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私の網膜硝子体手術戦略！
第51回日本網膜硝子体学会総会　モーニングセミナー

■日時 ： 2012年12月2日（日）7：45～8：45
■場所 ： 甲府富士屋ホテル1F 昇仙閣 南・中・東

　今日の網膜硝子体手術は、ワイドビューイングシステムや眼内照明、手術アジュバント等の開発・改良によって
目覚ましい進歩を遂げ、経結膜小切開硝子体手術（MIVS）は更なる進化を続けており、私たち術者にとっての
福音として、用いる手術機械・器具類の選択肢やその組み合わせが多岐に渡り、その結果、さまざまな手術
戦略オプションが可能となってきました。
　このように選択肢が多様化してきますと、それぞれの機械・器具類にはどのような特徴があり、それをどの
ように使いこなしていくのがよいかなどの情報を的確に把握し、そのうえで、症例に応じた最適な手術戦略を
立てて手術に臨むことが大切になってきます。
　こういった背景から、本セミナーでは、アグレッシブに網膜硝子体手術に取り組んでおられる3名の先生方
より、代表的な手術症例とその手術戦略について事例紹介いただき、聴講される先生方への参考情報と
なればと企画いたしました。
　学会最終日の朝、少し早起きして頂いて、いっしょに勉強いたしましょう！
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長

白神 史雄　先生
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1984年
1991年
1997年
1998年

岡山大学医学部 卒業
岡山大学医学部大学院 修了
岡山大学医学部眼科 講師
岡山大学医学部眼科 助教授
文部省長期在外研究員 エモリー大学（客員教授）

2002年
2003年

香川医科大学眼科 教授
香川大学医学部眼科 教授
現在に至る



スライド1

スライド2

1997年

1999年
2001年
2003年

長崎大学医学部 卒業
三重大学医学部眼科学教室 入局
国立三重中央病院（現 三重中央医療センター）
山本総合病院
三重大学眼科

2004年
2007年

山田赤十字病院（現 伊勢赤十字病院）眼科 副部長
岡波総合病院眼科 医長
現在に至る

大澤 俊介　先生

眼底観察システムのこだわり
　私が普段使用している硝子体手術のセットです（スライド1）。

　眼底観察には非接触型レンズを使用しており、後極を観察する際に
用いるOFFISS・40Dは、一度集光させて倒像で観察する仕組みなので、
前眼部の影響を受けにくいのが特徴です（スライド2）。

　理論上、3.2㎜の瞳孔径があれば眼底観察が可能だと言われていますが、
私の印象では4.0㎜程度必要だと感じています。立体視に関しても
問題はなく、その指標である輻輳角（=ステレオアングル）においても、
他の拡大コンタクトレンズと遜色のない値となっています（スライド3）。

　特筆すべきは、眼底観察視野が格段に広いということですが、解像度
では拡大コンタクトレンズには劣ると考えられます。散瞳不良例におい
ても、40Dで後極を広範に観察することが可能であり、120Dを用い
れば周辺部まで観察することができます（スライド4）。

私の網膜硝子体手術戦略！
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黄斑部疾患編
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MIVSにおける光源と染色の関係
　小切開硝子体手術（以下、MIVS）には明るい光源が不可欠ですが、
一方で、光源には光毒性の懸念があることを忘れてはいけません
（スライド5）。

　そのため、我々の施設ではフィルターを使用しています。実は、この
フィルターが染色と相まって、とても有効となります。黄斑上膜症例
でも内境界膜（以下、ILM）を剥離しますが、黄斑上膜を剥離した後に、
brill iant blue G（以下、BBG）でILMを染色し、黄色のフィルター
に代えると、BBGの青色とフィルターの黄色が補色の関係となり、
視認性が向上します（スライド6）。

　しかも、黄色のフィルターには短波長光をカットする効果もあるので、
手術時間が長時間に及ぶ場合には、特に有用と考えられます。
　黄斑上膜は黄斑の中心を牽引しないようにCCCを流すような
イメージで大きなストロークで剥離し、ILMは血管アーケード内を全て
剥離するようにしています。網膜を染色することで手術の安全性と
確実性が高まり、例えば強度近視眼ではトリアムシノロンアセトニドと
BBGを使い分けることが有効と考えられます。

