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硝子体手術教育時の心境？
この瞬間にこのトラブル
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眼科遍歴

1年目 眼科診療や検査のみ

2年目 ローテーションで眼科はバイトの外来のみ

3−6年目 基礎の大学院へ入り眼科はバイトの外来のみ

7年目 市中病院の一人医長で白内障手術開始（大学から上級医が介助）

8年目 白内障手術2年目でやっと時々完投ができるようになる（年間150件程度）

9年目 満を辞して単独で白内障開始（1例目から後嚢破損）
ここで網膜硝子体に興味が湧く（メディカル）色々な施設に見学・研修

10年目 大学に戻され網膜硝子体外来担当（メディカル）
サージカルにも興味が湧き、ひたすら勉強やネットの動画で独学
（この時点では大学には5人ほど術者がおり執刀できず）

めちゃくちゃ
スタートが遅い

11年目 1例目は教授を助手につけて40歳の水晶体温存の黄斑円孔症例
（かなり知識武装して挑むもウェットラボやイメージとの違いを痛感・・・）

2例目からはいきなり後輩と糖尿病の硝子体出血（1時間半でなんとか終了）

12年目 硝子体約300例を執刀

13-16年目 硝子体約400例を執刀（後半からは他施設でも執刀するようになる）

17-20年目(現在) 硝子体約600-700例を執刀（100-150件は指導的介助）

眼科遍歴

手術は件数をこなして上手くなるものではなく
知識武装して術前の手技のイメージトレーニングを
死ぬほどやればいきなりでもできる可能性はあると実感

まず初めに

� ① 硝子体手術を始める前に必要なスキル

� ② 習う側の手術や患者への考え方

� ③ 指導医との関係性

� ④ 独立させるタイミング

① 硝子体手術を始める前に必要なスキル

硝子体手術を開始する際に必要な条件（個人的）

� 白内障手術を10分程度で終わらせることができる。

• 10分というのは無駄のない操作や顕微鏡が正しく使えたら自然に達成
できる時間。（早くやれば良いというわけではない）

• まずは白内障の手術の際に眼球に負担をかけずに手の動作で眼位を動
かさないことを心がけさせる。（眼球のコントロール）

• 顕微鏡のXYZ軸の操作を頻繁に行わせる。（眼科手術は視認性をどれ
だけ最良にできるかで難易度が変わってくるため）
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硝子体手術を開始する際に必要な条件（個人的）

� 指導医の硝子体手術の助手に普段からついている。

① 硝子体手術を始める前に必要なスキル

• 硝子体手術は特に術者による細かい方法の違いがある分野なために習う際
の操作のイメージがつきやすい。

• 指導医の立場からも見せたことないものをイメージさせるのは困難なため。

• 信頼関係の観点からも重要である。

硝子体手術を開始する際に必要な条件（個人的）

� 手術の流れや解剖・生理学は大まかな理解はできている。

① 硝子体手術を始める前に必要なスキル

• 硝子体手術の細かい手術手技ができるかどうかはまずは重要ではなく、
どれだけ手術の流れや一つ一つの手技の理解を得ているかが重要である。

• 手技の意味を理解していれば最短距離で手技の会得が可能と考える。

• 解剖や生理を理解することは非常に重要であり、手技の妥当性・最適性を
理解することができる。（経験をカバーできるのは知識のみ）

② 習う側の手術や患者への考え方

• まず患者の立場であれば上級医が執刀することが望ましいのは議論の余地
はない。しかし自分ができるようにならなければ上級医が不在の時、いな
くなった時に執刀できなければ患者の不利益になる。

