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l スクロールを虹彩から外す
l スクロールだけ眼外へ引き出す

l 眼外でインジェクターの⽖にかける
l 眼内に進めながらRingを引き込む

l 写真の状態で眼外へ抜去
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昭和大学藤が丘リハビリテーション病院眼科

早田 光孝

インストラクションコース

白内障手術ネクストステージ 瞳孔の外科的マネージメント

実践編～瞳孔拡張、虹彩縫合、人工虹彩～

【利益相反公表基準:該当】なし

2重瞳孔
単眼複視
羞明 グレア ハロー

視機能への影響強い
高次収差増強1）

羞明 グレア ハロー
近見障害

下方の虹彩損傷
IOL眼のエッジグレア

虹彩部分欠損型 虹彩離断型 瞳孔散大型

外傷 手術操作
先天性 coloboma

外傷 手術操作 多瞳孔
外傷 緑内障発作
頭部疾患など1）山本 魚里 川守田ら：あたらしい眼科27,1473-1477, 2010 

虹彩縫合

虹彩部分欠損
虹彩離断
瞳孔散大

瞳孔不正 適応

虹彩全欠損 虹彩付CL1) 、虹彩付IOL2) 、人工虹彩3) 4)

虹彩部分欠損 虹彩付CL、虹彩縫合、人工虹彩

虹彩離断 虹彩付CL、虹彩縫合（縫着）、虹彩付IOL、
人工虹彩

瞳孔散大 虹彩付CL、虹彩縫合、虹彩付IOL、人工虹彩

1) 藤本ら：日コレ誌 1986

2) Sundmarcher R etc：Ophthalmic 

Surg 1994

3) 徳田ら：臨眼 1998

4) 福原 小早川ら：眼科手術 2015

＜長針を使用する方法＞

▪ 10‐0 、9‐0 プロリン 長針 長弱彎針

＜極小針を使用する方法＞

▪ 1.5㎜弱彎針 9‐0ナイロン

▪ 12‐0ナイロン付き極小縫合針

従来の10-0ナイロン
（Alcon）

1.5㎜ 弱彎針 9-0ナイロン

ビデオ

薄井、谷口ら：IOL＆RS 25,406-409,2011

設樂、徳田ら：IOL＆RS 29,552-555,2015

あらゆる瞳孔不整パターンで使用可能

針穴が小さくできる 狙い場所に通糸しやすい

強膜は通糸できない

運針には修練が必要

Alpar JJ：J Am Intraocul Implant Soc11,296-298,1985

薄井、谷口ら：IOL＆RS 25,406-409,2011 より引用

▪ マニー 直針 両端針 16㎜ 20cm糸

弱弯針 両端針 13.0㎜ 20cm糸

▪ Alcon pair pack  pc-9 （15.3㎜） 長針部分を使用

▪ IOL 縫着用針付縫合糸 ループ針の糸の片端を切って使用

虹彩縫合
虹彩離断のマットレス縫合

▪前嚢鑷子にて虹彩伸展

OVDは適量 前房深度を考えて

collarrarate (虹彩捲縮輪）前端、瞳孔縁を目安

通糸、結紮のシミュレーション

虹彩根部を見ながら ゆっくりと伸展度を確認

▪伸展の確認が不十分だと、

隅角出血 虹彩損傷の原因にも

通糸位置のロケーション

1 2

3 4

5 6

9-0弱弯針説明　完成.mp4
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▪ サイドポート作成 1.2㎜強 通糸上に直線に

対側は角膜貫く

＜通糸のポイント＞

・虹彩近位端、遠位端の通糸

✓ 長針のコントロール 角度 持ち替え

✓ 伸展性のある虹彩の把持法 前嚢鑷子

近位端 手前 遠位端 抑え込む

✓ 通糸 全層 対称に

✓ 角膜穿刺はカウンター

▪迎え針法

迎え針で虹彩近位端を通糸

虹彩通糸部位のコントロールが容易

針穴が大きくなるデメリット

針の種類 内径 連結

硝子体注射用 31ゲージ針（南部化成） 0.16mm ロック可

強膜内固定 30ゲージ肉薄針（栃木精工） 0.19mm 完全に挿入可

27ゲージ針 0.22mm 完全に挿入可

＜Sipser Slipknot technique＞

▪ サイドポートのみで施行可能

▪ 眼外の結び目を虹彩上へ移動

＜McCannel 法＞

▪ 白内障手術などの輪部切開創より糸を引き出し、

眼外で結紮

＜眼内結紮＞

▪ 眼内攝子2本で前房内で結紮

Siepser SB：Ann Ophthalmol 26, 71-72, 1994

MaCannel MA：Ophthalmic Surg 7, 98-103, 1976

サイドポートからフックなどで糸を引き出す 糸を引き出すとループが作成される

引き出したループの中にもう一方のプロリン糸の末端を2回通す。

Sipser Slipknot technique

糸の両端を引くと、結び目が虹彩上へ移動し、結紮される

▪ 虹彩根部 強膜縫着 マットレス縫合

▪ 虹彩を強膜創へ陥頓

石川、黒坂: IOL & RS. 26.316-319, 2012より引用

片長針のみ使用両端の長針使用

Kaufman SC: J Cataract Refract 

Surg 37, 963-966, 1996

Zeiter JH etc: Ophthalmic 

Surg 24, 476-479, 1993

注射針を使用する縫着
69歳 男性

右眼 白内障手術の眼内レンズ挿入時に
虹彩損傷

単眼 複視 羞明の症状があり
近医より紹介

右眼8－10時方向に虹彩離断

どのようにアプローチしますか？

7 8

9 10

11 12
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インストラクションコース
⽩内障⼿術ネクストステージ

