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第1部

網膜硝子体手術の進歩、outcome
網膜硝

Dr. Shunsuke Osawa
大澤 俊介 先生
岡波総合病院 眼科 医長
1997年
2004年
2006年

長崎大学 医学部 卒業
三重大学 医学部 眼科学教室 入局
山田赤十字病院 眼科 副部長
岡波総合病院 眼科 医長
現在に至る

網膜硝子体手術の環境変化と
周辺機器・デバイスについて
安川

特に、我々硝子体術者との縁が深いと思われるエタ

ニティーですが、
この度、
発売5周年を迎えました。本日は、
そ
の特別企画としての座談会を開催し、
今後の活躍が期待さ
れる若い先生方にお集まり頂きました。第1部は「網膜硝子
体手術の進歩、outcomeの向上 および 今後の方向性」
と
題して、手術器械の進歩や変遷、現在使用している器具や
様々な工夫、
そして拘りのポイント等について、
ディスカッショ
ンしてみたいと思います。硝子体手術の進化は目覚ましく、
こ
のような情報交換を行うことはとても貴重な機会であると考
えられ、私自身も楽しみにしています。第2部は「眼底マネジ

の向上 および 今後の方向性

Dr. Tsutomu Yasukawa Dr. Tetsu Asami

Dr. Hiroaki Ushida

安川 力 先生

浅見 哲 先生

牛田 宏昭 先生

名古屋市立大学病院 眼科 准教授

名古屋大学医学部附属病院 眼科 病院講師

静岡済生会総合病院 眼科 科長

1993年

1996年
1996年
1998年
1999年
2001年
2004年
2007年
2009年

2003年
2006年
2007年

1994年
2000年

2004年
2005年
2007年

京都大学 医学部 卒業
京都大学医学部附属病院 眼科学教室 入局
田附興風会 北野病院 眼科
京都大学大学院 医学研究科
視覚病態学 助手
ライプチヒ大学 留学
倉敷中央病院 眼科
名古屋市立大学大学院 医学研究科
視覚科学 助手
名古屋市立大学大学院 医学研究科
視覚科学 准教授
現在に至る

2012年

三重大学 医学部 卒業
社会保険中京病院 臨床研修医
名古屋大学 眼科 入局
国立名古屋病院 眼科 レジデント
名古屋大学 眼科 大学院
名古屋大学 眼科 助教
豊橋市民病院
William Beaumont Hospital & Oakland
University リサーチフェロー
名古屋大学 眼科 病院講師
現在に至る

2011年
2011年
2013年

名古屋大学 医学部 卒業
名古屋大学 医学部 眼科学教室 入局
名古屋大学 医学部 大学院
眼科学専攻 入学
名古屋大学 医学部 大学院
眼科学専攻 卒業
名古屋大学医学部附属病院 眼科
病院助教
静岡済生会総合病院 眼科 科長
現在に至る

メントを中心としたエタニティーの貢献 および 今後の期待」

的に少なく、
創口の閉鎖性がよいことを実感しています。

と題して、
エタニティーの術中・術後の評価や今後の期待に

安川

ついて話し合ってみたいと思います。
それでは、大澤先生、

23Gは25Gと比べてどういう点がよくなかったと思われま

進行をお願いいたします。

すか。

大澤

松原

皆さん、
よろしくお願いいたします。
では、最初に、硝

23Gを経験された先生にお伺いしたいのですが、

私も23Gを経験しましたが、25Gを導入したことで、

子体手術に対する現状のスタンス・考えについてご意見を

23Gと25Gの両方を併用／管理することになり、1つはコスト

頂戴できればと思います。殆どの先生方が、
ほぼ症例を選

面等で効率的ではないと感じました。
そして、何よりも23Gは

ばず25Gを選択されておられるようですね。浅見先生の25G

創口からのリークを伴うことが多く、創口閉鎖性のよい25G

に対する評価はいかがでしょうか。

を使うにつれ23Gの必要性を感じなくなっていきました。

浅見

大澤

私も、全例25ゲージシステム
（以下、25G）
で硝子体

そうですね。
ただ、個人的には、現在のように25Gが

手術を行っています。
20ゲージシステム
（以下、
20G）
、
23ゲー

広く普及するようになった要因として、
25Gのシステムが使い

ジシステム
（以下、23G）
と段階を踏んで25Gに移行しました

やすく進化したのか、
それとも術者が使い慣れていったの

が、結膜を切開する必要がないため眼へのストレスが圧倒

か、
どちらなのかと思うことがあります。皆さんはどのように感
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岡崎 嘉樹 先生

