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症 例 78歳男性

【主訴】 左眼 視力低下

【現病歴】10年前に近医で左眼白内障手術、IOLの眼内落下認め紹介。

【既往歴】 特になし

【視力】 Vs=0.03(1.2 x+8.5D)

Td/Ts=10/10mmHg

【前眼部・中間透光体】散瞳良好

【眼底】 IOL脱臼

【その他】 IOLの材質は不明



Question

• Soemmering’ｓ ringが強固な場合にはL-flap切開による摘出を行っている。
3mmの切開創から上手く摘出できず、眼底に飛散した経験ありトラウマ。
ICL鑷子を用いる方法でも対応可能？

• IOL挿入時、散瞳良好例で先行loopが虹彩上に上手く乗らず、今回の症例では
後方loopも開きが悪かった。IOL挿入前にオビソート使用するのは？
皆様の工夫をご教示ください。

• 眼底に落ちたIOLはしっかり前房にあげてきてポジショニングを整えて再度施行。
横着はNG。
以前、hapticsを固定した30Gを強膜から引き抜く際に、片方のhapticが抜けて
しまった。リカバリー方法は？



症 例 81歳女性

【主訴】 左眼 霧視

【現病歴】両落屑緑内障のため緑内障外来通院中。

経過中に左IOL偏位認めた。

【既往歴】両IOL挿入眼

両眼湖崎分類Ⅲa（今後線維柱帯切除術予定）

【視力】 Vs=指数弁

【前眼部・中間透光体】散瞳4mm、水晶体嚢(＋)

【眼底】 特記すべき事なし

【その他】 脳梗塞、抗凝固剤内服中（車いす）



結果（ｎ=11、術後3か月で評価）

•視力・・・81.8％で術前と同等以上の矯正視力を得た

•等価球面・・平均約-1D近視化

•惹起乱視・・Holladay法平均0.5D惹起

•手術時間・・平均35.7分

•合併症・・・硝子体出血2例、高眼圧1例（1か月以内に正常化）



Question（反省点）

• 有硝子体眼に針を通すゆえに眼内炎のリスクは高い？

• 網膜剥離のリスクは？窃刺部に硝子体は陥頓してはいないが。。。

• 色素緑内障が起きる可能性は？

• 角膜輪部より2.5mm部分で通糸、3.0mmが妥当？

（短眼軸、長眼軸、嚢の有無で要調節？）

～自分の中での注意事項～

• 眼軸30mm以上・・・・糸が足りなくなる

• 眼軸22mm以下・・・・前房が浅くなる

• 糸は張りすぎない・・・前房が浅くなる

• 多焦点眼内レンズ・・・執刀経験なしだが-1D近視化、惹起乱視0.5D



症 例 84歳女性

【主訴】 右眼 白内障手術時チン小帯断裂

【現病歴】近医にて白内障手術施行時にチン小帯断裂。硝子体手術の設備のある

当院に同日紹介受診となった。
【既往歴】両落屑緑内障

【視力】 Vd=0.06（0.08 x-0.25D c-0.25D @90）

Vs＝0.２（0.4 x+0.25D c-0.50D @130）

【前眼部・中間透光体】特になし

【眼底】 強度近視による脈絡膜委縮

【その他】 特になし



Question（反省点）

•明らかなチン小帯断裂症例に関しては先にポートを作成する
か？？

•今回の症例は低眼圧状態にてポートを作成鋸状縁断裂を起こし
た可能性（明らかなものは発見できなかった）

•眼軸が20㎜と短く網膜よりにトロッカーが入った？？

•今回では一度IOLは挿入せず剥離を治すことに専念した。

一期的に終わらす可能性について
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症 例 82歳男性

【主訴】 右眼 視力低下

【現病歴】2005年2月右白内障手術。2ヶ月前からの視力低下にて近医受診。

IOL落下指摘され、当院を紹介受診。

【既往歴】 白内障手術のみ

【視力】 Vd =（0.9 x+5.0D c-1.5D @130）

【前眼部・中間透光体】散瞳4mm、水晶体嚢(-)

【眼底】 IOL&嚢(+) 、高度近視眼底

【その他】 紹介状より、シリコーン眼内レンズ挿入。

心臓カテーテル既往あり抗凝固剤内服中



症 例 73歳女性

【主訴】 右眼 視力低下

【現病歴】2002年7月右白内障手術。右IOL脱臼し整復目的で

当院を紹介受診。

【既往歴】 白内障手術のみ

【視力】 Vd=0.06（0.7 x+18.0D c-1.5D @90）

【前眼部・中間透光体】散瞳5mm、水晶体嚢(-)

【眼底】 IOL&嚢(+)

【その他】 アトピー



症 例 84歳男性

【主訴】 右眼 視力低下

【現病歴】10年程前に両眼白内障手術、右IOL振盪で紹介。

【既往歴】 特になし

【視力】 Vd=0.15(0.4p x-4.5D)

