
はじめに

"見よーい 1.0 2.0 近視治療" はスポーツや職業選択上、1.0 2.0 の裸眼視力を必要

とする若者たちの為に書かれました。

(但し 1.0 2.0 が普通の人にとって見やすいとは限りません！！)

しかし、長年愛用していたコンタクトレンズも年とともにしずらくなり、かといってメガ

ネは今更掛けられない、といった人々が増えています。

それらの現実に直面した時、あなたならどうしますか?

近視レーザーセンターが行ったアンケートでは、切開やレーザーによる近視治療について

その存在を知っていると答えた人は、１００人中わずか２～３人でした。

メガネ、コンタクトレンズに次ぐ選択肢としてＲＫやＰＲＫがある事を、あなたはご存知

でしたか？



野球

野球をするときコンタクトレンズは、汗と砂ぼこりで大変痛い思いをします。

メガネは、時に危険なものとなります。マスクの下ではその危険性は

少ないのかもしれませんが、古田さん無理しないで下さい。

ダンス

技術を競う時でも美的に意識してしまい、メガネは掛けられません。

又、かなり汗をかくこのスポーツ、ドライアイにコンタクトレンズは辛いものです。



スキー

シュテムクリスチャニャーで、スノーゴーグルの下にメガネはかけられます。

しかし、リフト乗車中や、昼食時のらーめんのような温度差でレンズは曇り、

思わず表情も曇ります。

ビーチバレー

ビーチバレーは屋内バレーと違い、青空の下、砂浜でレシーブし、

ひどい時にはボールと一緒に砂が飛んできます。

ゴーグルの下にメガネをかけても砂と汗とで曇ったり見えにくくなります。



ウインドサーフィン

メガネやコンタクトが、転倒したりで流されてしまうと、

沖でサーファー自身も流されることがあります。

目標物が裸眼で見えなくなってしまうからです。

カヌー

水しぶきを上げてこぎぬかねばならないこのスポーツに

メガネの曇りや水滴には悩まされます。ひっくり返る度にメガネ、

コンタクトレンズが流されていくのも経済的に痛いです。



乗馬

メガネは汗でずれ落ち、曇ります。

落馬を考えてヘルメット、帽子をかぶれば、メガネのツルず邪魔になります。

コンタクトレンズは便利ですが、ホコリに弱いです。

アメフト

ヘルメットというのは試合中、何度も取り外すことが出来ません。

汗や土の汚れでメガネを拭きたくても勝手にタイムは取れません。

コンタクトレンズもタックルのショックで落ちて今います。



子供の近況

学校の黒板が見ずらくなり、眼科に行ったら近視と診断されました。

これから近視が進行する可能性が大きいと言われて

どうしたらよいのかと思っていたときに、近視の SP 手術を知りました。

視力が良くなるという事ではありませんが、これ以上近視にならないようにして、

１８歳になったら、近視矯正手術を受けさせたいと思っています。

バスローブを着た婦人

コンタクトをしているとき、家に帰ってはずすまでは、リラックスできませんでした。

しかし、はずしてしまえば何も見えないし、いつも不自由な思いをしていました。裸眼で

見えるようになつてからの入浴は素晴らしいものです。



コック

コックは油の炒め物やスープなどで湯気が上がる料理をする時にメガネが曇ります。

コンタクトレンズですと支障は無いものの長時間使用できませんでした。普通に料理が出

来るほどの視力というのは私の体験から言って1.0という視力は必ずしも必要ではなかっ

たような気がします。私は術前の近視が強かったので、手術後は0.5ですが不自由なく仕事

をしています。振り返って汗や湯気、メガネのズリ落ち等不便だったのを思い出します。

水泳

泳ぐ時はコンタクトレンズを使えないのでプールサイドの人を捜すのが大変です。

違う人に声をかけそうになったりして、何度か恥ずかしい思いをしました。



ハイキング

山登りをする時、水は貴重です。