• 自分が手技を会得するということは、もちろん自身の興味のためでもある
が、ゆくゆくは将来出会う患者やその地域の重責を担うということにも繋
がる。

• ゆえに指導医もそのことを重んじて責任を持って指導することが責務であ
る。

� 自分が執刀することへの妥当性を考える。

③ 指導医との関係性

� 普段からコミュニケーションをとっておく。

• 手術というのは特殊技能ではなく、普段の生活や細かな考え方や感じ方が
そのまま手術の内容に影響する。（手術を見れば普段の車の運転の仕方が
大体予想される。）

• 指導医の立場からはどんな考えで手術を考えているかによって指導の仕方
や順番が異なってくる。

• 手術時間はたかだか1時間程度。それ以外の時間の過ごし方で全てが決ま
る。（指導医が何を考えてその手技を選んでいるか、様々なTips・・・）

④ 独立させるタイミング

� 指導医は常に指導される側がどのように手術に向き合って、何を考えどこまで
の手術スキルを望んでいるかを見ている。

• 人によっては自身のみで完投することを重要視している場合や、完投
よりも安全性を重視している場合がある。

• 概ね完投することを重要視している人はトラブルが多いが、安全性を
重要視している人は症例選びから異なる。

• 指導される側の症例選びや予定している手術戦略を聴取して任せられ
るかどうかを判断する。

• 段階としては介助 ⇨手術室で待機 ⇨トラブルや聞きたいことがあれば
連絡する ⇨指導医の不在時に手術させる
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インストラクションコース

硝子体手術教育時の指導医の心境

-この瞬間にこのトラブル-

神戸大学医学部附属病院眼科

今井尚徳

私の手術教育の基本的な考え方

各疾患についての一般論

手術手技の方法論

指導者の経験に基づく見解、を十分に叩き込む。

「自分色」は、あくまでも独立後であることも強調。

本日のお話

1. 裂孔原性網膜剥離における周辺部硝子体切除

2. 手術小物のスペックを理解する

裂孔原性網膜剥離における周辺部硝子体切除

一般論を理解する！

慣性力=加速度×質量

加速度: 眼球運動による; 制御不能
質量: 硝子体重量; 硝子体の可及的なシェービング

周辺部硝子体切除はどのように行う？

方法論を理解する！

① カッター回転数/吸引圧の設定は、高回転/低吸引圧が原則である。

② 後部硝子体剥離が進んだ部の硝子体の裏側にカッターを入れ、なるべく網膜/硝子体

接着部にカッター先端を近づけシェービングを行う。

③ 胞状となった網膜剥離の場合は下液を可及的に吸引除去し、剥離網膜を平坦化させ

る。

④ 強膜圧迫しつつ、PFCを併用しつつ硝子体切除を行う。

周辺部硝子体切除はどこまで行う？

演者の見解！

演者は広角観察下に可及的に硝子体切除し、裂孔の周辺側も視認できる

ならば強膜圧迫は行わない。復位率は良好であり、硝子体ゲルの慣性力を

減らすために十分に硝子体重量を減らすには、強膜圧迫なしに硝子体を可

及的にシェービングするので良いのであろう、と考えている。

1 2

3 4

5 6
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手術器具の特徴を最低限理解しているか？

• 粘稠下液がうまく吸引できない。。。

• そもそも器具が眼底に届かない。。。

• 内境界膜をコントロールできない。。。

器具の長さ、把持力、剛性、吸引力などはゲージ、形状、メーカーに
よってかなり違うことを知る必要がある。

バックフラッシュニードル
- シャフトの各パラメータ― -

Size of gauge Parameters of the shaft

Company

Alcon MedOne p value VitreQ p value DORC p value

27

Internal diameter (mm) 0.23±0.00 0.16±0.00 <0.01 0.20±0.01 <0.01 0.16±0.00 <0.01

External diameter (mm) 0.30±0 0.30±0.00 n.s. 0.30±0.00 n.s. 0.30±0.00 n.s.

Cross-sectional area (mm2) 0.05±0.00 0.03±0.00 <0.01 0.04±0.00 <0.01 0.02±0.00 <0.01

Length without tip (mm) 32.14±0.09 40.50±0.00 <0.01 39.02±0.04 <0.01 37.98±0.08 <0.01

Shaft displacement (mm) 8.9±0.7 4.9±0.2 <0.01 5.2±0.6 <0.01 8.7±0.4 n.s.

