
第 44 回日本眼科手術学会総会インストラクションコース 

Ⅰ 演題内容 

⑴ セッション名：理論を知れば怖くない、白内障手術の思わぬ落とし穴 

 

⑵ オーガナイザー：三戸
み と

岡
おか

克
かつ

哉
や

（北戸田駅前みとおか眼科）、松島博之
まつしまひろゆき

（獨協医大） 

演者：松島博之
まつしまひろゆき

（獨協医大）、森山
もりやま

 涼
りょう

（もりやま眼科） 

   大内
おおうち

雅之
まさゆき

（大内雅之アイクリニック）、柴
しば

 琢也
た く や

（六本木 柴眼科） 
 
⑶ セッションの趣旨・内容 

手術経験が豊富なベテラン白内障術者でも、必ず対処が困難な症例に遭遇する。術前に発生する合併症

が解っていれば、前もって準備をすることで対処できる。また、対応困難なことが予測出来れば総合病院

に紹介することもできる。しかし、術前では見分けがつかず、術中や術後に予想外の困難な状況が突然襲

ってくることもある。このインストラクションコースでは、白内障手術で遭遇する思わぬ落とし穴を紹

介し、理論的に実際に遭遇した場合の対処方法を解説する。 

① 術中視認性の低下：Deep set eye や術中角結膜水腫では視認性が著しく低下し、眼内操作を続けるこ

とが出来ない。外来では軽度と思った角膜混濁が予想以上に視認性を低下させる。（松島博之） 

② チン小帯脆弱・断裂：落屑症候群があり小瞳孔、眼外傷の既往がある。前嚢切開が困難であり、超音

波乳化吸引術中に核が傾き始めた。（森山 涼） 

③ 術後屈折誤差・惹起乱視：術前に予想した屈折値と異なる。乱視矯正をしたのに乱視量が減っていな

い。（大内雅之） 

④ 屈折矯正手術後：LASIK 術後眼で眼内レンズ素数計算に困った。有水晶体眼内レンズ挿入眼で白内

障が進行しているが、どの様な手順で手術を進めるかわからない。（柴 琢也） 

上記のような思わぬ落とし穴に遭遇した場合の原因を究明し、事前に判別する方法を考察する。また、実

際に起こってしまった場合の対処方法についても解説する。 

 手術経験をある程度積んだ術者が、落とし穴に落ちないように、また落ちた場合も自分で考えてはい

上がることが出来るようなインストラクションコースにしたい。 

 

Ⅱ 対象者：一般眼科医 

 

Ⅲ 対象レベル：中級 

 

Ⅳ オーガナイザー連絡先：松島博之 

  〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林 880 獨協医大眼科学教室 

Tel: 0282-86-1111 （内線 2675) Fax: 0282-86-0630 email: hiro@dokkyomed.ac.jp 
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術中視認性の低下

獨協医⼤

松島博之

1

理論を知れば怖くない、⽩内障⼿術の思わぬ落とし⽳ 2021年⼿術学会

1

術中視認性の低下
術中視認性低下を⽣じる現象には、主にDeep Set Eye、結膜⽔腫、⾓膜混濁がある。

Deep Set Eye 結膜⽔腫 ⾓膜混濁

2

Deep Set Eye

•灌流液が溜まりやすく、視認性
が低下する。

•灌流液の排出を良くするために
⼯夫が必要となる。

3

3

⼿術を始める前に…注意すること

4

ドレープが切れていないと⽔が溜まりやすい OVDが残っていると⽔が溜まりやすい

4

Deep Set Eyeは切開位置を⼯夫

5

⽿側からアプローチすると、
眼位を真ん中に保ちやすい。
溜まった⽔も排出しやすい。

12時からアプローチする
と眼が下転してしまう。
灌流⽔もたまる。

5

上直筋制御⽷を活⽤する

6

Deep Set Eyeがあり、かつ上転してしまうような症例では、上直筋
制御⽷が効果的である。眼瞼の開⼤と眼球運動の制御を同時に⾏う
ことが可能となる。

6
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結膜⽔腫
•術中灌流液のバックフロー
が結膜内に迷⼊し、結膜が
膨隆した状態。