杉田 威一郎 先生

松原 央 先生

やなぎだ眼科医院 副院長

眼科杉田病院 副院長

三重大学 眼科 講師
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2004年
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1999年
1999年
2000年
2001年
2005年
2010年
2012年

1997年
1997年
1999年
2005年

3

北海道大学 医学部 卒業
名古屋大学 医学部 眼科学教室 入局
総合病院 南生協病院 眼科
西尾市民病院 眼科
静岡済生会総合病院 眼科
静岡済生会総合病院 眼科 科長
やなぎだ眼科医院 副院長
現在に至る

愛知医科大学 医学部 医学科 卒業
愛知医科大学附属病院 眼科 研修医
市立長浜病院 眼科
田附興風会 北野病院 眼科
愛知医科大学付属病院 眼科 助教
社団同潤会 眼科杉田病院
社団同潤会 眼科杉田病院 副院長
現在に至る

2006年
2008年

三重大学 医学部 卒業
三重大学医学部附属病院
鈴鹿中央総合病院
三重大学大学院 医学研究科
博士課程 修了
三重大学 医学部 助手
三重大学 医学部 講師
現在に至る

じられておられますか。

強膜圧迫が減ったことが大きな要因と言えそうですね。

浅見 どちらも正しいと思いますが、私自身は使い慣れて

浅見

いった印象の方が強いです。
ただ、
一昔前はResight〈Carl

い場合、
剛性が低かった昔の25Gで手術するのは大変でし

Zeiss社〉
などの広角観察システムを併用することがなかっ

たよね。

たので、
今よりも強膜圧迫の頻度が高く、
器具の剛性が問わ

安川

れる状況にあったと思います。過去、23Gを選択していたの

ておられますか。私は球後麻酔を基本にしています。

は、最周辺部の硝子体まで入念にshavingする場合、25G

浅見

私も全例、
球後麻酔を選択しています。

の器具では強膜圧迫の力に負けてしまっていたからです。

安川

若い先生方はどうでしょうか。

ですから、観察系の進化の影響がかなり大きいのは間違い

松原 全例、
球後麻酔です。

ないと思います。

杉田

安川

下麻酔をしています。球後麻酔の場合は一番最初に行うの

一方で、25Gの器具そのものも頑丈になったのでは

球後麻酔の効きが弱く、
眼球運動が制御できていな

そうですね。
ところで、皆さん、麻酔はどのようにされ

私は点眼麻酔で白内障手術を行ってから、
テノン嚢

ないでしょうか。昔の方が、
よく折れたり破損していたように思

ですよね。

いますが、
いかがでしょうか。

大澤 そうですね。私は、堀口正之先生【藤田保健衛生大

森田

学】が考案された経結膜の球後麻酔を行っていますが、
と

今でも、若い先生だと壊してしまうことは少なくないよ

うに思います。
やはり、
使い慣れてきたように思います。

てもよく効きますよ。

大澤

浅見

使い慣れてきたのと、広角観察システムとの併用で

杉田先生のテノン嚢下麻酔は、何ヵ所に行われるの

surfaceに影響を与えないことが小切開硝子体手術（以下、
MIVS）
のメリットなので、極力 結膜を切開しない方がよいと
考えています。
25Gになって、糖尿病で再出血する症例が大幅に減りま
したが、
それは強膜創に新生血管が生えなくなったからでは
ないでしょうか。つまり、20Gや23Gでは、硝子体が陥頓した
状態で縫いとめていたのではないかと考えています。
一時、23Gは20Gと25Gのメリットを兼ね備えているようなこ
とも言われましたが、閉鎖性がよくなく、2ステップでポートを作
製する手順が時に脈絡膜灌流を引き起こすことがあるなど、
今になって考えると問題は少なくなかったように思います。
安川

25Gで増殖糖尿病網膜症
（以下、
PDR）
の硝子体手

術ができるようになるなんて、
少し以前には考えられなかった
ことですよね。

Dr. Hiroshi Morita
森田 裕 先生
名古屋市立大学 医学部 眼科 助教
1995年
1998年
1999年
2000年
2007年

名古屋市立大学 医学部 卒業
名古屋市立大学 医学部 眼科 入局
浜松労災病院 眼科 医員
亀山市立医療センター 眼科 医長
名古屋市立大学 医学部 眼科 助手
名古屋市立大学 医学部 眼科 助教
現在に至る

