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挙筋機能
(mm)

開瞼状態（MRD）から下垂程度
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軽度 中等度 重度

海外での総説では

Cetinkaya A, et al. Current Opinion in Ophthalmology. 2008

ミュラー筋短縮術
MMCR

挙筋腱膜前転法

挙筋短縮術

前頭筋吊り上げ術

実際には選択に
迷う症例もある

症例：34歳男性

成人の先天眼瞼下垂例
挙筋機能５㎜であり、挙筋短縮術を施行

挙上効果が得られず、つりあげ術を施行

瞼板前面を露出した際に剥離した挙筋腱膜を再度、瞼板に縫合

挙筋機能を維持した状態で、
つりあげ術による眼瞼下垂の矯正が得られた
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症例：33歳女性

右先天眼瞼下垂
10歳時に眼瞼挙筋短縮術
数年前から角膜潰瘍を繰り
返すため、当科を受診した

全身麻酔下
兎眼を認める

挙筋腱膜を瞼板より切離 眼窩隔膜を翻転しフラップ
を作成、挙筋腱膜を延長

ゴアテックスを固定 術終了時
兎眼が改善している

眉毛を挙上させることで
開瞼可能

開瞼機能を維持しながら、
兎眼および角膜上皮障害も
改善

多くの症例は術者の慣れ親しんだ手術で対応可能

ただ、時に適応を迷う症例もある

高い患者満足度、合併症の回避には、個々の症例に
応じた術式選択、オーダーメイド治療が求められる

多くの術式を知ることで、症例に応じた術式の
オーダーメイド化につなげていただきたい
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第44回眼科手術学会
インストラクションコース

挙筋腱膜前転

京都府立医科大学眼科 中山 知倫

はじめに

• 眼瞼下垂症は日常診療で診る機会の多い疾患の
一つであり、眼瞼下垂症手術も数多く行われて
いる

• 眼瞼下垂症手術は眼瞼の解剖についての知見が
明らかになるにつれて、進歩してきた

• 挙筋腱膜前転術は挙筋腱膜のみを短縮する事で、
眼瞼の挙上を得る術式である

(Anderson R, Beard C. The levator aponeurosis: Attachments and their clinical significance. Arch Ophthalmol. 1977;95:1437-1441.)

上眼瞼の解剖

皮膚穿通枝

• 眼瞼挙筋は横紋筋で、動眼神経の上枝によって支配される

• 眼瞼挙筋は総腱輪より起始し、上直筋の上方を通り、
途中でWhitnall靭帯に横断され、終端が挙筋腱膜になる

• 眼瞼挙筋から挙筋腱膜への移行部は上眼瞼の瞼板上縁から
15-17mmに位置し、そこでWhitnall靭帯が横断している

• 挙筋腱膜は14-20mmの長さであり、瞼板前面が停止部である

• おおよそ瞼板上縁にて重瞼を構成する皮膚穿通糸が存在している

• 眼瞼挙筋は眼瞼挙上において最も作用する力の大きい筋肉である

上眼瞼の解剖

(Anderson R, Beard C. The levator aponeurosis: Attachments and their clinical significance. Arch Ophthalmol. 1977;95:1437-1441. )
(Finsterer J. Ptosis: Causes, Presentation, and Management. Aesthetic Plast Surg. 2003;27:193-204. )
(Iliff JW, Pacheco EM: Ptosis surgery. In: Tasman W, Jaeger EA Eds. Duane’s clinical ophthalmology. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, pp1-18, 2001.)

眼瞼下垂の分類と評価
• 眼瞼下垂の病因は先天性と、後天性に分類され、さらに後天性は、

筋性、膜性、神経性、機械性、外傷性に分類される

• 眼瞼下垂はその名の通り上眼瞼が下がることで、瞼裂幅が狭くなり、
整容面への影響と、視機能への影響がある

• 評価は眼瞼の位置と挙筋機能にてなされる

• 瞼裂幅を評価する指標として、上眼瞼縁から瞳孔中心までの距離を測定した
Marginal reflex distance 1 (MRD1)があり、MRD1が2.5mm以下では
視界が制限される事で視機能への影響があるとされる

• 挙筋機能の評価方法としては下方視時から上方視時の上眼瞼縁の移動距離を
測定し、4mm以下は挙筋機能なし、4mmから10mmで中等度の低下、
10mm以上で正常とされる

(Cohen AJ: Ptosis, adult. eMedicine, December 12, 2001 )
(Dortzbach RK, Sutula FC. Involutional blepharoptosis: A histopathological study. Arch Ophthalmol. 1980;98:2045-2049.)
(Edmonson BC, Wulc AE. Ptosis Evaluation and Management. Otolaryngol Clin N Am. 2005;38:921–946.)
(Dresner SC. Ptosis management: a practical approach. In: Chen WP, Ed. Oculoplastic Surgery: The essentials. New York: Thieme Medical Publishers, pp1-10, 2001.)