•灌流液が結膜内に貯留し、
術中視認性が低下する。

•結膜⽔腫が⽣じないように
すること、⽣じた場合は早
急な対処が有効。

7

7

テノン嚢が残っていると結膜⽔腫が⽣じる

8

テノン嚢付着部位

テノン嚢付着部は12時で輪部から1.5-2.0mm。周辺になると輪部からの
距離が近くなる。テノン嚢付着部を意識して強膜を露出するすると、き
れいな結膜切開ができる。テノン嚢が残っていると⽔腫になりやすい。

結膜切開のポイント

8

結膜⽔腫の対処法

9

軽度の場合 重度の場合

早期に発⾒し、早期に対処。
結膜切開を拡⼤して、結膜⽔種の
拡⼤を阻⽌。

⽿側結膜を放射状に切開し、灌流液
の排出経路を作成。
テノン嚢までしっかり切開。
（必要時は結膜縫合）

9

⾓膜混濁

•軽度の⾓膜混濁でも顕微鏡光
による前⽅散乱により、⽔晶
体の視認性が低下する。

•⽔晶体の深度の⾒極めが難し
くなる。

•⽔晶体を観察するための⼯夫
が必要である。

10

10

シャンデリア照明

11

通常の顕微鏡では⾓膜混濁のため
⽔晶体を観察することが困難であ
る。

シャンデリア照明をつけると徹宵
により⽔晶体の全様が観察可能に
なる。

前⽅散乱を減らすためメインの顕
微鏡の光量は落とすかオフとする。

11

分割攝⼦

12

軟らかい核であれば分割攝⼦を使
⽤して確実に核分割を⾏う⼿法が
有効である。

先に核分割を⾏っておくと後嚢が
⾒えなくても前房側で核の破砕吸
引が⾏える。

シャンデリア照明も補助となる。

12
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理論を知れば怖くない
白内障手術の思わぬ落とし穴

～チン小帯脆弱・断裂
～

井上眼科病院

森山 涼

2021 JSOS 学術総会

13

チン小帯脆弱/断裂の術前診断

ü 問診：外傷歴やアトピーなど

ü スリット所見：

無散瞳の状態で水晶体振盪を確認

PEや前房深度の左右差

屈折の変化などを確認

14

手術時に準備しておくとよいもの

ü CTR / CFR

ü 粘弾性物質（高濃度高分子量）

ü サイドポートセッシ

ü A-vitカッター

ü マキュエイドや輪匙、縫着セットなど

15

手術時のマシンの設定

ü 各種設定値は全て普段よりも低めに

・吸引流量

・吸引圧

・ボトル高

16

チン小帯脆弱/断裂が重度

ＣＣＣすら困難な場合には、早めに見切

りをつけて、

→ICCE+A-vit+ＩＯＬ縫着

or +ＩＯＬ強膜内固定

17

チン小帯脆弱/断裂が中等度

高濃度高分子量OVDを使用して、

何とかＣＣＣはできる場合

→ハイドロはせず、代わりに

ビスコディセクションを行いＣＴＲをPEAの前

に挿入（但し、途中でECCEにコンバートの可

能性あり）

18
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チン小帯脆弱/断裂が軽度

通常通り、PEAおよびI/Aを行い、

ＩＯＬ挿入前にCTRを挿入しておく

19

補足①

・チン小帯に異常がある場合、通常、

散瞳不良を伴うことが多い

・あらゆる可能性を想定し、可能な限り

瞳孔拡張を行って手術を進める

20

補足②

・前囊染色を通常通り行うとチン小帯断

裂

部から硝子体腔に染色液が回ってしま

うことがある

・染色の際は前囊に少量を塗りつけるよう

にするとよい

21

補足③

・PEAの前のCTR挿入は比較的難易度が

高いのでまずは軽症例でCTR挿入に

慣れておく

22

補足④

・PEA中に硝子体がチン小帯断裂部から

前房中にでてくることがある。

その際は、前房中に高濃度高分子量

OVDを入れてdry vitrectomyを行うと

よい

23

補足⑤

・症例によってはCTRの摘出が必要にな

ることがある。

その場合にはCTRインジェクターを

用いるとよい

24



2020/12/7

5

術後屈折誤差・残存乱視
～理論を知れば怖くない、

白内障手術の思わぬ落とし穴～

大内雅之アイクリニック
大内雅之

OUCHI

25

■ 術後屈折関連の問題

■ 屈折ターゲットの不適

■ 眼内レンズ球面誤差