森田 そうですね。PDRのハードルが随分と下がったと思
います。
大澤

増殖性硝子体網膜症（以下、
PVR）
も25Gで対処で

きると思います。27Gではしなりの問題があるので、今のとこ
ろ、前部増殖性硝子体網膜症（以下、anterior PVR）
は適
応外になると思います。Anterior PVRのような周辺部処理
が重要な症例では、閉鎖性と効率性の観点から、25Gが第
一選択になると思います。
ところで、皆さん、27Gに興味をお
持ちでしょうか
（図1）。

でしょうか。
杉田

図1

鼻下側の1ヵ所だけです。
その代わり、4cc程度注射す

るようにしているので、結果的には球後麻酔に近いと言えます。
安川

縫合についてはどうでしょうか。23Gでは結果的に縫

合することが多かったと思いますが、25Gでは縫わなくなりま
したよね。
大澤 ほぼ縫わないですね。広角観察システムの影響もあ
り、創口へのストレスが減ったこともその要因になっていると

25G

思います。
わずかな漏れであれば、創口をマッサージするこ
とでリークが止まりますよね。
岡崎

私は、25Gでもトロカール抜去時の硝子体脱出が

気になるので、最近までほぼ全例で、結膜を切開してトロ
カールを刺し、最後は強膜創と結膜を縫合するようにして
いました。
大澤

私の場合、
リークがあれば結膜を縦に切開して強膜

創をバイクリル糸で一糸縫うようにしています 。o c u l a r

27G
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森田 やってみたいですね。

なく、shaveモードにすることでそういう状況をさらに抑制す

大澤 そうですか。私は既に100例以上経験しましたが、
黄

ることができ安全です。

斑疾患やPDRには十分適応できる、
むしろベストの選択肢

安川

であると感じています。思ったほどまどろっこしくはなく、

よね。
その時、両手に持たれている器具は何になるのでしょ

MIVSは間違いなく27Gに移行していくと思います。

うか。

浅見

大澤

硝子体カッターのポートは、25Gよりもさらに先端に近

はい、
シャンデリア照明を設置し、最初は27Gの硝子

い箇所にあるのでしょうか。

体カッターとストレートのライトガイドを持ちます。
シャンデリア照

大澤 全体が小さくなっているので、
そのはずだと思います。

明とライトガイドを併用すると、
硝子体がとてもよく見えます。

浅見

安川

だから、
より網膜に近いぎりぎりの箇所での硝子体

双手法の際は、
ライトガイドを27Gの硝子体鉗子 あ

切除も可能になるということですね。

るいは 止血のためのdiathermyに持ち替えるということで

大澤 はい。増殖膜の下に入っていく時はピックのような感

しょうか。

覚です。吸引効率も悪くありません。

大澤

浅見

の時も全例27Gの硝子体鉗子を使っています。それは、

増殖膜が硝子体カッターの中で詰まってしまうような

そうですね。25Gに話題を戻しますが、最近は25G

ことはないのでしょうか。

27Gの方がよくしなるため、例えば内境界膜剥離の際に膜

大澤

大丈夫です。

がちぎれにくく、
リンゴの皮を剥くように一気に剥ける点が気

浅見

ちゃんと、
ほどよい大きさに分割して吸い込むので

に入っているからです（図3）。

しょうね。

安川

すごく古い硝子体出血については大丈夫でしょ
森田 あと、

力も吸収してくれるのでしょうね。

うか。25Gでもたまに詰まってしまう時があると思うのですが。

牛田 トロカールは25Gのものを使っておられるのでしょうか。

大澤
杉田

27Gの場合、
よくしなるので微妙な手の震えなどの

その可能性はあるかもしれませんね。一度検討して

みたいと思います。
27Gは、PDRのような症例で、
よりハサミ的な使い方

がしやすくなるのではないでしょうか。
大澤 そう思います。PDRの増殖膜処理が圧倒的に楽
で、
どこにでも入っていきスパスパと切れる感じです。25G以
上に硝子体カッターをマルチユース的に使用することがで
きるとともに、すごく小さな孔から吸引するので、網膜剥離
症例ではback ﬂush needleが要らなくなります。私のお勧
めはshaveモードです（図2）。25Gの高速回転でも意図せ
ず吸引してしまうことがありますが、27Gは血管のように向こ
う側にtensionがあるものを引き込むほど吸引口が大きくは
図2
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27Gでは最初からシャンデリア照明を設置されます

