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予約制の診療を実施して

院長　大塚 慎一

副院長の今木先生が、今
年の５月末に退職しました
ので、６月からは、主に私
一人の診療体制になりまし
た（中野先生の診察は、火・
水の午後と土曜日のみ）。
この３年間は待ち時間が

２時間以上となっていまし
たので、この「待ち時間」

の短縮という意味もふまえ、６月からは予約制に致
しました。
今までは外来患者が10時頃に集中していました

が、予約制にしてからは、時間帯毎に分散され、外
来待合室はいつ見ても20人前後で、ゆったりした雰
囲気になりました。待ち時間も短縮し、予約制のメ
リットが活かされ、患者様の評判も上々です。
しかし、その反面予約制のデメリットもあります。

１時間に私一人で診る患者数は20人が限度で、午前
中の診察では多くても80人程度となります。今まで
は副院長と二人で100人以上診ていましたので、20
人以上が予約から漏れて希望する日に診察ができな
い状態になっています。希望日に予約ができなかっ
た患者様には、違う日に予約して頂いており、大変申
し訳なく思っております。このような状況を解消する
には、医師の確保が急務だと感じています。現在、１
か月以上先まですでに予約が決まっております。
　予約診療を始めて分かってきたことがあります。
受診する患者様の疾病に一様の傾向がみられます。
午前中の診療では、３分の１（約25人）が白内障術後、
４分の１（約20人）が緑内障で、５～ 10人が硝子体注
射（糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症の黄斑浮腫、
加齢黄斑変性など）で、残りが網膜硝子体手術々後
やドライアイ関連やコンタクト関連、その他となっ
ています。

大塚眼科のホームページには院長の挨
拶をはじめ、診療時間の案内・手術案
内や、交通アクセスなどが掲載されて
います。 井　上
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ちなみに、８月16日の予約リストを掲載すると、
写真の表のようになっています。この日は、抗VEGF
薬（アイリーア、ルセンティス、アバスチン）の硝子
体注射が多く入っています。この予約リスト表は、診
察の前日にはでき上がっていますので、カルテで確
認することもできます。翌日診察する患者様が前もっ
てわかっているので、患者様の病状をよく理解した
上で、余裕をもって診療に当たることができます。
診察当日は、予約リスト表を見ながら時間内に終

わるように一人一人チェックしながら診察していき
ますが、流れ作業にならない様に個人個人を丁寧に
診察することを常に心がけています。

院長 大塚 慎一 記

〔年末年始のお知らせ〕
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お 願 い
当院を紹介して頂く医療機関の患者様におきまし
ても、前もって電話にて予約をお願い致します。

大塚眼科　097ｰ544ｰ4422

予約リスト

６月からの診療時間の案内
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注１専門医による硝子体手術・緑内障手術・眼瞼手術・翼状片手　
　術・涙道手術を随時行っています。

※コンタクトレンズの作製は、予約制となっております。
　事前に電話にて御予約をお願い致します。

火 水 木 金 土月

午後
休診大塚

重要なお知らせ

当院は、2019年６月から予約制とな
りました。
受診の際は、お電話にて事前のご予約
をお願いいたします。

大塚眼科
097ｰ544ｰ4422
電話予約対応時間
午前８：30～12：30
午後２：00～5：00

実 習 生 紹 介

７週にわたって実習をさせてもらいまし
た。スタッフの皆さんがとても優しく接して
くださり、視能訓練士の皆さんが丁寧に指導
してくださるおかげで楽しく実習をする事が
できました。実習を通して視能訓練士はとて
も良い仕事だなと改めて実感しました。ここ
で実習をさせていただいたことは一生忘れま
せん。ありがとうございました。

九州保健福祉大学
吉住

６月17日（月）～８月２日（金）まで、九州保健福祉大学 視機能療法
学科の学生が当院で約２か月間の臨床実習を行いました。
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令和元年９月 ほっとeye通信
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令和元年９月　発行ほっとほっと
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兵庫医科大学眼科　准教授

木村 先生
き むら

　大学病院での経験をもとに、当院でも斜
視手術を行なって頂いております。
　斜視手術以外にも、眼瞼痙攣、甲状腺眼
症、神経眼科疾患の相談もお願いしており
ます。いつも笑顔で優しい診察と説明で患
者様にも大人気です。

