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安藤眼科医院 

〒258－0003 

神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 995－1 

℡0465－83－4545 

 

安藤眼科医院小田原クリニック 

〒250－0862 

神奈川県小田原市成田 168 

℡0465－38－0344 

 



 

2009200920092009 年年年年のののの思思思思いいいい出出出出 

2月 4日        小田原クリニック診療器械新設 

            ノンコンタクトトノメータ、オートレンズメータ、生体情報モニター 

ポータブルスリットランプ、手術顕微鏡手術顕微鏡手術顕微鏡手術顕微鏡ルメラルメラルメラルメラ‐‐‐‐TTTT、リクライニング治

療椅子、3CCDビデオカメラ、IOLマスターVer,5.0、眼科用治療椅子

メプロ 

2月 5日        松田診療器械新設 

            TONOREF Ⅱ（電動光学台付き）、スペースセイビングチャート、PASCAPASCAPASCAPASCALLLL、 

スライドテーブル、検眼レンズセット 35 対、超音波診断装置（A+Bモード） 

ビズラスビズラスビズラスビズラス YAGYAGYAGYAGⅢⅢⅢⅢ、シラスシラスシラスシラス HDHDHDHD‐‐‐‐OCTOCTOCTOCT、電動椅子 

3月 16日        日本アルコン 井上様 植松様 平松様 田中様 

外来見学・手術立会い 

3月 18日        電動椅子 購入（松田） 

3月 19日        江口 亮先生 御来訪 

                        オメガ双眼倒像鏡 購入（小田原クリニック） 

3月 23日        日本アルコン 岡田様 内田様 久米田様 阿部様 

            外来見学・手術立会い 

4月 30日        辻さん（旧姓 山口さん）結婚 おめでとうございます！ 

5月 7日        松田自動販売機 設置 

5 月 13 日            小田原クリニック自動販売機 設置 

5 月 21 日            スペースセイビングチャート、検眼レンズセット 購入（小田原クリニック） 

5 月 22 日  太田さん（旧姓 西山さん）結婚 おめでとうございます！ 

6 月 4 日             日本アルコン社 社長 トム・ルーリー様 御来訪 

7 月 28 日            トプコン眼底カメラ 購入（松田） 

7 月 20 日            小島さん（旧姓 佐藤さん）結婚 おめでとうございます！ 

8 月 7 日             納涼会 小田原 『しょくあん』 

8 月 8 日             相樂さん（旧姓 古谷さん）結婚 おめでとうございます！ 

9 月 15 日            石川暢子先生 就任 

9 月 21 日            松田くすり箱 移転 

10 月 5 日            高木智恵子先生 就任 

10 月 21 日           ポータブルスリットランプ 購入（松田） 

12 月 15 日           シグネチャー（AMO）契約 

12月 19日              忘年会 二宮 『BALI MODERN AURA』 

 

学会学会学会学会・・・・勉強会勉強会勉強会勉強会    

1月 13日～18日  SERI-ARVO眼科視覚研究会議（インド） 安藤浩 

            発表：『Investigation of visual sense criterion from viewpoint of  

patients operated for cataract』 

1月 14日        関東信越厚生局神奈川事務所集団指導 加藤晃仁 

1月 23日～25日    日本眼科手術学会（神戸） 安藤一郎 安藤浩 平井香識 



 

