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第43回日本眼科手術学会総会 インストラクションコース・シラバス 

 

「症例から学ぶ硝⼦体⼿術の適応と⼯夫 V」 

  

 オーガナイザー︓     平⽥ 憲 （林眼科病院） 

内藤 毅 （徳島⼤学） 

 演者および講演内容 

 1. ⽔晶体核落下を伴う症例の硝⼦体⼿術 

塙本 宰 （はねもと眼科） 

 2. 眼内レンズ偏位・落下への新しい眼内レンズ抜去⽅法について 

櫻井 寿也（多根記念眼科病院） 

 3. ⾮裂孔原性網膜剥離に対する硝⼦体⼿術 

平⽥ 憲 （林眼科病院） 

 4. 鋸状縁断裂の症例と取り組み 

⻑澤 利彦（ツカザキ病院） 

 

 近年の硝子体手術の進歩は、手術適応の拡大をもたらすとともに硝子体手術可能施設の拡充に大きく貢

献した。硝子体手術の標準化という考え方により、網膜硝子体疾患に対する基本的な硝子体手術手技は確

立されつつあるといえる。 

しかしながら、実際の現場では教科書通りにいかない症例に遭遇することも稀ではない。この場合にとりうる

対処法は術者の経験値に大きく依存する。これらの経験を他の術者と共有することは双方の術者の技量を

大きく前進させることに疑問の余地はないが、実際に特殊な症例を体系的に提示し、討論できる場面は少な

い。 

 本インストラクションコースでは今回も 4 人の演者に各自が経験した種々の網膜硝子体手術症例を提示し、

演者間および受講者との討論を通して、難症例に対峙しうる手技を模索することを目的とする。硝子体手術

の基本手技のみでは対応が困難な症例に対し、実際の対処法と考えうる選択肢について可能な限り提示し

たい。 
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⽔晶体核落下を伴う症例の硝⼦体⼿術 
塙本 宰 （はねもと眼科）  

 

【はじめに】  
水晶体核落下は白内障手術時に起こり得るハプニングで約 0.18%という報告がある。後嚢破損やチン小
帯断裂などが原因になることが多く、手術と関係ない場合には高度近視や外傷、硝子体手術後、マルフ
ァン症候群なども原因となる。水晶体核落下例では近年、硝子体手術がスモールゲージ化した現在では、
20ゲージの時代とは違う対処が必要である。 
演者は完全に 27ゲージ硝子体手術になったため、硝子体カッターで核除去は難しいため、PFCLを用い
て浮上させて PEAを行う方法、眼内で PEAを硝子体腔で行う方法など小さな工夫をしながら対処して
いる。 
それらの方法を振り返りながらまとめてみたい。 
 
【症例１】  
症例：77歳、男性  
既往歴：眼打撲 
現病歴：突然の視力低下にて受診。 水晶体落下を認めた。 
経過：硝子体手術と水晶体除去と眼内レンズ固定術を予定して手術に臨んだ。27ゲージMIVS で３ポー
トを作成し、硝子体切除後に PFCLを用いて前房側に水晶体を挙上した。2.4 ミリ強角膜創から PEAを
行い摘出した。その後、IOLを強膜内固定フランジ法にて固定して手術を終了した。 
術後経過：術後 IOL のセンタリングは良好であった。  
 
【症例２】  
症例：73歳、女性  
既往歴：特になし 
現病歴：両眼の視力低下にて受診。  
経過：白内障手術を予定したが、術中に核落下した。27ゲージMIVS 硝子体手術にコンバートして、硝
子体切除を行った。残存水晶体は大きいため眼内硝子体腔に超音波チップを挿入して灌流を続けると核
片が舞い上がって、2.4 ミリ強角膜創から PEAを行い摘出できた。その後、IOLを強膜内固定フランジ
法にて固定して手術を終了した。 
術後経過：術後 IOL のセンタリングは良好であった。 
 
【コメント】  
落下した水晶体を硝子体切除したあとに PFCLを用いて PEAを行う方法、眼内で灌流して乳化吸引して
除去する方法は効率的な治療の選択肢として考慮してよいと考えられた。 
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眼内レンズ偏位・落下への新しい眼内レンズ抜去⽅法について 

櫻井 寿也 （多根記念眼科病院） 

 