図3

大澤 はい。

浅見

安川 クロージャーバルブ付きの25Gのトロカールですよね。

大澤 23Gの眼内視鏡は比較的バランスが取れているよう

クロージャーバルブ付きだと、
あまりリークしませんよね。

に思います。

大澤 ほとんど漏れません。

松原

安川

うか。

25Gや27Gでは曲の剪刀を使うこともなくなりました

森田

よね。
大澤

要りませんね。

23Gの眼内視鏡はどのような評価でしょうか。

眼内視鏡を併用される頻度はどの程度なのでしょ
最近は、若い先生の手術をフォローしないといけな

い場合に、混濁した角膜上皮を剥ぐか それとも 眼内視鏡

森田 ただ、
抗血管内皮増殖因子阻害剤（以下、
抗VEGF

で対処するかというような状況で使用することが多いです。

阻害剤）
を継続投与している症例などでは、増殖膜が非常

松原

に固くなっているので、剪刀が必要な場合もあると考えられ

learning curveがありますよね。

ます。

大澤

大澤

今でも20Gの硝子体カッターを選択される症例や状

眼 内 視 鏡を使いこなせるようになるには相 当な
私の施設にも眼内視鏡と画像処理装置があります

が、使い始めてすぐに天地が分からなくなってしまいます。

況はありますでしょうか。

森田

岡崎

わりに使うなどして慣れておかないと、必要な時に上手く使

落下核を処理する場合には20Gか23Gを選択して

そうなんですよ。
ですから、普段からライトガイドの代

います。

いこなせないと思います。

大澤

安川

持ち方も独特ですよね。

するの?」などとよく議論になりますよね。

森田

ええ、
でも
「どう持てばよいのか?」
と聞かれても、上

安川

手く答えることが難しいです。

23Gの先生が25Gの先生に「落下核の処理はどう
落下核の処理ではスモールゲージほど難しく、25G

でcut rateを下げてやってみて難しい場合は、20Gに切り

大澤

眼内視鏡だけは術中に指先で回転させてしまうと駄

替えるべきだと思います。

目ですよね。個人的には、本体につながるファイバーが硬い

森田

私はそれでも25Gで何とか頑張っています。

のでもう少し柔らかいと扱いやすくなるように感じています。

岡崎

液体パーフルオロカーボンで浮かせるのでしょうか。

あと、普段から使っておかないと、
いざという時にスタッフが

森田

いいえ、25Gの硝子体カッターで吸い付けて上に

戸惑うことになると思います。

持っていきます。

森田

大澤

ないことはありますね。

確かに、吸引を掛けた状態で虹彩上に持ってくるこ

確かに、
スタッフにつなぎ方とかを指示しないといけ

とはできますよね。私の施設ではもう20Gの硝子体カッター

大澤 でも、
眼内視鏡でないと観察できない部位というのが

がないので、25Gの硝子体カッターで処理するか、前房まで

存在しますよね。

持ってきてphacoで処理するか、
あるいはInﬁniti〈Alcon

森田

社〉
のA-Vitで処理するしかありません。

で眼内レンズの支持部先端付近に、
巨大なcolonyを発見し

森田

硝子体カッターではありませんが、20Gを使うのは眼

たことがありました。
こういう場所をしっかりと観察して処置す

内視鏡だけですね。deep set eye（ 奥目）の症例に対して

るには眼内視鏡でないと絶対に無理だと思いました。
しか

レーザーを照射する場合、25Gの眼内視鏡だと、
しなって上

も、25Gではしなってしまうので、20Gを選択することになりま

手く観察できないことがあります。
あと、強い角膜混濁の症

すね。

例で、Resightで観察することが難しい場合にも、20Gの眼

浅見

内視鏡の方が圧倒的に見やすいと言えます。

思います。硝子体出血に網膜剥離、脈絡膜剥離を伴い、
さ

安川