コンタクトを洗ったり、洗浄セットを持ち歩くのは不便です。

花嫁

両親が結婚前に PRK 手術をプレゼントしてくれました。

ウエディングドレスが一段と映えると友達がほめてくれました。



建築

建築の設計をやっていますが、現場に立ち会うことが多く一日中ヘルメットをかぶってい

ます。メガネをかけてヘルメットをかぶっていると耳が痛くなり困っていました。

消防士

裸眼視力が生死を決定します。高温の火災現場へは、自分自身へ放水しながら

進入します。放水しないと熱くて耐えられないからです。メガネはおろか

コンタクトレンズも使用できない修羅場です。裸眼で0.1あれば、

木造２階でも炭化した足場を踏み外す危険を避けることが可能です。



ＰＡＲＴ 1

ＰＲＫ（レーザー近視手術）の登場

＊手術で近視が治るって本当ですか？

本当です。

尖っている角膜を偏平化させることで視力の改善がえられます。

近視矯正手術は現在、

「ＲＫ切開手術」と「ＰＲＫレーザー手術」の２種類が主流です。



＊「ＲＫ切開手術」とは？

「放射状角膜切開手術」の略で、１９７０年代に旧ソ連の

Ｓ・フョードロフ博士によって確立された近視治療法です。

そのメカニズムはこうです。

1.ダイヤモンドメスで角膜表面に放射線状に切れ込みをいれる。

2.眼圧で周辺部分が盛り上がる。

3.角膜表面はそれまでより平たく変化し、光の屈折力が変わって、網膜にピントが合う。

手術は全過程約１５分で終了します。

“近視手術の生みの親” Ｓ.フョードロフ博士



＊ 光凝視30秒、近視が治る!

1987年から前期のフョードロフ研究所で開始された PRK 近視治療法。

基本的には、角膜の表面をレーザー光で削って角膜中央を平たくし、

ピントを合わせる手術です。

現在ではロシア、アメリカをはじめ全世界で、100万人以上がこの手術を

受けています。

従来の RK 切開手術がカバーしきれなかった強度近視にも対応できる、

コンピューター制御のレーザーによるハイテク手術です。

手術は40～60秒というスピードです。



＊ 厚生省認可か、一大ブーム必至

東京五反田にある参宮橋アイクリニックの奥山公道・医学博士は、これまでに1500症例を

こえる PRK レーザー手術をてがけ、日本で最多の PRK レーザー症例研究を発表してます。

副作用の発生は、一過性の角膜混濁や偏心照射による乱視の発生が8%程度ありますが、

どれも再手術による矯正が可能で、きわめて安全性の高いバイオテクノロジーといえるで

しょう。 世界でも100万症例中、失明は皆無と報告されています。

1995年10月 FDA(米国厚生省)は一足先に PRK レーザー装置を認可しています。



＊ どれくらい視力が回復する?

これまでの報告では、0.05以上(軽度から中程度)の近視なら約95%が手術の1年後には正

視(0.7以上)になっています。それ以上の強い近視で正視にもどる確率は、70～80%です。

手術による矯正後、0.1で非常に喜ぶ方もいれば、0.8でメガネが必要な方もいます。

両眼一度に手術をうけられることも可能ですが、できるだけ避けてください。

感染(両眼同時)対策や左右の視力のバランスをとる必要から、片眼だけの手術をおすすめ

します。



＊ 素敵な瞳をあなたに。フョードロフ博士は全ての人々に素敵な瞳をとり戻す

ために努力してます。でもどんな人が受けられるのでしょうか?

RK も PRK も、手術前の検査によって、下記の条件を確認しなくてはなりません。

1. 18歳以上で最近2年間に視力の変化のないこと。

2. 角膜の炎症、白内障、緑内障、網膜損傷のないこと。

3. 内科的疾患(とくに糖尿病)がないこと。

ただし、上記の条件を満たしていても、両手術ともに術後の結果には個人差があり、まれ

に合併症の出る場合もあります。施術前には担当医と充分にご相談ください。



＊ なぜ年齢制限が?