手術の適応
• 挙筋腱膜前転術は挙筋機能のない症例には効果がない

• 治療可能な疾患による続発性の眼瞼下垂については、
眼瞼下垂への手術加療よりも、原疾患への加療がされるべきである

• 外傷性のものは、自然軽快、あるいは下垂の程度が変わることがあるため、
受傷後半年程経過してから手術を考慮した方が良い

• 動眼神経麻痺による場合、脳動脈瘤の関与が疑われ、注意が必要である

• これらを除外して、MRDが4mm以下で、挙筋機能が4mm以上であれば
挙筋腱膜前転術ないし挙筋腱膜＋ミュラー筋短縮術の適応となるが、
大前提は患者の希望があることである（視機能に関わるのは2mm程度以下）

• 挙筋機能が中等度低下（挙筋機能5-10mm）している場合、挙筋腱膜前転術では
前転量が多くなり、手術後に下方視時の眼瞼縁の上昇や兎眼のリスクが上がるため、
挙筋腱膜＋ミュラー筋短縮術が望ましい
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術前評価
(1)MRD1と挙筋機能

・MRD1は挙筋腱膜をどの程度前転するかを想定するために有用である
・先述の通り、もし挙筋機能が中等度低下（挙筋機能5-10mm）している場合、
挙筋腱膜前転術では前転量が多くなり、手術後に下方視時の眼瞼縁の上昇や兎眼の
リスクが上がるため、このような場合には挙筋腱膜＋ミュラー筋短縮術が望ましい

(2)眼表面疾患

・ドライアイまたはその他の上輪部角結膜炎のような、眼表面と眼瞼との
摩擦が影響している疾患がある場合では術後に症状が悪化する可能性がある
・そのため、術前に患者の症状が軽度であったとしても、眼表面疾患について
適切な診断を行うことが重要である

(3)内服薬

・抗血小板薬、抗凝固薬は術後出血のリスク要因としてよく知られている
・しかし、眼瞼の手術については、術前にそれらの薬剤の内服の事実を知り、
術中のより丁寧な止血を行うことで十分に対応でき、実際にそれらの薬剤を
中止する必要はないと考えている

手術
1. 切開線デザインと局所麻酔

・基本的に切開線は術前の重瞼線と合わせる

・アジア人の場合は、平均として男性では睫毛よりおよそ4mm程度上方に重瞼線があり、女性では

睫毛より6mmに上方に重瞼線があるため、術前に切開線がない場合、基本的にはこれらの位置に切

開線をデザインする

・局所麻酔は、我々の施設では1%リドカインに100,000倍エピネフリンを添加したものを、30G針に

て経皮的に眼輪筋下と経結膜的に結膜下に注入するが、結膜下麻酔については、エピネフリンが

ミュラー筋を収縮させ、術中の眼瞼挙上の定量が難しくなるため、麻酔薬にエピネフリンを添加せ

ずに使用するのも良い

2.   切開と止血

・皮膚切開に当たっては、デザイン通りに切開行うことが大切で、両手の使用可能な指を用いて切

開部分に適切なテンションをかける事が正確な切開のためには重要である

・切開部を両手の指でしっかりと広げ、出血点を確認する

・バイポーラーを用いる場合は、先端部を閉じずに少し広げたままを保ちながら止血を行うと効率

的である

手術
3. 瞼板の露出

・眼輪筋を有鉤鑷子で把持し、患者尾側やや上方へ引き上げると同時に切開したい部分にテンション
がかかるように指で切開創を患者頭側へ引きながら、皮下組織と眼輪筋をマイクロ剪刀で切開する
・出血をさせないように、切開する部分はあらかじめバイポーラーで焼灼しておく事が重要である

