■眼科

１．2017年度の目標及び方針
①2016年度に引き続き外来・病棟・業務の安全かつ効率的運営を図る。
・毎週1回を目標に眼科業務従事者全員参加の会合協議を開く。
②診療の質的向上を目座す。
・カンファレンス 1回/週
・抄読会

1回/月

・定期学術講演会 1回/半期
２．2016年度評価
①外来・病棟・業務の安全かつ効率的運営をはかる。
年度を通じて事故なく効率的な運営をなし得たと評価できる。ほぼ毎週、定期的な意見交換、改善提
案が行われた。
②診療の質的向上を目指す。
おおむね、予定通りの頻度（カンファレンス1回/週、抄読会1回/月、定期学術講演会1回/半期）で学
術的研修をすべての構成員でなし得た。
３．眼科診療部紹介
私ども眼科は2017 年現在10 名の眼科医師が常勤医として診療に当たっています。地域を超えた多くの先
生方から信頼と安心を以て難治症例を御紹介いただけるような病院眼科として機能しています。
特に、網膜硝子体部門の診断治療体制の充実は、地域の先生方からの切なる御要望であります。これに応
えるかたちでDR-1（角膜油層解析装置）、CASIA（角膜形状解析装置）などの眼表面の検査機器はもちろん
のこと、SLO（走査型レーザー顕眼鏡）、フーリエドメインOCT（光干渉断層撮影）、Multifocal ERG（多局
所網膜電位図）、MP-3（微小視野計）などの先端診療器材の導入後も常にバージョンアップを図り、従来大
都市部の特殊病院でしか行われなかった網膜硝子体特殊検査の部門でも遜色のない専門機関として機能して
います。また眼外傷や増殖性網膜疾患、黄斑部疾患、難治性ぶどう膜炎などの知識や技量、経験を要求され
る疾患に対しても迅速な手術対応が可能です。
①外来診療
亀田クリニックでの外来診療は午前9 時から午後5 時まで6 つのブースを使用し、土曜日曜を除く毎
日3 診から5 診で診療を行っています。土曜日は午前中のみの診療です。
また、一般外来と並行して視野検査、斜視･弱視の検査、電気生理学的検査、蛍光眼底撮影などの特
殊検査、糖尿病網膜症などのレーザー光凝固手術や斜視･弱視の視能訓練やロービジョンケアを行っ
ています。
コンタクトレンズや眼鏡の処方、装用練習は随時行っております。
亀田総合病院内では眼科病棟でもある K タワー6 階で入院患者用の2 診と救命救急センター内の眼
科救急診察室で1 診の診療を行っています。その他、周産期センターでの未熟児の眼底検査、健康管

