください。

焦点

アイケアメガネのご案内
当院にはメガネ、コンタクトを販売する眼鏡店「アイ

子供用弱視メガネに
ついてのご案内

ケアメガネ」を併設いたしております。メガネは、高価
だと思いませんか？また、メガネ、コンタクトは「医療
用具」ですが、一般的には眼科専門医の下で十分な検
査をされて処方されたものでしょうか？アイケアメガネ

お子様の初めてのメガネで、
お悩みはございませんか？

は、杉浦眼科で十分な検眼、検査を行った上でメガネ、
コンタクトを提供していこうと考えています。
「メガネ、コンタクトは、医療用具です。従って、眼科

弱視用のメガネは常にかけておく必要

医の処方が必要です。良いものをお手頃価格で」

があるため、お子様がメガネを「好きにな

これが、アイケアメガネの目指すものです。

ってくれる」ということが非常に重要なポ
イントになります。また、形状記憶合金や
樹脂タイプなど、元気で活発なお子様に対
応できるメガネもご用意しております。
特に弱視のメガネは周期的にレンズを
変えていく必要があるため、丈夫なメガネフレームが
一番です。

当院では、お子様に気に入っていただけるよう
カラフルで可愛いメガネフレームをたくさん
取りそろえています。

当店では、眼科の併設メガネ店という環境のもと、
たくさんの子供用メガネを作成させて頂いております。
ご両親からの気になることや不安な点など、お気軽に
ご相談ください。

ご来店をお待ちしております。