令和元年 当院の学会参加一覧 〈５月～８月〉

5/31（金）
～6/2（日）

九州眼科学会（大分） 18名

6/15（土）

6/22（土）

大分眼科集談会（大分）

豊後レティナクラブ（大分）

２名

２名

6/28（金）
～6/30（日）

JSCRS（京都） １名

7/28（日）

8/31（土）

眼科スタッフセミナ （̶東京）

大分眼科集談会（大分）

１名

１名

各専門医日程
当院では全国より各分野の専門の先生を招いて診
察や手術を行っています。専門医診察・手術は早
い時期で予約が埋まってきますので、診察や手術
をご希望の方は、スタッフまでご連絡ください。

14日（土）
眼瞼手術

京都府立医科大学
渡辺 先生

14日（土）
硝子体手術

（熊本）佐藤眼科・内科
副院長 川路 先生

20日（金）、21日（土）
翼状片手術
日本医科大学
教授 志和 先生

27日（金）
白内障手術

（東京）井上眼科病院
副院長 徳田 先生

11日（金）、12日（土）
緑内障手術・外来

愛媛大学
准教授 溝上 先生

９
月

14日（土）
硝子体手術
大阪労災病院

副院長 恵美 先生

19日（土）
眼瞼手術

京都府立医科大学
渡辺 先生

19日（土）
硝子体手術
東京女子医科大学
教授 飯田 先生

16日（土）
硝子体手術

（熊本）佐藤眼科・内科
副院長 川路 先生

16日（土）
眼瞼手術

京都府立医科大学
渡辺 先生

９日（土）
涙道内視鏡手術
（岡山）すぎもと眼科
院長 杉本 先生

１０
月

１１
月

　眼科コメディカルスタッフのスキルアップセミナーが全国的に増え
てきた印象です。これからも眼科検査のレベルアップに貢献できれば
と思います。

　はんがい眼科（埼玉県）の板谷先生をお招きし、緑内障治療につい
て院内講演をしていただきました。
　板谷先生は、埼玉大学教授を退官されたあと、はんがい眼科を開院
され、現在も多数の硝子体手術と緑内障手術を行っておられます。
　講演は非常に盛りだくさんの内容で大変勉強になりました。
　緑内障の説明の仕方を教えて頂き、丁寧で思いやりのある言葉選

びが心に染み入るようで特に印象に残りました。今後の診療に役立てたいと思います。

　筑波大学の岡本先生をお招きし、院内講演をしていただきました。
　見え方の質にかかわる変視症（ゆがんでみえる）、不等像視（左右で
大きさが違ってみえる）、コントラスト感度（濃淡の違いを識別する力）、
両眼視の障害について疾患ごとに詳しくお話していただきました。
　学会や勉強会でもなかなか聞くことがない専門的で貴重な内容で
あり、特に検査を行うスタッフにとっては非常に勉強になりました。

はんがい眼科 院長 板谷先生の院内講演

院 内 講 演

6/8
（土）

　兵庫医科大学の三村先生をお招きし、神経眼科について院内講演
をしていただきました。
　三村先生は、兵庫医科大学教授として日本の神経眼科を牽引して
きたエキスパートです。難解な神経眼科の検査・診察のポイントをわ
かりやすくご説明くださり、非常に貴重な数々の症例の動画を見せて
いただきました。大変勉強になりました。

兵庫医科大学 眼科 特任教授 三村先生の院内講演 8/3
（土）

筑波大学附属病院 眼科 岡本先生の院内講演 7/11
（木）

１２
月

6/1（土） 九州眼科学会 研修医・コメディカルセミナー （大分）講演

日本白内障屈折矯正学会 ORTセッション（京都）オーガナイザー

ファイザーオフサルミックセミナー（神奈川）講演

6/30（日）

7/4（木）

唐人町オフサルミックセミナー（熊本）講演

眼科コメディカルスキルアップセミナー（富山）講演

7/6（土）

7/21（日）

眼科スタッフセミナー（東京）講演7/28（日）

※上記の学会（セミナー）で当院の後藤（視能訓練士）が講演しました。

稲村眼科クリニックの院長の稲村先生と副院長
の小林先生、およびスタッフ３名（視能訓練士、
看護師、事務長）が見学に来られました。
診察や検査、受付の様子や眼科用3D手術シ

