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シラバス解説 

「涙道⼿術オールワン 2021」 園⽥病院 園⽥真也 
 
○スライド３ 
涙道⼿術の際、患者の苦痛の軽減のみならず、安全、確実に処置加療するために
も適切な⿇酔処置は不可⽋である。涙道⼿術に⽤いられる⿇酔法として滑⾞下
神経、眼窩下神経ブロックなどの伝達⿇酔、眼瞼⽪膚・⿐粘膜への浸潤⿇酔、そ
の他に涙道粘膜に対する表⾯⿇酔などが挙げられる。 
本 IC では特に合併症の起こりやすい伝達⿇酔と考慮すべき解剖学的構造物につ
いて論説する。 
伝達⿇酔は、涙道⼿術の基本であり、避けて通るわけにはいかない関⾨。確実に
マスターすることが必要である。 
  
○スライド４ 
先⼈の努⼒により、私達は顔⾯の知覚がどのように伝達されているか？知るこ
とができる。痛覚は三叉神経により⽀配され、分枝の⽀配領域は図の様に⾊分け
されている。 
右下は涙道⼿術に関連する部位を⽰すため、涙囊と眼窩、⿐腔の位置関係を⽰し
た標本。SGI、DCR の術野は両⽅とも三叉神経の第⼀と第⼆枝の⽀配領域が混
在していることが重要なポイントでもある。 
 
○スライド５ 
涙道⼿術の際に⾏われる滑⾞下神経ブロックは伝達⿇酔に分類される。伝達⿇
酔とは、「知覚を伝達する神経の近くに⿇酔薬を打ち込みその伝達を阻害する」
事である。三叉神経の⾛⾏については教科書では図の様に描かれており、専⾨医
試験で必ず知っていなければならない項⽬。⼤事な点は、「三叉神経の第⼀枝 
眼神経から⿐⽑様体神経が分枝、前篩⾻神経、涙囊へ延びる分枝を出しながら、
滑⾞下神経」となる事。 
以上を踏まえ、実際の⼿技で果たして本当に正しく、効率的な伝達⿇酔を実施で
きているか？検証するために涙道に関係する神経、⾎管にスポットを当てて解
剖を⾏う。 
 
○スライド６ 
眼窩は特殊な構造をしている。左は眼窩周辺部の⾻を下部と篩⾻粘膜を残して
取り去ったモデル。右は左標本の眼窩隔膜を開いたもの。眼窩は限られたスペー



スの中、眼窩隔膜に神経・眼球・眼筋・⾎管を包み込み、その隙間に脂肪を⼊れ
込んだものであることが理解できる。 
神経はスライド５の図のように⾻壁に直接張り付いているようなものではない。 
 
○スライド７ 
神経⽀配を踏まえて・・どの神経をブロックするのか？ということを考えてみ
る。前篩⾻孔からは前篩⾻神経が篩⾻を通って⿐腔内に分布。⿐腔内の痛覚を⼀
部担当している。⿐の処置をする DCR では前篩⾻神経付近までのブロックが必
要となる。また⾻性⿐涙管付近には眼窩下神経が伸びているが、ここのブロック
も除痛には有効。 
 
○スライド８ 
痛みをブロックするため、現在滑⾞下神経ブロックを基本として⾏われている
が、その⽅法について検証してみた。 
 
○スライド９ 
⿇酔針の刺⼊位置は、経験的に内眼⾓の靭帯の⽔平部と垂直部の交叉する場所。
理由は、交叉する靭帯により涙嚢の上部は固定されており、位置関係を考える
と、刺⼊部の後⽅ 10mmに滑⾞下神経の涙嚢分枝が存在するためである。 
 左は⽪膚を取り、交叉部靭帯を⽰す標本。右は眼神経とその分枝のみ残して眼
窩内除去を⾏ったモデルを⽰す。⽮印が SGI などで⽬標とする滑⾞下神経涙嚢
分枝。 
 
○スライド 10 
⾻と⾎管の解剖で⼤事なのは前篩⾻孔。ここに前篩⾻神経が通ると共に、前篩⾻
動脈も通る。 
⾎管の⾛⾏を⼀⾒して把握できるようなモデルはなかなか存在しない。そこで
サルに⾚く着⾊した樹脂を点滴。硬化剤を⼊れ、ゆっくり⾎管の中で固らせ、そ
の後に軟部組織を薬剤で溶かして処理。その結果、⾻と樹脂が残る。樹脂と染料
は分⼦量から静脈には⼊らないので、ほぼ動脈に相当するモデルと考えられる。
これをみるとどこを狙っても何らかの⾎管が存在することがわかる。滑⾞下神
経ブロックにおいては完全に出⾎を逃れる⽅法は無い。ただし、涙嚢付近で⼀部
まばらな所が有るので、ここをうまく狙えば出⾎のリスクを軽減することにつ
ながるかもしれない。 
 
