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教育セミナー１：白内障手術の術中トラブルとその対処法

操作性困難な白内障手術の対処法

善行すずき眼科

鈴木久晴

１：術前における診断と準備

①患者の顔の形を観察

ディープセット/ 瞼裂が狭い：
・上方切開では術野をとりにくい。
・水が溜まりやすい。
・USハンドピースを必要以上に立てなければならず、
切開創付近の角膜浮腫が起きやすい。

・顔の位置を耳側に傾ける
・吸引付き開瞼器を使用する。
・鑷子で眼球をコントロールする。

②術中の安静が保てるかを確認

痴呆症の有無

・診察時に話を理解できているか？
手術をすること自体を理解していない場合は要注意

・家族に普段の生活を確認して痴呆症の程度を判断

・安静度が保てない場合は全身麻酔を考慮

・不明な場合は実際に手術室でドレープをかけた
状態で安静にできるかをテストする。

・術中の痛みを完全にとる。
→テノン嚢下麻酔、前房内麻酔、笑気麻酔の利用。

・家族に手術室に入って声がけしてもらうと安心する
場合もある。

低濃度笑気麻酔

笑気麻酔の導入は術前から。

術中に暴れてからの笑気麻酔
の導入は困難。

基本設定は35%。
効果が弱い場合は10%程度上げる。

③術前診察：眼の状態をチェック

A: 散瞳不良
★α１受容体遮断薬の内服の既往があるか？

IFISの対処を想定する
散瞳維持の器具を用意

★虹彩と水晶体が癒着している

使用する粘弾性物質の検討
虹彩剪刀・散瞳維持の器具を検討

★PE＋散瞳不良＋浅前房

散瞳維持のみならず、チン小帯も
弱い可能性がある。
散瞳維持器具・カプセルエキスパンダー等

B: CCCが困難

★CCC作成時に前嚢が見えない

・滞留性の良い粘弾性物質を用意

・トリパンブルーなどの染色剤が必要

・CCC作成時にフラップをコントロール
しやすいため前嚢鑷子を用意。

・CCCが流れてしまった時のために
八重式剪刀などのリカバリー器具を用意。

★前嚢が見えない＋皮質が液状化

・CCCを作成する前に針にて液化した皮質を
吸引しておく

・上記と同様
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C: 核処理困難

★硬い核

・USパワーをあげて処理するため、
サｰマルバーンに注意。
・パルスモードの設定と粘弾性物質の
使い方を検討
・トーショナルなどの横振動がよい。

★モルガニー白内障

・粘弾性物質により核を固定しながら処理

・皮質が液化しているため、CCCも注意

・核分割はチョップで処理

D: 硝子体処理が必要な可能性が高い

★緑内障急性発作眼

・チン小帯が弱いため補助器具の用意

・チン断裂部分から硝子体が脱出して
くることが多いのでA-Vitカッターを用意

★硝子体注射後の白内障

・硝子体注射の針で後嚢を破損している
場合もあるので最初から後嚢破損を
しているものとして対処
・ハイドロダイセクションは施行しない

・ハイドロデリニエーションをして核のみを
処理してエピヌレウスは分けて処理。

２：術中対処法
①術中に暴れだした場合

・手術を中断し、お話をする。落ち着いたら、再び強い麻酔に
切り替えて手術を再開する。痴呆症の患者は痛みを感じると
我慢ができないので、痛みを徹底的に取る。

・落ち着かない場合には、家族に手術室に入って一緒に声を
かけてもらう。せん妄状態になった場合は家族の声が聞こえると
安心する場合がある。

・どうしても落ち着かない場合は、手術の初期段階であれば、
手術は中止する。CCCを始めていなければ中断できるが、
CCCを始めてしまった場合には、核・皮質処理までは終了させる。
ただし、ほとんどの場合はこの段階まで行けばIOLは挿入できる。

