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入局医師の紹介

ご存知ですか？③

井上眼科病院

特定疾患に対する医療給付のご紹介
❶

田中 あゆみ（たなか あゆみ）医師

厚生労働省の特定疾患

千葉県出身です。
よりよい医療を実践していける
よう、
日々精進してまいります。
よろしくお願い致します。

網膜色素変性、サルコイドーシス、ベーチェット氏病、重症筋無力
症、多発性硬化症等と確定診断（＊1）
された方が認定されます。
（＊1：各疾患により要件が異なります）
東京都では、上記疾患の他にシェーグレン症候群、網膜脈絡膜萎
縮も対象になります。

❷

新井 歌奈江（あらい かなえ）医師

特定疾患の認定を受ける方は申請の手続きをして下さい。

東京出身です。
患者様の立場に立ちながら、
真摯
に診察に取り組んで行きたいと思います。不慣
れなこともあり、
ご迷惑をおかけすることもある
かと思いますがどうぞよろしくお願い致します。

保健所で､｢臨床調査個人票｣をもらい、病院へ提出してください。
(病院の書類作成費用として￥3,150の費用がかかります。)

❸

書類が揃ったら、最寄りの保健所へ提出して下さい。
提出書類は、以下の通りです。

岩佐 真弓（いわさ まゆみ）医師

◎健康保険証のコピー
◎住民票
◎難病医療費助成申請書兼同意書
◎臨床調査個人票

❹

認定後、受給者証が交付されます。

❺

医療費について

初期研修医を経てこの春眼科医１年生になりま
した。今の私には患者様みなさんが先生です。
頑張って成長して行きますのでよろしくお願いし
ます。

医療機関窓口での自己負担限度額は、所得状況に応じた額になり
ます。
【重症認定の場合】従来通り無料です。
【一般認定の場合】
・所得状況に応じた自己負担限度額（医療機関ごと･１ヶ月ごと）
が設定されます。
【医療費の自己負担限度額に関する諸注意】
①同一生計内に２人以上の患者様がいらっしゃる場合、２人目以
降の生計中心者でない方については、別途規程があります。
②｢サルコイドーシス｣｢ベーチェット氏病｣｢重症筋無力症｣につい
ては、
『軽快者』が設けられます。

『軽快者』とは・・・
医療費の公費負担が対象となった後、治療の結果症状が改善し、経過観
察等一定の通院管理の下で、著しい制限を受けることなく就労等を含む
日常生活を営むことが出来ると判断された方のことです。
一旦、医療費助成は対象外となりますが、症状が悪化した場合には再度助
成を受けることができます。

※平成22年4月1日より事務長が深海実（フカウミ ミノル）に
交代致しました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

！
オススメ

西葛西・井上眼科病院 院長

近視矯正手術（ L A S I K ）説明会

LASIKに関心をお持ちの方、実際に検査・診察を受ける前に
説明を聞いてみたいとお思いの方は、お気軽にご参加下さい。
ご希望の方はお電話でお申し込み下さい。

フリーダイヤル

0120-48-4930

■日時：平成22年7月13・27日/8月3日・17日/9月14日
18:30より1時間程度
■場所：井上眼科病院1階

■費用：無料

歴史資料は語る 11 （井上眼科病院「目の歴史資料館」より）
初代院長夫人豊子の内助の功
初代院長の井上達也は、最新の治療・研究と内塾生の育成に没頭し、病院の経営一切を豊子夫人と豊子の父山下愿翼
に任せていた。病院の会計は豊子夫人が担当し、六男三女の育児と内塾生の世話なども加え、体力・気力とも多大な負
担であった。当時の病院では個々の治療費の請求は行わず、受付に救世軍の慈善鍋に似た籠が置かれ、患者は自分で
治療費を適当に計算した上で、懐中に応じて適宜に治療費を投入する習慣になっていた。貧しい患者は野菜などで物納、
年二回の盆暮れ払いや大口の寄付などもあり、井上眼科の名声を慕ってくる患者も多く、経営は何とか順調であった。
明治28年7月達也は落馬事故で不慮の死を遂げ、後に残された豊子夫人の苦労は並大抵のものではなかったが、気丈
夫に病院経営を引き継ぎ、優秀な門下生や医局員を独仏へ留学させ、次男達二が眼科医として育つまで、井上眼科の名
声を保ちながら後継者の育成に努めた。後年、明治45年の全国眼科医の長者番付では第一位にランクされている。
医療法人社団

