
偏位・落下眼内レンズの摘出法  

 亀田総合病院 加藤寛彬 

 

近年白内障手術は手術装置、手技の進歩により術式の完成度を増している。低侵襲化、小切開

化が進み、保険適応内でも多焦点 IOL が登場するなど患者の術後 QOV も高い次元で求められ

るものとなった。また、CTR や虹彩リトラクター等の術中デバイスの普及によって、かつてなら ICCE・

ECCE が選択されたであろう症例にまで超音波乳化吸引術の適応が拡大しており、チン氏帯が脆弱、

もしくはすでに部分断裂をきたしているような症例でも IOL が挿入される頻度は増加している。それに

伴い術後の長期経過で IOLが偏位・脱臼する症例と遭遇する機会も今後増えていくと思われる。  

本講演では偏位・落下 IOL の摘出法について、当院で行った実際の手術症例を交えて以下のよう

に紹介したい。  

   

1. IOL偏位・落下を生じるリスクとなる原因  

術後早期に IOL偏位・落下を起こす原因として後嚢破損症例やチン氏帯断裂を来たした症例が挙

げられる。  

術後晩期にリスクとなる原因として落屑症候群、アトピー性皮膚炎、狭隅角、外傷、網膜色素変

性症を伴う症例が挙げられる。  

  

 



2. 落下 IOL の前房移動の手技  

IOLを眼外へ摘出するにあたって、偏位・落下 IOLを確実に前房内へ移動させることが必要となる。  

まず IOLに絡んだ硝子体を切除することで IOLをフリーな状態にしたうえで、摘出時の硝子体牽引を

最小限に留めるようにする。  

また眼球虚脱を防ぎ、角膜内皮を保護する目的で前房内に粘弾性物質を充填してから IOL を前

房内へ挙上させる。  

硝子体鑷子・カッターで IOLを直接把持・吸引する方法や PFCを IOL下に注入することで IOLを浮

上させる方法等を手術動画を交えて紹介したい。  

  

3. IOL の眼外摘出の手技  

IOL摘出を行う際、PMMA素材の IOLであれば直径である 6mm程度の強角膜切開創を作成す

る必要があるが、近年通常に使用されている軟素材の IOL であれば折り畳みや剪刀での切断が可

能なため、より小さい切開創からの摘出が可能である。術前の視機能が良好である症例も多く、

IOL 摘出時にもできる限り小切開で手術を行うことは、術後の惹起乱視を減らして患者の QOV を

維持するという意味で非常に重要であり、小切開を実現するために多様な術式が考案されている。  

本講演では IOLを折りたたんでの摘出法、剪刀での IOL切断法としてオーソドックスに IOLを 2分割

する手技の他に郡司らが報告したスパイラルカット法、江口らが報告したパックマン法、3 分割法を、

強膜切開創の作成法として太田らが報告した L字切開法を手術動画を交えて解説する。  
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硝子体腔内への
落下水晶体の処理法

教育セミナー「眼内レンズと水晶体の落下に対する対処」

東京慈恵会医科大学附属柏病院
郡司 久人

水晶体の嚢内落下

•水晶体落下には全落下と部分落下がある
•部分落下の代表は白内障手術時の破嚢による核落下
•今回このセミナーで取り上げるのは嚢ごと硝子体腔内に脱臼・
落下した水晶体落下である

•水晶体落下の原因はチン小体の断裂であるが、外傷によるもの
と先天的にチン小体が脆弱であり加齢とともに自然断裂した結
果、落下に至ったもの、さらにこれらが合併したものがある