4. 挙筋腱膜とミュラー筋の剥離

・挙筋腱膜を有鉤鑷子で把持し術者側へ引き上げながら、マイクロ剪刀を用いてミュラー筋から剥離
していく
・挙筋腱膜とミュラー筋の間の結合組織は疎であり、結合自体は強くないため、その剥離はそれほど
難しくないが、挙筋腱膜とミュラー筋の間の脂肪量が多かったり、挙筋腱膜の欠損があったりする場
合には、剥離は難しくなる
・このような場合には、挙筋腱膜前転術から挙筋腱膜＋ミュラー筋短縮術への変更も考慮する事が必
要となってくる

5. 眼窩隔膜切開

・挙筋腱膜の後面が露出できたら、挙筋腱膜を患者尾側方向へ引きながら、挙筋腱膜の表面が露出さ
れるまで眼窩隔膜を横方向に切開する

手術
6. 挙筋腱膜前転と瞼板固定

・挙筋腱膜の表面と裏面が露出できたら、挙筋腱膜を瞳孔上で瞼板上縁から3分の1
下方の位置に6-0ナイロン糸で仮止めする
・挙筋腱膜前転量が決定したら、挙筋腱膜の内側と外側も同様に瞼板に縫合して眼
瞼の形を整える

・望ましい眼瞼形状になるまで固定し直す事が重要である

7. 重瞼形成

・挙筋腱膜を瞼板に縫合した後、余剰となった挙筋腱膜を切除し、重瞼を形成する
事で術後の眼瞼内反を予防するために、挙筋腱膜の断端と眼輪筋を7-0ナイロンに
て外側、中央、内側の３点で固定する

8. 皮膚縫合

・皮膚縫合には7-0ナイロンを用いる
・重瞼を美しくするため、患者尾側の皮膚よりも患者頭側の皮膚は少し厚みをもた
せて通糸し縫合を行う

術後フォロー
• 眼瞼は血流が豊富であり、術後感染のリスクは低いため、

術後の予防的抗菌薬投与は必ずしも推奨されないという意
見もある

• 我々の施設では念のため第一世代セフェム抗菌薬を術後３
日間分処方し、術後の創部には抗菌薬軟膏を塗布してもら
い、抜糸は術後１週間以降で行なっている

• 我々の施設では術後の創部の腫脹軽減のため、氷で冷やし
てもらうよう患者には説明している

• 腫脹が完全に消失するのは3から6ヶ月間を要する

(Hakimbashi M, Kikkawa DO, et al: Complications of Ptosis Repair: Prevention and Management. In: Cohen AJ, Weinberg DA, Eds. Evaluation and Management of Blepharoptosis.
New York: Springer Science+Business Media, pp-275-287, 2011.)

術後合併症
• 眼瞼挙上量の低矯正と過矯正が最も多く、明らかな矯正不良であれば術後すぐ

に再調整を行うことは有効であるが、そうでなければ腫脹が軽減するのを待つ
ことで改善する場合も多い

• 眼瞼内反や眼瞼外反、重瞼の左右差など、術後の眼瞼形状が問題となることも
あるが、この場合も重度なものでなければ、腫脹の軽減でそれほど目立たなく
なる事も多いため、まずは経過観察とする事が多い

• 術後出血や血腫は、術中の止血が適切であればほとんど起きることはない

• 球後出血は最も重篤な合併症であるが、眼瞼手術の場合は極めてまれであるが、
報告はあるため注意が必要である

• 患者には不調を感じたらいつでも受診するように伝え、医療側もそのような環
境を整えておく事が重要である

(Hass AN, Penne RB, et al: Incidence of post blepharoplasty orbital hemorrhage and associated visual loss. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2004;20:426–432. )
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Dannoue Eye Clinic

～オーダーメード化を目指して～ vol.4

ミューラー筋タッキングによる眼瞼下垂手術

医療法人社団栄和会

だんのえう眼科クリニック

檀之上 和彦

第44回眼科手術学会
インストラクションコース

Dannoue Eye Clinic

MRDの重症度分類と挙筋機能による手術方法の分類

当院での分類海外での総説

Dannoue Eye Clinic

講演内容

• 手術手技のエッセンス

• 治療成績

• 術後視機能

ミューラー筋タッキングの…

Dannoue Eye Clinic

皮切デザイン

• 余剰皮膚

• 重瞼線作成のポイント
6〜10mm

皮切デザイン

外側は広め

疼痛管理

• 2％キシロカインE+0.5％マーカイン

• 皮下注射

• 術前セルシン10mg内服(希望のみ)

