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トラべクレクトミーの
良いとこのみ教えます

三栄会 ツカザキ病院
眼科 中倉 俊祐

MIGS単独手術と１年後の眼圧(N>30) )(海外データ)

Trabcutome
33.0/32.6→15.7/
15.4mmHg(JJO 2016) 

Gold Shunt
21.3→16.4mmHg
混じってる
(JJO 2017)

Hydrus(未承認)
23.1→16.5mmHg
(CEO 2017) OK

IOP

Xen(未承認)
25.8→19.5mmHg
(JOG 2018)

iStent
19.8→14.5mmHg
(Clin Ophthalmol 2015)

lotomy
25.9→17.6 mmHg
(Arch Oph 1993) 

15mmHg

S-lotomy(GATT)
26.0 → 16.4 mmHg
(JOG 2018)

2iStent(未承認)
25.5→13.7mmHg
(Ophthalmic Ther 2016)

Xen(未承認)
19.3→14.3mmHg
(EYE 2018) 40% 
Needling

フック、ブレードを用いた流出路再建術
中倉俊祐 NANO OPHTHALMOLOGY 2020年 No.57 日本点眼薬研究所 P13-16

MIGS+CAT同時手術と１年後の眼圧(N>30)(海外データ)

Trabcutome
29.9→15.2mmHg
(JJO 2016)日本人

Kahook.
19.8→13.1mmHg
(Int J Ophthalmo. 2020)

Gold Shunt
21.3→16.4mmHg
混じってる
(JJO 2017)日本人

Hydrus(未承認)
18.9→16.1mmHg
(Ophtahlmlogy2015) 

iStent
18.6→17.0mmHg
(JCRS 2012)

IOP

Xen(未承認)
21.5→15.8mmHg
(JOG 2018) 

2Stent(未承認）
19.6→14.3mmHg
(JCRS 2015)

Trabcutome
20.6→17.3mmHg
(JCRS 2015)

15mmHg

S-lotomy(GATT)
22.5 → 15.2 mmHg
(JOG 2018)

Xen(未承認)
19.3→13.8mmHg
(EYE2018)
40%Needling 

フック、ブレードを用いた流出路再建術
中倉俊祐 NANO OPHTHALMOLOGY 2020年 No.57 日本点眼薬研究所 P13-16

AJO 2000

IOP<14 mmHg以下は進行遅い

濾過手術/インプラント手術１年後の眼圧(N>30)(海外データ) 

15mmHg

Baeveldt (単独/有水晶体)
23.3 → 13.8 mmHg
(Ophthalmology 2018, PTVT study)

TLE (単独/有水晶体)
23.9 → 12.4mmHg
(Ophthalmology 2018, PTVT study) 

Baeveldt (ope+)31.7 → 13.6 mmHg
(Ophthalmology 2011)

Ahmed (ope歴+)
31.1 → 16.5 mmHg
(Ophthalmology 2011)

EXPRESS +CAT
20.9 → 15.1 mmHg
(JOG 2009) 

EXPRESS 
27.9 → 13.5 mmHg
(JOG 2009) 

IOP

Baeveldt +CAT
23→ 14 mmHg (BJO 2017)

TLE +CAT
20.4 → 15.0mmHg(Bull Soc Belge Ophtalmol (1998) 

TLEは単独でしかも有水晶体眼がよい

JAMA Ophthalmol. 2014;132(1):69-76. 

1年後にIOP<15mmg

Phakic group:12.0±4.8mmHg

Pesudophakic

group:14.4±5.7mmHg
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メリット①日内変動がなくなる＝いつもいいIOP

Fluctuation of intraocular pressure in glaucoma patients before and 

after trabeculectomy with mitomycin C.Wasielica-Poslednik J., et al.
PLoS One. 2017 Oct 4;12(10):e0185246.

Before TLE

After TLE

N=92, 術後80%点眼なし

Before TLE
日内変動: 8.6mmHg

AfterTLE
日内変動: 4.9mmHg
(Δ変動:phakic 5.0> 
peudophakic 2.3 mmHg)

メリット②高いところでも安心

High Altitude-associated Changes in Intraocular Pressure 
Abrogated by Trabeculectomy.
Foulsham W, Tatham AJ. J Glaucoma. 2017:957-960

Himalaya.

