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症例1 21歳 女性

【現病歴】

クローン病で2017年よりアダリムマブ（ヒュミラ：抗TNF-α製剤）投与、
2018年にアダリムマブからゴリムマブ（シンポニー）投与に変更になった。
2020年5月頃より視力低下を認めていた。同年7月に近医受診し、左眼の斑
状角膜炎で0.1％ヒアルロン酸ナトリウム処方された。その後眼科受診なく、
9月26日近医受診し、角膜変性認め当院紹介となった。10月7日当院初診と
なった。SCLやHCLの使用歴無し。

【既往歴】

甲状腺機能低下症

躁うつ病

症例（１）小林

第44回日本眼科手術学会学術総会
インストラクションコース
「眼表面疾患の治療戦略」

症例呈示

金沢大学眼科 小林 顕

日本眼科学会利益相反開示【利益相反公表基準】該当無し

【初診時所見】

視力 右眼 0.4（0.6×S－0.75D C－1.00D A60°）

左眼 0.4（0.6×S－1.00C－1.75D A135°）

BUT       右眼 ４秒 左眼 ３秒

眼圧（NCT) 右眼 17.1mmHg

左眼 16.5mmHg

右眼 左眼

【細隙灯顕微鏡所見】

右眼 左眼

眼球結膜充血
角膜上方混濁

角膜上方中心にSPK

治療戦略

診断：原因不明の角膜炎

抗TNF-α製剤との関連性が強く疑われる

治療：

①治療用SCL装用 上皮の保護

②抗生物質点眼 0.5％クラビット 両2回

③0.1％ヒアルロン酸点眼 両4回

④0.02％フルオロメトロン点眼 両2回

☆一般的な角膜上皮障害の治療 抗TNF-α製剤は中止しなかった

症例（１）小林 【細隙灯顕微鏡所見と視力・治療経過】

初診時(2020/10/7)

視力
右（0.6）
左（0.6）

2020/10/21

視力
右（0.7）
左（0.6）

視力
右（1.2）
左（1.2）

2020/11/18
右眼 左眼 右眼 右眼左眼 左眼

0.5％レボフロキサシン 両2回

0.1％ヒアルロン酸ナトリウム 両4回

0.02％フルオロメトロン 両2回

治療用SCL装用

治療開始2か月後ゴリムマブ投与の中止、減量なく
角膜所見は改善し、矯正視力も両眼とも1.2となった。

症例１ まとめ

角膜上皮障害

本症例では、コンタクトの装用歴もなく、抗TNF-α製剤との関連性

が強く疑われた

discussion

一般的な角膜上皮障害の治療で治癒したが、他に原因は考えられる

のか？ この治療で良かったのか？

症例（１）小林

症例2 67歳 男性
【現病歴】

20XX年9月11日、高速道路工事作業中、パワーブロイラー（酸
化カルシウム、水酸化カルシウム、石灰）が眼に入り、近医A眼
科、B病院眼科を受診した。洗眼しB眼科に入院となり、翌日当
院紹介受診となった。

受傷時、保護メガネは装用しておらず、職場での指導もなかった

【既往歴】

高血圧症

左眼は若年期の外傷性網膜剥離で受傷前からみえていなかった

症例（2）小林
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初診時所見
【視力】RV=40cm/HM(n.c.) LV=SL(+)