• 術後ロキソニン内服３回

Dannoue Eye Clinic

• モスキートペアンにて反転

し瞼板が弓なり状になるよ

うにテンション

• 挙筋腱膜とミューラー筋の

剥離（疎な結合）

瞼板露出、ミューラー筋露出

瞼板

ミューラー筋

Dannoue Eye Clinic

ミューラ筋タッキング

• ①挙上したい量の

3倍をタッキング

• ②2か所から3か所

• ③幅と深さに留意

約10mm
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Dannoue Eye Clinic

炭酸ガスレーザーを用いたミューラー筋タッキング術の
術前後のMRDの変化

眼瞼下垂術前のMRDの分布 眼瞼下垂術後のMRDの推移

0.51±0.74

2.40±0.57

2017年6月～2018年9月 73例145眼

Dannoue Eye Clinic

2020/12/18

NGENUITY® 3D ビジュアルシステムを
用いた眼瞼下垂手術

• 広い視野での手術

• 解剖学的な高い視認性

• スタッフへの画像の共有

Dannoue Eye Clinic

眼瞼圧：摩擦亢進
• 角膜乱視の変化

• 上方視野の狭窄

光束が制限：
• コントラスト感度
• 収差
• 視力

眼瞼下垂と視機能

Dannoue Eye Clinic

眼瞼下垂の術前後における乱視の変化

KS:強主経線

KF:弱主経線

KS:強主経線

KF:弱主経線

術前 術後1か月

惹起乱視？

Dannoue Eye Clinic

眼瞼下垂術前後の惹起乱視の分布と平均（Ｊａｆｆｅ法）

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

0-0.2 0.2-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 3.0-

加齢性眼瞼下垂（AP）群 : 0.78±0.70(D)
コンタクトレンズ関連眼瞼下垂（CLP）群: 0.82±0.88(D)

(%)

(D)

惹起乱視

2020 臨床眼科学会 檀之上ら（in prepartion）

Dannoue Eye Clinic

眼瞼下垂術前後の惹起乱視の分布と平均（Ｃｒａｖｙ法）

(D)(D)

AP群 CLP群

CLP群は-0.28±1.07 Dで52％が倒乱視化AP群は0.11±1.22 Dで58％が直乱視化

2021 日本眼科手術学会 檀之上ら（in prepariton）
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挙筋短縮術

2021年1月29日

眼科手術学会 京都

慶應大学病院 眼科学教室

太田 優

眼瞼の解剖

上眼瞼挙筋腱膜

皮膚穿通枝

瞼板上眼瞼

眼瞼下垂の程度分類

MRD (margin reflex distance)