【はじめに】 
Foldable IOL が使用されることになり 25 年以上が経過して
いる。IOL移植眼のうち特に強度近視眼、アトピー、落屑症候
群等において IOLの偏位、落下の症例が増加傾向にある。これ
まで素材が PMMA の IOL 抜去の際には 3～6mm の切開創を
作成しそのまま IOLを取り出していた。近年 Foldable IOL の
偏位、落下症例が増加したことで IOLの取り出し方法がそのま
ま摘出する方法から前房内で IOL を切断し小切開で取り出す

ことが可能となった。最近では IOL挿入用カートリッジと IOL
取り出し用に考案された鑷子を組み合わせることで IOL を小
切開創から折りたたんで取り出すことも試みられている。今回
この新しいシステムによる IOL取り出しについて検討する。 
IOL 脱臼の症例は当院において 2018 年は 112 症例経験した。
硝子体手術の 9％を占めている。 
 
 
当初は小切開からの IOL 摘出のため ICL 挿入鑷子（図 2）と

IOL 挿入用カートリッジを組み合わせて使用したが IOL 取り
出し用として開発された福岡式IOL取り出し鑷子（図3）とIOL
挿入用カートリッジによる新しいシステムが開発された。 
 
 
 
【症例】 
症例：54歳男性 
経過：2020 年 3 月、3 日前からの右眼の視力低下にて当院紹
介。RV=0.7(1.0×S±0=C-2.00DAx80°)、LV=0.6(1.0)、RT=19ｍｍHg LT=17mmHg。 
右眼 IOLの偏位を認めたため(図 4)、IOL 抜去および PPV、強膜内 IOL固定を予定した。 
術前 R角膜ケラト値 -0.75D Ax177 角膜内皮細胞 2802 個／mm2 （図 4）。 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

図1 

図 2 

図 3 

図 4 図 5 
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術後 RV=1.0(1.2×S＋1.5D=C-0.5Dax135°)、術後 R 角膜ケラト値 -0.5D Ax154 角膜内皮細胞 2566
個／mm2 小切開での IOL摘出と強膜内固定により惹起角膜乱視が軽度であった（図 5）。 
 
今回 IOL 挿入用カートリッジの代わりに新しく現在試作中の新しいトロッカーは後方部にクロージャー
バルブを装填できるように開発され再滅菌可能なパーツとした。 
（図６，7） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【コメント】 今後 IOL の脱臼、落下の症例が増加してくる可能性がありより安全に簡便に IOL 摘出を
可能とするシステム構築する必要があり常に虹彩離断、網膜剥離などの合併症を生じないような術式が
望まれる。 
 

図6 図 7 
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⾮裂孔原性網膜剥離に対する硝⼦体⼿術 

平⽥ 憲 (林眼科病院)  

【はじめに】 
非裂孔原性網膜剥離は様々な病態で起こる疾患群である。原疾患がコントロールできれば網膜剥離は
徐々に消失していくことが多く、網膜剥離そのものの治療は基本的に必要ではない。一方で、網膜剥離
の解消が、原疾患の治療をスムーズに行うことを可能にし、視機能の回復に繋がる場合もある。演者が
最近経験した 2例について供覧したい。 
 
 
【症例 1】 
症例：80歳男性 
経過：左眼の視力低下を主訴に 1995 年当院初診。左眼のCSC/MPPEを認め、漏出部位に光凝固を複数
回施行。以降経過は良好であったが、2016 年MPPEの再燃を認め half-dose PDTを施行した。 
右眼は 2014 年に CSC が出現、光凝固により網膜下液は消失した。2019 年１月再診時、右眼のアーケ
ード下方に胞状網膜剥離を認めた。視神経乳頭鼻側および下方アーケードに滲出性病変を認め、FAにて
旺盛な漏出を認め、MPPEと診断した（図 1）。抗VEGF薬注射、光凝固、PDTの選択肢を説明し、まず
は抗VEGF薬注射にて剥離の軽減を図るも改善なく、漏出部位の光凝固も剥離の増悪をもたらしたため、
硝子体手術を施行した。硝子体切除後、鼻側の内部排液孔から網膜下液を吸引し、シリコーンオイルを
注入し手術終了。術後 FAを再検し、蛍光漏出部位に光凝固を施行。3か月後にオイル抜去を行った。現
在右眼視力矯正 0.9 で、MPPEの再燃なく経過している（図 2）。 
 