2月 14日～15日    『角結膜診療のすべて』 平井香識 

2月 19日～21日    角膜カンファランス 平井香識 

            発表：『アテロコラーゲン液状プラグの長期治療効果の検討』 

2月 27日        第 30回 COST 平井香識 

4月 10日        勉強会：『多焦点眼内レンズについて』 日本アルコン 久米田様 

4月 16日～19日    日本眼科学会総会（東京） 安藤展代 安藤浩 平井香識 

5月 15日        勉強会：『医療安全管理講習会』 参点製薬 三好様 

6月 15日        電子カルテ説明会 ジャメックス 中澤様 

安藤展代 安藤浩 井上拓己 木村智嘉  

伊藤淳子 柳下和美 高橋京子 杉山和香奈  

志村舞 加藤晃仁 佐藤絵美 川畑琴代  

辻恵子 飯山百合子 野崎友希 小林里奈 

6月 26日～28日    日本眼内レンズ手術学会総会（東京） 

            主として電子カルテについて重点的に勉強した。 

                     安藤展代 安藤浩 井上拓己 木村智嘉  

伊藤淳子 柳下和美 高橋京子 杉山和香奈  

志村舞 加藤晃仁 佐藤絵美 川畑琴代  

辻恵子 飯山百合子 野崎友希 小林里奈 

7月 13日        トプコン電子カルテデモ  

                     安藤展代 安藤浩 井上拓己 木村智嘉  

伊藤淳子 柳下和美 高橋京子 杉山和香奈  

志村舞 加藤晃仁 佐藤絵美 川畑琴代  

辻恵子 飯山百合子 野崎友希 小林里奈 

8月 31日～9月 9日   藤田眼科研修（徳島） 木村智嘉 志村舞 

9月 3日         医療機器販売管理者継続研修（横浜） 安藤展代 

9月 10日～11日    坪井眼科見学（大阪） 木村智嘉 

9月 18日        勉強会：『ルミガン点眼液について』 千寿製薬 金子様 

9月 24日～10月 3日  藤田眼科研修（徳島） 近藤景子 原弘恵 

10月 9日～12日    日本臨床眼科学会（福岡） 安藤展代 安藤浩 

10月 16日       藤田眼科研修報告会 

10月 24日        湘西眼科医会 健保懇話会・スタッフ講習会 ロワジールホテル厚木 

                     安藤浩 加藤晃仁 鈴木智子 近藤景子 

                     高橋京子 杉山和香奈 志村舞 諸星桂子 

                     山川久美子 岡田真由子 分部愛 須貝剛 

11月 5日        勉強会：『フェムトセカンドレーザー』 

カールツァイス 古井様 小澤様 

                     安藤展代 安藤浩 井上拓己 加藤晃仁  

木村智嘉 原弘恵 

11月 13日～15日    日本緑内障学会（沖縄） 安藤浩 

11月 20日       『ベータの会』稲村眼科クリニックにて 安藤展代 

12月 4日        勉強会：『OCTについて』カールツァイス 伊藤様 



 

12月 7日        医療機器販売管理者継続研修 ウィリング横浜 安藤浩 

12月 11日       関東信越厚生局神奈川事務所 集団指導 神奈川総合医療会館 

                               安藤浩 加藤晃仁 

12月 12日       『緑内障診療 UPDATE』 安藤浩 

            『AMOユーザーズミーティング』 安藤展代 

    

医師会医師会医師会医師会・・・・眼科医会眼科医会眼科医会眼科医会    

1月 10日  足柄上医師会新年会 『報徳会館』にて 安藤展代 

3月 3日        足柄上医師会理事役員会 安藤展代 

3月 18日        足柄上医師会定時総会 安藤展代 

4月 22日        吉田島農林高校眼科検診 安藤浩 

            湘光中学校眼科検診 平井香識 

4月 28日        上大井小学校眼科検診 平井香識 

5月 12日～13日    大井小学校眼科検診 平井香識 

5月 13日        大井高校学校眼科検診 安藤浩 

5月 19日        大井第二幼稚園眼科検診 平井香織 

             東海大学病診連携世話人会 安藤展代 

5月 20日        井ノ口小学校眼科検診 安藤浩 

             相和小学校眼科検診 平井香織 

5月 26日        大井幼稚園眼科検診 平井香織 

5月 27日        中井中学校眼科検診 安藤浩 

             相和幼稚園眼科検診 平井香織 

6月 3日        中村小学校眼科検診 安藤浩 

6月 4日        足柄上病院懇親会 安藤浩 

6月 10日        松田第一幼稚園眼科検診 安藤浩 

             松田第二幼稚園眼科検診 安藤浩 

            松田中学校眼科検診 安藤浩 

6月 17日        寄幼稚園・小学校・中学校眼科検診 安藤浩 

             足柄上医師会理事役員会 安藤展代 

6月 24日        松田小学校眼科検診 安藤浩 

6月 30日        足柄上医師会定時総会 安藤展代 

7月 6日        足柄上医師会 福利厚生委員会 休日診療所にて 安藤浩 

7月 21日        足柄上医師会 会報編集委員会 安藤展代 

10月 6日        福利厚生委員会 安藤浩 

11月 5日        大井町就学時検診 安藤浩 

11月 10日       松田町就学時検診 安藤展代 

11月 30日       足柄上医師会オリエンテーション 高木智恵子 

12月 15日       足柄上医師会 地域保健対策委員会 安藤浩 

 