【眼圧】アイケア 右23mmHg 左12mmHg

【細隙灯顕微鏡所見】

右眼
結膜下出血
耳側結膜に茶褐色の異物+
角膜全体の上皮欠損
実質混濁
輪部含め全体に混濁
瞳孔領ぼんやり透見可能

左眼
角膜7時方向に上皮欠損
brown cat donesis+

右眼 左眼

右眼 左眼

治療戦略

診断：両眼アルカリ外傷 右：木下分類3ｂ 左：木下分類2

治療：

①抗生物質点眼 0.5％クラビット 両5回

②リンベタ点眼 両5回

③ 1%アトロピン 両2回

④タリビッド軟膏眠前

⑤内服PSL 30mgから漸減

⑥右羊膜移植

症例（2）小林

羊膜移植
（外傷後１週間）

羊膜移植
４日後

羊膜移植
８日後

10月2日

２週間後
羊膜除去 10月13日

10月13日
F

10月18日
F

２週間後
羊膜除去

4週間後

3週間後

3週間後

4週間後

６週後 ８週後

１１週後

１１週後 12月6日

４日後 12月25日３週間後 ６週後 ８週後

８週後

６週後 ８週後

瞳孔領の羊膜+カルシウム沈着除去

４日後 ３週間後 ６週後
右BCVA（0.06）
ADL改善 独歩可能

右BCVA（0.15）

症例2 まとめ

角膜化学外傷

重症アルカリ外傷に対して、通常の保存的治療と共に、急性期に羊
膜移植を施行した。術後のカルシウム沈着を除去したことで、視機能
が改善した。

discussion

この治療で良かったのか？

症例（2）小林
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症例１ 15歳男児

充血と眼脂+ 結膜炎で加療中

→「見えなくなった」と近医へ

→→即日紹介

第44回日本眼科手術学会学術総会
インストラクションコース
「眼表面疾患の治療戦略」

症例呈示

朝里中央病院 眼科 花田一臣

日本眼科学会利益相反開示【利益相反公表基準】該当無し 治療戦略
診断：

meibomitis-related keratoconjunctivitis: MRKC

マイボーム腺炎角結膜上皮症（フリクテン(P)型)

→角膜穿孔に発展

治療：

①MRKC クラリスロマイシン内服 ステロイド点眼

眼瞼縁の清拭 治療用CL装用

②角膜穿孔 小さく、視軸にかからず

☆整容面も考慮→ mini-LKPを採用

☆①を先行→②までの待機期間：できるだけ改善を目指す

症例（１）花田

症例（１）花田

クラリスロマイシン+0.1FM
治療用CL装用

v.s. =0.3(1.2×s+1.0D=c-1.0D Ax65°)