若い人の近視は進行していることが多いので、PRK レーザー手術で

希望の視力に回復しても、また近視が進行してしまう傾向があります。

逆に中高年になると、水晶体が硬くなり、PRK レーシック手術でも

老眼が避けられないです。

＊ レーザ手術が必要な人

左右の不同視(左右の屈折度差が３ジオブター以上)、

ドライアイ、裸眼視力を求められる職業、またメガネやコンタクトレンズが

どうしても合わない方などです。



ＰＡＲＴ 3 体験者の声

＊競艇選手をめざして、S・ Kさん。 19歳、男性。

1996年、RK 手術。

勝負の世界で自分の力を試したい、そんな気持ちから競艇選手を志望しています。ただ

身体検査の条件で、左右とも0.8以上の視力が必要です。

僕は右が1.0、左が0.3だったので、左眼を何とかしたいと思っていました。図書館で近

視を手術で治すという本をみて、初めて近視手術を知り、検査に行きました。

先生から、「視力がいくつになると約束して手術したことは一度もありません」といわれ

て、少しがっかりしましたが、RK 手術を受けた結果は、視力が1.2になり、とても嬉しかっ

たです。

競艇選手の希望者は大変多く、ものすごい競争率です。

残念ながら今回はだめでした。23歳まで受験できるのですが、とりあえず20歳まで頑張っ

てみたいとおもいます。



＊ 心おきなくスポーツをエンジョイ。 徳本長史さん。 山口県、31歳、男性。

ジェットスキー代理店<アクティブ・スポーツ>経営。RK 手術。

知人から RK 手術の話を聞いてすぐに検査の予約をしました。

手術前の視力は右が0.04、左が0.2でした。

夏はジェット・水上スキー、ウィンドサーフィン、ダイビング、冬はスキー、スノーボ

ードなど、仕事がらスポーツをする機械が多く、どうしてもコンタクトレンズやメガネで

は不便なのです。たとえばジェットスキーの場合、時速70キロくらいのスピードが出ます

ので、メガネをひもで縛ったりしますが、ころんだ時にはずれたりして、今までに

10個以上なくしています。

手術に対してべつに不安はありませんでしたが、手術のときは少し緊張しました。

3ヶ月検診では、右は0.7、左は1.0でした。今はメガネなしでスポーツをエンジョイして

います。



＊手術で夢を実現。R・ Mさん。 24歳、女性。

スチュワーデス。1994年、PRK 手術。

スチュワーデスになりたいと思ったのは、高校のときでした。それからは英語の勉強を

真剣にやり、大学も英文科を選びました。学科面では一応問題はなかったのですが、視力

の条件で、裸眼視力0.1以上、コンタクトの矯正で0.8以上、というのに引っかかってしま

いました。

そんな時、友人のお兄さんが手術で近視を治したという話を聞き、参宮橋アイクリニッ

クを紹介してもらいました。検査を受けたところ、右が－6度、左が－7度。高度近視とい

われる部類で、レーザーによる手術をすすめられました。

不安もありましたが、すぐに手術をお願いしました。術後も順調で、1年以上経過した今

でも、右が0.9、左が0.8という視力は変わっていません。アメリカの航空会社を受験して、

幸いにも合格し、充実した毎日を送っています。



＊ シャル・ウィ・ダンス? T ・ C さん。50歳、女性。

1995年、PRK 手術。

長年コンタクトレンズを使用していましたが、最近、異物感が強くなり、近所の眼科に

いったところ、コンタクト使用による内皮細胞の減少と老眼と診断され、メガネにしたほ

うがいいといわれて、途方にくれていました。昔やっていた社交ダンスを再開し、競技会

にも出場するようになっていましたので、どうしてもメガネをかけたくなかったのです。

ある日、モーニングショーで近視手術のことを知りました。テレビ局に電話して参宮橋

アイクリニックの電話番号を教えてもらい、さっそく検査に伺いました。

私の近視は右が－4度、左が－5度で、RK 手術と PRK 手術の両方を紹介されましたが、PRK

手術をお願いしました。50歳という年齢を考慮して、老眼対策上、少し近視を残してもら

いました。今は右が0.7、左が0.5で安定しています。



＊ 海底の美しさに感動。 T・ K さん。 35歳、男性。

1993年、RK 手術。