②眼球の位置を固定できない場合

・最初に声をかけて、正面視ができない場合は、それ以上は
声をかけない。サイドポートを作成して粘弾性物質を注入した
あとは、鑷子をサイドポートに入れて眼球をコントロールする。

③術中に散瞳状態が保てない場合

・IFISが疑われる症例では、最初に粘弾性物質を前房内に注入
したときに虹彩が動揺し散瞳状態が変化する場合は、
その時点でﾏﾘｭｰｷﾞﾝリングやI-Ringを設置する。
IFISが発症してからリングを設置しようとすると瞳孔とCCCを一緒に
挟んでしまうことがある。

・虹彩上から辺縁に粘弾性物質を注入することによって散瞳状態を
維持して、灌流の流れに気を付けながら粘弾性物質を滞留させる

凝集型 Visocoadaptive型 分散型

PEA開始直後から前房内、
特に瞳孔周囲のOVDは
吸引除去されてしまった。

虹彩上、瞳孔周囲にOVDが
滞留していた。

虹彩の上に粘弾性物質が
固まりとなって
滞留しており、おもりの
ように虹彩を上から押し
付けていた。

Slit Side Viewでみた、IFISモデルに対する前房内のOVD挙動

前房内にOVDを残しながらの操作が重要。

（鈴木久晴 、あたらしい眼科2020)

実験データ：灌流口とベベルについて

灌流口 HSスリーブ（ニデック）ノーマルスリーブ

ベベルの向き ビスコアダプティブ型ＯＶＤの
前房内時間

（高野靖子、鈴木久晴他、IOL＆RS、2015)

OVDを残すには⇒灌流、吸引口の向きにこだわる。

下にむかって

Downもしくは
Sideで核処理
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教育セミナー 1  

井上眼科病院

徳田 芳浩

白内障手術の術中トラブルと
その対処法

44th JSOS Annual Meeting in Kyoto, 2021

破嚢処理

破嚢処理のポイント

① 気付き
② ハンドピースの引き抜き
③ 核娩出
④ 前部硝子体切除
⑤ 眼内レンズ挿入
⑥ 核落下

①気付き

・破嚢のサインに早く気付くことが大切
→硝子体脱出
→後嚢破損の拡大
→硝子体の誤吸引
→核落下

・核の挙動不審
→硝子体(暗黒物質）の影響

②ハンドピースの引き抜き

核落下の危険性
無し 有り

粘弾性物質で前房全置換
核片は上方に、硝子体は下方に

速やかに抜去
硝子体で核片を押し上げる

③核娩出

核娩出の手順

1. まずは,角膜内皮保護
2. 創口作成(核娩出と前部硝子体切除）
3. 虹彩面より上に核片を出す
4. 核片の大きさを調整
5. ビスコエクストラクション
6. 創口外脱出硝子体の処理

→前部硝子体処理のステップに移行

③核娩出

ビスコエクストラクション ｖｓ 器械的娩出

・組織侵襲が少ない
・硝子体脱出が少ない

・大きな核片は難しい
・非経済的

・多い
・多い

・大きな核片でもOK
・経済的
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④前部硝子体切除

バイマニュアルテクニック

1. 灌流と硝子体カッターを分離(理想は対角で)
2. まずは,瞳孔領を切除(カッターは上/下向き)
3. 次に,虹彩裏面で切除(カッターは下向き)
4. 灌流を出し入れして眼圧調整
5. 創口の脱出硝子体の処理/再処理/再々処理
6. 残留皮質の吸引除去

⑤眼内レンズ挿入

YesPCCCができた (稀)嚢内固定

CCC連続性が保たれている
No

嚢外固定Yes

No
CCCの亀裂が4時～8時にある

Yes No
慎重に嚢外固定一旦,撤収

• 前後嚢が癒着するまで待つ
• その後、縫着可能なIOLを二次挿入

• 理想は縫着可能なIOL
• いずれずれてもそのまま縫着可能

⑤眼内レンズ挿入

要注意！！！！

• ハプティクスの太いワンピースIOLは、後嚢破
損があっても嚢内固定して良い

→短期的にはそうかも知れない

→長期予後を考えると全くのデマ
悪魔の囁きに耳を貸すべからず

⑥核落下

• 落下核処理は, 白内障術者には難しい

→最善手は硝子体術者に紹介すること

→どうしても,処理する必要がある場合
・普段から必要な道具を揃えておく
・無理はしない
・核が落下しても緊急性はない

⑥核落下
① 柄付き硝子体用コンタクトレンズ

(レインボーオプティカル研究所)