IcareHOME
66歳、POAG登山家、両LASIK
右TLE眼

標高

AfterTLE
標高変動右:ほぼ変化なし

左:8.5mmHg↑

TLE TLE

Trabeculectomy Can Improve Long-Term Visual Function in Glaucoma.
Caprioli J, et al Ophthalmology. 2016 Jan;123(1):117-28.

メリット③網膜感度が改善する
TLE術後のリバーサルcuppingは、
①眼圧がよく下がるほど、
②年齢が若いほど、

③術前のＣＤ比が小さいほどよ
い。
④またMD値の回復に関係する

リバーサル
Cupping

リバーサルCuppingの大きさ(-の方が前房側)

LETは若い人で、早期～中期で眼圧を強力下
降するほど恩恵がある？

今のMIGS適応と反するとこある

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977004/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26602970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26602970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26602970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26602970
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メリット④ 術後点眼フリー▶BAKの影響がない
Steven DW, et al. Preservatives in glaucoma 
medication. Br J Ophthalmol. 2018;102:1497-1503. 

BAK

○結膜→アポトーシスの促進、炎症

○角膜上皮→アポトーシスの促進、炎症

○線維柱帯→細胞減、形態変化、アポトーシ
スの促進、BAK自体が蓄積
▶IOP↑？

○水晶体上皮→CAT進行（Blue Mountains Eye Study; 緑内障

点眼使用患者にCATが多い）

長期BAKでIOP⇗？

BAK

Breusegem C.,et al. Preoperative nonsteroidal anti-inflammatory drug or steroid and outcomes after trabeculectomy: a randomized 
controlled trial. Ophthalmology2010;117:1324–30.

緑内障点眼は続行し、1ヶ月前から人工涙液, NSAIDS, フルメトロン0,1%を4回/y投与する

人工涙液 フルメト0.1NSAIDS

→NSAIDSとフルメト群で術後のNeedlingと抗緑内障点眼薬が減る

TLE術後成績をあげるには？？

TLE→点眼なしで3年

Dr Made Natural

メリット⑤大概外見が良くなる。

TLE

メリット⑥病型を選ばない。

MIGS
(hook, suture, lot)

OAG(NTG,POA
G, XFG)

NVG SG
(A-Vit, Aphakia, Uveitis)

◎

◎

◎ ◎

× ×

患者の病型に迷ったらTLEすればいい

👉TLEの恩恵は多数
👉中期でできれば若いいうちに、
1発で仕留めるトラべくレクトミー
をしたい。

まとめ
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Ex-pressを用いた濾過手術の
基本手技

雄山アイクリニック 東條直貴

教育セミナー「濾過手術の基本手技」
Ex-pressの禁忌

(1) ぶどう膜炎

(2) 眼感染症

(3) 重度のドライアイ

(4) 重度の眼瞼炎

(5) 閉塞隅角緑内障

(6) 金属アレルギーの既往歴のある患者

(7) その他、全身的、眼科疾患を伴うこと等を理由として医師が
不適当と判断した症例

Ex-pressの適応 (PASのある症例)

• PASが生じる疾患

• ブドウ膜炎

• 血管新生緑内障

• 閉塞隅角緑内障

• expressが虹彩で閉塞する
可能性がある

Ex-press手術のコツ①

• 強膜フラップが薄い方が眼圧が下がりやすい

• 強膜フラップが厚いと、express挿入時に強膜が
裂けることがある

• 裂けると、漏出がしばらく止まらない

• 大きく裂けると、術後expressが前房内に落下す
ることがある

• 大きく裂けた時はレクトミーにコンバートを検討
する

Ex-press手術のコツ②

•線維柱帯に挿入する

•上に向けて入れない

線維柱帯挿入 角膜挿入

角膜挿入 % (n) 線維柱帯挿入 % (n) P 値

1年後 10.5 ± 15.6 (27) 3.0 ± 12.4 (102) 0.0092

2年後 15.1 ± 18.7  (27) 5.2 ± 13.9 (102) 0.0030

3年後 23.7 ± 24.0 (22) 9.1 ± 15.2 (71) 0.0010

4年後 33.9 ± 27.3 (13) 11.3 ± 15.0 (36) 0.0009

5年後 45.8 ± 34.8 (10) 15.9 ± 22.7 (10) 0.0355

角膜内皮細胞の減少率

Tojo N et al. Int Ophthalmol. 2020
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Tojo et al. Clinical Ophthalmology 2015