中学1年のときからメガネをかける生活を続けてきました。3年ほど前からダイビングを

始め、度付のゴーグルをかけていましたが、視野が狭い、水から上がると曇る、ゴーグル

をはずすと足元の岩が見えなくてケガをする等、いろいろ問題がありました。

ある日、書店で『グッドバイ・メガネ・コンタクト』という本を何気なく手にして、目

からウロコが落ちる感じがしました。

検査したら右が－4度、左図－3.5度、中程度の近視でした。私は RK 手術を受け、奥山先

生には0.2～0.3程度に回復するといわれたのですが、左右とも1.0という予想以上の結果で、

大満足しています。

ダイビングも安心して出来るようになり、インストラクターの資格まで取ってしまいま

した。肉眼で見る海底は、本当にきれいです。



＊ 世界が変わった。 手塚純子さん。 埼玉県朝霞市、28歳、女性。

1988年、RK 手術。

「世界が変わった!」私は手術後、そう思いました。

今まで見えなかった物がはっきり見えるようになったのです。すごい事でした。

自分のメガネの顔も好きじゃないし、コンタクトレンズも合わないしと、以前は目が悪い

ことが重大な悩みでした。当時スキーの技術向上に力を入れていましたので、そのために

も手術を受けようと決心しました。

手術後はスキーにも一層熱が入り、なんと技術検定で1級に合格しました。何年もかかる

と思っていたので、本当に嬉しかったです。あの時、手術を受けていなかったら、きっと

合格していなかったでしょう。そして私は前よりもっと活動的になり、自分に自信を持つ

ことも出来ました。8年たった今でも視力は変わらず、楽しい毎日を送っています。本当に

ありがとうございました。



＊ 命がけの消防士。 U・ I さん。 27歳、男性。

1991年、RK 手術。

消防士になったときの裸眼視力は0.3で、基準ぎりぎりで合格しました。

でも訓練や消火活動のほかにも建物の防火設備のチェックとか図面やコンピューターを見

るなどの仕事も多く、どんどん視力は落ちていきました。

緊急出勤の時、とくに夜中は困りました。コンタクトをつける時間はないし、メガネは

曇ったりはずれたりするので、何もつけないで出勤することが多かったのです。

火災現場は煙や蒸気で視野が悪く、視力の良い人でも危険な状態です。高熱のために、ち

ょうどシャワーを浴びたように防火服の中に水を入れて、体を冷やしながら消火活動を行

ったりするので、メガネはかけていられません。

眼が見えないまま出勤して、今まで何ともなかったのは、運がよかったとしか言いよう

がありません。私が RK 手術を受けたのは、自分の命を守るためです。



＊ 60歳のチャレンジ。 児玉絹江さん。

1995年、PRK 手術。

手術をする前の視力は左右とも0.01でした。40年来コンタクトレンズをしていましたが、

最近ドライアイでしずらくなってきました。そんな折に近視矯正手術を知りました。電話

で問い合わせしたところね年齢制限があるからと一度は断られてしまいました。再度の電

話でとりあえず検査を受け付けてもらえました。

奥山先生にお会いして、手術は可能で近視が強いから PRK 手術がいいでしょうというこ

とになりました。

術後6ヶ月が経過して右が0.2、左が0.1です。以前を思えばかなり見やすくなりました。

PRK 手術を受けて本当によかったと思っています。ですから年齢制限についてもある程度は

必要でしょうが、もっと高齢者に門戸を広げて欲しいです。



＊ 鈴木聡子医師、大阪・鈴木アイクリニック

PRK 手術を受け2年以上経過しましたが、右眼が0.9、左眼が0.1です。私は医師という立

場と強度近視の手術を受けた患者としての立場で近視治療にあたっています。

術後、一番に思ったことは「眼のいい人はこんなに楽をしていたんだ」ということでし

た。強度近視の方にとって PRK レーザー治療の出現は夢のような出来事なのです。

RK,PRK 手術にかかわらず一番大事なことは、手術を受けることだけではなく、

術後の自分自身の管理だと思います。



＊ 河尻幸利さん、27歳、空手選手、1989年、RK 手術。

私は小学校入学前に空手を始め、都内では少し名の知れた少年格闘家になっていました。

しかし中学、高校になると同級生と差がなくなり、大ケガもつづきました。