理センター（人間ドック） での眼科所見の判定も眼科医員が対応しています。
範囲から直接外来患者さまがおいでであるとともに、 地域の基幹病院として他の眼科診療施設から
のご紹介も多く、当科の責任は重大であると自負しています。
②手術
眼科の手術日は月～金曜日までの毎日午前午後です。眼科部長がクリニック手術センター長を兼務し
ています。クリニック手術センターには眼科用手術室が2 室用意され随時使用が可能です。またカー
ルツァイス社製Lumera 及びResight の最新型手術顕微鏡やアルコン社製Constellation の導入によ
り、MIVSによる低侵襲な硝子体手術から高度な網膜硝子体疾患に対する手術対応まで随時可能です。
③スタッフ紹介（2017年現在）
堀田一樹（部長）以下、笹井英明（医長）、堀江大介（医長）、山添克弥（医長）、榮木悠、堀田順
子、鎗田理沙、重城マイ、加藤寛彬、山田梨佳の10 名の常勤医師と横山恭典、江本宣暢、久須美有
美（非常勤医師）からなる計13名の眼科医局と曽我辺（室長）以下、鎌田、景山、岩渕、土田、小林
（絵）、小林（美）、三上、吉澤、吉田、木村の11 名の常勤視能訓練士及び有馬（OMA）からなる総
勢14 名の眼科技術室を擁する、全国的にみても大規模な眼科診療部として常時診療に当たっていま
す。
亀田総合病院眼科医局の特徴は後期研修医から卒後10 年20 年を超える専門医まで、また全国のさま
ざまな大学病院、眼科専門病院で研修を積んだ個性あふれる面々で構成されていることにあります。
スタッフ各人のもつ特性や得意分野を最大限に尊重しつつお互いに向上しあえる刺激に常に満ち溢れ
た医局であります。
特に眼科専門医志向中の医師にとっては、またとない絶好の研修施設であることに間違いのないもの
と確信します。
堀田一樹（部長：ぶどう膜･網膜硝子体）：1988 年鳥取大学医学部卒、日本医科大学眼科学教室入
局、1993年日本医科大学眼科学助手、1996 年杏林大学眼科学助手、日本医科大学眼科学講師（兼
任）、1998 年DUKE大学（米国）眼科研究員、2000 年亀田総合病院眼科部長。
笹井英明（医長：眼科一般、白内障、神経眼科疾患）：1997 年横浜市立大学医学部卒、2001 年横浜
市立大学眼科学教室入局、2011 年亀田総合病院眼科。
堀江大介（医長：緑内障）：2002 年杏林大学医学部卒、杏林大学眼科学教室入局、2014 年より亀田
総合病院眼科非常勤
山添克弥（医長：白内障、角膜移植手術）：2006 年名古屋市立大学医学部卒、2008 年亀田総合病院
眼科、2009 年東京歯科大学角膜センター、2010 年亀田総合病院眼科。
榮木悠（眼科一般）：2009年 埼玉医科大学医学部卒業、2009年埼玉医科大学病院 初期研修医、2011
年 埼玉医科大学病院 眼科助教、2016年 丸山記念総合病院 眼科医員、2016年埼玉医科大学病院 眼
科助教、2017年 亀田総合病院 眼科フェロー。
堀田順子（甲状腺眼症･緑内障･網膜硝子体）：1996年杏林大学医学部卒、杏林大学眼科学教室入局、
2000年オリンピア眼科病院、2001年亀田総合病院眼科。
鎗田理沙（白内障、黄斑変性治療）：2002 年東京医科大学卒、東京医科大学眼科学教室入局、2008
年亀田総合病院眼科。
重城マイ（白内障、黄斑変性治療）：2004年 東京女子医科大学卒業、2004年日本大学付属病院 初期

研修医、2007年 東京女子医科大学 精神科、2009年東京女子医科大学八千代医療センター 眼科、
2016年 亀田総合病院 眼科。
加藤寛彬：2012年 天堂大学医学部卒、亀田総合病院初期研修医、2014 年より眼科後期研修医。
山田梨佳：2014年 福井大学医学部卒、2014年 亀田総合病院初期研修医、2016年眼科後期研修医。
横山恭典（非常勤：白内障･網膜硝子体）：1996年 医科大学卒、1999年 本医科大学眼科学教室入
局、
2006年亀田総合病院 眼科、2007年亀田総合病院眼科医長、2010年より非常勤 （ほたるの眼科医院開
設）。
江本暢宣（非常勤：白内障）：2002年杏林大学医学部卒、杏林大学眼科学教室入局、2006 年 海谷眼
科病院、2008年亀田総合病院眼科。 2015年より非常勤
久須見有美（非常勤）： 2009年3月 金沢医科大学卒、杏林大学医学部附属病院初期研修、2015年当
院眼科。2017年より非常勤。
④亀田病院眼科では以下のような治療ができます
1）白内障手術
白内障手術は全国で年間100 万人と眼科で最も多い手術であり、当院でも年間700 人程の方が受けら
れています。手術は点眼麻酔で行っており、小切開無縫合の日帰り手術が大半です。専門分化の進ん
だ昨今ではあっても、依然白内障手術は眼科医に要求される基本的な手術手技であり、従って当院で
は教育病院として研修医時期から積極的に実技研修を行っています。
2）緑内障の治療
当院では人間ドックや眼科検診を当科医師が担当するため比較的早期の緑内障患者をピックアップ出
来る率が高いようです。また緑内障の治療は適切な点眼薬処方やレーザー治療適応の判断と手術治療
のタイミングが決め手であり、眼科において内科的外科的資質の要求される分野でもあります。眼底
所見（視神経乳頭、神経線維）の読める医者が担当しています。
3）ブドウ膜炎の治療
ブドウ膜炎は、全身的な病気を原因とすることが多いので血液検査などとともに内科的にも原因を調
べることが大切です。幸い亀田病院には内分泌内科や膠原病内科などの有力なサポートが保証されて
います。
治療は主に消炎点眼薬を使用しますが、内服薬や点滴を使用した入院加療や手術を要する場合もあり
ます。
特に当科では混濁硝子体の切除目的とともに、サイトカインや免疫学的検査目的の診断的硝子体切除
術を積極的に行いよい治療成績を得ています。
4）網膜硝子体疾患
日本人の失明原因第1 位である糖尿病網膜症を筆頭に網膜剥離･網膜静脈閉塞症、黄斑部変性症など
数多くの疾患に対し、必要かつ十分なレーザー治療、手術治療（硝子体手術）を行っています。得に
網膜硝子体を得意分野とする研修病院で眼底検査に習熟した医師が当科には多数在籍し診断力の高い
チームとして治療にあたっています。
5）斜視･弱視
斜視や弱視疾患に対する検査と視能矯正は熟練した視能訓練士が担当し、家庭での訓練法などの指導
もまじえながら医師とともに定期的な管理を行っています。また視能訓練士の活動範囲は広く、眼科