Before
2228

3month
1561

9month
587

1month
2228

2month
2136 (Cells/mm2 )

線維柱帯の位置
• メルクマールは強膜岬

•強膜岬は、強膜の線維が綺麗
に並んでいるため、はっきりしとし
た白い線として見える

•強膜岬の上に線維柱帯がある

虹彩接触は有害事象？

Tojo N et al. Int Ophthalmol. 2020

虹彩接触
あり

虹彩接触
なし

ｐ値

減少率
6.4±14.1 

(92眼)
9.5±18.6 

(37眼)
0.316

Ex-press手術のコツ③

•結膜縫合は漏れないように

放射状切開部分
から漏れる

放射状切開部分
から漏れにくい

手術後の最低眼圧が５ｍｍHg以下と
6mmHg以上の結果

対象：Ex-press後
1年以上経過を見れた158眼

成功の定義： 術後21mmHg以下かつ
20％以上の眼圧下降

太い線が５mmHg以下 130眼
細い線が6mmHg以上 28眼

Tojo et al. J Curr Glaucoma Pract. 2019 

５mmHg以下
6mmHg以上

術後最低眼圧が5mmHg以下にした方が、有意に成績が良好であった
（p=0.0118）

Ex-pressのコツのまとめ
① PASがある症例は避ける

② 強膜フラップは厚くならないように
• 強膜フラップが裂けないように。裂けたらレクトミーも検討

③ Ex-pressは線維柱帯に挿入する
• 角膜内皮細胞の減少予防のため、強膜岬を同定して挿入する

④ 結膜縫合は漏出ないように
• 放射状切開は小さく。radialに縫合する

⑤ 早めに糸を切る
• 眼圧は5mmHg以下を目指すつもりで
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3. 濾過胞再建術

日本医大 中元兼二

教育セミナー 「濾過手術の基本手技」

濾過胞再建術

・ニードリング

・観血的方法

・（ニードリングにより濾過胞が形成されず）眼圧下降が
得られない時

・術後眼圧上昇時

・簡便・何度でも施行可能

・無血管濾過胞による房水漏出、遷延性低眼圧、脈絡膜剥離、
低眼圧黄斑症などの合併症を有している時

・強膜弁下癒着、濾過胞縮小時

・房水漏出時

ニードリング

・濾過胞から十分離れた部位から針（23-30G）を刺入
（術前のマッサージで膨らみやすい部位を把握しておく）

・濾過胞周囲の結膜下癒着を剥離
・房水のバック・フローがない場合、強膜下に針を進め
強膜弁を浮かせる

・点眼麻酔あるいはリドカイン結膜下注射

特に、数回のニードリングにても濾過胞縮小する場合は0.02〜0.04%MMCをニードリング
施行前に結膜下に0.1ml程度注入（2%リドカイン結膜下注射時にをMMC混注）

細隙灯顕微鏡下 ベッド上仰臥位

MMC併用線維柱帯切除術
による晩期合併症

・房水漏出、脈絡膜剥離、低眼圧黄斑症、濾過胞感染症、
overhanging blebなど・・・

• 濾過胞の無血管領域・透明な結膜や強膜弁
周囲の線維組織を切除 (図1)

• 周辺まで結膜下の癒着を十分に剥離

• （癒着強い場合0.04%MMCを塗布）

• 有茎弁を10-0ナイロン丸針などで輪部

および周辺健常結膜にwatertightに

数針縫合 (図2)

観血的濾過胞再建術（濾過胞切除結膜被覆術）

図1

図2

症例70歳代女性

術 前

観血的濾過胞再建術後2ヶ月後 8週後

眼圧13mmHg

右眼 漏出濾過胞眼圧5mmHg

眼圧12mmHg 眼圧11mmHg
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症例70歳代女性
右眼 overhanging bleb 眼圧9mmHg

術 前

観血的濾過胞再建術後

2ヶ月後

眼圧12mmHg

対象
2012年6月から2013年6月に日本医大付属病院眼科で 晩期合併症をきた
したMMC併用線維柱帯切除術眼に対し、同一術者により観血的濾過胞再
建術が施行され、術後 2ヶ月まで経過観察できた症例を後ろ向きに検討

10例10眼

・年齢(歳)： ６１．９±１０．８

・男性 6例、女性 4例

(藤田雅裕,中元兼二,高橋浩:日医大医会誌 10,2014)