　ちなみに、明るい光源は術者にとっても酸化ストレスの要因となり
得るため、私自身もサプリメントによりルテインを摂取するように心掛
けています。

更なるsmall gage surgeryに向けて
　Small gage surgeryの進化に伴い、使用する器具がfineになって
きているため、従来以上に網膜を傷つけないよう注意する必要が
あります。最近、私が気に入っているPneumatic Forcepsを紹介
したいと思います（スライド7）。

　このPneumatic Forcepsはフットペダルで鑷子を閉じる操作を
行うもので、鑷子を握る際に生じる指先のブレが無いので安全だと
考えられます。

　また、27G硝子体手術用の器具は、flow rateや剛性の面でも進化を
遂げており、確実に使いやすくなってきています。これは、27G手術に
おけるエタニティー ナチュラル ユニ・W-60越しの眼底像ですが、
後極部は綺麗に見えます（スライド8）。

　また、非球面IOLで光学部の厚みが比較的薄いので、周辺部を観察
する際にもエッジとaphakiaの段差が少なく、黄斑部疾患手術に適した
眼内レンズだと感じています。
　黄斑部疾患の硝子体手術における戦術をお話してきましたが、どのような
症例に対しても同じように対処できるように、持てる術を使いこなすように
心掛けることが、私自身の戦略であるとまとめさせて頂きたいと思います。
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日本大学医学部 卒業
日本大学医学部附属板橋病院眼科
横須賀市立市民病院眼科
独立行政法人国立病院機構災害医療センター眼科

2004年
2005年

社会保険横浜中央病院眼科 医長
駿河台日本大学病院眼科 助手
現在に至る

服部 隆幸　先生
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増殖硝子体網膜症編

スライド1

PVRに対する25Gシステムの適用
　当初、小切開硝子体手術（以下、MIVS）は黄斑疾患にのみ適用されて
きましたが、second instrumentならびに観察システムの進化に
よって、最近では増殖硝子体網膜症（以下、PVR）などの難治症例にも
応用されるようになってきました（スライド1）。

　当院でも、平成17年からは完全に25Gシステムに切り替え、年間
約100件のPVRの硝子体手術を施行しています。
　まず、当院で使用している硝子体手術機器について紹介させて頂き
ます（スライド2）。

　当院では、標準的な25Gシステムの機器を使用しており、特殊なものは
使っていません。観察系はHHVタイプのコンタクトレンズを、その中でも
実際に使用しているのは、この3タイプだけになります（スライド3）。

　広角観察システムは、Mini Quad（レンズ）とVOLKのROLS（イン
バータ）を導入していますが、全ての症例で使用しているわけではあり
ません（スライド4）。

PVRの硝子体手術戦略
　増殖の程度が軽い症例や網膜索状物の影響が少ない症例、あるいは
閉鎖可能な単一裂孔症例については、バックリングのみで対処しますが、
それ以外のPVRに対しては硝子体手術を選択します（スライド5）。
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　シリコーンオイル注入時や眼内異物除去時のみ20Gポートを作成
することがありますが、全症例で25Gシステムを基本手技としています。
あと、増殖変化が下方象限に存在する場合には、積極的にバックリングを
併用しますが、トリアムシノロンアセトニド（以下、TA）や液体パーフル
オロカーボン（以下、PFCL）を使うことはあまりありません（スライド6）。

　黄斑剥離がある症例に関しては、術後のパッカーを予防する観点から、
全症例で内境界膜（以下、ILM）をbrilliant blue G（以下、BBG）で
染色した上で剥離するようにしています。周辺部の硝子体は、直視下で
強膜を圧迫して徹底的に切除します。
　眼内レンズはエタニティー ナチュラル・NX-70を第一選択として
います（スライド7）。

　球面IOLなので後極の眼底視認性に優れるとともに、7.0㎜大光学
部径なので周辺部観察においてもエッジが気にならない点が気に入って
います。
　手術映像を供覧いたします。増殖膜の処理については、後極から
進めることを基本としていますが、25Gの硝子体カッターをピック
代わりに使用し全体がどうなっているかを確認しながら行います。増殖
の強い箇所は後回しにして、周辺に向かって後部硝子体剥離（以下、
PVD）を展開していきます。そして、増殖膜と網膜の間に 間を作り、
水平剪刀で分断していきます。この時、ライトパイプの先端を増殖膜に
突き刺して、bi-manual法的に処理していくこともあります。そして、
裂孔から下液を排出し、黄斑剥離に対しては、術後のパッカーを予防
する目的で、BBG染色によるILM剥離を血管アーケード内側付近まで
行います。PHOTONⅡ照明下では、BBGで染色することでコントラスト
が明瞭になるため、ILM剥離がやりやすいと思います。TAは周辺部
硝子体切除時にのみ使用します。周辺部硝子体処理に7.0㎜大光学部径
は有用であり、最近は全てのPVR症例でNX-70を選択しています。