•水晶体の全落下にも完全落下と不完全落下（チン小体が一部
残っており、硝子体内にぶら下がっている状態）がある

落下した水晶体の影響

•落下が短時間で起きれば、急激な視力低下を発症する

•⾧期的な落下水晶体は眼圧上昇の原因となりうる

•ごくまれに前房内への逆捕獲になり、急激な眼圧上昇を招く

•嚢内落下では炎症は稀である

既存の手術方法

•水晶体全摘出
（ICCE）

•水晶体を落下させ硝
子体内でカッターで
切除

•カーボンを使用 •断片が虹彩裏面へ
•日本では適応外使用

• 水晶体すべてをカッターのみで切除は時
間がかかる

• 創口大、惹起乱視、駆逐性出血

落下水晶体の処理（全摘時代）
•およそ35年前までは白内障は全摘が主流で、落下水晶体の摘出
も全摘を第一選択に考えていた

•そこで、クライオが使えるようにするために落下水晶体を前方
に移動（うつ伏せにより）させ、移動した水晶体を前方に維持
するために注射針を毛様体扁平部から水晶体後方に何本も刺し、
仰臥位でも再び眼底に落ちないようにして全摘するという野蛮
な手術も紹介されている

完全脱臼水晶体の腹臥位下、注射針固定による摘出
益山 芳正 他眼科臨床医報 (0386-9601)81巻8号
Page1914-1917(1987.08)

落下水晶体の処理（硝子体手術初期）

• 20Gや23Gを用いた硝子体手術では落下した水晶体に対し、カッ
ターのスピードを下げた条件でひたすら水晶体をかじり取って
いく方法が用いられた

•一方でフラグマトームによる硝子体内PEAも用いられた
（現在フラグマトームはほぼ存在しない）

•パーフルオロカーボン(PFC)の登場で硝子体腔内に水晶体を浮か
せた状態でのVitrectomy（20G、23G)が安全に行われた
（しかし恐ろしいほど時間がかかった）
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特殊な例への様々な試み

•われわれが経験した水晶体落下で特殊な症例には、
それぞれにしか使えないテクニックが存在した

•その中のいくつかを紹介したい

串刺し法 (YAKITORI Technic) とハンモック法 供覧

前房内への脱臼例への串刺し法

•本術式の優れた点

・本術式の課題点

Closed chamber techniqueの⾧所に加えて
簡便な方法で水晶体を固定し、嚢を温存しながら脱臼水晶体を処理すること
で、核片の落下を防ぐことが出来る
嚢内で操作をすることで、超音波などによる内皮障害を防げる
術中に両手で操作が可能

核硬度の固い水晶体には不向き

ハンモック法（後方支持法）

本術式の利点
• 大部分を超音波乳化吸引術で施行することが可能
• 落下水晶体を最小限に抑えることが可能→ カッターでの処理の時間の短縮
• 落下水晶体の切除目的にカーボンを使用することがない（カーボンが残る心配
もない）

本術式の難点
• ナイロン糸による網膜・硝子体への影響 → トロカールのバルブ

硝子体切除

最近の落下水晶体処理

•最新の硝子体手術システムでは25Gでも27GでもTwin Duty Cycle 
cutter により水晶体に対しても効率よく切除が可能となってき
た

•しかしながら水晶体核の硬度によっては硝子体カッターでの切
除が困難であることがあり、PFCを用い虹彩面近くまで水晶体
を挙上させ、前房側からPEAを行い硬い核処理を済ませたうえ
でエピヌクレアスや皮質を硝子体カッターで処理する方法も推
奨される

硝子体腔内でのPEAのコツ

• 硝子体腔内での水晶体の挙動は、チン小体が無いことから非常に動
きやすく、フェイコチップ先端の縦振動では核が弾かれやすい

• 通常のフェイコチップのようにスリーブ先端からの水流があると
チップ先端の閉塞を得ることが困難であり、フェイコの効率が著し
く低下する

• 推奨される設定はスリーブ無しで還流を別ルートから供給し、横振
動が選べる機種ではできるだけ横方向の超音波発振で核処理を行う
（Bi-manual phacoの設定）
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フランジ法IOL強膜内固定術
ーコツと落とし穴ー