診療の一般検査から低視力者への生活指導、一般啓蒙活動などさまざまな分野で活躍しています。
6）外眼部疾患
眼瞼下垂や二重瞼などの手術から涙道再建や眼窩腫瘍にいたるまで幅広い眼球外疾患にも専門の施設
で研修を積んだ眼科専門医が対応しています。
7）角膜移植
従来から貴重な献体（眼）の摘出、提供に昼夜を問わず貢献して参りましたが、2011 年度からは、
当院独自にも重症角膜疾患に対する全層移植角膜を開始しています。
４．実績（症例件数や手術実績等）
①年間総外来患者数は35,977人、年間入院患者は540人、平均在院日数は1.9日であった
②手術実績
年間手術件数は1,710件（外来手術1,163件、入院手術554件）であった。内訳は表に示す。
～手術実績～

術式
網膜光凝固術（その他特殊なもの）（一連につき）
レーザー

虹彩光凝固術

99

網膜光凝固術（通常のもの）（一連につき）

39

隅角光凝固術

外眼

内眼

146

4

翼状片手術（弁移植を要するもの）

19

涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術

15

結膜結石除去術（少数のもの（１眼瞼ごと））

12

結膜下異物除去術

8

結膜結石除去術（多数のもの）

8

治療的角膜切除術（その他）

7

眼瞼結膜腫瘍手術

6

顕微鏡下角膜抜糸術

5

霰粒腫摘出術

3

結膜縫合術

2

前房、虹彩内異物除去術

2

角膜潰瘍掻爬術

1

眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）

1

眼瞼内反症手術（皮膚切開法）

1

眼窩内異物除去術（表在性）

1

結膜肉芽腫摘除術

1

結膜嚢形成手術（部分形成）

1

睫毛電気分解術（毛根破壊）

1

瞼縁縫合術（瞼板縫合術を含む）

1

水晶体再建術（眼内レンズ挿入）その他

891

後発白内障手術

110

硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含むもの）

70

水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない場合）

51

増殖性硝子体網膜症手術

19

緑内障手術（流出路再建術）

19

角膜・強膜異物除去術

16

硝子体置換術

15

角膜移植術

13

緑内障手術（濾過手術）

13

網膜復位術

11

硝子体切除術

10

緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）プレートのないもの

6

虹彩整復・瞳孔形成術

4

水晶体再建術（眼内レンズ挿入）縫着レンズ挿入

3

角膜・強膜縫合術

2

硝子体茎顕微鏡下離断術（その他のもの）

2

網膜冷凍凝固術

2

硝子体注入

1

緑内障手術（虹彩切除術）

1

５．学術関係
①原著論文
Ito Yusuke, Yamazaki Ikuo, Kikuchi Yoichi, O'uchi Eri, O'uchi Toshihiro, Kato Hiroaki,
Hotta Kazuki
Imaging characteristics of the postoperative globe: a pictorial essay
Japanese Journal of Radiology(1867-1071)34巻12号 Page779-785
②学会・研究会発表
加藤寛彬、ほか：難治性原田病にトリアムシノロンアセトニド局所注射を併用した１例．第70回日本
臨床眼科学会、東京、2016/11/3-6
山田梨佳、ほか：ステロイド治療で視機能改善を示した癌関連網膜症と思われる1例．第55回日本網
膜硝子体学会総会、東京、2016/12/2-4
③亀田総合病院眼科学術講演会実績
第1 回学術講演会 （2001 年8 月22 日）
演者：茨木信博先生 日本医科大学付属千葉北総病院眼科教授
演題：日常診療における斜視･弱視のマネージメント
第2 回学術講演会（2001 年11 月10 日）
演者：永本敏之先生 杏林大学 眼科助教授