眼内視鏡については、硝子体カッターよりもスモール

らに角膜の状態が悪く非常に複雑な病態となっている眼球

ゲージ化の課題が大きいと言えそうですね。25Gの眼内視

破裂症例では、内視鏡は必須だと思います。私にとって内

鏡は、画像処理装置を併用することで随分使いやすくなっ

視鏡は無くてはならないデバイスです。

てきたという意見もあるようですが、
いかがでしょうか。

大澤

森田

の強みがあり、今後も硝子体手術に必要不可欠なデバイス

画像処理装置を併用しても25Gの眼内視鏡だけで

は難しく、Resightは欠かせないと思います。そもそも、
Resightでかなりの部分をカバーできるので、眼内視鏡が

昔、
縫着手術後に眼内炎が起こり、
20Gの眼内視鏡

あと、眼球破裂症例でも、眼内視鏡が有用になると

それほど普及していないものの、眼内視鏡ならでは

として存続していくのでしょうね。
引き続き、眼底観察に関連する話題を展開してみたいと

必要となる状況は以前に比べ減っていますが。

思いますが、
白内障手術併用硝子体手術（以下、
トリプル手

安川

術）
ではどのタイミングで眼内レンズを挿入されていらっしゃ

そうですね。眼内視鏡は27Gになると全く無理なの

でしょうね。

いますでしょうか。
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牛田

私はもともと
「後入れ」で手術を学んだのですが、最

近になり
「先入れ」に変更しました。
「後入れ」で後嚢を触っ

ないといけないのではないでしょうか。

てしまい大変だった経験を踏まえ、安全性を優先することに

安川

したのです。
「先入れ」でもエタニティーを選択していれば、

も液-空気置換する必要はないように思います。黄斑円孔等

光学部径が大きいため眼底視認性で困ることはないと感じ

であれば、
そこまで拘らなくてもいいのでしょうね。

ています。

松原 ところで、液-空気置換後に眼内レンズを挿入するメ

安川 「先入れ」
していると、
少しくらい後嚢を触っても問題

リットは何なのでしょうか。

ないことが多いですよね。そういう意味では「先入れ」のメ

岡崎

リットは、硝子体をどの程度徹底的に切除するかによっても

い状態の方がよく見えるという点です。

変わってくるように思います。

安川

確かにそうかもしれませんね。

杉田

結局、
眼内レンズが観察の妨げになるかどうかという

森田

普段は「後入れ」
している先生でも、例えば、硝子体出

状況次第ですよね。下方の剥離でなければ、必ずし

空気灌流下でレーザーを照射する場合でも、何もな

血が前部まで舞っており、混濁した皮質が切除できるかどうか

ことですよね。

分かりにくいような症例では「先入れ」すべきなのでしょうか。

大澤

大澤 「先入れ」の方がよいと思います。

使 用しないからです 。後 極 観 察システムは O F F I S S

杉田

後嚢を触ってしまうでしょうね。私は「後入れ」です

私が「先入れ」
している理由は、
接触型レンズを一切

〈Topcon社〉
の40Dを使っていますが、aphakiaの状態だと

が、
そういう場合は、
硝子体手術の途中であっても早めに眼

屈 折 力 が 足りず 立 体 視 がよくありません。現 状では、

内レンズを挿入するようにしています。

aphakiaの状態でResightの60Dで観察するよりも、眼内レ

大澤 「先入れ」
されておられる先生方の場合、
眼内レンズ

ンズを
「先入れ」
してOFFISSの40Dで観察する方が見え方

はエタニティーの7.0mmモデルを選択されておられるので

がよいと感じています。

しょうか。
牛田
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際に水が後ろに回ってしまうので、
もう一度、液-空気置換し

