
































眼形成手術を極める ～Day surgeryのTips～

下眼瞼内反症
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眼瞼内反（≒退行性内反）
 眼瞼自体が内反した状態
 高齢者に多く、ほとんどが下眼瞼
 眼表面疾患に伴う瘢痕性内反もある

睫毛内反（≒先天内反）
 眼瞼の位置は正常であるが、眼瞼余剰皮膚によって睫毛

が眼球方向へ押されている状態
 小児に多い。下眼瞼＞上眼瞼

睫毛乱生
 眼瞼の回旋や余剰皮膚による睫毛偏位もないが、睫毛の

向きが眼球方向に向かっているために眼表面と接触して
いる状態

内反症の分類



眼瞼内反症 （高齢者に多い）

左下眼瞼内反症

眼瞼ごと内反している

下眼瞼を引くと一時的に内反は
改善するが、瞬目で再発する

（診断のポイント）



眼瞼内反症の主な病態



下眼瞼Jones変法

LERを瞼板下縁から剥離 LERを短縮し瞼板へ固定



Jones変法のみでは再発しやすい症例
＝下眼瞼弛緩がある

Pinch test： 8mm以上で陽性（positive）

下眼瞼弛緩があればJones変法に加えて、外眥固定
またはLTSによる水平方向の弛緩の是正を併用する



睫毛内反症 （小児に多い）

両上下睫毛内反症

瞼板の位置は正常であるが、皮膚に押されて睫毛が内反し、
眼表面に接触している。
瞼縁が皮膚に隠れて見えない（診断のポイント）



睫毛内反症の主な病態



睫毛内反症の治療＝ Hotz変法

瞼板 瞼結膜

下瞼板
動脈弓

眼輪筋

眼窩隔膜

下斜筋

LER

睫毛下の皮下を瞼板に固定



Hotz変法
睫毛下の皮下を瞼板へ固定して内反を
改善



 Marginal entropion（瞼縁後端部のわずかな内反）
により瞼縁の炎症が遷延化することで生じるもの

 トラコーマ、眼瞼手術後、Stevens-Johnson症候群
、眼類天疱瘡などの瘢痕によるもの

睫毛乱生

Marginal entropion Stevens-Johnson症候群

瞼縁は正常（診断のポイント）



 眼瞼内反症にはJONES変法（LERの短縮）
高齢者に多い疾患

診断：瞼板が回旋、引くと一時的に改善

 睫毛内反症にはHOTZ変法（＋内眼角形成）
小児に多い疾患

診断：皮膚で瞼縁がみえない、瞼板は正常

 睫毛乱生にはブロック切除かlid splitting
診断：瞼縁は正常

 解剖学的異常と病態を見極めそれに即した手術を選択すること
が重要

内反症治療 まとめ
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 睫毛内反

 先天睫毛内反

 眼瞼内反

 先天眼瞼内反

 退行性眼瞼内反

 瘢痕性眼瞼内反

 睫毛乱生

上眼瞼の内反症の分類



上眼瞼の先天睫毛内反

- 先天睫毛内反の臨床 –

 先天的に上眼瞼の睫毛が外反しない（瞼縁の位置は正常）

 日本人を対象とした先天睫毛内反441例の検討

下眼瞼：81% 上眼瞼：7% 上下眼瞼：12%

Noda S et al. : Br J Ophthalmol 1989.