済安堂

井上眼科病院

若くあると云うこと

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地
www.inouye-eye.or.jp

井上豊子夫人

TEL 03-3295-0911
表紙写真

井上 結美子 氏 提供

宮永 嘉隆

サミエル・ウルマン作の詩に「青春」に

たる信念を持って我々も考え、国の政治も

内障はその発症のメカニズムもわかってお

ついて書かれたものがあります。「青春と

進んで行かなくてはならないと深く感じてい

り、治療も進んできました。私達が病院
で患者さんを診ていて、如何に多くの高

は人生の若い一時をさすものではない。 ます。
さて、今、医療の場において若くあると

齢者の方々が来院されているか、そして

を持つことで若くあり、疑念とともに老いる。 云うことはアンチエイジングと云う言葉に代

その方々に適確な医療を提供できている

自信とともに若くあり、恐怖とともに老いる。 表されているようです。抗加齢医学会が

か、改めて心に問うています。私達は眼

人は希望がある限り若く、失望とともに老

医療の各方面から注目されています。眼

を通して心身共に若さが保たれるようにと

いる。」鳩山内閣が崩壊しました。小沢幹

科領域ではどうでしょうか。眼の病気の

の信念のもとに日々努力しています。人だ

事長も退任しました。何故、こんなにも早

80 ％は加齢と関係しているといわれていま

けではありません。病院そのものも常に若

くとの思いがつのります。次々と目まぐるし

す。白内障、緑内障、加齢黄斑変性症、 くありたいと思っています。ハードの面から

く替わる国の代表、総理。他国から見る

糖尿病網膜症、ドライアイ、結膜弛緩症、 も常に斬新な設備、装置を備えていると

と日本ほど国の代表、責任者がころころと

枚挙にいとまがありません。高齢者 60 歳

云うことだけでなく、そこで働く医療人が

替わる国はないと半ば呆れられているので

以上では視力の良い人ほど、視力検査を

信念を持って、自信を持って働ける病院

はないでしょうか。これでは日本は世界か

ちゃんと受けた人ほど認知症になる確率

を目指しています。内閣が替わろうが政

ら信頼される国になることはとうてい無理

が低いといわれています。アメリカのような

権が交代しようが、医療人としての信念を

でしょう。しかし良く考えてみると、その場、 保険制度では視力検査も受けられない高

持って励みたいと思います。若くあると云

その場の世論や風潮に惑わされる我々一

齢者が多く、そういう人の中で認知症が

うこと、それは努力、努力なしで若さは保

般国民の見識の無さを世界に露呈してい

多いといわれています。白内障も全身の

てない、そんな思いが心を過ぎるこの頃

るだけなのではないかと危惧します。確固

加齢との関係が深いようです。老視や白

です。

その人の心の中にあるものだ。人は信念

井上眼科病院
www.inouye-eye.or.jp

井上眼科病院・クリニックだより
書 籍 紹 介

「当院のスタッフ教育のご紹介」

「これで解決！眼のトラブル相談室」

講義型式の「院内研修」とワーク型式の「院外合宿研修」
４月１日付で１７名の新入職員が入職しました。フレッシュ
でやる気に満ちた表情をしており人事担当者も気持ちが若返

自覚症状から病名にたどりつくためのガイド

満足を得ることができません。
また、患者様の気持ちを理解することも大事な研修のテー

ります。しかし、
この日から２週間、
みっちり研修が行われます。 マです。よってロービジョンケアでは、アイマスクを付けて階
4
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当院の新入職員研修は、研修室で行われる講義型式の

段を歩いたり、食事をしたりします。階段では恐怖心から動

「院内研修」と九十九里研修センターで行われる２泊３日の

けなくなってしまう者や、食事では見えていないことから「何

ワーク型式の「院外合宿研修」から構成されています。
院内研修は、社会人としての心構えやマナー、目やメガ

井上眼科病院のグループ6施設で診療に当たる医師17人が分担執筆しました。
「もの
がゆがんで見える」
「目が赤い」など自覚症状から病名にたどりつくためのガイドに続き、
「老視」
「子どもの遠視・弱視・斜視」
「ドライアイ」
「糖尿病網膜症」など約30項目でさまざ
まな病気を解説しています。
低視力（ロービジョン）の人向けのガイドや、眼科との上手な付き合い方も収められて
います。

の食材を食べたのかわからなかった」や「味さえもわから

西葛西・井上眼科病院だより

なかった」等の意見が出ました。これほどまでに患者様は、

ネの専門的知識、ロービジョンケア等について学びます。 日常生活に不自由を感じているのかと実感し、改めて「何
マナーでは、挨拶や返事の仕方、学生時代には使ったこ

とかしてあげたい！」という気持ちが湧き出たようです。

とのなかった クッション語 をできるまで何度も発声させま

院外合宿研修は、２泊３日で九十九里に行きます。海か

す。できないまま先に進むことはせず、できるまで繰り返しま

ら流れる新鮮な空気を吸いながら、雑音のない最高の環境

す。これは、当院を選んでいただけた大事な患者様の眼を

下で研修を行います。テーマは「コミュニケーション」です。

預かるのに、職員のなかで、できる者とできない者の差があっ

これが重要なテーマなのは、理由があります。それは、

西葛西井上眼科クリニックに於ける
オルソケラトロジーの現況について

― 睡眠時装用による近視矯正法 ―
西葛西井上眼科クリニック所長

勝海 修

平成 22 年 2 月に開始して以来、現時点でモニターの患者
様は 13 名です。一番早く始めた方は現在 3ヶ月を経過した
ところで、一番新しい方は 1 週間です。現在角膜障害等で
途中でドロップアウトした方は一人もおりません。睡眠中にハー
ドコンタクトレンズを装用することについて多少の不安はありま