 

改装改装改装改装・・・・修理修理修理修理    

平成 20年 12月 9日～平成 21年 2月 6日  小田原クリニック外壁修復工事 

1月 31日～2月 1日   松田内装工事 

4月 22日        小田原クリニック火災報知器設置工事 

6月 4日        松田ライト設置工事 

9月 17日        松田診察室エアコン取替 

10月 22日       松田第二駐車場看板工事、アスファルトペイント 

10月 28日       小田原クリニック監視カメラ受付モニター設置 

10月 29日       松田監視カメラ受付モニター設置 

10月 30日～31日    すっきり号 1号車 カーナビ交換 

    

新設器械新設器械新設器械新設器械    

2 月 4 日                ニデック ノンコンタクトトノメータ 

                  ニデック オートレンズメータ 

                  コーワ ポータブルスリットランプ 

                  タカギ リクライニング治療椅子 

                  タカラベルモント 眼科用治療椅子 メプロ 

                  オムロン 生体情報モニター 

                  ツァイス スリットランプ 

2 月 5 日             ツァイス シラス HD-OCT 

                  ツァイス ビズラス YAGⅢ 

ツァイス IOL マスターＶｅｒ,5.0 

                  ツァイス 手術顕微鏡 ルメラーT 

                  ソニー 3CCD ビデオカメラ 

                  ニデック TONOREF Ⅱ（電動光学台付き） 

ニデック スペースセイビングチャート 

タカギセイコー 検眼レンズセット 35 対 

トーメー 超音波診断装置（A＋B モード） 

             トプコン PASCAL 

             タカギセイコー 電動椅子 

             タカギセイコー スライドテーブル 

3月 18日               タカギセイコー 電動椅子 

3月 19日            ハイネ オメガ双眼倒像鏡 

5月 21日        鈴与光器 検眼レンズセット 35対 

ニデック スペースセイビングチャート 

7 月 28 日            トプコン 眼底カメラ 

10 月 21 日           コーワ ポータブルスリットランプ 

 



 

2002002002009999 年年年年にににに行行行行われたわれたわれたわれた手術手術手術手術（（（（眼数眼数眼数眼数））））    (％は対前年比) 

保険診療分合計保険診療分合計保険診療分合計保険診療分合計                                        2839 2839 2839 2839             105105105105%%%%    

    内眼手術内眼手術内眼手術内眼手術                                2424242417171717                      10  10  10  106666%%%%    

水晶体再建術  2352    112% 

緑内障手術    65     93% 

外眼手術外眼手術外眼手術外眼手術                                    422422422422             97 97 97 97%%%% 

翼状片手術    70      125% 

眼瞼手術   138      119% 

霰粒腫手術    41       77% 

涙道     8       11% 

PTK     7        78% 

LRI               81      133% 

その他外眼    77      160% 

 

自由診療分合計自由診療分合計自由診療分合計自由診療分合計        524524524524        110    110    110    110%%%%    

フェイキック IOL   9       82% 

LASIK  392      107% 

PRK    6       60% 

エンハンス   10       91% 

自由診療（水晶体再建術に含む）  107 

水晶体再建術 diffractiva-s       18 

水晶体再建術 リズーム           2 

水晶体再建術 レストア           4 

水晶体再建術 Y-レストア    34 

水晶体再建術 テクニスマルチフォーカル  49 

総合計総合計総合計総合計                                            3256325632563256                         102         102         102         102%%%%    

    

2009200920092009 年皆勤賞年皆勤賞年皆勤賞年皆勤賞    無遅刻無遅刻無遅刻無遅刻・・・・無欠勤無欠勤無欠勤無欠勤・・・・無早退無早退無早退無早退のののの方方方方々々々々ですですですです。。。。拍手拍手拍手拍手！！！！    

