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レーシック・レーゼック（ラセック）・イントラレーシックを⽇本で最初に⾏った、
近視・遠視・乱視・⽼眼治療のパイオニア・クリニック、錦⽷眼科

 

  

エキシマレーザー｜レーシックの⼿術やフェムトレーザー・レーシックの【錦⽷眼科】＜公式＞

フェムトセカンドレーザ

ーの解説

エキシマレーザーの解説 ウェーブ フロント テクノ

ロジーの解説

マイクロケラトームの解

説

  

屈折矯正の精度を左右するエキシマレーザー

エキシマレーザーフッ化アルゴンガスに強い電圧をかけると、波⻑が短く強い

エネルギーのエキシマレーザーを発⽣します。このレーザーは⾓膜にほとんど

熱を与えず、精密に⾓膜を切除することができるため、近視や乱視、遠視の治

療に⽤いられるようになりました。

2013年1⽉現在、エキシマレーザーの最新機種として、ドイツには(1)ボシュロ

ム・テクノラス社の217Ｐ (2)シュウィンド社のアマリス (3)カールツァイ

ス社のMEL80があり、⽶国には(4)アボット社のビジックスStarS4IR (5)アル

ゴン社のWeveLight EX500、⽇本では(6)ニデック社のEC-5000 Questな

どがあります。

錦⽷眼科ではボシュロム・テクノラス社の最新機器 Technolas 217P を使っ

ています。現在の主流となっているフライングスポット照射を開発したボシュ

ロム・テクノラス(Bausch + Lomb Technolas)社のエキシマレーザーは、優

れたアルゴリズムによって、照射による切除⾯が⾮常に滑らかです。また、最

先端の追尾機能を備えています。 

レーシックの錦⽷眼科トップ > レーザー装置 > エキシマレーザー

エキシマレーザー
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照射の違いが結果の違い

治療に⽤いるエキシマレーザーによって⼿術の結果は⼤きく異なります。

下の図は各種エキシマレーザーを⽤いた照射の写真です。どのエキシマレーザ

ーも、同⼀の近視と乱視の度数、および100％照射領域を直径6mmの⼊⼒値で

照射を⾏いました。

100％の矯正領域が同じであれば同じような切除⾯になるはずですが、結果は

下の写真の通り、⼤きく異なりました。

Technolas 217P はオプティカルゾーンもセカンドゾーンも最も広く、⾮常に

きれいな照射が⾏われています。また、周辺部をよく⾒るとフライングスポッ

ト照射の特徴である無数の⼩さな円弧が認められます。テスト板への照射の結

果、217ＰはAMARISやVISX STAR S4 IR など他のどのエキシマレーザーより

も照射域が広く精密な加⼯がなされていることがわかります。

レーザー装置で異なる術後経過

錦⽷眼科Facebookページ

いいね！

関連リンク

Zレーシック・アイレーシックとの⽐較 …⼿術に⽤いるレーザーの違いを解説

エキシマレーザーについて …主要エキシマレーザーの性能を解説

最新の眼球回転追尾システム …回転追尾システムを動画で解説

最新のアイトラッキング ACE とは … 最新機種の特徴。回転補正の動画もあり

錦⽷眼科はボシュロム・テクノラス社の最⾼機器 Technolas 217P を⽤いています。

最新のアイトラッキング ACE とは … 最新機種の特徴。回転補正の動画もあり

照射⾯はテクノラスが断然きれい …照射を⾒れば、ひと⽬でわかる

セカンドゾーンの役割 …夜間視⼒の低下を防ぐ役割とは
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FDA（⽶国⾷料医薬品局）は医薬品や医療機器の認可を⾏う公的機関です。エ

キシマレーザーによる屈折治療が最も発達した⽶国では、FDAがエキシマレー

ザーの認可を⾏うのと同時に、その性能を公表しています。

表は-6D以下の近視度数で、レーシック実施後、6カ⽉経った時点で1.0以上の

視⼒になった割合を⽐較したものです。

(各機種名をクリックすると詳細情報をPDFでご確認いただけます)