山根アイクリニック馬車道

山根 真

Flanged IOL fixation

Ophthalmology 2017

屈折誤差

IOL model number IOL power (D)
refractive difference 

(mean±SD, D)
IOL tilt (degree)

X-70                                

(Santen)
89 18.9±4.0 -0.46±0.97 3.32±2.54

ZA9003                        

(Abbott Medical Optics)
32 17.9±4.5 -0.02±0.93 2.86±2.18

PN6A                              

(Kowa)
16 15.1±7.9 -0.20±0.86 2.56±1.40

MA60MA                          

(Alcon, Inc.)
6 -1.2±4.5 0.95±1.2 5.37±3.58

Total 143 -17.3±6.4 -0.33±1.18 3.21±2.44

SD = standard deviation; IOL = intraocular lens; D = diopter

Yamane S, ESCRS 2017

フランジ法のコツ

• 創の作成

• 注射針への支持部挿入

• フランジ作成と埋め込み

創の位置関係

Good                                Bad

70°

刺入角度



2020/12/9

2

支持部を把持する位置 針の回転

Good                                            Bad

Kronschläger M, J Cataract Refract Surg. 2018

フランジ作成

• 水気をとる

• 焼灼器で触らない

• 支持部素材により形状が異なる

支持部引き出しによる傾斜の改善

Before cutting After cutting

フランジの応用

Dr. Canabravaより提供

Take home message

• フランジ法の術後屈折は嚢内固定と同等かやや
近視化する

• 支持部の注射針への挿入が最も難しく、創の位
置関係が影響する

• 眼内レンズ傾斜を抑えるためには針の刺入角度
と支持部の長さをコントロールする必要がある



第 44 回 日本眼科手術学会学術総会 

強膜内固定術と毛様溝縫着術の比較 

順天堂大学医学部附属浦安病院 佐久間俊郎 

はじめに 

水晶体落下、眼内レンズ脱臼・偏位に対する手術は、バリエーションはあるが大きく強

膜内固定術と毛様溝縫着術の二つの術式を選択し、眼内レンズの固定を行っている。小切

開が主流になり縫合をする機会も減り、糸の取り扱いなど煩雑である縫着術に抵抗感を持

つ術者も多く、強膜内固定による術式を選択する機会が増加すると予想される。しかしな

がら術者が安全に行える術式で、患者の眼に適した方法を選択することが必要不可欠であ

る。そこで、両手術の際の注意点に沿って利点・欠点を交えて解説する。 

 

まず初めに、眼内レンズ脱臼・亜脱臼に対して、既存のレンズを再利用または交換の選

択をしなければならない 

 

続いて眼内レンズの固定法の選択について、毛様溝縫着または強膜内固定術を選択する。 

毛様溝縫着する際には、糸の取り扱いに注意を要する。 

 



毛様溝縫着または強膜内固定術を比較すると、術者の専門性により手術選択に少し抵抗

感があるのかもしれない。 

 

両術式の合併症に関しては、同様な結果であるが、対処が難しいこともあり十分な検討

が必要と思われる。 

 

おわりに 

現在白内障手術は技術の進歩に伴い安全に行うことが出来るようになった。しかし少な

からず合併症が存在し、眼内レンズ落下などにおいても、発生するまで視機能が良好であ

った症例も多く、患者の術後視機能に対する期待も大きく手術を施行する術者には大きな

プレッシャーがかかることが多い。眼内レンズ強膜内固定術は、縫着術に比べて煩雑な糸

の扱いがなくシンプルな術式といえる。小切開化が進んだ白内障手術や硝子体手術との相

性も良好であり、光学的特性においても強膜内固定の方が優れている印象がある。ただ、

両術式もひとたび合併症が生じた場合、術後の QOV(quality of vision)が確保しにくくな

るため、起こり得る合併症に対して、対処法および改善策を念頭に手術施行すべきである。 

 