北村 幸子  金田 浩子  甲斐 智美  柳下 和美  野地 真弓  辻 恵子  高橋 京子  

木村 智嘉  鈴木 雅美  香川 奈美子  須貝 剛 

    

今年結婚今年結婚今年結婚今年結婚したしたしたした人人人人々々々々    おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます。。。。    

太田 弥可（旧姓 西山）   辻 恵子（旧姓 山口）    小島 絵美（旧姓 佐藤）    

相樂 賀子（旧姓 古屋） 

 

  



 

ひとみすっきりひとみすっきりひとみすっきりひとみすっきり号号号号（（（（無料送迎車無料送迎車無料送迎車無料送迎車））））のののの動動動動きききき    

利用期間 延べ患者様数 月平均 

平成 15 年 9 月 15 日～平成 16 年 12 月 31 日 1871 人 117 人 

平成 17 年 1 月 5 日～12 月 17 日 1675 人 141 人 

平成 18 年 1 月 4 日～12 月 5 日 2225 人 185 人 

平成 19 年 1 月 9 日～12 月 7 日 2559 人 213 人 

平成 20 年 1 月 4 日～12 月 9 日 2461 人 205 人 

平成 21 年 1 月～12 月（予定者含む） 2172 人 181 人 

主な送迎場所 

・安藤眼科医院松田本院～安藤眼科医院小田原クリニック 

・足柄上郡松田町寄地区 

・足柄上郡山北町中川地区・清水地区 

  ほか小田原市・松田町・山北町・大井町・開成町・中井町全域 

    

入職者入職者入職者入職者    がんばってがんばってがんばってがんばって下下下下さいさいさいさい。。。。    

須貝 剛（臨床検査技師）    平成 21 年 1 月 5 日入職 

石川 暢子（医師）         平成 21 年 9 月 15 日入職 

十文字 恵（臨床検査技師）   平成 21 年 9 月 28 日入職 

高木 智恵子（医師）        平成 21 年 10 月 5 日入職 

山下 貞夫（ドライバー）       平成 21 年 11 月 24 日入職 

牟田 優子（臨床検査技師）   平成 21 年 12 月 1 日入職 

丹野 文義（ドライバー）       平成 21 年 12 月 7 日入職    

退職者退職者退職者退職者    ごくろうごくろうごくろうごくろう様様様様でしたでしたでしたでした。。。。 

安藤 一郎 先生           平成 21 年 1 月 31 日退職 

福田 祐子 さん         平成 21 年 1 月 31 日退職 

水戸 那奈 さん         平成 21 年 2 月 28 日退職 

平井 香織 先生           平成 21 年 5 月 31 日退職 

田中 文柄 さん         平成 21 年 6 月 30 日退職 

太田 弥可 さん         平成 21 年 9 月 30 日退職 

瀬戸 厚夫 さん           平成 21 年 10 月 31 日退職 

手塚 宏 さん           平成 21 年 11 月 30 日退職 

府川 文彦 さん         平成 21 年 12 月 31 日退職予定 

田部 雅美 さん         平成 21 年 12 月 31 日退職予定 

 



 

スタッフスタッフスタッフスタッフ    

常勤医： 安藤展代  安藤 浩  高木智恵子  石川暢子 

看護師： 井上拓己  北村幸子  金田浩子  甲斐智美  伊東淳子  柳下和美 

松山さやか 

藤田孝枝  相樂賀子  香川奈美子 

臨床検査技師： 木村智嘉  志村 舞  須貝 剛  

視能訓練士：  杉山和香奈 

検査看護補助： 鈴木智子  高橋京子  近藤景子  吉澤夕子  宮下千加子  鈴木雅美  

山川久美子  諸星桂子  分部 愛  岡田真由子 

事務:    加藤晃仁  小島絵美  川畑琴代  小寺弥生  加藤明子  野地真弓 

辻 恵子  野崎友希  飯山百合子  小林里奈  波多野麻里亜  岡部いづみ 

関 絵理子  矢口弥生  原 弘恵  福島 綾  山村明子   

ドライバー：    山下貞夫  丹野文義 

研修中：     十文字 恵  牟田優子 

   


