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レーシックQ&A掲載件数

18363 件

レーシックQ&A掲載件数 18363 件   

[  検索結果へ戻る  ]

相談日：2009年08月29日

[ 適応性への不安 ]

どのくらいの割合の患者さんが不適応になりレーシックの断りをし

ていますか？ 

（ 36歳 ／ 男性 ）

品川トリプルアールプレミアムイントラレーシック

等の貴院で受ける全てのレーシック施術に対し

て、患者は必ず適応検査を受ける必要がある

と思いますが、大体どのくらいの割合の患者さ

んが不適応になりレーシックの断りをしていますか？ 

また、主に不適応となるのはどのような方で、なおかつ過去にど

のような経験を持つ方が多いでしょうか教えて戴けますか。 

また、ホームページでは無料で適応検査を受けられると掲載さ

れていましたが、本当に誰でも無料で３時間ほどの検査を受け

られるのでしょうか？

レーシック治療では角膜を削ることで近視乱視

を矯正するのですが、生まれつき角膜が薄い

方や手術後に効果が出にくい角膜の形をして

いる方 (手術前の検査にて分かります) には手

術をお勧めしない場合があります。 

※糖尿病でインスリン注射をされている方、妊娠中の方、円錐

角膜等の角膜疾患がお有りの方、白内障の方等には、レーシッ

ク治療はお勧め致しておりません。 

　 

尚、当院で手術不適応となった方の割合は、全体の約11.5％と

なっております。 

術前検査は無料でお受け頂けます。 

また、手術不適応となった場合や手術をキャンセルされた場合

でも、検査料カウンセリング料をはじめ、キャンセル料は頂いて

おりませんので、検査結果を踏まえ、手術を実際に受けられる

かどうかは、ごゆっくりご検討下さい。 

※Q&Aの内容は相談当時のものをそのまま掲載しておりますのでサービ

スや内容が現在のものと変わっている事もあります。詳しくは品川近視ク

レーシックとは？

近視手術の種類

品川近視クリニック案内

レーシックQ&Aトップ > レーシックQ&Aカテゴリ > No.22326 どのくらいの割合の患者さんが不適応になりレーシックの断りをしていますか？

Q&Aカテゴリ一覧

費用と支払い （849）

適応性への不安 （4668）

適応検査について  （1340）

手術回数・時間 （1674）

治療前の不安 （2028）

施術方法 （1794）

施術の効果 （1995）

その他の相談 （4015）

レーシック治療ミニ知識

レーシックを行うには、まず手術

可能かどうか、綿密な適応検査

を行う必要があります。 

この検査は手術の適応、不適応

の判断だけではなく、患者様の

眼の状態を詳しく調べられま

す。 

人の眼は常に一定の条件であ

るとは限りませんので、綿密な

検査を行い、その検査結果をも

とに矯正量を決定し、正確で安

全な手術を行なう必要があるの

です。

http://www.bioreplace.com/
http://www.bioreplace.com/qa/search.html
http://www.bioreplace.com/
http://www.bioreplace.com/lasik/
http://www.bioreplace.com/doctor/
http://www.bioreplace.com/clinic/
http://www.bioreplace.com/campaign/
http://www.bioreplace.com/houhou/
http://www.bioreplace.com/faq/
javascript:history.back()
http://www.bioreplace.com/qa/102/
http://www.bioreplace.com/qa/search_q.cgi?up_qa15=36
http://www.bioreplace.com/qa/search_q.cgi?up_qa16=2
http://www.bioreplace.com/clinic/
http://www.bioreplace.com/response/yoyaku.html
http://www.bioreplace.com/response/soudan.html
https://www.bioreplace.com/user/form.cgi
http://www.bioreplace.com/houhou/amaris_crystal.html
http://www.bioreplace.com/houhou/lasik_kamra.html
http://www.bioreplace.com/lasik/
http://www.bioreplace.com/houhou/
http://www.bioreplace.com/clinic/
http://www.bioreplace.com/privacy/
http://www.bioreplace.com/m/
http://www.bioreplace.com/
http://www.bioreplace.com/qa/category.html
https://www.bioreplace.com/user/form.cgi
http://www.bioreplace.com/qa/category.html
http://www.bioreplace.com/qa/101/
http://www.bioreplace.com/qa/102/
http://www.bioreplace.com/qa/103/
http://www.bioreplace.com/qa/104/
http://www.bioreplace.com/qa/105/
http://www.bioreplace.com/qa/106/
http://www.bioreplace.com/qa/107/
http://www.bioreplace.com/qa/109/


13/02/11 品川近視クリニック レーシックQ&A どのくらいの割合の患者さんが不適応になりレーシックの断りをしていますか？

www.bioreplace.com/qa/200908/22326.html 2/3

リニックまでお問合せ下さい。

あなた様の質問に眼科専門医がお答えします。

どんな些細なご質問で結構です。

レーシック治療は適応検査が必要です。

検査は無料です。まずはご予約下さい。

Q&Aサイト特別割引クーポン

その他のQ&A 15 件を表示

1. 手術を受けた場合、お風呂や普通の生活で制限される事は何ですか？ 

A. 術後のスポーツにつきましては術後の経過に個人差がありますので、基本的に術後の定期検査の診断の

結果により許可をお出ししております。 ・・・

2008年02月25日 （23歳／女性） [その他の相談]