 



○スライド 11 
前篩⾻神経を剖出するため、篩⾻、眼窩隔膜を除去したモデルを⽰す（左右画⾓
を変えて撮影）。このモデルに対し、通常通りの⽅法にて、滑⾞下神経ブロック
を⾏い、針先と前篩⾻神経との位置関係を確認すると、根元に微妙に距離が存在
した。反対に内直筋の⽅がより針先に近い。伝達⿇酔後に複視が出やすいのも納
得できるのではなかろうか。 
現在の滑⾞下神経ブロックとは、伝達⿇酔と浸潤⿇酔のミックスされた前篩⾻
神経付近の⿇酔と⾔えるかもしれない。 
 
○スライド 12 
可能な限り眼窩内脂肪を除去。上斜筋を取って前篩⾻孔部を剖出した標本を⽰
す。オレンジの線が注射針の通る道筋。⽮印が前篩⾻孔付近である。太い眼動脈
が観察できる。前篩⾻孔で固定されているため、逃げられない⾎管（⿐腔内にも
分枝する）であり、これを刺してしまうと眼窩内出⾎が起こる。⾎管の⾛⾏は⾮
常に個⼈差が⼤きい。 
 
○スライド 13 
涙道⼿術の際、我々は滑⾞下神経に当たりをつけて⿇酔薬を効かせている。眼窩
の構造ゆえ、不幸にも針先で⾎管を傷つけると、閉鎖されたスペースの中で出⾎
が起こる。これが球後出⾎。 
左は⽩内障⼿術の際に球後⿇酔によるもの。穿刺した箇所を下⽅に⾒ることが
できる。また右は原因不明であるが、おそらく外傷によると考えられる。両⽅と
もに眼瞼の腫脹と球結膜下出⾎を特徴とする。眼窩の構造を考えるとその形状
に納得できるのではないだろうか？当然この状態ではどんな⼿術も不可能。 
 
○スライド 14 
刺⼊する際の深さも検討した。26G1/2 インチでは前篩⾻孔に到達しないが、
27G3/4インチでは前篩⾻孔に到達する可能性がある。ここに前篩⾻動脈が通っ
ているので、出⾎のリスクは上がる。⼿術で必要な除痛に応じて深さを調節する
必要性がある。 
 
○スライド 15 
⿇酔薬の注⼊後の状態も検討してみた。⻭科⽤印象材を⿇酔薬に⾒⽴てて滑⾞
下神経ブロックの⼿技で注⼊。眼窩内を観察した所、眼窩隔膜の中にピンク⾊の
印象材が⼊っているのが観察できる（写真右上）。左の標本を割り、眼窩隔膜除
去して眼窩内の分布範囲を調べたのが右下の標本である。前篩⾻神経周辺まで



印象材が⼊り込んでいるのが観察できる。またかなり眼窩後⽅まで⼊り込んで
いた。 
以上から、⿇酔薬としては 2％キシロカインⓇの使⽤が推奨される。眼窩の構造
上、薬液が球後に回る可能性もあるため、エピネフリン添加の⿇酔薬は⾎管閉塞
などの危険を伴うと考える。また確実な除痛を得るため、ある程度の⿇酔薬の量
が必要であると考える。SGI で滑⾞下神経涙嚢分枝に確実に注⼊できれば 1cc前
後、確実な除痛が必要な DCR では 3cc前後は必要。 
 
○スライド 16 
滑⾞下神経ブロックの実際の⼿技については、まず術者と患者頭部の位置関係
を確認することが重要。⼿術⽤ドレープを使⽤した状態では、顔⾯が斜めに傾い
ている場合、位置の変化に気がつきにくい場合もありえる。確実に⿐尖部が上を
向いていることを確認して実施する必要がある。 
 刺⼊部位を⽰す⽬印は、内眼⾓部のえくぼ状の凹み（内眼⾓の靭帯の⽔平部と
垂直部の交叉する場所）。ここから眼窩の⾻壁に沿い、ほぼ垂直に 10〜19mm刺
⼊。重要な点として、正しく刺⼊できた場合には針先に抵抗はないが、何らかの
抵抗がある場合にはその⾓度は正しくない。穿刺のやり直しが推奨される。針先
を動かすと球後出⾎のリスクが増⼤する。不必要に⽿側に刺⼊したり傾けたり
して眼球を傷つけないように注意。また細すぎる針は刺⼊する際に湾曲し意図
しない⽅向に向かう可能性もあるため、眼球穿孔などの合併症の原因になり得
る。また針先の感触もつかみにくい。ちなみに演者は 26G（1/2インチ）針を使
⽤している。 
⿇酔薬を注⼊する前には⾎液の逆流が無い事を確認。注射後、1分間程度は圧迫、
⽪下出⾎など異常の有無も確認する。 
 （動画供覧） 
 