はい、
そうです。後極部が広く観察できる点が気に

ところで、
術中観察システムですが、
私は今お話したように
OFFISSを使っています。堀尾直市先生【岐阜ほりお眼科】

入っています。

の手術を見て「これ、すごい」
と思ってやり始め、OFFISS・

大澤

40Dの虜になってしまいました。

非接触型レンズの場合、
眼内レンズの光学部径の影

響はほとんどないと言えますが、硝子体用コンタクトレンズと

杉田

7.0mm大光学部径IOLとのマッチングがよいということです

においては、Resightよりも圧倒的によく見えると思います。

ね。

大澤

牛田 あと、
7.0mm大光学部径IOLは術後にも有用です。

乾燥しないように工夫されておられますか。私はハードコンタ

大澤 術後、
そうですね。

クトレンズを使用しています。

牛田

杉田 ハードコンタクトレンズも試してみましたが、強角膜切開

初めて網膜剥離にトリプル手術を行わなければなら

私もOFFISSの40Dを使用しています。後極部の観察
OFFISSの40Dを使用する際、
どのようにして角膜が

なくなった症例に、
エタニティー・X-70を選択したのですが、

で白内障手術を行っているので、血液が入り込んでしまうこと

術後の眼底視認性がとてもよかったことに感動しました。
そ

がありました。
ですから、助手に水掛けをしてもらっています。

れ以来ずっとエタニティーを使い続けています。

安川

浅見

においては水掛けが最もよいのでしょうね。

眼内レンズを
「後入れ」
される先生は、液-空気置換

他に眼粘弾剤を塗布する方法もありますが、
視認性

の前に入れられるのでしょうか。

大澤

岡崎

が、一度眼内レンズを入れた状態で観察してみてください。

私自身は「先入れ」ですが、
当院の院長は「後入れ」

杉田先生は眼内レンズを
「後入れ」
されておられます

で液-空気置換後に眼内レンズを挿入しています。

縦倍率が明らかに向上するのがお分かり頂けると思います。

森田 液-空気置換後に挿入すると、
眼粘弾剤を抜去する

松原

私の施設ではResightとOFFISSの両方があります

が、
最近はResightに慣れてしまって、
OFFISSを使用するこ

後、効果がなければ硝子体手術を行うこともあります。

とは少なくなってしまいましたね。
いずれにせよ、
接触型レンズ

杉田

では視認範囲が狭いので、
40Dや60Dの非接触型レンズが

アムシノロンアセトニド
（以下、TA）
をテノン嚢下注射で併用

スタンダードになってきたと思います。

します。牽引や膜があれば手術を行います。
松原

安川

私は、
まずはVEGF阻害薬を、効かない場合にはトリ

蛍光眼底造影検査で浮腫が確認されれば、VEGF

新しい器械やデバイスの話題に移りたいと思います

阻害薬の硝子体内注射を行います。
そして、
その後も定期

が、
まずはOptos200Tx〈Optos社〉
ですね。既に導入されて

的に蛍光眼底造影検査を行い、
レーザー光凝固術の必要

おられますでしょうか。

性を確認するようにしています。

大澤

安川 ステロイド剤を使用されておられる先生はいらっしゃ

あります。Optos200Txはいいですね。眼底周辺

部のわずかな病変やその予兆を把握するのに有用だと

いませんか。

思います。

松原 最近は使わなくなりましたね。

浅見 ところで、
PASCAL Streamline Endpoint Mana-

大澤

私は、
VEGF阻害薬とステロイド剤を併用しています。

gement〈Topcon社〉
についてはいかがでしょうか。

安川

私は、
初回はVEGF阻害薬に加え、
TAのテノン嚢下

安川

網膜色素上皮細胞（以下、RPE）へのダメージを抑え

t-PA）
の硝子体内注射の三剤併
投与と血栓溶解剤（以下、

ることをコンセプトとするPASCAL Streamlineの新しいソフト

用です。

ウェアですね。瘢痕が見えない閾値下光凝固をパターン照射

杉田

することで、確実に施行することができます。
あと、使い勝手と

ファリン カリウム）
を使うことが比較的多いですね。

して、
中心性漿液性脈絡網膜症（以下、CSC）
のRPEを活性

大澤

t-PAは効きますか。

化させて創傷治癒効果を高めるというようなことを聞きました。

安川

再発する症例はありますね。VEGF阻害薬は、網膜

通常の光凝固が困難なCSCにはいいかもしれません。

静脈閉塞症にはよく効くと思います。VEGF阻害薬が登場

大澤

する以前は、硝子体手術がレーザー光凝固術に次ぐ治療

多種多様な治療選択肢が登場してきましたが、
一度

分かりやすく整理できるとよいですね。

手段であったと思います。
大澤

VEGF阻害薬の位置づけとCRVO治療について

私は、虚血型の場合には、血液凝固阻止剤（ワル

その通りだと思います。網膜静脈交差部血管外膜

鞘切開術（sheathotomy）
については、発症早期であれば
ある程度の効果があることを実感しています。以前は、放射

安川 まず、
メディカルの先生とサージカルの先生とでは、
し

状視神経切開術（以下、RON）
も行いましたが、硝子体手

ばしば治療方針が大きく違うことがありますよね。

術で満足いく結果が得られた経験は少ないです。

大澤

浅見

蛍 光 眼 底 造 影 検 査を実 施していない施 設でも

確かに、
CRVOが硝子体手術で治ったという話はあ

VEGF阻害薬を硝子体注射することはできるので、
まずはそ

まり聞かないですね。

の辺の啓蒙が大事になってくると思います。VEGF阻害薬

安川

は患者さんのご負担も大きいので、
ガイドラインの整備が待

もありましたね。

ち望まれます。

大澤

一時、有効な治療手段としてRONが注目されたこと
RONが効く症例があるのも事実です。
ただ、重篤な

例えば、最近VEGF阻害薬の適応症に加わった網膜中

合併症の報告もあり、
一般的な手術手技として確立されるこ

心静脈閉塞症（以下、CRVO）
ですが、
その治療方針につ

とは難しいと思います。Optos200Txを使用するようになって

いて教えて頂けますでしょうか。

からは、蛍光眼底造影検査時の虚血の状態を詳細に把握

牛田

患者さんには最初に両方の話をします。
まずはVEGF

阻害薬の硝子体内注射を希望される方が多いですね。
その

できるようになったので、
適切なレーザー光凝固術を行うこと
も大事だと思うようになりました。
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̶ エタニティー発売5周年記念座談会 ̶