MRD

上眼瞼縁から角膜反射までの距離

瞼縁が瞳孔上縁より下(MRD=0～1mm)
↓

上方の視界不良

手術適応

MRD-１

MRD-２

① 下方視させて上眼瞼下縁に

目盛りをあわせる

② 眉毛部を押さえて前頭筋を使わない
ようにして、上方視をしてもらう

注意点

・角膜の中央で測る

・顔と定規が離れすぎないようにする
正常は１０mm以上
（１０mm以下のものは挙筋機能不良で通常の挙筋短縮術ではあがらない可能性がある）

挙筋機能 （levator function) の測定

手術適応

挙筋機能 良好例 ⇒ 挙筋短縮術

挙筋機能 不良例 ⇒ 前頭筋吊り上げ術

① 皮膚切開

内眥靭帯
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② 眼輪筋と眼窩隔膜のを剥離

眼輪筋（横方向の筋繊維）と眼窩隔膜の間を
メルクマールに剥離していく

③ 瞼板上縁の同定/挙筋の後面を剥離

瞼板上の眼窩隔膜を開けた後、
開けた隔膜に釣り針をかけなおす
⇒ 瞼板がたち、瞼板の上縁がわかりやすくなる

Muller筋を外すとき、止血しながら、きれいに瞼板上縁で
はずす
止血の際は（下が結膜１枚なので）角膜熱傷に注意

④眼窩隔膜を開け挙筋の前面露出/挙筋前転 挙筋短縮術

皮膚縫合の運針の比較

創へ向かって
浅く運針

結紮すると
内反，陥凹

創から離れる
向きで出す

創から遠くに向かって
深く運針

結紮すると
外反，盛り上がる

カウンターを当てて,外反させて
創へ近づく向きで出す

対側へ同じ深さを
確認して

Inverting suture

Everting suture

挙筋短縮術

• 解剖の理解が重要

• 止血はしっかり行い、術野をきれいに保つ

• それぞれの組織や層を意識しながら、挫滅や合併症の少ない
手術を目指す

7 8

9 10

11 12
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前頭筋吊り上げ

末岡 健太郎

広島大学大学院 医系科学研究科 視覚病態学

第44回 日本眼科手術学会学術総会（国立京都国際会館）
インストラクションコース7 眼瞼・眼窩・眼形成・視神経・眼腫瘍
「眼瞼下垂手術 〜オーダーメイドを目指して〜 vol.4」 2021.1.29

適応

• 挙筋機能が8mm以上でgood、5-7mmでmoderate、4mm以下

でpoor1) と評価。 1) Anderson RL, et al (1979) Arch Ophthalmol 97: 1123-8

• 挙筋機能がpoor(4mm以下)な症例は前頭筋吊り上げ術の適応とな

る1,2)。 2) Wagner RS, et al (1984) Ophthalmology 91: 245-8

※ 上方視時、上直筋収縮で間接的に2mm挙上する。

→ 挙筋機能評価で2mm = 真の挙筋機能はゼロ

67y/o, M

MRD-1 : 右) 3mm 左) 0mm

挙筋機能: 右) 9mm  左) 3mm

Cetinkaya A, et al (2008)
Curr Opin Ophthalmol 19: 428-34

前頭筋吊り上げ術

• 前頭筋と上眼瞼を吊り上げ素材でつなぎ、眼瞼縁から眉毛上までの

距離の伸展を抑え、ダイレクトに前頭筋機能を上眼瞼に伝える。

術前 吊り上げ素材

5y/o M,  軽い開瞼時 最大開瞼時 最大開瞼時軽い開瞼時

術後

× ×

吊り上げ素材

• 自家組織：大腿筋膜、側頭筋膜、長掌筋腱など

• 人工材料：糸 (ナイロン、ゴアテックス® )、シリコーンロッド、人

工硬膜ゴアテックス® シート、眼瞼下垂用サスペンダー®など

• アメリカ眼形成学会（ASOPRS）会員208名からのアンケート3)

– シリコーンロッド 71％、自家大腿筋膜 34％、保存大腿筋膜 24％、

非吸収糸 13％、ゴアテックス® 8％

3) Aakalu VK, et al (2011) Ophthalmic Plast Reconstr Surg 27: 270-6

筋膜 シリコーンロッド サスペンダーナイロン糸
ゴアテックス
シート

長所、短所

• 組織親和性、再発率、感染などの合併症を総合的に考慮し、自家組

織の大腿筋膜が一般的に推奨されている4-6) 。
4) Ben Simon GJ, et al (2005) Am J Ophthalmol 140: 877-85

5) Wasserman BN, et al (2001) Arch Ophthalmol 119: 687-91

6) Tyers AG, et al (2008) Colour Atlas of Ophthalmic Plastic Surgery 94-5

7) Yoon JS, et al (2009) Ophthalmology 116: 1405-14

8) 林憲吾ら (2013) 日眼会誌 117: 132-8

9) Hayashi K, et al (2013) Am J Ophthalmol 155: 654-63

長所 短所

自家

組織

大腿筋膜 生体組織で感染や肉芽形

成、露出が少ない

採取部の瘢痕

移植筋膜瘢痕拘縮7,8)

人工

材料

ナイロン糸 低侵襲、一時的な利用

(術後瘢痕形成が少ない)

高い再発率(62％)9)

(cheesewiring)

ゴアテックス®シート 高い生体適合性、他部位

の術操作不要

異物 (感染、肉芽形

成、露出)

大腿筋膜の瘢痕拘縮

• 移植筋膜は術後6カ月で平均15.5% (8.8～25.6％) 収縮し10)、術

後収縮量の予測および術中定量が困難である。
10) Matsuo K, et al (2009) J Plast Reconstr Aesthet Surg 62: 480-7

• 術後の筋膜拘縮による睫毛内反、兎眼が報告されている7,8)。

術後1カ月

術直後 術後6カ月

術後6カ月 32y.o./F 前医形成外科術後13年
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人工素材の感染、肉芽形成、露出