○スライド 17 
いろいろな⽋点がある滑⾞下神経ブロックだが、変法と考えられる⽅法もある。 
⾼橋先⽣よりいただいた画像を供覧する。滑⾞下神経涙嚢分枝に浸潤すること
を狙い、27G 針で⽪下表⾯より少し深いところにエピネフリン添加の２％キシ
ロカインを 2cc 注射する⽅法である。滑⾞下神経涙囊分枝ブロック＋周辺組織
への浸潤⿇酔とでも呼べるものではないだろうか。 
（動画供覧）。 
 
○スライド 18 
この⿇酔法で⿇酔した場合、写真のような内眼⾓付近の⽪下出⾎が起こる場合



がある。静脈のモデルを⽰すが、①眼⾓静脈や②上願静脈との吻合部などが出⾎
源として考えられる。 
 
○スライド 19 
まとめると・・⼿術によって除痛の程度は微妙に違う。まず SGI などの場合、
⿐内にガーゼ等で⿐粘膜⿇酔を実施した上で、滑⾞下神経の涙嚢分枝付近まで
伝達⿇酔の針先が⼊れば、ほぼ有効な除痛が得られると考えられる。⾼橋先⽣の
⽅法は、涙嚢分枝と眼窩下神経の末梢分布をブロックして除痛するためよりス
マートなものと考えられる。 
⾚のエリアがこの⽅法でブロックする部位と考える。また眼窩内に⼲渉しにく
いため、⿇酔の追加も容易であり、複視は出現しにくい。エピネフリン添加のも
のも使⽤できる。 
   
DCR ではもう少し上流の前篩⾻神経付近まで針を打ち込む必要がある。前篩⾻
神経は⿐腔に分布するため、⿐操作を伴う DCR にはより有効な除痛が得られ
る。⻩⾊のエリアが⽬的となるが、眼筋を含めて不要な部分も⿇酔されてしまう
のは⽋点。複視の出現や球後出⾎の可能性もある。 
また⿇酔の追加には慎重になる。薬剤もエピネフリン添加などのものは球後に
まわる可能性も考えて使いにくい。 
 
○スライド 20 
安全で効果的な⼿術のため、確実な⿇酔は不可⽋である 
ただし、眼窩内⿇酔で完全なリスク回避は不可能である 
ただし、リスクを軽減させるために、 
① 確実な刺⼊位置の同定 
② ⽬的とする深さのコントロール 
③ 針先の刺⼊⾓度、先端をむやみと動かさない 
などは重要。 
眼窩の三次元的構造をイメージした適切な⿇酔⼿技をマスターすべきである。 
また解剖に即したより効果的な伝達⿇酔の⼿技が開発されることを期待する。 



成人の涙道診療
（診察、治療含めて）

鶴丸眼科 鶴丸修士



涙道診療：診察のコツ

• 涙が出る⇒苦手意識

• 涙道診療≒流涙症診療

• いわゆる分泌性流涙と導涙性流涙を常に考えて診察する

• いきなり涙道閉塞！を考えない。予測することが大事

• 1～4くらいのstepで網羅して診察するようにすると
見落としがなくなる。



診断、診察のコツ
診断へのアプローチ1

• 1st step

• 視診

• 眼表面 眼脂、瞬目が出来ているか（兎眼の有無）

• 上眼瞼、下眼瞼 内反症、外反症、結膜の弛緩

• 2nd step

• 触診

• 涙嚢部の圧迫 涙嚢炎 膿の逆流があればほぼ確定

• 硬い硬結 血性の流涙⇒腫瘍の存在

• 眼瞼の状態⇒動画（スナップバックテスト）

• 見逃されがちな…涙小管炎（結膜炎との鑑別が重要！）



診断へのアプローチ2

• One point !

