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利益相反全員なし

注意書き
◎このインストラクションコースは各演者が日々の困った
症例や教育的な症例を持ち寄り、様々な治療選択の中から
どう対応したかを、議論し合う新しいインストラクション
コースです。

◎各演者のスライドの最後に治療の選択肢を提示しており
ますが、実際どれをチョイスしたか、それが果たして正解
だったのかは現地会場もしくは録画動画をみるまでわから
ない様になっております。



CASE 1

落屑緑内障、DSAEK眼の追加手術

小川 俊平

第44回日本眼科手術学会総会＠京都国際会議場
インストラクション・コース

“症例から学ぶ緑内障診療”
ハイブリッド開催



症例 74歳男性（産婦人科医師）

主訴）右眼視野進行、眼圧上昇

現病歴）40代で落屑緑内障の診断。47歳から68歳までに両眼線維柱帯切除術5回。

左眼TLE3回後に失明。

右はTLE2回。

• 2018年11月 右角膜内皮減少に対してDEASK施行。

• その後の右眼圧上昇に対して、2019年3月、11月SLT施行。

治療薬）

ルミガン、コソプト、デタントール、グラナテック、アイファガン、ダイアモッ
クス２T内服

フルメトロン R-2から4回



Rt)  DSAEK前
（2018/6/11）

RV=0.15（0.15×IOL）
LV=NLP
OTd 16-24mmHg

軽度水疱性角膜症



DSAEK後1M

RV=0.15（0.2×IOL）



術後眼圧
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中心視野悪化（Goldmann視野検査）

2019/11/272019/4/18

2020/7/6



患者さん
“だんだん見えなくなってきている”

角膜術者
“内皮は補充できます。

眼圧を下げた方が…”

点眼Full+内服
眼圧 high teen
Last eye
内皮もたない



あなたならどうする？
術式選択
１）レーザー線維柱帯形成術（SLT）

２）線維柱帯切開術（眼内法）

３）線維柱帯切除術・部位は?

４）チューブシャント前房、毛様溝、後房

５）マイクロパルス毛様体光凝固術



CASE 2

悩み多き若年者の緑内障の一例

かなもり眼科クリニック

神戸大学大学院医学研究科外科学講座眼科学

金森章泰

第44回日本眼科手術学会総会
インストラクションコース

“症例から学ぶ緑内障診療”



左眼手術につき紹介（47歳男性）

2008年にコンタクトレンズ作成時に高眼圧指摘。
2010年に前医①を受診、既に左眼の視野が中期、眼圧右22、左
33mmHgで神戸大学附属病院紹介。アドヒアランス不良。２年ほど
通院するが、点眼で20前後で、手術が必要ないなら仕事が忙しいた
めと2013年から病院②紹介されフォローされていた。
病院②では眼圧変動大きく、視野進行もあり、手術目的にて他病院

紹介。頻回通院が難しく、明石在住なので手術加療含め当院紹介、
2018年3月5日初診。緑内障点眼3剤使用中。

RV=0.04(1.2x S-6.5D）
LV=0.04(1.2x S-6.5D）
RT/LT=18/21mmHg

角膜厚 右529、左527μm

眼軸長 右27.18、左26.93mm

角膜：問題なし
前房: normal depth、cell-

クリアレンズ
眼底：供覧



左眼視野検査結果
HFA30-2（前医） GP（当院）

右眼HFA30-2（前医）



L) HFA10-2（当院）



L)HFA30-2の変化

2013年

2018年
(病院②)

(神戸大学）

MD-17.51dB

中心窩閾値28dB

MD-18.21dB

中心窩閾値28dB



眼底写真

右眼
左眼



OCT: cpRNFL

(RS-3000)

OCT: GCC

(RS-3000)



右眼

左眼

前眼部OCT(CASIA)



左眼隅角

右眼隅角 少し圧迫



患者背景

✓仕事は公務員（事務職）
✓普段はソフトコンタクトレンズ
✓身長182cm 体重70kg

✓通院も途絶えがち（であった）
✓でも、かなり神経質
✓手術はできるだけしたくない
（合併症に関して、いろいろ質問あり）



診断は？



治療方針は？

①選択的線維柱帯形成術（SLT）

②MIGS（トレベクロトミー）

③トラベクレクトミー

④エクスプレス

⑤ロングチューブインプラント



マイラゲル®を用いた
強膜内陥術後の高眼圧症例

昭和大学医学部眼科学講座

齋藤雄太

第44回 日本眼科手術学会総会 インストラクションコース
“症例から学ぶ緑内障診療”

CASE 3



58歳男性

主訴：左眼高眼圧、眼球運動障害、充血

現病歴：結膜充血を主訴に近医受診時に、

左高眼圧と左眼球運動障害を指摘され当院紹介受診

既往歴

22歳時 左網膜復位術(マイラゲル®使用)

39歳時 両水晶体再建術

43歳時 右網膜復位術（シリコンロッド使用）



初診時所見
Vd=(1.0xS-2.50D =Cyl-1.00 Ax65)

Vs=0.04(0.5xS-3.0D=Cyl-3.00D Ax160)

眼圧右14mmHg、左35mmHg

CCT598/641um

左眼）ルミガン・コソプト・アイファガン・グラナテック

ダイアモックス/アスパラカリウム 1-1-1



9方向眼位



眼底所見



左視野所見



眼窩CT所見

冠状断 水平断 矢状断

マイラゲル®

シリコンロッド



左バックル除去６週間後

• Vs=0.05(0.07xS-4.50D=Cyl-2.00D Ax180)