mini-LKP術後

１W

症例１ まとめ
マイボーム腺炎角結膜上皮症（MRKC）

細菌に対するアレルギー 角膜穿孔などで重篤化も

mini-LKP

小さな穿孔に有効 丈夫な眼表面を獲得できる

惹起乱視の最小化に貢献できる

discussion

病名が病態を表している「名前は大事。」

術式：無縫合がよかった？ 羊膜スタッフでもよかった？

症例（１）花田

症例２：40 歳女性

周辺部角膜潰瘍→伸展＋

ベタメサゾン点眼投与中→感染性角膜炎 擦過物：黄ブ球菌＋＋ →→紹介

初診時

症例（２）花田

治療戦略①「自己免疫性？角膜炎に細菌感染合併。」

診断：

①周辺部潰瘍→ステロイド点眼で「局所易感染状態」

②感染性角膜炎 ①と②治療の軸足は？？

治療：

①免疫抑制→ステロイド全身投与へ変更

②同定菌に対する抗菌剤投与

①＞②で加療開始

☆どのぐらい投与すれば良いのだろう？？

☆「仕事は休めない」：通院加療でコントロール可能か？

症例（２）花田
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第Ⅱラウンド：壊死性？角膜潰瘍

プレドニン内服を漸増（〜２０ｍｇ）→角膜潰瘍の進行は止まらず

感染巣は菲薄化してデスメ瘤→穿孔 「入院加療へ」

処方変更後５ヶ月

症例（２）花田

治療戦略②「保存的治療、奏効していない。」

診断：

実質の壊死→デスメ瘤・穿孔

治療：

治療的角膜移植「壊死した実質を除かないと上皮化しない」

・LKPを選択

・輪部は1/4 程度残っている→上皮幹細胞は「自前で」

既往を整頓：

摂食障害＋不眠で長期治療中。るいそうとうつ状態

☆治療コンプライアンス：得られているのか？

症例（２）花田

第Ⅲラウンド：術後の上皮障害

大きなLKP＋ブラウン手術（3/4周）後 → 上皮粗造・欠損が遷延

LKP後3ヶ月LKP後1ヶ月

涙点プラグ（上下）
人工涙液
治療用CL装用

症例（２）花田

治療戦略③ 「遷延性角膜上皮欠損。」

診断：

LKP後の遷延性角膜上皮欠損（原疾患：自己免疫性角膜潰瘍）

治療：

羊膜パッチ

耳側１/３にタルゾラフィー

LKPと同時に行っておけば良かったのか？？

瞬目少（麻痺性角膜症か？）ドライアイ見抜けなかった。。。

症例（２）花田

部分タルゾラフィー

兎眼 ドライアイ

神経麻痺性角膜症 に対応

瞼縁1/3縫合で表面積半減

症例（２）花田

縫合

（開始→終了）

パッチ
羊膜

ロックして

連続縫合

角膜

●

羊膜パッチ

角膜輪部疲弊

上皮接着不良 に対応

症例２ 論点のまとめ

病態：自己免疫性疾患に感染症を合併

初動は適切だったのか？

治療コンプライアンス：見抜けず？

方針転換：中途半端？

治療方策：大きなLKPで輪部機能不全→遷延性角膜上皮欠損

時期と術式は適切だったのか？

KEPや輪部移植の要素を加えれば遷延化は回避できた？

基礎にドライアイ：見抜けず？

症例（２）花田
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Case 1 : 角膜穿孔

• 88歳：
• 女性

• 主訴：
• 左眼 眼脂・視力障害

• 原病歴：
• 以前より慢性結膜炎を繰り返し、抗菌治療を繰り返していた。数日前より眼
脂と充血が著明となり、本日より急激な視力障害となり受診

• 既往歴：
• 特になり

周辺部角膜潰瘍・穿孔

前房消失

鼻側 眼脂

涙点腫脹

診断：涙小管炎起因性の周辺部角膜穿孔

• 非感染性
• Mooren 潰瘍

• リウマチ性周辺部角膜潰瘍

• カタル性角膜浸潤

• Terrien周辺部角膜変性

• 薬剤毒性（NSAID)

•感染性
• 細菌性角膜潰瘍

• 周辺部角膜ヘルペス

周辺部角膜潰瘍・穿孔の鑑別
免疫関連角膜周辺部病変の鑑別免疫関連角膜周辺部病変の鑑別

Peripheral 

Cell Infiltration

Peripheral 

Corneal Ulcer

No

Inflammation

Lucid

Interval (+)

Lucid

Interval (-)

Catarrhal

Ulcer

Scleraitis (-) Scleraitis (+)

RA factor (-) RA factor (+)

Mooren’s

Ulcer

Rheumatoid

Ulcer

Terrien

Degeneration

Mooren’s

Ulcer

Rheumatoid

Ulcer

涙小管炎起因性の周辺部角膜穿孔

•涙点接触近傍の周辺部角膜穿孔

•高齢者

•慢性的眼脂

•診察時の鼻側眼脂付着

•角膜感染症は認めない

•涙小管炎（涙点腫脹・涙小管炎）

•他の周辺部角膜潰瘍と鑑別

まれな角膜穿孔のポイント

• 涙小管炎関連角膜穿孔
• 高齢者の眼脂を伴う周辺部角膜穿孔では涙小管炎の有
無を確認する

• 非感染性免疫疾患との違いを理解しておく

• 涙小管炎の治療をまず行う

• NSAID関連角膜穿孔
• 重症ドライアイやシェーグレンとの関連性が高い

• 白内障術後の投薬に注意がいる

25 26
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OD OS

Case 76歳 男性

原病歴：
長期に両眼のドライアイと慢性結膜炎にて加療す
るも、著明な癒着の進行と視力低下をきたし紹介。

76歳 男性 瞼球癒着の進行
瞼球癒着・偽翼状片の鑑別と注意点

• 外因性
• 熱傷
• 化学外傷
• 再発翼状片
• 手術後

• 内因性
• 眼類天疱瘡
• SJS
• GVHD
• 周辺部角膜潰瘍

角膜厚
輪部疲弊症の程度

両眼性
原疾患の炎症コントロール
ドライアイ合併
眼瞼機能

Mucous Membrane Pemphigoid (MMP)

• 自己免疫疾患

• Female : Male = 1.6 : 1

• 1 in 20,000 – 46,000

• HLA-DQ(B1) allele

• 表皮下水疱

• 眼類天疱瘡 (63%)

• Mucus Membrane

Pemphigoid (37%)

福本 日眼2012

MMP(OCP)の治療の考え方

Medicalな
治療選択

手術適応外

手術介入

⚫活動性に対応した薬剤選択
⚫上皮保護による消炎
⚫眼瞼機能の維持

⚫結膜嚢形成(AMT)
⚫角膜上皮移植
⚫ Stem Cell Protection
⚫角膜移植(PKP/LKP)