あるとき、友人の眼鏡をかけて大変驚きました。世の中はこういう風に見えるのか。

空手では眼鏡など考えられません。就職時、視力が両方とも0.1といわれ、これが人生

180度変わった瞬間でした。18歳で手術を受けると相手が見えること見えること。

その医師こそ奥山先生でした。



＊ 日米パイロット事情。

このところ「空を飛んでみたい」「自分でヘリコプターを操縦してみたい」という人が増

えているようです。そうした人たちの参考になればと、アメリカで FAA の自家用ヘリコプ

ターの免許を1990年7月に習得した Kさん(アメリカのワーキングビザ申請中のためお名前

を伏せました)にお話をうかがいました。なお Kさんは1990年8月24日と31日に RK 手術を受

けました。

－なぜ RK 手術を受けたのですか。

ヘリコプターの場合、0.2以上の裸眼視力が必要です。

私は0.2の視力があったのですが、スポーツの時など、眼鏡がないほうが便利なので RK 手

術を受ける決心をしました。

－どうしてアメリカに行かれたのですか。

以前からアメリカで仕事をしたかったので、オレゴン州ヒルズボローの航空学校に入り

ました。免許を取るまで、1990年3月から7月まで5ヶ月かかりました。

時間数は160時間、費用は480万円くらいです。 日本で取るとしたら、費用は3倍の1500万

円くらい、期間は1から2年かかったでしょう。



－日本人がアメリカで免許を取るケースは多いのでしょうか。

かなり多くの人が来ています。私がいた間だけでも、13人はむいました。自家用ヘリの

人がほとんどです。70時間200万円くらいで取れます。教習は英語で行いますが、日本人の

インストラクターがいる学校もあります。

－アメリカで免許を取って、日本ですぐに乗れるのですが。

自家用ヘリの場合、日本で2種の身体検査、無線の免許、書類審査に通れば、免許がもら

えるはずです。ただアメリカと日本では地形が違いますので、日本の空を飛ぶのは難しい

でしょう。山や海があり、気圧の変化がありますし、電線も多いので、非常に細かい神経

が必要だと思います。

－日本では航空身体検査で RK 手術を認めていませんが、どう思われますか。

アメリカの FAA では認めており、私はずっとアメリカで仕事をしていくつもりですから、

問題はありません。ただ、RK 手術を受けたということで一律に認めない日本の基準はおか

しいと思います。

－今後どうなさるのですか。

来年3月にビザが取れたら、渡米してインストラクターの教習(10時間ほど)を受けて、航

空学校のインストラクターとして働く予定になっています。

－空を飛びたいという方に、何かアドバイスをお願いします。

アメリカでも日本のインストラクターのいる学校が増えており、教習は受けやすくなっ

ていますが、英語が出来なくて落ちこぼれて帰って行く人もいますから、英語力を身につ

けていかれたほうがよいと思います。
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体験者、叶めぐみさんとの Q&A

＊叶めぐみさんのプロフィール

愛知県出身。25歳。ラジオ日本制作アシスタントをへて、プロダクションに勤務。

その後、アパレルメーカーで OL をしながら、歌のレッスンに通う。平成元年より

遠藤実氏に師事。平成４年「恋片瀬」でデビュー。

平成７年11月、参宮橋アイクリニックで左眼を PRK レーザー手術。1ヵ月後の12月、

右眼を PRK レーザー手術。両眼とも0.05～0.08だった強度近視が、1.0～0.9に回復。



Q: 近視でどんな悩みや不便さがありましたか。

A: 私の場合、大変な不便さがありました。まず職業上、メガネをかけたままお客様のまえ

で歌えない。という制約があります。左右とも0.05～0.08程度の近眼でしたので、ずいぶ

ん失敗も経験しました。ステージで歌ったり司会をしているときに進行上の変更が突然生

じた場合など、ものすごく困りました。舞台のそででマネージャーが、大きく書いた模造

紙を広げているんですが、読めないんです。

スポンサーの方などとすれちがっても、気がつかないで知らん顔してたり・・・私たち

の商売では、ご挨拶がとくに大切ですからね。

Q: コンタクトレンズは?