観血的濾過胞再建術後の経過を調べた！
（濾過胞切除結膜被覆術）

対象

・濾過胞再建術に至る原因となった主たる合併症

overhanging bleb 

漏出濾過胞

低眼圧に伴う脈絡膜剥離

・病型：広義原発開放隅角緑内障 7眼

血管新生緑内障 1眼

ぶどう膜炎に伴う続発緑内障 1眼

1眼

1眼

8眼

落屑緑内障 1眼

(藤田雅裕,中元兼二,高橋浩:日医大医会誌 10,2014)

眼圧の推移
（全対象）

N= 9

N=10 N=10
N=10

術前 術翌日 術後1週 術後4週 術後8週

＊
＊

＊

20

10

0

N=10

Mean ± S.E.

眼
圧

(m
m

H
g)

観察期間

眼圧は術前に比し術後1週以降では有意に高かった（paired –t test, p<0.01）

(藤田雅裕,中元兼二,高橋浩:日医大医会誌 10,2014)

眼圧の推移
（各症例）

0

5

10

15

20

25

30

術前 術翌日 術後1週 術後4週 術後8週

↓

眼
圧

(m
m

H
g)

観察期間

↓

↓

↓

↓:緑内障点眼追加時期

:欠測値

経過中、眼圧が15mmHgを超えたものは7眼(70%)、
4眼(40%)が20mmHgを超えていた。術後8週で眼圧が
15mmHgを超えていたものは2眼(20%)

(藤田雅裕,中元兼二,高橋浩:日医大医会誌 10,2014)

眼圧の推移
（術後6-7年最終観察時眼圧）

観察期間

薬物治療のみで9眼中7眼（78%）は14mmHg以下

9眼中2眼(22%)はトラベクレクトミー再施行(ともに続発緑内障患者)

- トラベクレクトミー症例
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注意点

観血的濾過胞再建術：

・術式自体は単純ではあるが、かなり臨機応変な対応が求められる。

・結膜弁の壁が厚い場合は、結膜内にBSSなどを注射して、層間剥離して

テノン嚢を切除する。

・MMC併用線維柱帯切除術の晩期合併症に対しては治癒率は高いが、

術後一過性高眼圧または再度トラベクレクトミーを要する症例がある。

ニードリング：

・結膜下の癒着の強い部位は穿孔しないように慎重に針を進める、または、

後回しにする。（バック・フローした房水、麻酔薬などで癒着部位周囲を

浮かせて行うとよい）

・術早期のニードリングは責めすぎない（低眼圧・前房消失に注意）

・MMCの結膜下注射は効果的だが、量を入れすぎない

4: 緑内障インプラント（プレート付き）

東邦大学医療センター大橋病院

石田恭子

第44回日本眼科手術学会
教育セミナー14「濾過手術の基本手技」

◆日時：1月30日 16:00～17:30
◆会場：第1会場（国立京都国際会館 Annex 1）

チューブシャント手術(プレートのあるもの)

手術適応

• 代謝拮抗薬を併用した線維柱帯切除術が不成功に終
わった症例

• 手術既往により結膜の瘢痕化が高度な症例

• 線維柱帯切除術の成功が見込めない症例

• 他の濾過手術が技術的に施行困難な症例

緑内障ガイドライン第4版

• どのインプラントを使用するか？ バルベルト or アーメド
サイズは？： 250、350、PF7、PF8

• プレート設置位置：耳上、耳下、鼻上、鼻下？

• 併用手術は？ ：白内障手術、硝子体手術、その他手術

• チューブ挿入部 ：前房、後房、扁平部？

• チューブ閉塞法 ：7-0 or 8-0結紮、ステント併用

• 術直後眼圧調整：シャーウッドスリット、薬物

• パッチ素材：自己強膜、保存角膜or強膜

手術のプランニング

アーメド
(JPC sales plan)

バルベルト (AMO)