2. 術後、視力が悪くなってきたら、またレーシックを受けて視力を回復させることはできますか？ 

A. ほとんどの方は治療後は良好な視力を維持されておりますが、近視の進行は遺伝や環境など様々な要因

に関係しており、レーシック治療そのもの ・・・

2008年08月09日 （23歳／男性） [その他の相談]

3. レーシックの手術をしたあとは、コンタクトレンズを入れられないというのは本当ですか？ 

A. 手術をお受け頂いた後でも、手術 1ヶ月後からコンタクトレンズの装用は可能です。 但し、ソフトコンタクト

レンズはおおむね装用可能ですが ・・・

2008年10月10日 （31歳／女性） [その他の相談]

4. 水泳はゴーグルなしでも可能ですか？海水浴サーフィン等はゴーグルなしでも可能ですか？

A. 術後のスポーツにつきましては術後の経過に個人差がありますので、基本的に術後の定期検査の診断の

結果により許可をお出ししております。 ・・・

2007年10月15日 （40歳／男性） [その他の相談]

5. 他院の術前検査で角膜厚が極端に薄いので適応外と診断されました。スーパーイントラレーシックでも無理

ですか？

A. 当院で行っておりますイントラレーシック治療では、従来のマイクロケラトームを用いたレーシック治療と比

較して、より薄く正確なフラップの ・・・

2007年10月14日 （41歳／男性） [適応性への不安]

6. 検査から手術まで期間が空いてしまっても（例えば3～4ヶ月）再検査なく手術できますか？ 

A. 術前検査のデータは３ヶ月間有効ですので、手術は検査の翌日から３ヶ月以内でお受け頂くことができま

す。 ３ヶ月経過後は、改めて検査をお ・・・

2008年07月09日 （30歳／女性） [適応検査について]

7. もうすぐ40歳で老眼の心配も出てきました。老眼用のカメラレーシックとアマリス Zレーシックどちらが向いて

いるでしょうか？ 

A. 通常、治療を行う際には、近視乱視がほぼ無くなる状態(正視といいます)になるように、治療を行います。

正視というのは、普通に眼が良い方 ・・・

2010年07月11日 （39歳／女性） [施術方法]

8. 手術を受け、視力がよくなれば老眼の時期は早まる気がするのですが、どうでしょうか。

A. 通常、治療を行う際には、近視乱視がほぼ無くなる状態(正視といいます)になるように、治療を行います。

正視というのは、普通に眼が良い方 ・・・

2008年03月24日 （38歳／女性） [治療前の不安]

9. 強度近視(-12D)ですが、視力回復の可能性はありますか。

A. レーシックは、角膜にエキシマレーザーを照射し、光の屈折率を調節する近視矯正手術です。 当院で導入

しております最新のエキシマレーザー ・・・

2011年06月06日 （？歳／女性） [施術の効果]

10. 貴院でレーシックの手術をする場合、授乳中でも手術は可能でしょうか？ 

A. 授乳中でも検査手術をお受け頂くことは可能ではございます。 ただし、手術後の経過によっては、炎症止

めのステロイド内服薬（プレドニゾ ・・・

2010年12月31日 （31歳／女性） [適応性への不安]

11. レーシック手術を他院で受けました。現在の視力は0.3～0.4程度のため、再手術を希望しています。 

A. 再手術ができるかどうかを判断する為には、削ることが出来る角膜の厚さが、どの程度残っているかを知る

必要があります。 当院で行っている ・・・

2008年03月02日 （？歳／男性） [その他の相談]

12. 理容師なんですが、手術後すぐに仕事ができますか？

A. 手術後１週間程度は眼をこすらないほうが良いため、もしお仕事などで、眼に汗が入って眼を拭いたり、眼

をこする可能性があるような場合には ・・・

2010年05月26日 （35歳／男性） [その他の相談]
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13. 網膜隔離を止めるように治療しましたが、レーシックできるでしょうか？ 

A. 網膜剥離の手術を受けられている方でも、現在の眼の状態が安定していれば、レーシック治療は可能で

す。 入院の上で網膜の手術を受けられ ・・・

2009年07月25日 （35歳／男性） [適応性への不安]

14. 年齢や将来可能性のある白内障等の加齢性眼病との関係や問題点等は？

A. 当院では幅広い年代の方が治療を受けられており、40歳代、50歳代の方も治療を受けられております。

尚、老眼とは年齢と共に眼の調節能力 ・・・

2010年08月16日 （？歳／男性） [治療前の不安]

15. 花粉症の薬は検査または手術までやめたほうがいいですか？

A. 花粉症がある場合でもほとんどの場合、手術には影響ありません。 また、花粉症の治療に使用する点眼

薬内服薬は、レーシック治療には支障あ ・・・

2008年02月26日 （22歳／女性） [その他の相談]
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