第2部

眼底マネジメントを中心とした
エタニティーの貢献 および 今後の期待
松原
7.0mm大光学部径とその眼底視認性について

いいですね。
ワンアクションもしくは ツーアクションで

眼内に入れやすくなりますよね。
スリーピースレンズの挿入操
作は、
どうも苦手です。

安川

エタニティーの特徴は「Hybridアクリル素材の透明

森田 スリーピースレンズの場合、
プランジャーを一度引き戻

性」
「独自の光学設計による眼底視認性」、
そして「7.0mm

して、
光学部がある程度開放するのを待てば、
後方ループを

大光学部径IOL」だと認識しています。
トリプル手術では、
ほ

押し込みやすくなりますよ。

とんどの先生が7.0mm大光学部径IOLを選択されておられ

大澤 その際、
チップ先端がCCCの内側にあることもポイン

るようですね。

トだと思います。
コツさえ掴めば、
比較的高い確率でワンアク

浅見 トリプル手術では、全例でエタニティー ナチュラル・

ション挿入することができます。

NX-70を選択しています。
また、術後の眼底視認性が重要

浅見 その際、
後嚢にストレスは掛からないのでしょうか。

になる白内障手術でも使用しています。

森田 エタニティーの支持部は、
その点を考慮して、
あの柔

岡崎

らかさになったのだと思います。PVDFループですよね。

私もトリプル手術では、散瞳不良症例以外はNX-70

を選択しています。糖尿病の方や網膜剥離既往眼、
その僚

大澤 なるほど。後発白内障も少なく、
支持部が固い眼内レ

眼の白内障手術などにも積極的に7.0mm大光学部径IOL

ンズの場合には後嚢に皺が入り、
そこから水晶体上皮細胞

を使用しています。
森田 私は、
トリプル手術だけでなく、
白内障手術でもNX-70

はそういうことも少ないと思います。

が基本です。創口を広げる手間が伴うものの、
他の眼内レン

安川

ズにはない価値があり、特に術後の眼底視認性が明らかに

学部径が評価されて、強膜内固定術でもエタニティーがか

違います。大きいCCCを作製しておけば、術後の眼底透見

なり選択されているようですが、
縫着術から強膜内固定術に

路も確保されやすくなります。NX-70は眼底マネジメントが必

変更された先生はいらっしゃいますか。

要な症例でもっと選択されるべき眼内レンズだと思います。

大澤 はい、最近は全例で強膜内固定術を選択しています。

大澤 そうですね。確かにNX-70やX-70を選択した患者さ

安川

learning curveがあるようですが、
いかがでしょうか。

んの術後の眼底視認性は違いますよね。眼底疾患の有無

大澤

習得にそれほど時間は掛からないと思います。縫着

に関わらず、眼内に入ってしまえば7.0mmのデメリットはあり

術のように糸が絡まることもなく、
慣れるととても簡単だと思い

ませんからね。

ます。

森田

昔、
foldable眼内レンズが5.5mmから6.0mmに移行

森田

確かに楽だと思います。

したように、切開サイズに差がなければ、一気に7.0mmに移

大澤

縫着術の場合、
最後の最後まで気を緩めることがで

行する可能性があるように思います。

きませんからね。

大澤 具体的に許容できる切開サイズは何mmでしょうか。

浅見

森田 できるだけ小さい方がよいですが、強角膜切開で

ともできます。

3.0mmでしょうか。

安川

安定性がよいですよね。

杉田

3.0mmですね。

森田

傾斜も少なく、
比較的安定した術後成績が期待でき

安川

縫わずに硝子体手術に移行できればよいですね。

ると思います。

大澤

私は、
現在の7.0mm（スリーピース）
をワンピース化す

杉田

最近は、
このPVDFループの柔軟性と7.0mm大光

強膜内固定術では、眼内レンズの傾きを調整するこ

