
Akihabara Eye Clinic

秋葉原アイクリニック
手術執刀医　赤星 隆幸

「最新の手術機材と最高の技術による手術で、最良の視力を提供
すること」をモットーに白内障手術の新しい術式、「フェイコ・プレチ
ョップ法」を考案。世界が認めるその術式で年間10,000件の手術を
執刀する傍ら、世界各国の眼科学会からの招聘に応じ、その術式の
指導を続ける。
現在、世界66か国で講演・公開手術を行い、94年と96年にはアメリ
カ白内障屈折矯正手術学会の｢新しい手術術式｣部門で最優秀賞を
受賞。2002年にはAsia Pacific Association of Cataract and Refrac-
tive Surgeryより｢もっとも貢献した眼科医｣として表彰される。
秋葉原アイクリニックで行う白内障手術はすべて赤星医師の執刀で
行います。
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厚生労働省認定 先進医療施設

JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」（昭和通り口より徒歩10分）
東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」（1番出口より徒歩8分）
つくばエクスプレス「秋葉原駅」（A3番出口より徒歩10分）

JR秋葉原駅

10:00 ～ 18:00 （受付時間 9:45 ～ 17:45）
金曜・日曜・祝日は外来を行っておりません。
診察は14:00～15:00は休み時間となります。
その為、13:30以降にご来院された場合、15:00～の診察とさせて頂きます。
尚、受付・検査は随時おこなっております。

診療時間

一般・専門外来　レーザー治療
白内障・網膜硝子体疾患　日帰り手術
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秋葉原アイクリニック 院長 原田 拓二

秋葉原アイクリニックは
「白内障手術」を中心とし
た診療を行っております。
赤星隆幸医師が全症例執
刀される日帰り白内障手術
は、平成19年10月に開院し
て以来、手術を受けられた
患者様や地域の先生方から
ご評価いただき、総件数
20.000件を超える手術実績を積んでおります。
「チーム医療」を診療の柱に据え、専門の医師・経験豊富なスタッフ
で患者様のご希望やご期待に応えられるよう、職務に励んでおります。

医療法人社団  エイ－ル会

秋葉原アイクリニック
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5反町商事ビルディング4F

FAX  03-5846-3501
http://www.akihabara-eye.com

TEL  03-5846-3500

「あなたは、白内障ですね」・・・と診断されて、大
きな不安をお持ちではないでしょうか。

今まで、数えきれないくらいたくさんの患者様の手術
をしてきましたが、誰でも白内障手術が必要だと診断
された時は、眼は治るのだろうか？手術は安全なもの
なのか？など、さまざまな不安を抱かれることと思い
ます。

手術は誰しも怖い物です。
恐怖や不安を少しでも和らげたい、そして何より安心
して手術に臨んで頂きたいと考えております。

当院の白内障手術は点眼麻酔のもと角膜切開で行い
ますので、一滴の出血も起こりません。術後はすぐに
物を見ることができますので、眼帯もせずに歩いて帰
宅することができます。入院の必要はいっさいありま
せんので、術後はご自宅でゆっくりお休み頂けます。

最高の設備の整った環境で、最高のスタッフと共に、
最高の技術で、心のこもった最高の手術を提供するこ
とを診療の理念として全力を尽くしています。白内障
でお悩みの方は、ぜひ一度ご来院ください。　

患者様にとって一番いい
治療をしたい

赤星 隆幸



当院が選ばれる
3つの理由

当クリニックは三井記念病院の向かい
に位置しておりますので、スムーズな病
診連携が可能です。
安心と安全を兼ね備えたシステムで患
者様の治療を行っております。

当クリニックの白内障手術は三井記念
病院眼科部長・赤星隆幸医師が責任を
持って執刀いたします。
また、経験豊富な眼科専門スタッフが、
患者様お一人お一人に最良の医療サー
ビスを提供させていただきます。