Td=26mmHg

【前眼部・中間透光体】散瞳4mm

後発白内障・Soemmering’ｓ ringを全周に伴うIOL振盪

【眼底】 特に異常なし

【その他】 IOLの材質は不明



症 例 75歳女性

【主訴】 両眼 視力低下

【現病歴】1か月以上前から視力低下を自覚、近医受診し両眼IOL脱臼を

指摘され当院を紹介受診。
【既往歴】数年前に両眼の白内障手術を他府県にて施行

【視力】 Vd=0.08（0.２ x+３.0D c-5.0D @120）

Vs＝0.1（0.3 x+7.5D c-0.5D @55）

【前眼部・中間透光体】両IOL亜脱臼

【眼底】 強度近視による脈絡膜委縮

【その他】 特になし



症 例 60歳男性

【主訴】 右眼 IOL亜脱臼

【現病歴】2011年10月右白内障手術。2週間前から上方視時、仰臥位時にIOL振盪

に気づいた。近医にてIOL亜脱臼を指摘され、当院を紹介受診。

【既往歴】白内障手術のみ

【視力】 Vd =（1.5 x+1.25D c-2.0D @175）

【前眼部・中間透光体】散瞳良好、右水晶体嚢＋IOL亜脱臼

【眼底】 特記することなし

【方針】 右IOL摘出＋前部硝子体切除＋強膜内固定術

IOL摘出に福岡氏鑷子を使用したのだが・・・



症 例 77歳女性

【主訴】 右眼 視力低下

【現病歴】16年前に右白内障手術。突然の視力低下にて近医受診。

右IOL落下指摘され、当院を紹介受診。

【既往歴】 ステロイド緑内障で加療中、高血圧。皮膚疾患詳細不明。

【視力】 Vd =0.05（0.5x+7.0D c-0.25D@105）

【前眼部・中間透光体】硝子体腔へは水晶体嚢は、落下しておらず、

一部のチン小帯でぶら下がっている状態

【眼底】 下方に萎縮層はあるが問題なし。

【その他】 抗凝固剤内服中。皮膚疾患にてステロイド5mg/日内服中
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症 例 63歳男性

【主訴】 右眼 視力低下

【現病歴】2ヶ月前からの視力低下にて近医受診。硝子体出血指摘され、

当院を紹介受診。

【既往歴】 両眼レーザーPRP

【視力】 Vd =手動弁

【前眼部・中間透光体】散瞳6mm、rubeosis(-)

【眼底】 透見不能 B-mode明らかな剥離なし

【その他】 HbA1c 8.7% 高血圧



Question

•術前から予測する事は可能であったか？

•血餅の上手い処理方法ありますでしょうか？

（t-PAは使用不可）

•カーボンは適正外使用ですが、血を圧迫or移動させると言う

効果に於いては、どうお考えでしょうか？

•裂孔周囲に網膜下出血が存在する時の孔処理（レーザーの有効性）に

関して意見をお聞かせ願えますでしょうか？



症 例 47歳男性

【主訴】 左眼 視力低下

【現病歴】近医より左眼網膜剥離で紹介。左眼二時方向に弁状裂孔認めるも

剥離はごく限局しており、レーザー施行。二日後に剥離増悪し手術。

【既往歴】 特になし

【視力】 Vs=(1.2×-2.5D)

Td/Ts=10/10mmHg

【前眼部・中間透光体】

G1 clear Lens   散瞳良好



Question

• ガス置換が必要な症例でPCR。CCCが5mm程度であり、optic cupture
できたが、前嚢tearがありキャプチャーできない症例はどうすればよい
のか？on the bagだと、ガス置換により虹彩捕獲したり不都合が起きや
すい？

• 今回の症例ではしっかりキャプチャーするためにNX-70を使用した。
6mmの3ピースではたまにキャプチャーが外れてしまうことがあるため。
硝子体手術の場合にはCCCはやや小さめにしている？

• レーザーが突破された場合の網膜剥離について
⇒元々のレーザーの範囲が広く、そこが剥離した場合には、以前のレー
ザー跡も覆うようにレーザーをするか？



症 例 61歳女性

【主訴】 右眼 歪視

【現病歴】数カ月前より右の歪視を自覚し当院受診。

【既往歴】特になし

【視力】 Vd=0.8(n.c.）

Vs＝1.2(n.c.）

【前眼部・中間透光体】特に異常なし

【眼底】 右眼の黄斑前膜

【その他】 特になし



術後1か月後より鉗子で深くついたと
ころからCNVのようなものが、、、
医原性2型CNV？？？

複数回の硝子体注射を施行し何とか
CNVは沈静化 現在最終投与から2年
以上経過しているがCNVの再燃はなし

術前OCT



Question（反省点）

•黄斑操作で深くついて医原性CNVを作ってしまった。ご経験の
なかでそのような症例はありましたか？

•黄斑操作で手が震える時期がありました。手振れを止める方法
があれば教えてください

•黄斑手術の基本的セッティングは何でしょうか？

（３D、接触レンズ、60D使用について）