7.0mmだと術後に何かあってもそのまま強膜内固定

ることで小切開化が可能になると考えています。

術や縫着術にコンバートすることもできますよね。

森田

安川

7.0mmワンピースのエタニティーですか。発売されれ

ば使ってみたいですね。
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（LEC）が進展することがありますが、PVDFループの場合

7.0mmのトリプル手術時の眼底視認性については

いかがでしょうか。

大澤 とても良好です。
浅見

硝子体用コンタクトレンズを使った時のメリットは大き

いと思います。
大澤 周辺部だけでなく後極部を観察する時もですよね。
森田 はい、
後極部も広い範囲を観察することができます。
安川

硝子体用コンタクトレンズを使うと、角膜の球面収差

の影響が少なくなるので、眼内レンズ自体は球面収差が少
ない方が理に適っているのでしょうね。
森田

はい、球面収差が少ない眼内レンズの方が眼底観

大澤

表面が綺麗なことも含めて、
そうなのかもしれません

察には有利です。

ね。エタニティーのHybridアクリル素材は固いので光学部

大澤

エタニティーは、光学部の全面にわたって屈折力の

の開放スピードが遅いものの、光学部裏面の眼粘弾剤を抜

均一性が高いようです。
ですから、見え方としては変に歪ま

去するのが容易で、
術中・術後の安定性もよいと思います。

ない感じだと思います。

森田

森田

安全であり、
ちょっと一息つけるので悪くないと思っています。

硝子体用コンタクトレンズを使っている状況で、角膜

光学部の開放スピードは比較的ゆっくりであるものの、

に浮腫が出てくると、
少しずらして眼底を観察しますが、
エタ

大澤

ニティーの場合、
センターでない部分でも眼底視認性は良

が、
皆さん、
着色IOLであるNX-70を選択されておられるよう

好だと思います。

ですね。安川先生、加齢黄斑変性（AMD）
の予防という観

大澤

点からは、
やはり着色IOLの方がよいのでしょうか。

屈折力の均一性が高いというのは間違っていないよ

エタニティーには非着色IOLと着色IOLがあります

うですね。

安川

森田 そう思います。

っている海外との共同研究では、
着色IOLよりも非着色IOL

今のところ明確なエビデンスはありませんが、
現在行

の方が術後に異常な自発蛍光が出てくる傾向があります。
Hybridアクリル素材について

大澤

着色IOLの網膜保護効果は期待できるということで

しょうか。
安川

Hybridアクリル素材についての評価はいかがでしょ

安川 はい、
特にデメリットがないのであれば、
少なくともドル

うか。
エタニティーは、発売以来glistening発現の報告がな

ーゼンなどの前駆病変のある症例には着色IOLを選択して

いようです。

おくべきでしょうね。
それと、若年の症例についても、余生の

大澤

長さを考えるとよい適応だと思います。

glisteningはありませんね。
あと、
とにかく術後が綺麗

だと思いませんか。

大澤

安川 綺麗ですね。

よさを再認識できるよい機会となりました。皆さん、本日はお

大澤

集まり頂きどうも有難うございました。

2011年のランチョンセミナーで報告しましたが、術後

7.0mm大光学部径 ならびに Hybridアクリル素材の

炎症が強い症例で、光学部に付着した炎症細胞が経時的
に消失していくことを経験しています。
安川

昔、
ヘパリンコートのPMMA眼内レンズがありました

が、
この特性は親水性素材の特徴と言えるのでしょうか。

＊記載されている薬剤の使用に際しては、添付文書の効能/効果、用法/用量
等をご確認ください。
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