演題：難症例の白内障手術
第3 回学術講演会（2002 年3 月16 日）
演者：常岡寛先生 東京慈恵会医科大学付属第三病院眼科助教授
演題：小さい切開層からの白内障･眼内レンズ手術
第4 回学術講演会（2002 年7 月27 日）
演者：鈴木康之先生 帝京大学 眼科教授
演題：正常眼圧緑内障
第5 回学術講演会（2003 年2 月22 日）
演者：山本修一先生 千葉大学 眼科教授
演題：眼科電気生理学検査
第6 回学術講演会 （2003 年7 月26 日）
演者：安藤靖恭先生 慶應大学 眼科講師
演題：ぶどう膜疾患の診療
第7 回学術講演会（2003 年11 月22 日）
演者：佐藤幸裕先生 東邦大学付属佐倉病院 眼科教授
演題：網膜光凝固
第8 回学術講演会（2004 年4 月3 日）
演者：高橋浩先生 日本医科大学 眼科教授
演題：白内障超音波手術におけるフリーラジカル
第9 回学術講演会（2004 年8 月7 日）
演者：島崎潤先生 東京歯科大学 眼科教授
演題：オキュラーサーフェス～診察のポイント～
第10 回学術講演会2005 年3 月19 日）
演者：河合憲司先生 東海大学 眼科教授
演題：KAWAI 式前嚢 FORCEPS の使用法
第11 回学術講演会（2005 年5 月28 日）
演者：樋田哲夫先生 杏林大学 眼科教授
演題：糖尿病網膜症の病態と治療
第12 回学術講演会（2005 年11 月12 日）
演者：松村美代先生 関西医科大学 眼科教授
演題：緑内障手術治療の考え方
第13 回学術講演会（2006 年4 月1 日）
演者：飯田知弘先生 福島県立医科大学 眼科教授
演題：加齢性黄斑変性症の病態と治療
第14 回学術講演会（2006 年9 月2 日）
演者：白神史雄先生 香川大学 眼科教授
演題：網膜静脈分枝閉塞症の病態と治療
第15 回学術講演会（2007 年9 月22 日）
演者：佐藤美保先生 浜松医科大学 眼科准教授
演題：小児眼疾患の治療

第16 回学術講演会（2008 年8 月9 日）
演者：大越貴志子先生聖路加国際病院 眼科医長
演題：黄斑部光凝固について
第17 回学術講演会（2009 年5 月30 日）
演者：平形明人先生 杏林大学 眼科教授
演題：網膜剥離の症状、予防、治療
第18 回学術講演会（2010 年12 月4 日）
演者：佐竹良之先生 東京歯科大学 眼科講師
演題：アレルギー性眼疾患の治療
第19 回学術講演会（2011 年8 月20 日）
演者：中馬秀樹先生 宮崎大学 眼科準教授
演題：神経眼疾患の診断と治療
第20 回学術講演会（2014 年3 月15 日）
演者：島崎潤先生 東京歯科大学 眼科教授
演題：オキュラサーフェスのみかたと治しかた
第21 回学術講演会（2014 年11 月15 日）
演者：根本裕次先生 帝京大学 眼科准教授
演題：房総まぶた新発見伝
第22 回学術講演会（2015 年8 月29 日）
演者：野崎実穂先生 名古屋市立大学 眼科講師
演題：抗VEGF 時代の糖尿病黄斑浮腫治療戦略
第23 回学術講演会（2016年4月16日）
演者：稲村幹夫先生 稲村眼科院長
演題：白内障手術-最近の話題第24 回学術講演会（2016年11月26日）
演者：秦野寛先生 ルミネはたの眼科院長
演題：眼感染症
第25 回学術講演会（2017年6月24日）
演者：水木信久先生 横浜市立大学 眼科 主任教授
演題：眼炎症
眼科医の分担領域は直径3 センチ弱の小さな臓器で、ともすると狭い領域と思われがちですが、実際に
は奥が深く遺伝性変性疾患から重度の眼外傷まで病態も様々です。また患者層は幅広く、新生児から超高
齢者まで全年齢層が対象になります。そのため医師、視能訓練士、看護師、医療スタッフ全員でそれぞれ
の患者さまの状況を判断しつつ、最善の医療を提供できるよう日々努力しております。
文責：堀田一樹