てはいけないからです。講義開始前の挨拶も、全員が明る

職員間の人間関係が良好にとれておらず、ギスギスした職

オルソケラトロジー（角膜矯正療法、Orthokeratology）は

したが、角膜障害がでないので安心しました。

い声で気持ちよく挨拶ができるまで何度も繰り返します。全

場環境にいて、患者様にだけ親切にできるわけがないと考え

1950 年頃より主として欧米で注目されてきたコンタクトレンズ

問題の視力ですが装用後 2 週間では視力は 1.0 以上に改

員ができるようになってはじめて講義開始です。一向に講義

ているからです。よって、この間は全てグループ行動になりま

睡眠時装用による近視矯正法であり、眼鏡、コンタクトレンズ、 善しているケースがほとんどです。ただし視力改善のパター

が始まらないこともありますが、仕方がありません。医師の

す。最終研修日前日の夕食には、少しだけお酒をだします。

レーシック角膜手術法などの今までの方法にない特徴を有す

ンは様々であり、最低は 2 週間使用するべきです。この点

医療レベルが最高でもスタッフの挨拶が最低では患者様の

全員で乾杯をし、これから先、壁にぶつかることや自分の不

る視力矯正の選択肢と言えます。

は今後より多くの症例を経験して、より理解を深める必要が
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甲斐なさから落ち込むこともあるかもしれませんが、相談をし

まだほんの少数例の経験ですが、オルソケラトロジーはレー

そして最終日は「私たちはこんな職員になりたい」という

れているハードコンタクトレンズと異なるのは、起きているとき

シック手術、コンタクトレンズに無い特徴があると思います。

宣言書を作り、参加者全員の前で発表してもらいます。こ

ではなく、睡眠中にハードコンタクトレンズを装用し、朝起床

私はオルソケラトロジーはスポーツ、特に激しいスポーツで、

の宣言書は、講師から「○○と書け」や「○○と宣言を

後にコンタクトレンズをはずして、起きているときは裸眼で過ご

通常のコンタクトレンズの使用が乾燥等で制限がある場合、

すべきだ」等の指導は一切しません。これは、新入職員が

すというものです。睡眠中にハードコンタクトレンズを装用する

例えば陸上競技、水泳競技、格闘競技などに有効ではな

グループ単位で話し合い自由な発想に基づき決めています。

ことにより、角膜の曲率がより平坦化して、コンタクトレンズを

いかと思います。レーシックなども有効と思われますが、レー

理想の将来像を思い描き自分達が決めたことですから、こ

外しても、しばらくその状態が続き、良好な視力が得られる

シックの場合には経年とともに更に近視が進むことが知られて

れができないと自分に嘘をついたことになります。毎年、とて

のです。

います。オルソケラトロジーにおいてはレンズの度を変えれば

も立派なものができています。（写真は 1 例です。）

i

あります。

ズを装用することにより行なわれますが、現在一般に使用さ

ながら皆で頑張ろうと同僚同士約束をしているようです。

information

オルソケラトロジーは特殊なデザインのハードコンタクトレン

病棟改装について

６月末に井上眼科病院の病棟の改装工事を行いました。
個室の病室の一部を変更し、室料差額のご負担のないお部屋を増やしました。他にも施設の改善、改装を行っ
ています。
詳細については次号の井上眼科だよりにてご案内致します。

今までこのオルソケラトロジーを行なっている眼科クリニック

すむことです。

は我が国にもいくつか存在しましたが、それらのレンズは外国

中国においてはオルソケラトロジーを行なっているのは約

から輸入した厚生労働省に於いて認可を受けないレンズを使

50 〜 60 万人と言われています。中国に於けるオルソケラト

用しています。このたびアルファコーポレーションのオルソケラ

ロジーのほとんどは学童期における近視に進行を抑制する

トロジー用のコンタクトレンズ（オルソ- K）が、厚生労働省の

目的で行なわれているのが現状の様です。我が国でも学童

認可を受け、実際に患者様に処方できることになりました。

期の近視進行は大きな問題となっておりますが、オルソケラト

西葛西井上眼科クリニックでは、この認可を受けたオルソケ

ロジーを近視の進行の抑制に使用できるかという点について

ラトロジー用のコンタクトレンズを採用して、厚生労働省指導

は、その安全性についてさらなる徹底した検討が必要である

のプロトコルに沿ってオルソケラトロジーを行なうことにしました。 と考えます。