　周辺部硝子体をある程度切除できた段階で、空気で網膜を伸展させ
状況を確認します。眼内になるべく余計なものを入れたくないので、
PFCLを使用することはほとんどありません。シリコーンオイルは、
25Gポートから注入しています。

　バックリングを併用する必要のある症例では、眼圧変動により駆逐性
出血を起こすと厄介なので、硝子体手術前にバックルを巻くようにして
います。subretinal strandsの処理が必要な症例では、シャンデリア
照明を用いず、ライトパイプで抑えながら行っています。

　私のPVRに対する硝子体手術戦略をまとめさせて頂きます。全て
の症例において、25Gで何とかするようにしています（スライド8）。

　ライトパイプも立派な硝子体鑷子として使用できるため、シャンデリア
照明に拘らなくてもよいと考えています。増殖膜処理に時間が掛かり
そうな場合、赤道部からPVDを展開するなど、難症例においては優先
順位を明確にすることが大切だと思います。上方象限のsubretinal 
strandsは、網膜の可動性が良好なら、無理に除去しなくてもよい
のではないでしょうか（スライド9）。

　PFCLは、巨大裂孔合併症例を除いては使用していません。
　また、バックリングを併用すべき症例は多く、バックリングは必須スキル
だと考えられます。wide viewing systemは、空気置換下において
のみ使用しています。
　以上、ご参考になれば幸いです。
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2002年
2002年
2003年
2004年

横浜市立大学医学部 卒業
横浜市立大学附属病院 臨床研修医
横浜市立大学附属市民総合医療センター 臨床研修医
横浜市立大学附属市民総合医療センター 常勤特別職

2006年
2009年
2010年

横須賀共済病院眼科 医員
横浜市立大学附属市民総合医療センター 常勤特別職
横浜市立大学附属市民総合医療センター 助教
現在に至る

山根 真　先生

　硝子体手術は全症例25Gシステムで行っています（スライド1）。

糖尿病黄斑浮腫に対する手術
　この手術における最重要ポイントは後部硝子体剥離（以下、PVD）の作成で
あり、私はトリアムシノロンアセトニド（以下、TA）＊で硝子体を可視化し、黄斑部
付近からPVDを起こすようにしています。wide viewing systemを使用すると癒着
部位が分かりやすく、裂孔を作ることなく安全にPVDの作成ができると思います。
　内境界膜（以下、ILM）剥離の効果については賛否あると思いますが、
私は全症例で施行しています。まず、インドシアニングリーン（ICG）＊
を低分子凝集型の眼粘弾剤＊で0.06%の濃度に希釈して、黄斑部
だけを染色します。そして、耳側（Raphe)にきっかけを作成し、できる
だけ牽引を掛けず大きな円を描くように進めていきます。
　眼内レンズは後入れを基本としており、術後視力が期待できる症例
に対しては、小切開から挿入できるワンピースタイプの非球面IOLを
選択しています（スライド2）。

　このエタニティー ナチュラル ユニ・W-60（以下、ユニ）は素材が
少し硬い分、嚢内での安定性に優れると思われ、硝子体トリプル手術
においても安心して選択できる眼内レンズだと考えています。

増殖糖尿病網膜症に対する手術
　白内障手術の際、硝子体出血により徹照が悪い場合、シャンデリア
照明を先に入れ前嚢を視認しやすい状態にします。硝子体手術では、
まず後部硝子体膜に穴を開けますが、sub-hyaloidの出血がある場合
には吸引除去して、網膜を観察できる状態にします。多くの症例では、
部分的にPVDができている（増殖膜の箇所でPVDが止まってしまって
いる）ので、後部硝子体膜を増殖膜の縁で360°切除していきます
（スライド3）。