ステム（NGENUITY®）による白内障手術を見
学されました。

６月19日（水）

稲村眼科クリニック（神奈川）の医師・スタッフが見学に来られました

長崎の麻生先生と梶山先生が見学に来られました

あそう眼科（長崎）の麻生先生と長崎大学病
院の梶山先生が見学に来られました。
院内の様子や、診察および渡辺先生による眼

瞼手術を見学されました。

８月24日（土）

当院を見学に来られました

はん がい
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中の診察では多くても80人程度となります。今まで
は副院長と二人で100人以上診ていましたので、20
人以上が予約から漏れて希望する日に診察ができな
い状態になっています。希望日に予約ができなかっ
た患者様には、違う日に予約して頂いており、大変申
し訳なく思っております。このような状況を解消する
には、医師の確保が急務だと感じています。現在、１
か月以上先まですでに予約が決まっております。
　予約診療を始めて分かってきたことがあります。
受診する患者様の疾病に一様の傾向がみられます。
午前中の診療では、３分の１（約25人）が白内障術後、
４分の１（約20人）が緑内障で、５～ 10人が硝子体注
射（糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症の黄斑浮腫、
加齢黄斑変性など）で、残りが網膜硝子体手術々後
やドライアイ関連やコンタクト関連、その他となっ
ています。

大塚眼科のホームページには院長の挨
拶をはじめ、診療時間の案内・手術案
内や、交通アクセスなどが掲載されて
います。 井　上

氏　川
野　崎
小　野
本　幡

広報部編集委員

大分市　大塚眼科
インターネットにて検索してみてください

ケータイはこちら
大塚眼科モバイルサイト

〒870-0852　大分県大分市田中町８-２A
TEL 097-544-4422　FAX 097-545-8929
HP http://www.otsuka-eyeclinic.jp/

ちなみに、８月16日の予約リストを掲載すると、
写真の表のようになっています。この日は、抗VEGF
薬（アイリーア、ルセンティス、アバスチン）の硝子
体注射が多く入っています。この予約リスト表は、診
察の前日にはでき上がっていますので、カルテで確
認することもできます。翌日診察する患者様が前もっ
てわかっているので、患者様の病状をよく理解した
上で、余裕をもって診療に当たることができます。
診察当日は、予約リスト表を見ながら時間内に終

わるように一人一人チェックしながら診察していき
ますが、流れ作業にならない様に個人個人を丁寧に
診察することを常に心がけています。

院長 大塚 慎一 記

〔年末年始のお知らせ〕

午
前

午
後

診察 診察
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1
（土） （土）（日） （日）（月） （月）（火）（火）（水）（木）（金）

29日 30日 31日 2日 3日 4日 6日 7日5日28

休診

休診休診 休診

診察

診察

お 願 い
当院を紹介して頂く医療機関の患者様におきまし
ても、前もって電話にて予約をお願い致します。

大塚眼科　097ｰ544ｰ4422

予約リスト

６月からの診療時間の案内

診療時間

午前
９：00

～

12：30

大塚 大塚 大塚 大塚 大塚
大塚

中野

中野 中野 午後
休診

午後
休診

午後
14：00

～

18：00

手術
（午後） 白内障 白内障白内障 ー ー 注１

注１専門医による硝子体手術・緑内障手術・眼瞼手術・翼状片手　
　術・涙道手術を随時行っています。
※コンタクトレンズの作製は、予約制となっております。
　事前に電話にて御予約をお願い致します。

火 水 木 金 土月

午後
休診大塚

重要なお知らせ

当院は、2019年６月から予約制とな
りました。
受診の際は、お電話にて事前のご予約
をお願いいたします。

大塚眼科
097ｰ544ｰ4422
電話予約対応時間
午前８：30～12：30
午後２：00～5：00

実 習 生 紹 介

７週にわたって実習をさせてもらいまし
た。スタッフの皆さんがとても優しく接して
くださり、視能訓練士の皆さんが丁寧に指導
してくださるおかげで楽しく実習をする事が
できました。実習を通して視能訓練士はとて
も良い仕事だなと改めて実感しました。ここ
で実習をさせていただいたことは一生忘れま
せん。ありがとうございました。

九州保健福祉大学
吉住

６月17日（月）～８月２日（金）まで、九州保健福祉大学 視機能療法
学科の学生が当院で約２か月間の臨床実習を行いました。
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