• 涙小管炎・・・Dr shoppingしている結膜炎

• 「ずっと点眼を指していますが、目ヤニが止まりません。」

• 通水検査…通水＋

• 動画

• 3rd step

• スリット検査と問診

• いつから、どこで、どれくらい

• ドライアイ、アレルギーなどの鑑別



診断へのアプローチ3
問診と診察

• 4th step

• 何はともあれ

• SPKとTMH！（ドライアイ、涙道閉塞）

• 結膜弛緩、半月ひだなど（動画）

• 意外と忘れがちなのは、涙点のサイズ

• MUNK分類…鼻涙管閉塞はgrade4が多い

• TMHは診察のタイミングで変わることがあるので注意

• シルマーテスト（侵襲的検査は最後）

• 通水検査…必ず一段針で行う（極度の涙点狭窄を除く）

• 涙小管の閉塞か 狭窄があるか 涙嚢炎があるか

• 実は結構情報が多い

Grade0: 流涙なし
Grade1: ティッシュもしくは

ハンカチで1⽇2回は拭く
Grade2: 1⽇2〜4回拭く
Grade3: 1⽇5〜10回拭く
Grade4: 1⽇10回以上拭く

MUNK分類



最近の涙道治療選択 DSI vs DCR

総涙小管閉塞

広範型閉塞

限局型閉塞

基準はあいまい：成績からの治療法決定の限界

治療成績⇒全体の生存率は2800日で60％程度



Telephone survey: 
内視鏡治療成績予測 AI!?

• 細かな要素は数値化できない！！（柔らかい??硬い??など）

• 客観的な指標（データ）と自分の感覚に差がないかどうか

• 内視鏡所見（閉塞の距離、硬さなど）＋既往歴（罹病期間など）

単なるカン

対象症例：初期治療としてNLDIを選択した53眼

期間：2020.12.1～3.31まで

方法：所見、問診から
①治る(success) ②ぎりぎり治る(fair) ③厳しい（fail）を予測
電話にてfunctional successを調査



結果

①success 36⇒完全に治癒20 何らかの症状あり13 DCR1

②fair        12⇒完全に治癒4     何らかの症状あり8   DCR2

③fail        5 ⇒完全に治癒1      何らかの症状あり2     DCR2

結果（感想）

予想よりNLDIの成績が悪い印象?

問題なのは…

結局何らかの症状があり通院している患者が多い, またはDCR 28/53

最初からDCRを選択することが増えた

予測 結果



手術の特徴による比較

鼻内法(E-DCR) 鼻外法(X-DCR)