右眼 上斜筋障害＝偽Brown 症候群

鼻上側は
避けたほう
が良い

下方はCosmeticによくない、
露出しやすい
例外：シリコンオイル眼

耳上側がよい

レクトミーの瘢痕

• 結膜瘢痕、以前のレクト
ミー（結膜強膜菲薄）瘢痕、
バックリングの有無、シリコ
ンオイルの有無

• 結膜下注射で確認

耳上＞耳下
＞鼻下(アーメド注意）＞鼻上

どの象限にプレートを設置するか？

千原悦夫監修
緑内障チューブシャント手術のすべて

チューブに関するパラメーターと内皮細胞数変化

Koo EB et al. Cornea 2015

 Ahmed Valve 移植眼 39眼
 白内障手術眼 20眼

 Ahmed 移植眼で有意に減少

前眼部ＯＣＴでチューブパラメーターを測定
 Tube distance：チューブ先端と角膜の距離
 Tube length：チューブの前房内の長さ
 Tube angle ：チューブと角膜のなす角度

 多変量解析で内皮減少に関連する因子検出

Tube distance：チューブ先端と角膜の距離

 1mm近づく毎に、耳上側内皮353.1 /mm2 減少

Tube distance

Tube length

Angle

http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/3-model-fp7-3
http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/3-model-fp7-3
http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/1-model-fp7
http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/1-model-fp7
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モデル名 PF7 PF8

プレート表面の面積 184 mm2 96 mm2

プレートの横の長さ
プレートの縦の長さ

13mm
16 mm

9.6mm
10 mm

チューブの長さ 25 mm 25 mm

プレート開窓 3つ 3つ

一般的なチューブ配置
前房

(条件に応じて後房、硝子体腔）
前房

排水メカニズム 調圧弁 調圧弁

JFC sales Plan

アーメド緑内障バルブの特徴
手術時、周術期メリット

• 結膜切開範囲は、1/4象限
で手術可能

• 一方向性のバルブ：
＝低眼圧が起きにくい

• 術中に特別な処置はなし

• 留置後すぐに眼圧下降

JFC sales Plan

 プライミング以外、術中は特別な処置なし

 筋肉と筋肉の間、輪部から8-10mmで固定

アーメド緑内障バルブ 手術ビデオ

2013年： 92％ vs    8% (アメリカ)
2013年： 60％ vs  40% ( 日本)

14.7mm

32.0mm

BG101-350表面積: 350mm2

Tube length:32mm

Tube Diameter: 0.3mm

チューブの長さ
32mm

チューブの内腔0.3mm

前房挿入 扁平部挿入

BG102-350BG101-350

ホフマンエルボー

千原悦夫監修
緑内障チューブシャント手
術のすべて

AMO

モデル名 BG103-250 BG101-350 BG102-350

プレート表面の面積 250 mm2 350 mm2 350 mm2

プレートの横の長さ 22 mm 32 mm 32 mm

チューブの長さ 32 mm 32 mm 7 mm

プレート開窓 4つ 4つ 4つ

一般的なチューブ配置
前房

(条件に応じて後房）
前房

(条件に応じて後房）
毛様体扁平部から硝

子体腔

排水メカニズム 開管 開管
ホフマンエルボー付き

開管

バルベルト緑内障インプラントの特徴

手術難易度が高い

• プレートが横長で大きいため、切
開範囲が大きい

• プレートが横長で大きいため、 2
直筋の下に両翼を入れる

• バルブがないため、術中に低眼
圧対策を行う
（結紮、ステント）

• 術直後の高眼圧対策

低眼圧対策
結紮、ステント留
置

高眼圧対策
スリット設置、ステン
ト留置

AMO

ステント留置
手術難易度が高い ！！！

バルベルト緑内障インプラント 手術ビデオ

• 房水流出抵抗は０‐２mmHg

• 術後、Plate周囲の結膜炎症が落ち着き、プレート周囲に
被膜（線維芽細胞によるコラーゲン被膜）が形成されるま
で、約1か月間、tubeは完全には開通しない→低眼圧症
は、必発

• 低眼圧対策のため、術中Tubeにステント留置＋結紮や、
結紮を必ず行う。

７－０バイクリル
８－０バイクリル
で結紮

3～5ー０非吸収糸
でステント

完全に閉塞されていることを
確認

バルベルトチューブ閉塞法

• 術早期の高眼圧に対して、どのように眼圧を下げるか？

シャーウッドslit

バイクリル結紮＋ステント留置

シャーウッドスリット
いくつ？

保存強膜下であれ
ば、

術前眼圧に応じて
3針~2針

結紮閉塞部より前に
シャーウッドスリット

 薬物療法 ： 約１ヶ月は術前と同じ薬物を継続

 シャーウッドslit ： 結紮したバイクリル針でtubeに穴をあけ、房水漏出を
期待（効果は1-2W)