エキシマレーザー機種 視⼒1.0

TECHNOLAS217Z 91.5%

WaveLight ALLEGRETTO WAVETM 87.7%

Summit Autonomous INFINITY (Apex Plus) 69.1%

Ladervision 4000 63.6%

VISX STAR S3 61.8%

NIDEK EC-5000 59.7%

LaserSight Laser Scan LSX 49.5%

治療後6カ⽉において視⼒が1.0以上になった割合（FDA公表データより）

宇宙⾶⾏⼠にも認められた、フェムトレーザー・レーシック（ZDWモード）

TECHNOLAS（テクノラス）217Zが91.5％であるのに対して、⽇本の厚⽣労

働省が認可したレーザーVISX STAR（ビジックススター）S3は61.8％、

NIDEK（⼆デック）EC5000のデータは59.7％にとどまっております。錦⽷眼

科では Technolas 217P と、INTRALASE iFSを⽤いたフェムトレーザー・レ

ーシック（ZDWモード）を⾏っています。宇宙⾶⾏⼠にも認可した同治療は⽶

国FDAのレーシックによる治療データを⼤きく上回る、98.3%の回復率が得

られています。

カタログデータをご覧になるには、ADOBE社のAcrobat Readerが必要です。 

Acrobat Readerをお持ちでない⽅は、インストールしてご利⽤ください。（無料）

 TECHNOLAS 217Z ALLEGRETTO WAVE

照射プレート

（海外の医療機関より提供）

FDA公表データ ９１．５％  (P990027/S006) ８７．７％  (P020050)

中央部(写真の⾚い部分)の

照射⾯積⽐

（217Zを100とする）

１００ ６９

全体の照射⾯積⽐

（217Zを100とする）
１００ ５２（ハロが出やすい）

照射時間

23秒

（-6D、100%矯正領域6mmの場

合）

22秒

（-6D、100%矯正領域6mmの場

合）

追尾装置駆動回数 ２４０回/秒 ２００回/秒

トラッキングチェック
チェック２．４回で１発照射

（追尾機能に優れ安全性が⾼い）

チェック１回で１発照射

（安全性が低い）

http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P990027S006b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/P020050b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P930034S013b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P970043S022b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P930016S014b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P970053S009b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P980008S005b.pdf
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf/P990027S006b.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/P020050b.pdf
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錦⽷眼科について | よくある質問 | レーシック 費⽤ | サイトマップ | プライバシーポリシー | 

このページの先頭へ戻るレーシックの錦⽷眼科トップページ

全国の錦⽷眼科  東京・札幌・⼤阪・名古屋・福岡でレーシック、フェムトレーザー・レーシックによる屈折矯正治療を⾏っている近視クリニックです。

レーシック、フェムトレーザー・レーシックの⼿術なら、21年の実績と信頼の近視クリニック、錦⽷眼科へ。

当サイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁⽌します。

Copyright(C)2004-2013 KINSHI EYE CLINIC. All Rights Reserved.

レーザー照射位置 位置確認ができる 位置確認ができない

（照射ずれの原因）

照射⾯ 照射⾯が平滑、照射縁が滑らか 照射⾯・照射縁とも粗い

⼿術台
微動装置がスムーズ

台が 回転してフラップを作りやすい

微動装置なし

台が回転せず フラップを作りにくい

製造メーカー 眼科機器専⾨会社 ⼀般レーザー機器製造会社

錦⽷眼科はボシュロム・テクノラス社の最⾼機器 Technolas 217P を⽤いています。

Zレーシック・アイレーシックとの⽐較 …⼿術に⽤いるレーザーの違いを解説

最新のアイトラッキング ACE とは … 最新機種の特徴。回転補正の動画もあり

照射⾯はテクノラスが断然きれい …照射を⾒れば、ひと⽬でわかる
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