(Imai H, et al. Sci Rep. 2020. In Press.) 

バックフラッシュニードル BSS 吸引率
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(Imai H, et al. Sci Rep. 2020. In Press.) 

バックフラッシュニードル シャフト剛性（たわみ）

(Imai H, et al. Sci Rep. 2020. In Press.) 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(c
ro

s
s
 s

e
c
ti
o

n
a

l 
a

re
a

 o
f 

s
h
a

ft
 (

a
rb

it
ra

ry
 v

a
lu

e
))

(Stiffness displacement of shaft )

(cm)

23G

25G

27G

▲: Alcon
●: MedOne
■: VitreQ
◆: DORK

バックフラッシュニードル シリコンチップ接合法

Alcon MedOne VitreQ DORK
(Imai H, et al. Sci Rep. 2020. In Press.) 

手術小物をどう使いこなす？

演者の見解！

各施設に導入された小物のスペックを、十分に検証する。

必要であれば、より合目的となる製品に入れ替える。

例えば、粘稠下液がうまく吸引できない場合、器具が眼底に届かない場合、内境界膜をコ

ントロールできない場合、

原因は、患者の眼状況、術者の技量ではなく、術者の知識と工夫不足にある可能性がある。

各手術器具そして器械を十分に理解し、うまく利用することが、より的確な治療を患者に

提供するためには、重要です。

7 8

9 10

11 12
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硝子体手術教育時の指導医の心境

兵庫医科大学 眼科 木村直樹1

第44回JSOS学術総会 インストラクションコース

【利益相反】該当なし

2

硝子体手術を習得するための準備は？

白内障手術を型どおりできているか？

特にテノン嚢下麻酔で結膜浮腫を起こさないか？

手術創を真っ白にしていないか？

ピントとセンタリングが出来ているか？

3

どうやって習得するか？

大学では、まず裂孔原性網膜剥離

 自分の手術を部分的にする

 外来で症例を確保する

外病院では、黄斑疾患が多い

 修練医の申し込みなので、なるべく全部してもらう

4

硝子体切除

型を決めています

中心を切除

 あっちこっち切除しない

下方から半時計周りに切除

 ライトで硝子体を確認しながら

トリアムシノロンでどこまで切除したか確認 5

はじめてのリサイトの60D

見やすい範囲は小さい

 XYを動かし常に見やすいところで

使い方

 コンタクトレンズをのせる

 128Dで硝子体切除し、そのまま60Dに回転

 そこから、少し角膜から遠ざけると見やすくなる
6



ウエットラボの練習メニュー

硝子体切除

 ILM鉗子

光凝固

7

ウエットラボの硝子体切除

 水晶体除去：IOLは入れない

 粘弾性を前房内へ

 ポート設置：輪部より1mm

 3~4mmで設置すると網膜剥離になる

 垂直に挿入する

 網膜にしわがよっている

 裂孔がなければ剥離は起きない

 PVDは、なかなか起こせない

 カッターの動かし方の練習をする
8

ウエットラボのILM鉗子

網膜を切除する

網膜色素上皮以下を剥離する

特に掴みすぎると強膜が変形する

手の動かし方の練習

もろもろで取りにくい場合は次の豚眼へ

9

ウエットラボの光凝固

レーザープローブと網膜の距離を一定に保つ、左手も

 PRPをするので、すべての方向で距離を保つ

ライトの照射範囲と動かし方

10

いろいろやらせてみて

視野を出すのが難しい

眼球を傾けて見えにくくしている、私がいる・・・

硝子体は、ペダルを踏めば取れると思っていた

教育は自分の勉強にもなる

11

最後に

いろんな知識を得るように

人の振り見て我が振り直し

一つ一つの手技を完成させて

組み合わせると難症例も出来るようになる？？

12
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