先進医療の治療は厚生労働省から認定された
医療機関以外では全額自己負担となります。
当クリニックは先進医療認定施設であり、対象
となる先進医療「多焦点眼内レンズを用いた白
内障手術」は民間の生命保険(医療保険)の「先
進医療特約」の対象になりますので患者様の
経済的負担も軽減されます。

当クリニックで受けられる白内障手術
白内障手術に使用する眼内レンズは選べる時代です。ライフスタイルに合わせた眼内レンズの選択で生活が変わります。

目に入ってきた光は、角膜や水晶体で屈折して網膜上で結像します。そ
の水晶体が濁ってしまう疾患が白内障です。白内障になると物が見にく
くなったり光がまぶしくなるなどの症状を自覚するようになります。
白内障手術では濁った水晶体を破砕して取り除き、その水晶体の代わり
に人工の水晶体である眼内レンズを挿入します。麻酔は点眼麻酔だけ
で行い、白内障手術で痛みを感じることはほとんどありません。

透明な水晶体は
光を十分に通します。

水晶体がにごり、
光が通りにくくなります。

正常な眼 白内障の眼

白内障とは
目の中のレンズ（水晶体）が濁ってしまう症状。

赤星隆幸医師による
白内障手術 スムーズな病診連携 厚生労働省先進医療

認定施設

●術後の診察は手術翌日→３～４日後→１週間後を目安に行います。
術後の経過によっては追加の診察が必要な場合もございます。
●術後１週間の診察で経過に問題がなければ、紹介元の医療機関
様にお戻りいただけます。
●２～３ヶ月の定期診察を経て白内障治療は終了となります。

手術後の診察STEP 4

●手術は数分で終わりますが、手術前の準備や手術後のご説明等
で、ご来院からご帰宅まで４～５時間ほど掛かります。
●出来る限りお付添いをお願いいたします。ご来院時は必要ありま
せんが、ご帰宅時にはお願いいたします。
●遠方の方は近隣のホテルを御案内しておりますので、事前にお問
い合わせください。

白内障手術日当日STEP 3

●紹介状をお持ちの方はご持参ください
●手術を安全に行うため、初診を含め３回程度、術前にご来院いただきます。
●初診時に眼の状態を診察し、手術日を決定いたします。
●手術当日の来院時間は、手術の数日前にお電話でお知らせします。

ご来院STEP 2

●ご予約なしでも受診できますが、ご予約優先制で診療を行ってお
りますのでご予約いただくことをお勧めいたします。

ご予約TEL.
ご予約STEP 1

03-5846-3500

日帰り白内障手術の流れ

1. 2. 3.

自費 多焦点（３焦点レンズ）を使用した白内障手術
・「遠く」「近く」「中間」のすべての距離に
ピントが合うレンズです。
・手術後、メガネがほぼ不要になります。
・乱視の矯正も可能です。 ※３焦点レンズは先進医療の対象では

　ありません。

PhysIOL社
ファインビジョン

トーリック（乱視矯正）

PhysIOL社
ファインビジョン

乱視なし 両眼 
（別途消費税）

1,000,000円
乱視あり 両眼 

（別途消費税）
1,200,000円

保険
診療

単焦点レンズを使用した白内障手術
１割負担の方 片眼 約20,000円

３割負担の方 片眼 約50,000円

・近くか遠くのどちらか一方に焦点を合わ
せるレンズです。
・手術後、メガネが必要です。
・乱視矯正用眼内レンズ適応症例は全例
トーリックレンズを使用いたします。

Alcon社
単焦点
眼内レンズ

Alcon社
トーリック
眼内レンズ

先進
医療

多焦点（２焦点レンズ）を使用した白内障手術
・「遠く」「近く」にピントが合うレンズです。
・手術後、メガネの使用が軽減されます。
・先進医療対象レンズとなりますので先進
医療特約にご加入の方は手術費用が給付
の対象となります。

Alcon社
レストア

AMO社 テクニス
マルチフォーカル

両眼 800,000円
※当クリニックは先進医療施設ですので術
前・術後の診察は保険診療で行えます。

※先進医療特約につきましてはご加入
の保険会社に給付の範囲をご確認
ください。