　増殖膜への不要な牽引を解除するとともに、硝子体カッターを増殖膜
の下に潜り込ませて、増殖膜処理を進めていくことができます。
　周辺部硝子体の処理は、後嚢切除のリスクがあると考えられる場合、
眼内レンズを先入れしてから行います（スライド4）。

　後入れの場合は7.0㎜大光学部径IOLを選択することが多いですが、
先入れの場合は6.0㎜の眼内レンズを選択し、虹彩との間から周辺部
硝子体を処理していく方がやりやすいと感じています。

私の網膜硝子体手術戦略！
第51回日本網膜硝子体学会総会　モーニングセミナー

糖尿病網膜症編
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　増殖膜の処理は、古典的には水平剪刀と垂直剪刀を用いて
segmentationとdelaminationを行いますが、最近では硝子体
カッターで行うことが主流になってきていると思います（スライド5）。

　具体的には、癒着の弱い部分を探してsegmentationを進めていき、
epi-centerを孤立させ網膜をかじらないようにshave modeで非常
に低いカットレートで安全・確実に切除していきます（スライド6）。

　癒着が強いと思われる場合でも、硝子体カッターをピック代わりにして増殖
膜を引っ掛け持ち上げることで 間を見つけ、そこから切除していきます。
epi-centerは、多くの場合、点状に血管と接着しているだけなので、周りから
ゆっくりと癒着を解除しながら丁寧に小さくしていく方法が安全だと思います。
　ただ、癒着がとても強い症例や網膜が脆弱な症例では、網膜裂孔を
生じやすくなります。そのような症例に有効と考えられるのが双手法
です。ほとんどの場合、鑷子と硝子体カッターで処理していきます。
増殖膜を持ち上げることで、 間からepi-centerを見つけやすくなり
効率的な切除が可能となります。癒着が非常に強い場合には、剪刀を
使用することで網膜を誤って切除する可能性を低減できると思います。
また、眼粘弾剤を網膜と増殖膜の間に注入し、癒着を剥離して 間を
作っていくviscodelaminationにより一手法で安全で効率的な増殖
膜処理が可能です（スライド7）。

　私は高分子凝集型の眼粘弾剤＊に27Gの鈍針を付けて行っていますが、
先端部分が少し曲がっている方が好都合です。そして、針先を増殖膜下
に比較的しっかりと潜り込ませた上で眼粘弾剤をゆっくり且つ大量に
注入していくことが、網膜と増殖膜の癒着を確実に剥離する上での
ポイントとなります。また、epi-centerから出血を起こした際に、出血の
拡散を防ぎ眼底視認性が確保されやすいというメリットもあります。
　またviscodelaminationを併用したen-bloc法では、非常に効率的に手術
を進めることができます。増殖膜の癒着がそれほど強くなくPVDが起こって
いない症例では、増殖膜の癒着剥離とPVD作成をまとめて行うことができます。
この手技を行う上では、眼粘弾剤が漏れ出てしまわないように、わずかに小さい
穴だけを開けて眼粘弾剤を注入していくことがポイントになると思います。
　ILM剥離に関しては、網膜剥離合併症例では網膜が寄ってきて難しい場合
があります。その場合は液体パーフルオロカーボン（以下、PFCL）を用いる
ことで網膜が押さえられるので、容易にILM剥離を進めることができます。
PFCL下では眼底視認性がやや落ちるため、染色することをお勧めします。

眼内レンズ選択基準
　増殖糖尿病網膜症（以下、PDR）では術後炎症が比較的強いので、
光学部表面にフィブリンや細胞接着が見られることがあり、眼内レンズは、
透明性が維持されやすい素材が求められます（スライド8）。

　その上で、術後視力が期待でき再手術の可能性も少ないと考え
られる軽症例に対しては、小切開から挿入できる非球面IOLという
観点からユニを選択しています（スライド9）。

　一方、術後に網膜光凝固術が必要であったり再手術の可能性がある
重症例に対しては、眼底視認性に優れる7.0㎜大光学部径で球面IOL
のエタニティー・X-70を選択しています。

　PDRに対する手術戦略としては、wide viewing system、シャン
デリア照明、手術補助剤を用い、できるだけ楽で安全な手術を心掛け
ています。増殖膜は、双手法やviscodelaminationを活用し硝子体
カッターで処理しています。眼内レンズは長期的な透明性と眼底視認性
の観点からエタニティー・シリーズを選択しています。
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