Surgicalな
治療選択

慢性期のOCPケア

ステロイド点眼
• 0.1％フルメトロン、
• 0.1%リンデロン、リンベタPF
• タクロリムス

人工涙液 / ドライアイ点眼
ヒアルロン酸、ムコスタ

点眼

睫毛管理
眼瞼形成
涙点プラグ

＋

全身

Corticosteroids 
(1-20mg / day)

Cyclophosphamide
（エンドキサン）
(50mg / day)

CellCept
500-1000mg / day

眼表面管理

Take Home PointsTake Home Points

• 結膜嚢短縮や瞼球癒着を見逃さない。

• Medicalな治療が進行予防には必須。

• 治療抵抗性には適切な時期に外科的治療介入が有効。

• 外科治療の適応と総合的な術後管理が重要。

31 32
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症例呈示

東京歯科大学市川総合病院眼科

島﨑潤

第44回日本眼科手術学会学術総会
インストラクションコース
「眼表面疾患の治療戦略」

日本眼科学会利益相反開示

【利益相反公表基準】

該当無し

症例1：78歳女性

•長野県在住。視力低下で近医受診。白内障指摘され術
前検査を行ったところ、角膜内皮減少を指摘され、内
皮移植との同時手術を勧められて紹介受診

•既往歴、家族歴：自己免疫性肝炎、結腸憩室穿孔（い
ずれも現在落ち着いている）

初診時所見

•視力：
• Vd=0.2(0.5p)

• Vs=0.1(0.3p)

•眼圧：12/14 mmHg

•スリット所見：供覧

•眼底：著変なし

右眼 左眼

角膜所見
内皮密度: 1059/813 /mm2、guttataあり

前眼部OCT: 両眼正常、角膜厚：461/434μm

治療選択

1. 経過観察

2. まず白内障手術

3. 白内障手術と角膜移植の同時手術

当科での内皮が少ない白内障の成績
(Yamazoe K, et al. JCRS 2011;37:2130)

• 対象：2006年1月〜2010年5月に白内障手術を施行した3.558眼のう

ち、術前ECDが1.000cells/mm2未満であった53例61眼 (1.7%)

• 角膜浮腫を認めた症例、他の手術との同時手術例は除外

• 男性12眼、女性41眼 （平均年齢72.3±9.8歳）

• 術式：全例で超音波乳化吸引術、ソフトシェル法使用

• 平均観察期間： 14.6±11.0カ月 フックス, 

20

LI後, 16

移植後, 

10

緑内障術後, 3

外傷後, 3

内皮炎, 2

その他, 

10

原疾患の内訳

結果

• 内皮減少率：11.5±23.4%

• 角膜浮腫発症：9眼（14.8%）

↓

• 80%以上で透明角膜を維持

術前 術後 P

LogMAR視力
（小数視力）

0.61±0.51
（0.25）

0.34±0.50
（0.46）

< 0.001

眼圧（mmHg） 13.1±3.9 11.3±3.8 < 0.001

ECD（/mm2） 692±172 611±203 0.001

内皮減少眼と正常眼で内皮減少率に差はない（Hayashi K, et al. JCRS 2011;37:1419）

結論：内皮が少なくても、角膜が透明で浮腫がないなら、まず白内障手術をやるのがいい

今回の症例：両眼PEA+IOL施行（ソフトシェル）

• 術後視力：両眼 (1.0)

• 内皮密度：762/697/mm2

• 角膜厚：456/441μm

37 38
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症例2：73歳、男性

•秋田県在住。以前よりヘルペス角膜炎を繰り返し、しばらく落
ち着いていたが、角膜菲薄化が進行して角膜移植が必要と言わ
れて紹介受診

•既往歴、家族歴：特記すべきことなし

•右眼視力：0.2(0.4 x cyl -2.0DAxV)

初診時所見

• 著明な角膜菲薄化

• デスメ膜瘤

• 強い不正乱視

• 内皮密度は保たれていそう

↓

• DALKを選択

DALK術後経過
• 2020/11/19 R) DALK（layer-by-layer)

6時方向にmicroperforation+、前房が保た
れていたため、中央5ミリのみデスメを露
出、エアーを入れて終了

術翌日

術後４日

二重前房遷延のためエアー注入を予定

DALK術後5日

デスメ膜破裂、ロール

再手術後経過

再手術翌日 再手術1週後

本症例の？？

•なぜDALK後1週間経って急にデスメ膜が破裂し
たのか？

•なぜうまくデスメ膜が整復できたのか？
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