【コメント】 
MPPE の網膜下液は比重が大きく、排出がやや煩雑であると考え、内部排液孔を後極よりに作ったが、
術後視野欠損が生じるため留意すべきであると考える。 
 

 

図1 図 2 
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【症例 2】 
症例：73歳男性 
経過：2018 年 8月、右眼の視力低下および網膜細動脈瘤疑いにて近医より紹介。右眼視力は矯正 0.1 で、
眼底は多発する網膜血管腫と広範囲の滲出性病変を認め、レーベル粟粒血管腫症と診断した。抗VEGF
薬注射（計 6回）を施行するも、網膜下液の改善効果はなかった（図３）。下方周辺部網膜に増殖性変化
も認めたため、2019年4月水晶体再建術＋硝子体切除を施行した。下方網膜に付着した硝子体を剥離後、
血管病変に光凝固を行い、手術を終了した。術後、網膜下液は徐々に吸収し、滲出性病変も吸収した（図
４）。術後右眼視力は矯正 0.2 であった。 
 
【コメント】 
レーベル粟粒血管腫症は光凝固が奏功するが、長期経過例では滲出性変化とともに牽引性の変化が加わ
り、網膜下液の吸収を妨げる。早期の十分な光凝固が重要であると考える。 

 
 

図３ 図４ 
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鋸状縁断裂の症例と取り組み 

⻑澤 利彦 (ツカザキ病院)  

 

【はじめに】 
鋸状縁断裂に伴う網膜剥離の約 90%は 40 歳未満の比較的若年者に多く（M Bonnet et al. J Fr 
Ophtalmol,1986）、原因として外傷が経過となる事が多い（Johnston PB, Br J Ophthalmol. 1991）。
また近年ではアトピー性皮膚炎を既往に持つ患者が発症することも多くなっており、本邦でも折原らは
外傷とアトピー性皮膚炎による網膜剥離の類似性として鋸状縁断裂を伴う事を報告している。その術式
として網膜復位術か硝子体手術を選択するのか？またそれら手術のコツ、また術後経過でどのような事
に注意して対策していくのかを議論したい。 
 
 
【症例１】～バックル術式とバックル素材の選択～ 
症例：17歳男性 相撲部の外傷性網膜剥離   
経過：7 時方向の馬蹄形裂孔とそれに連続した鋸状縁断
裂。前医で裂孔周囲に網膜光凝固術を施行されていたが、
剥離拡大のため紹介。剥離と鋸状縁断裂は局所的であっ
たため網膜復位術施行。この時はインプラントとエンサ
ークリングで復位を得た。 
 
【コメント】 
直筋付着部は鋸状縁よりやや前方にあるためエクソプ
ラントでも閉鎖できるとされているが、光凝固術が後極
よりに位置し、幅広のバックルをエクソプラントすることによる眼球運動障害も危惧したためインプラ
ントを選択した。バックルの術式、素材について議論したい。 
 
 
【症例２】～PFCと SOの直接置換の手法～ 
症例：22歳女性 DVに伴う鋸状縁断裂   
経過：240 度以上の鋸状縁断裂があり、上方網膜は反転
し眼底の 70%は色素上皮が露出している状態。絶対的に
硝子体手術の適応であると思われるが水晶体の処理が
悩まれた。確実に網膜復位を目指すため水晶体は摘出し
た。初回はシリコンオイル注入し、2期的にオイル抜去
をおこなった。 
 
【コメント】 
水晶体の処理、パーフルオロカーボンとシリコンオイルの直接置換の方法について議論したい。 
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【症例 3】～網膜反転してきた時の対応～ 
症例：39歳男性 鋸状縁断裂手術後の再剥離  
経過：外上方の 150 度の鋸状縁断裂の網膜剥離。いっ
たんは硝子体手術で復位を得られたが術後徐々に網膜
の反転がみられていた。術 3 年 5 か月後に再剥離をき
たし手術が必要となった。 
 
【コメント】 
一旦は術後経過良好であった症例に網膜が反転してき
た場合、追加治療としてどのようなものがあるか？ 
また、硝子体手術に再度踏み切るタイミングとして術
者の意見を交換したい。 
 