• 眼圧左33mmHg

• ミケルナ・グラナテック・アイファガン・エイゾプト

• その後も高眼圧が続く



左視野所見（バックル除去６週間後）



バックル除去後眼底所見

結膜切開線
下方象限は結膜癒着あり

上方結膜は可動性あり



緑内障外来受診時（バックル除去3ヶ月後）

• Vs=0.02(0.07xS-4.5D=Cyl-2.00 Ax180)

• 眼圧左34mmHg

• 隅角：Shaffer 4 PASなし

• 眼球運動障害あり（上転障害）

• ミケルナ・アイファガン・グラナテック・エイゾプト

ダイアモックス/アスパラカリウム 1-1-1



緑内障治療の選択は・・・？

•SLT

•CYCLO G6

•MIGS（トレベクロトミー）

•トラベクレクトミー

•エクスプレス

•ロングチューブ

•バックル再除去

•その他



第44回 日本眼科手術学会総会 インストラクションコース
“症例から学ぶ緑内障診療”

閉塞隅角緑内障次の１手は？

三栄会 ツカザキ病院眼科
中倉 俊祐

CASE 4



CASE :40歳 女性

現病歴: 2019年2月近医初診. RT/LT=30/28mmHg. 点眼加療開始.

本年2月, ミケルナ＋アゾルガ(?)点眼下で眼圧30mmHg以上で下がら
ないため当院紹介受診となる.

既往歴：高血圧
抗精神病薬：アリピプラゾールを10年内服(抗コリン作用増強)

当院初診時所見 2020年3/31日
RV= 0.2(1.2×S-3.5D)

LV= 0.3(1.5×S-3.25D=C-1.0DAx110°)

RT/LT= 27/27mmHg 

Kerato ave: R)8.04 L)8.06mm

Axial length: R)25.02 mm L)24.96 mm



初診時所見

前眼部
CATなし
毛様充血なし
角膜浮腫なし

圧迫隅角検査
R) PAS 合計150°
L) PAS 合計180°

ACD：2.02mmACD：2.05mm



R)MD; -14.13dB L)MD; -14.39dB

Diagnosis: Severe PACG



経過1

1w:  RT/LT=17/17 mmHg 2w:  RT/LT=25/29 mmHg

1M(2020/5/5): RT/LT=31/26 mmHg PEA+IOL+GSL+μhook lotomy (240°両
眼)

サンピロ
2% 4回/day

サンピロ
2% 2回/day ミケルナ1回/day

スパイク??

What

surgery?ASOCT

供覧

ASOCT

供覧



RT=23mmH

g

L)RadialR)Radial 

術後１M: 点眼なし

LT=32mmHg

RT=23mmH

g
LT= 41mmHg

L)RadialR)Radial 

術後3M: サンピロ2%+ミケルナ点眼下

ACD：2.61mm ACD：2.55mm

ACD：2.46mm ACD：2.25mm



Q: 追加手術するなら術式は？

A:TLE

B: 再度GSL+術後レーザー隅角形成術

C:  Vitrectomy

D:  Vitrectomy + GSL

E:  その他

Discussion



薬物治療で眼圧が低くても進行する症例への
次の1手は?

日本医大 眼科

中元 兼二

第44回 日本眼科手術学会総会 インストラクションコース
“症例から学ぶ緑内障診療”

CASE 4CASE 5



薬物治療で眼圧が低くても進行する症例を
先生方はどうされていますか？



未解決症例

近医で８年前から緑内障点眼で治療し両眼眼圧12mmHg程度で推移するも、
特に左眼視野障害進行し、また、自覚症状もあるため、精査目的で当院紹介

50歳代 男性 POAG

RV＝(0.5× S-11.0D=C-0.75D Ax 155)
LV＝(0.9× S-900D=C-0.25D Ax 90)

CCT: 右550μm、左551μm

未治療眼圧 右眼13mmHg：18〜２１mmHg

3剤治療時：右眼9〜10mmHg≦左眼：10〜15mmHg

(ビマトプロスト、ドルモロール、ブリモニジン)

隅角：両眼Shaffer 4 , CBかなり幅広い、色素うすい 外傷既往なし



眼 底



OCT所見

乳頭部解析

(RS-3000 advance)

黄斑部解析 1



OCT所見

黄斑部解析 2

(RS-3000 advance)



視野所見(HFA24-2)

左眼は年間7.5%悪化



Q1：追加の検査は？



眼圧長期変動測定

(mmHg)

ゴールドマン圧平眼圧計（座位）

右眼

左眼

10.6 1.5

10.8 2.5

平均(mmHg) SD(mmHg)
平均値は同等

長期変動は明らかに左眼で大きい



眼圧日内変動測定結果
iCare HOME 座位測定

著しい高眼圧を示す時刻はいずれも深夜早朝

(mmHg)

ビマトプロスト
ドルモロール
ブリモニジン

右眼

左眼

540

635

最低最高

35

29

変動幅

20

15

平均
5AM

5AM

2AM 6AM

6AM

全測定日時の眼圧（mmHg)

“毎朝起きると左眼が重く
縦にしびれる？“



左眼眼圧日内変動測定結果

CLSでも深夜早朝では異常高信号

(mmHg)

ビマトプロスト
ドルモロール
ブリモニジントリガーフィッシュ®︎

9:30PM就寝 7AM起床

2〜5:30AM



Q２：今後の方針は？

1. 経過観察

2. ピロカルピン、リパスジルなど点眼追加

3. SLT

4. 流出路再建術(+水晶体再建術

6. その他

5. トラベクレクトミー