A: もちろん試しましたが、左目のほうが痛くて、長く入れいられないんです。ステージに

上がっても、早く終わってほしい、一刻も早くはずしたいなんて、そればかり気になって

集中できませんでした。

Q: PRK レーザー手術を何で知りましたか。

A: 取材にこられた記者の方に「眼精疲労がひどく、コンタクトも合わなくて困っています」

とお話したんです。すると、たまたま参宮橋アイクリニックの奥山先生をご存じで、「いい

先生がいますよ、診てもらったら?」と、ほんの軽い気持ちで出かけて行ったんですが、奥

山先生というのは、PRK レーザー手術では第一人者といわれている方だったわけです。



Q: 先生のお話を聞いてどんな印象をもちましたか。

A: 先生は PRK レーザー手術について、懇切丁寧に説明してくださいましたし、いろんなデ

ータやビデオも見せてくださいました。

先生のお話では、これまで世界で、この手術によって失明したケースはないということ

でしたので、本当に安全な手術なんだな、それじゃ私も受けてみようかな、という気にな

りました。

Q: 手術への不安はありませんでしたか。

A: ないこともなかったんですが、最新の治療法というのは、だれかが受けなければ前に進

まないわけですよね。そこはもちまえのチャレンジ精神で・・・(笑)。

たぶん0.8くらいの視力に回復するだろうといわれました。でも、たとえ0.1にしか回復し

なくても、今よりはずっとよくなるのだからいい、という気持ちでした。

Q: 手術を決心させたものは?

A: それは何といっても、先生に対する信頼感です。手術の方法やリスクについて、本当に

誠意を持ってくわしく説明してくださいましたから、ああ、この先生なら安心してお任せ

できる、と思いました。過去に一人だけ、ビデオを見て怖くなって、手術をとりやめた患

者さんがいたそうです。そんなことまで話してくださるなんて、正直な先生だなあとおも

いました。(笑)。

Q: 手術はどうでしたか。

A: 事前の説明とか麻酔とか、準備のほうが長くて、手術そのものは40秒くらいで終わりま

した。「えっ、もう終わったんですか?」と、思わずいってしまったくらいです。手術中に

は、痛みはまったく感じませんでした。

手術後30分ほどして、涙がどんどん出てきました。

自宅に帰る途中でしたが、指示どおり、いただいた鎮痛剤をすぐ飲みました。

家に帰ると、やはりいただいた睡眠導入財を飲んで、そのあとはすっきり眠れました。



Q: 手術後の経過は?

A: 手術の翌日に検診に行ったんですが、手術を受けたときより、眼帯をはずしたときのほ

うが、ものすごくドキドキしましたね。

事前の説明で、手術のあと一気に見えるのではなく、一ヵ月後ぐらいに視力の頂点に達

して、その後は徐々に低下していくといわれていました。

それぞれ3日後の検診では、左が0.4で、右が0.7でした。それから少しずつよくなって、

現在(術後半年)は、左が0.9、右が1.0で安定したみたいです。

Q: 視力が回復したのを実感したのはどんなときですか。

A: 初めて遠くのものが見えると実感したのは、自宅のリビングにかかっているカレンダー

の文字がはっきり見えたときです。いつも自分がすわっている位置から、見えるはずのな

いカレンダーの数字が、裸眼でちゃんと見えたんです!うれしくて、うれしくて・・・・。

もう一つは、レーザーカラオケの画面の文字が、手術後4日目ぐらいで、鮮明に見えたと

き!これはもう、驚異的でしたね。



Q: 現在の心境は?

A: ものがよく見えるということは、世界が変わるということなんですね。

手術から半年たった今でも、ときどき、これは夢なんじゃないかしらって思います。

おおげさな言い方かもしれませんが、今、生きる喜びをかみしめています。奥山先生には、

心から感謝しています。

Q: 今後の夢や抱負は?