• 紐状ゴアテックスを用いた吊上げでは、結紮部の露出が多く、挿入

した人工材料の皮膚への刺激が露出の原因となる可能性がある5,11)。
11) 兼森良和 (2008) あたらしい眼科 25: 545-8 

• ゴアテックスシートの術後合併症に、感染・肉芽形成7,8)、露出 (術

後2-5カ月)12-14)があり、長期経過後も露出の可能性がある15)。
12) 安岡恵子ら (2017) 眼科手術 30: 183-6

13) 板倉秀記 (2013) 第266回広島眼科症例検討会

14) Nakauchi K, et al (2013) Clin Ophthalmol 7: 131-6

15) 末岡健太郎ら (2018) 第29回日本眼瞼義眼床手術学会

ゴアテックス®シート長期成績

• Kokuboらの報告では、97人130眼瞼中、再発はなく (フォロー

平均31.6カ月) 長期予後良好で、合併症は感染・肉芽形成が2眼瞼

(1.5％)、埋没縫合糸の露出が１眼瞼 (0.8％) と少なった 16)。

– 感染・肉芽形成：１眼瞼は切開排膿で改善、１眼瞼はシート除去 (容易

に除去でき、除去４年後でも瞼裂高は維持)

16) Kokubo K, et al (2016) J Plast Reconstr Aesthet Surg 69: 673-8

• 移植後ゴアテックス®シートの組織学的検討では、シート前面 (凹

凸面) のマイクロポアには線維組織侵入に伴う癒着が形成されてい

たが、後面 (平滑面) には癒着がなくカプセルが形成されており、

前者が長期的な吊り上げ効果につながっている可能性がある17)。
17) 渡邉佳子ら (2017) あたらしい眼科 34: 585-8

両面平滑なサスペンダー®の長期成績は？

→ これからの検討課題

手術手順とポイント

睫毛上、眉毛上部およびトンネル
作成予定ラインのデザイン

睫毛上皮膚切開後、瞼板前組織を
切開し、瞼板の上部前面を露出

眼窩隔膜下にトンネルを作成

シグマ剪刀で鈍的に剥離を進める 眉毛上切開創を頭側に超えるまで
ポケットを作成

眉毛上に出したシグマ剪刀の先を
モスキート鉗子で把持し、睫毛上
まで鉗子を誘導 (誤道形成の予防)

本症例ではサスペンダー®を使用。写真すべてsurgeon's view

手術手順とポイント

睫毛上に誘導したモスキート鉗子
でサスペンダー®を把持

モスキート鉗子を眉毛上部から引
き抜き、トンネル内にサスペン
ダー®を通す

瞼板前面 上1/3にサスペンダー®

を6-0ポリプロピレンで縫合固定
し、サスペンダー®の角を落とす

眉毛上部に出したサスペンダー®

を徒手牽引し、瞼縁の形状を確認
切開した瞼板前組織を縫合修復し、
サスペンダー®を被覆する

症例に応じて、7-0ポリプロピレ
ンでHotzを数針かける（睫毛下
垂の予防）

本症例ではサスペンダー®を使用。写真すべてsurgeon's view

手術手順とポイント

7-0ポリプロピレンで睫毛上皮膚
縫合

眉毛上に出したサスペンダー®を
徒手牽引して、眉毛上固定位置を
決定 (本症例は瞳孔上縁)

眉毛上部で前頭筋および皮下に
5-0ナイロンでサスペンダー®を
縫合固定

眉毛側のサスペンダー®の角も落
とす

眉毛上部頭側に作成したポケット
にサスペンダー®端を挿入

6-0ポリプロピレンで皮下、7-0
ポリプロピレンで皮膚縫合

本症例ではサスペンダー®を使用。写真すべてsurgeon's view

まとめ

• 眼科医には筋膜採取は困難な手技で、簡便な人工材料を使用すること

がほとんどである。ゴアテックス®シートの長期成績も良好9,16)だが、

人工物であるため合併症 (感染・肉芽形成、露出) のリスクを伴う。

• 合併症対策のために、シート端の角を落とす、瞼縁側は正常組織で十

分にシートを被覆する、眉毛上部は浅すぎない深さに十分な長さのポ

ケットを作製するなどの工夫をする。

• 両面平滑なサスペンダー®の長期成績は、今後検討が必要である。

写真すべてsurgeon's view