千原悦夫監修
緑内障チューブシャント手術のすべて

バルベルト 術直後の眼圧調整法

http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/3-model-fp7-3
http://www.ahmedvalve.com/index.php/14-products/silicone/3-model-fp7-3
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結紮＋ステント

利点：眼圧をより調節できる

欠点：煩雑

対象：高度視野障害

結紮のみ

8-0バイクリル：4-6週で融解

利点：簡便

欠点：眼圧調整は不利

対象：小児、眼振でもOK

• 結紮は3-2-1

• 結紮糸は見える位置にお
く

• パッチの下に入ると溶ける
まで時間がかかる(レー
ザー糸切ができない）

ブルメンタール
レーザー切糸

千原悦夫監修
緑内障チューブシャント手術のすべて

バルベルト チューブ閉塞方法の相違

• Tubeを、保存強膜、保存角膜、あるいは自己強膜などで被覆

パッチ

自己強膜 保存強膜、角膜

利点 準備不要 確実な被覆可能

欠点 露出が多い報告も 入手の問題
拒絶反応
感染

適応 非適応以外 全例

非適応 強膜菲薄例 -

チューブ挿入手順 強膜弁作成後、チューブ挿入 チューブ挿入後、上からパッチ

自己強膜弁

パッチ素材 ～ 露出対策 ～

手術約5週後

手術後4-6週後

Tube 開通
Plate 縁が見えない

手術 1月 3月

眼圧
(mmHg)

10

20

6月

高眼圧期

高眼圧期

• 術後約1か月で発生

• プレート周囲に炎症が起き、濾過胞
の壁が厚くなり、房水の吸収能力が
低下する。

• 定義：術後3か月以内に
IOP>21mmHg
(最高眼圧平均30mmHg)

• Ahmed: FP7で、40-8４％

• 平均2週間-1月継続 (3-6か月で安
定化）

• Baerveldt:30%以下

Ahmed

Baereveldt (結紮併用)

眼圧下降様式 と 高眼圧期

ABC Study AVB Study Pooled data

前
→後

AGV BGI AGV BGI AGV BGI

眼圧
(mmHg)

31.2
→14.7

＞ ◎31.8
→12.7

31.5
→16.6

＞ ◎31.9
→13.6

31.2
→15.8

＞ ◎31.2
→13.2

点眼数 3.5
→2.2

= 3.5
→1.8

3.1
→1.8

＞ ◎3.1
→1.2

3.3
→1.9

＞ ◎3.3
→1.5

累積不成功 45% = 39% 53 % ＞ ◎40% 49% ＞ ◎37%

合併症 ◎47% < 56% 63% = 69%

重篤な
合併症

◎16% < 25%

その他 高眼圧
となる
可能性
(+)

低眼圧
のリスク
(+)

アーメドPF7
184

JFC sales Plan

３研究のまとめ アーメド vs. バルベルト

• Phaco :  TLE > GDDs
• ECCE/ICCE :  TLE < GDDs
• PPV             :  TLE < GDDs
• PKP             :  TLE < GDDs
• Failed TLE  :  TLE < GDDs
• SB                :  TLE < GDDs
• Uveitis        :  TLE < GDDs
• NVG            :  TLE < GDDs

手術のシナリオと術式 手術のシナリオ 選択するGDD

Baereveldt Ahmed

ECCE/ICCE 70% > 30%

Phaco 68% > 32%

Failed TLE 67% > 33%

PPV 67% > 33%

Uveitis 12% < 88%

NVG 17% < 83%

PKP 33% < 67%

SB 38% < 62%
1年成績
2011年AVB, ABC 

インプラント器具の適応と」使い分け

あくまで難治性緑内障に対するインプラント手術
最も眼圧を低くできうるのはレクトミー

事前にしっかりプランニングを行う。

どのインプラントにするか？
最終目標眼圧が低い症例は、バルベルトを第一選択
技、ただし、合併症のリスク（眼球勞、低眼圧）、術直後
の高眼圧対策を加味する必要あり

 房水産性低下が疑われる場合、術直後から、確実に
眼圧を下降させたい、最終目標眼圧が、やや高めでも
よい症例は安全性を重視し、アーメド

まとめ