A: 私たち歌手というのは、聴いていただく方に夢や希望を与える使命があると思うんです。

せっかくデビューさせていただいたんですから、精一杯努力して、息の長い歌手になりた

いと思っています。今後も幅広く、いろんなことにチャレンジしてゆくつもりです。

Q: これから手術を受ける人へのアドバイスを。

A: 歌だけでなく、PRK レーザー手術を受けた私の体験をとおして、一人でも多くの方が夢

や希望を持ってくだされば、これもすばらしいことです。近視で悩んでいる方は何よりも

一度、相談に行ってみてください。それから考えてもいいと思います。
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PRK レーザー手術の実際

＊医院を選ぶポイント

最近、無痛や両眼同時手術などを売り物にする医院が目立ちますが、おすすめできませ

ん。術後の説明不足も、後日トラブルの原因になります。急速に近視手術が広まるなか、

術後対策のしっかりした実績ある、できることなら執刀医自身がが RK や PRK を受けた先生

ならより信頼がおけると我々は考えています。

＊手術の手続き方法

まず医院で、検査予約をとってください。2週間～1ヵ月後の予約が可能です。初診の検

査終了後、医師から手術の詳しい説明があります。その場で手術日程を決めてもかまいま

せんし、じっくり家で考えてから、スケジュールを立てて電話で申し込んでも結構です。

ただね１年以上たってからの申し込みは、データの変化が考えられますので、再検査が

必要となります。その場合、初診の検査料がかかります。



＊インフォームドコンセントとは?

これは医師による患者への「事前説明」の意味です。

「どれだけ回復するか」「副作用の可能性」など、医師が事前に詳しく説明します。

不安や疑問があれば、納得いくまで何でも率直に質問することが大切です。最終的に手

術を受けるかどうかは、あなたが決めます。

＊入院は必要ですか? また、通院は何回くらい必要ですか?

原則として入院の必要はありません。手術は日帰りで受けられます。

通院は、初診日のほか、手術の前日と術後２週間目、その後は１ヶ月，

３ヶ月、半年,１年目の定期検診です。



＊ 費用は?

PRK レーザー手術には5000万円以上もするレーザー発生装置が使われます。

ランニングコストも相当かかり、保険がきかないこともあって、手術費用はかなり

高額になります。

近視や装置によって PRK39万円、RK15万円かかります。

＊ 手術時間

1. 点眼麻酔を行ないます。

2. ベッドに横になります。

3. 赤いパイロットランプを注視します。40～50秒ほどレーザーを照射します。その間、

音がパチパチ聞こえますが、無痛です。

4. 終了後、抗生物質を点眼。

以上、約、4～5分で終了します。



＊ 術中の痛み

手術の数分前に、点眼麻酔薬をします。だからレーザーを当てても、

痛みはまったく感じません。

たまに個人差があり、軽い痛みを訴える人がいますが、再度点眼をすれば

問題はありません。



＊ 術後の痛み

麻酔が切れてくるにしたがって、数時間後にじわじわと痛くなってきます。

痛みはじめたら、病院から渡された鎮痛剤と睡眠薬を飲んで、できるだけ早く

眠ってしまいましょう。翌日はかなり楽になっているはずです。

術後も点眼麻酔の使用により無痛にすることもできますが、感染を起こした時に

発見が遅れて失明の危険もあり、避けるべきです。個人差があって、なかにはまっ

たく痛まない方もいます。

＊ アフターケア

手術後、感染には細心の注意を払わなければなりません。医師の指示をきちんと守って

点眼しましょう。

また、雑菌の感染を防ぐために、

1. まぶたや目元に触れない

2. お風呂とシャンプーは1週間がまんする

3. 洗顔も2週間は避ける

などの注意が必要です。

アルコールや運動なども１ケ月程度は避けたほうがいいでしょう。テレビ、映画鑑賞も

目の酷使の原因になりますので控えてください。心配な点や質問があれば、医院に電話で

問い合わせましょう。



＊ 回復までにかかる日数は?

角膜上皮は再生力がきわめて強く、ほとんどの方が２日ほどで日常生活が送れるほど回

復します。強度近視の人でも、１ヶ月ほどでまったく問題なくなります。

視力は術後３ヶ月でほぼ安定し、１年後には視力変化はゼロになります。



＊ 近視がもどったり、遠視になったりする可能性は?

手術後は、まずやや過矯正(遠視)になり、だんだん目標とした視力にもどっていきます。

この反応には個人差がありますが、完全にもとにもどったり、永久に強い遠視なってし

まう心配はありません。