Success rate 高い 高い

Patient 
selection

抗凝固薬の内服
狭鼻腔

制限なし

Operation time 10～30分 30分～50分

Patience aspect 総じて満足度高い 術直後は美容面で問題あり

麻酔 全麻 or 局麻 局麻で十分

Complication ほとんどない ほとんどない

Learning curve 必要（眼科医にとって） ある程度は必要



DCR 鼻内法と鼻外法の選択

• 成績、技術面ではなくPatients aspectとしては？？？

• Happy with the cosmetic result

• E-DCR > X-DCR

• もう一度するなら

• E－DCR 100％＞X- DCR 48％

• 成功率も変わらない、手術時間は鼻内法が短い…

• 第一選択としてはE-DCR

• X-DCRの改善点…手術時間の短縮が必要

当科での工夫（動画）



コロナ禍でのDCR

• ウィルス量が多いのは鼻腔、上咽頭

• 海外では耳鼻咽喉科医の感染が一番多い

• ハイリスク地区では引き続き注意が必要

• 気管内挿管（麻酔）、吸引、電気メス、ドリルなどで飛散する可能性

• 手術室は陰圧が望まれる

• 鼻外法も要注意

• 以前のデータ

• 鼻内法

• ケリソン＞ドリル

• 全身麻酔＞局所麻酔

• ケリソン+全身麻酔⇒出血↓吸引の使用が少なくて済む

耳鼻科の指針

動画



まとめ

•診察

• 視診⇒触診⇒スリット検査⇒問診と診察

• 順番を決定しルーチンワークにすると診断にたどり着く

•治療

• DSIとDCRの治療選択は難しい

• Patient preferenceを基に、医師個人の得意な方を選ぶのも
ありではないか

• DCRは鼻内法が満足度が高い。涙道を極めるならマスター
すべし

• 鼻外法は万能でマスターしやすい。手術時間短縮が課題



先天鼻涙管閉塞の治療

藤本 雅大

涙道診療オールインワン！

第44回日本眼科手術学会インストラクションコース

ナカノ眼科本院/ 京大病院

先天鼻涙管閉塞の治療

1. 内視鏡を使用した開放術のコツ

2. 類縁疾患の治療のコツ

3. CNLDOのエビデンス

～最新の知見も交えて～

内視鏡治療のハードル

１. 涙点拡張

２. 涙小管～涙嚢

３. 鼻涙管

４. 鼻内視鏡

涙点拡張時のハードル

・ 眼瞼にテンションをかけにくい

・ 内眥贅皮

涙小管のハードル

・ 成人の涙小管と比較し、細い

鼻涙管のハードル

・ 行き先が分からない



鼻涙管の角度

Adult

Infant

鼻内視鏡のハードル

下鼻甲介

下鼻道

・ 下鼻道が非常に狭い

先天鼻涙管閉塞の治療

1. 内視鏡を使用した開放術のコツ

2. 類縁疾患の治療のコツ

3. CNLDOのエビデンス

～最新の知見も交えて～

症例 生後7日目 男児

どう対応しますか？

先天鼻涙管閉塞の治療

1. 内視鏡を使用した開放術のコツ

2. 類縁疾患の治療のコツ

3. CNLDOのエビデンス

～最新の知見も交えて～

弱視リスク要因の最新の知見

YungJu YOO. Plos One. 2019. 

－2013年ガイドラインの基準を使用

・CNLDOと弱視リスク要因と
関連なし

－片側性と両側性で有意差なし

・顕在化した斜視には注意



鶴丸 健士

今回の発表内容に関連し、開示すべき

COI関係にある企業はありません

鶴丸眼科麻酔医

涙道手術の麻酔法

と、疼痛管理



局所麻酔単独で100％完全無痛を得ることが難しい？
・浸潤麻酔であること → 拡がりの問題
・炎症の存在 → 局所麻酔薬の特性
・骨膜の知覚の問題
・神経の走行 二重支配、交通枝の可能性
・自律神経による痛みの伝導
・心因的要因

鎮痛作用を持つ薬剤の併用がBetterか・・

DCRは局麻で可能？



局所麻酔のコツ

・麻酔効果を高めるには高濃度の麻酔薬を
可能な限り多くの量を投与する

・やや長めの手術ではロピバカインや
レボブピバカインが有用 術後鎮痛にも有用

・炎症がある場合炭酸水素ナトリウムを添加すると
塩基型の割合が増加し作用効果発現が早い



・局所麻酔単独で完全無痛を得ることが難しい手術
不確実な効果 心因的な痛みを訴える患者

・炎症の存在 局所麻酔薬の特性
涙嚢炎を起こしている患者

・心理的ストレスの大きな手術 長時間の手術
眼球摘出 癌

局所麻酔の限界



眼科局所麻酔時の鎮静

鎮痛なくして鎮静はありえない
利点
・心因的な痛みを訴える患者は鎮静でOK
・術中ストレス トラウマの軽減

欠点
深い鎮静を行うと意識が低下しているため
手術をしていることも忘れてしまう

・不意に起き上がる
・眼球運動
・嚥下機能の低下によるバッキング
などの有害事象が起こりうる

認知機能を残した鎮静が安全



利点
・すべての手術を無痛で行うことが出来る
・安静が保てない認知症患者、小児等も手術が可能
・高血圧、頻脈等の有害な事象の回避

血圧を低く維持でき出血が減少
・手術に集中でき、視野の確保も得られる

欠点
・麻酔科医の確保、麻酔器の購入などコストがかかる
・術前検査が煩雑

一回導入すれば収益性が高い

全身麻酔の利点と欠点



日帰り全麻の必需品

・麻酔用機器
麻酔器 モニター（ECG SPO2 呼気ガス 筋弛緩）
挿管セット シリンジポンプ 体温保温器具 薬剤

・リカバリースペースとモニター類 救急カート



・病院側の利点
入院設備がなくても可能
施設への投資が不要

・患者側の利点
費用の軽減
日常生活のリズムの維持
仕事などの調節の負担が小さい
手術後の制限が少ない

日帰り全身麻酔の利点



術後鎮痛対策

1 長時間作用性局所麻酔薬併用
レボブピバカイン ロピバカイン

2 アセトアミノフェン 点滴 経口投与
術直後 アセリオ1000mg IV
経口投与で500mgを 6時間毎に投与

当院ではほぼこれだけ

必要ならばNSAIDｓ
静注
フルルビプロフェンアキセチル
内服
セレコキシブ ロキソプロフェン



当院DCRの麻酔方針

術者IC→麻酔科IC 本人希望 合併症を考慮し

鼻外法
1 日帰り全身麻酔
2 局麻鎮静 ミダゾラムのみ（痛みがあれば+オピオイド）

鼻内法
１ 日帰り全身麻酔
２ 局麻鎮静 不安の程度により

軽い ドルミカム+オピオイド
中程度 デクスメデトミジン+オピオイド
強い プロポフォール+オピオイド
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