瞳孔の外科的マネージメント実践編
〜瞳孔拡張、虹彩縫合、⼈⼯虹彩〜

人工虹彩

日本医科大学武蔵小杉病院
小早川信一郎

利益相反
公表基準
該当なし

1

先天・後天無虹彩

•虹彩付き眼内レンズ挿⼊術及び⼈⼯虹彩移植術

•視機能及び⾃覚症状の改善
•グレアや羞明感の改善、美容的効果、IOL 外側の光がdefocus 

されることの予防、IOL 外側の光が直接網膜に⼊ることの予防

•現在の虹彩付きIOL は12.5〜13mm の切開幅を要する

•嚢内固定型⼈⼯虹彩は⽩内障⼿術と同時に施⾏

2

⼈⼯虹彩

⽔晶体嚢が使⽤できる

可能

Morcher Ophtec
（Reper NN）

Humanoptics

輸出中⽌

3

Ophtec社は⾃社製品を中⽌、Reper社（ロシア）へ
• From OPHTEC, by Reper-NN
• 1800ユーロ+輸送費（約23万円）
•アクリル素材 foldable

4

FDA clears first artificial iris from HumanOptics

Model 
description

CUSTOMFLEX®

ARTIFICIAL IRIS 
with Fiber

CUSTOMFLEX®

ARTIFICIAL IRIS 
Fiber Free

Application suturing is indicated suturing is not indicated

Material
silicone 

elastomer with polymer 
fiber meshwork

silicone 
elastomer without poly

mer fiber meshwork

Diameter Total diameter: 12.8 mm
Pupil diameter: 3.35 mm

Specifics photo printout (hard copy), 
individually trephined.

Availability The delivery time is 4 to 8 weeks after receipt of the 
order and approved photos.

5

症例提⽰

外傷性散瞳、虹彩離断に嚢内固定型⼈⼯
虹彩を⽤いた症例

35歳男性

【主訴】 右眼 ⾒え⽅の違和感

【現病歴】平成30年1⽉、ストリートホッケー中に受傷。虹彩離断、
外傷性散瞳、前房出⾎、硝⼦体出⾎、⾼眼圧症にて、保存的加療

受傷後三カ⽉、違和感が持続していたため当院を紹介受診

【既往歴】 平成18年 両眼LASIK

6

https://www.humanoptics.com/arzte/artificialiris/bestellung/
https://www.humanoptics.com/wp-content/uploads/2018/05/ARTIFICIALIRIS_Durchmesser.pdf
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初診時所⾒: 虹彩離断, 外傷性散瞳,  後嚢下⽩内障

矯正視⼒： Vd=1.0p(1.5x+1.5D) (3mm pin holeにて1.5)
Vs=2.0(n.c.)

眼圧（NCT）：Td=16mmHg Ts=12mmHg

細隙灯所⾒（右眼）
前眼部： 5時⽅向に約80°の虹彩離断

瞳孔反応なし
中間透光体： 後嚢下⽩内障
眼底：ドルーゼンあり

6.5mm

5.7mm

7

IOL挿⼊

⼈⼯虹彩挿⼊・⽀持部挿⼊

⼈⼯虹彩ダイアリング

初回⼿術: ⽔晶体再建術および⼈⼯虹彩挿⼊

8

IOLと⼈⼯虹彩の分離

IOLを嚢外に脱⾅させる

IOL切断、取り出し

新しいIOL挿⼊

⼈⼯虹彩追加

⼈⼯虹彩ダイアリング

再⼿術: IOL交換、⼈⼯虹彩追加挿⼊

9

⼈⼯虹彩

⽔晶体嚢が使⽤できない

不可

Morcher Ophtec
（Reper NN）

Humanoptics

輸出中⽌

10

後天無虹彩に縫着型虹彩付き眼内レンズを使⽤
した症例

82歳 ⼥性
2013.2. 視⼒ 右 光覚+

⾓膜、強膜縫合術（単純縫合）
2013.3. 硝⼦体⼿術

視⼒ 右 0.01（0.9×+12.5D c-3.5D@45）
2013.3. 虹彩付きIOL移植術 (Ophtec, 311)

視⼒ 右0.15（0.5×-0.75D c-4.5D@90）
内⽪細胞数 1675 cell/mm2

11 12
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