先天睫毛内反の病因

 挙筋腱膜の皮膚穿通枝が
皮下まで到達していない、到達している位置が低いことが主な原因

 皮下の引っ張りがないため、睫毛が内反してしまう

上眼瞼挙筋

眼窩隔膜

挙筋腱膜

ミュラー筋

皮膚穿通枝

Kakizaki H et al. : Ophthal Plast Reconstr Surg. 2005 より引用



先天睫毛内反の手術

挙筋腱膜と皮下をつなげるための癒着を作ることが目的。

通糸法

切開法

上眼瞼挙筋

眼窩隔膜

挙筋腱膜

皮膚穿通枝

癒着を作成

皮膚切除

PEPARS No.20 眼の整容外科. 全日本病院出版会 2008 より引用



切開法 vs 通糸法

切開法 通糸法

利点
・ 再発が少ない

・ どのような症例にも有効

・ 回復が早い

・ 手術時間が短い

欠点
・ 回復が遅い

・ 手術時間が長い

・ 切開法よりも再発が多い

・ 適応症例を選ぶ

・ 埋没糸の露出、感染の問題



埋没法

 まぶたの厚みがある症例では、埋没法は再発しやすい

 61例122側 経過観察期間7.3±5.2ヵ月 再発率1.9%

H Lew et al. Ophthalmologica. 2008

SW Choi et al. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016

単結節縫合 連続縫合

 連続縫合の方が再発、合併症(糸の露出・肉芽形成 )ともに少ない

JS Beak et al. J Craniofac Surg. 2015



先天上眼瞼内反

- 先天上眼瞼内反の臨床 –

 眼瞼自体が内反し、睫毛が角膜に接触する

 非常にまれ

 その他の先天異常を合併することが多い

Warner NJ et al. : Am J Ophthalmol Case Rep. 2016 より引用

TA Zak. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 1984



退行性上眼瞼内反

- 退行性上眼瞼内反の臨床 –

 下眼瞼と比較して上眼瞼の瞼板は高さがあるため、

瞼板が内反に対する抵抗となり、上眼瞼に退行性内反はほぼ起こらない

 Involutional Lateral Entropion of the Upper Eyelid( ILE )

 外側の皮膚弛緩と外眥靭帯の弛緩→外側の部分的な眼瞼内反

 アジア人に特有 Camara JG et al. Arch Ophthalmol. 2002

内眥靭帯

LERs

外眥靭帯

挙筋腱膜



瘢痕性上眼瞼内反

- 瘢痕性上眼瞼内反の臨床 –

 眼瞼後葉の短縮が原因

 マイボム線開口部の後方移動、瞼縁の結膜化生を伴って上眼瞼が内反

 トラコーマ、SJS、粘膜類天疱瘡、化学外傷などが原因として有名

 UKでは慢性結膜炎が原因として最多
MC Rhatigan et al. Eye. 1997



瘢痕性上眼瞼内反の治療

 Grey lineに沿って深さ２mm程度のsplitを作成し、

内反症手術切開法を施行

 軽度～中等度の瘢痕性上眼瞼内反に有効

Lid margin split＋切開法

Lid margin split

MC Rhatigan et al. Eye. 1997



 上眼瞼の内反症は睫毛内反と眼瞼内反に分類され、

睫毛内反では先天性、眼瞼内反では瘢痕性が多い。

 先天睫毛内反、瘢痕性眼瞼内反ともに、

切開法による内反症手術が治療のベースとなるため、

上眼瞼内反の治療では切開法が必須。

 切開法には様々なバリエーションがあるが、

まずはシンプルな方法で

繰り返しトレーニングすることが重要。

まとめ



眼瞼下垂手術
useful tips to improve your day surgery

木下慎介



眼瞼下垂手術のゴール設定

デザイン 一定 or 個々に設定

皮膚切除 あり or なし

ゴールは術者によって異なる



術者のゴールを明確に提示する

術者のゴール ≠ 患者の術後イメージ

主観的評価と客観的評価が異なることもある

トラブル回避＝お互いのため



担保しなければならないもの

機能的改善≒MRD-1

全ての腱膜性眼瞼下垂に対応すること

 levator resectionが確実に施行できること

腱膜やミュラー筋を確実に展開できること



眼瞼下垂手術の特殊性

•眼瞼下垂手術は見えていない組織を展開する

•内眼手術は手術部位が視認できている

組織を確実に展開

→ 手術の9割方終了したと同義



局所麻酔のポイント

局所麻酔で血腫を作らない

注射針を刺入する回数を減らす

皮膚側からの刺入は皮下まで

眼輪筋に注射針を当てない



出血させないコツ

大きな血管の走行を知ること

凝固してから切開 or 凝固しながら切開

ATLAS OF Oculoplastic and Orbital Surgery 



瞼板露出のTips

•瞼板は重要なmerkmal

•デザイン前に瞼板の高さを測定

術中の瞼板の位置をイメージ



皮膚切開～皮下剥離時の開創鉤による開創

→ 皮下組織のみが下方に牽引されている

瞼板は下方に牽引されていない

瞼板上縁2/3は挙筋腱膜・眼窩隔膜で被覆

→ 挙筋腱膜・眼窩隔膜の除去で瞼板が露出する

眼輪筋下を睫毛側へ剥離しても瞼板は露出しない



挙筋腱膜展開のTips

眼瞼挙筋の走行を意識する

•眼窩内の方向に眼窩隔膜を切開

•眼窩隔膜は多重層の組織

•挙筋腱膜後面は疎な層間



ミュラー筋展開のTips

挙筋腱膜の短縮で有効なMRDが得られない

→ 挙筋腱膜とミュラー筋を短縮（levator resection）

腱膜性眼瞼下垂の定義

→ levator resectionで必ず改善



瞼板を下方へ牽引する
→ ミュラー筋と眼瞼結膜の剥離が容易

ただし、比較的密な層間、出血が多い

眼瞼結膜の範囲で剥離
→ 血管の走行で判断

偶発的な事故の予防
→ 角膜保護用のコンタクトレンズを使用