■ 乱視矯正の不備

■ 加入度数の不適（多焦点眼内レンズ）

26

■ 屈折ターゲット

・ （多くは）正視、軽度近視、元の屈折

・ 定石では不満の出る症例がある

別の考慮が必要な症例
・近視症例(Clユーザー）
・不同視症例
・視機能不良例
・特別な職業、趣味

しかし・・・

27

■ 屈折ターゲット決定の注意点

良好な矯正視力が 術前屈折 術後屈折ターゲット その他の注意点

遠視 0D

正視 0D

望める 近視(-2D以上) -3D 術前の読書距離、習慣を聴取しておく

近視（CLユーザー） 0D～-3D CLが完全矯正か、低矯正か

不同視症例 モノビジョンを維持眼軸長の左右差、knapの法則

望めない -8～-10D 眼前に近づけて拡大効果を期待

28

■ 術前に確認すべきこと

■ 術前不同視症例

✓ 眼軸長の左右差を確認
軸性不同視か、否か（白内障による近視化など） tr

→ 不同視を残すか揃えるか

✓ 眼軸左右差と屈折左右差の整合性を確認
標準眼軸眼なら、眼軸差1mmは約3Dの屈折差に相当

✓ 使用眼鏡度数の左右差を確認
Knappの法則：長年、左右の度数差のある眼鏡を装用している人は、

その状態で中枢適応している

29

■ 球面度数ズレの原因

・避けられる人為的ミス

・避けられない難しい例
屈折矯正手術施行眼

長眼軸眼、短眼軸眼、角膜曲率の極端な眼
プロポーションの悪い眼 など

LASIK後 タッチアップの必要性 MT
残存角膜厚

30
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■ IOLパワー選択を
漫然とやってはいけない

31

眼内レンズ度数計算が、標準眼軸の人よりもずれやすい

眼軸⻑（mm）

〜22 22〜24 24〜26 26〜28 28〜30 30〜

角膜

屈折力
（D）

〜41 0.36 0.28 0.41 
41〜42 0.13 0.08 0.21 0.27 
42〜43 0.21 0.07 0.01 0.09 0.16 0.63 
43〜44 0.00 0.05 -0.04 -0.06 -0.04 0.58 
44〜45 0.04 0.00 -0.17 -0.28 -0.10 -0.22 
45〜46 0.02 -0.05 -0.28 -0.26 0.38
46〜47 -0.06 -0.19 -0.70 -0.39 -0.14 0.58 
47〜48 -0.17 -0.28 -0.73 -1.12 -0.43 

48〜 -0.35 -0.52 -1.22 -0.44 
井上康先生のご厚意による

均整の悪い眼

■ 眼軸長、角膜屈折力

32

■ 乱視矯正の不備

■ 術前評価の不備

■ 手術、手技にまつわる不備や問題

■ 術後評価の問題

33

前面乱視だけで角膜乱視を評価すると

errorが大きくなりがちな眼は

✓前面乱視の大きな眼、後面乱視の大きな眼

✓高齢、短眼軸眼
✓前後面乱視の軸が違う眼

年齢↑ → 前面の倒乱視化、後面乱視↓
視機能への影響：残余乱視の大きさ＜軸の捻れ

Why?

■ 術前評価にまつわる問題

34

■ 乱視矯正を邪魔する因子

■測定精度を下げるもの

■手術等、手技の問題

■見えてるものとリアルの乖離 （測定結果の解釈をミスリードするもの）

（術前）
✓軽い円錐、HCl装用者、ドライアイ
✓そもそもの測定再現性の問題

（術後） Yu

✓術直後の内皮の乱れ、上皮障害

✓角膜乱視と全乱視の乖離、水晶体のTilt
✓高齢、短眼軸、後面乱視（度数、前面乱視との軸相違）

✓斜乱視

✓軸ズレ、惹起乱視

✓トーリックIOLの上下左右偏心

35

■ 主に手術手技にまつわる問題

■ トーリックIOLのローテーション
■ 大きな嚢や、嚢の癖が曲者 （直しても直しても・・・）

特に長眼軸眼で、横向きになりやすい傾向

角膜径は、横径＞縦径だが、

水晶体嚢は、若干、縦径＞横径
Osher RH: J Cataract Refracr Surg, 2008

■ 軸ズレの無い、過矯正、低矯正ならLRIで

→ 術後1～2週で、嚢が固くなり始める頃に
再度修正トライする

36
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