③ ソフトテーパードニードル(20G)
(イナミ：M６５３S)

④ 核娩出用輪匙 逆溝付き
(イナミ：M658)

② 前房メインテナー
(カティーナ:K7-6713)

⑥核落下

落下核処理の裏技

1. 落下核を前房中に挙上させ
2. 光学部径の大きなIOLを嚢外固定
3. その上でPEAを行って核を処理する

• 落下核の挙上は上級者向け
• IOLを支え切れる残存嚢が必要
• 複数回の引き上げはできない



2020/12/6

1

チン小帯断裂

第44回日本眼科手術学会 教育セミナー１
白内障手術の術中トラブルとその対処法

2021年1月29日 国立京都国際会館

はねもと眼科 塙本 宰

チン小帯断裂の白内障手術対策

内容

チン小帯脆弱例の目標

手術前・術中の留意点

超音波マシンの設定
（正常眼圧白内障手術）

デバイス使用

強膜内固定になる場合

チン小帯断裂例の白内障手術の目標

術後晩期の合併症（網膜合併症、
術後IOL脱臼）を少なくする

術後QOVを高く保つ（近年）

QOVを保つためのチン小帯断裂例

の白内障手術のポイント

水晶体嚢温存の判断（CTRな
どを使用）

水晶体嚢が温存できない場合
は小切開でIOL縫着・固定

1. 水晶体振盪（眼球運動）
散瞳すると振盪（ー）例あり

2. 前房深度

3. 偽落屑物質

4. 瞭眼の手術で脆弱

5. 年齢

6. 核硬度

脆弱度術前見極めのポイント

1. 超音波をかけた時に核の動揺が
大きい

2. 赤道部に明るい透明部分出現

3. 前房深度が深くなる

4. 核が回らなくなる

チン小帯断裂 術中判断のポイント
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1. 前房中にOVD

2. チン小帯脆弱が著明
（CCC時を参考）

3. 嚢温存か判断

4. デバイスの利用判断

5. PEA途中で嚢温存最終判断

6. IOL固定（嚢内、強膜内固定）

チン小帯断裂 発見後の対処 チン小帯断裂時の核処理
 OVDフリップ法：断裂部の嚢をシェル

ガン・ビスコートを用いて拡張後、核
を分離しながら裏返す

カプセルエキスパンダー、虹彩リトラクター

嚢に引っ掛けて断裂部位をカバー

CTRに糸をつけて挿入し、PEAが終了
して強度に問題がないなら糸を切断

強度が不十分ならインジェクターを用
いてCTRを回収して縫着か強膜内固
定

チン小帯断裂例のIOL選択

1. CTR＋3ピースIOL嚢外固定＋CCC捕獲

縫着CTR＋ワンピースIOL

2. 断裂120度以上：
3ピース大光学径IOL縫着・強膜内固定

低眼圧超音波設定

分割前 分割後

Take home message

デバイスを含めた自施設のパターンを
決めておく

チン小帯断裂への対処手段は多く持
つほうがよく、普段から準備しておく

冷静を保つ（中止も含めて）



セルフロード

IOL挿入時のトラブル

インジェクタ

創口へ挿入

IOL挿入
先行支持部
本体

IOL挿入
後行支持部セッティング

OVD
抜去

完全挿入

Wound-assisted

Depth-guarded

先行支持部折畳不全(伸展 強屈曲)

眼外射出

ロケット発射

破嚢

支持部破損

光学部破損

挿入不全 嚢外固定

支持部固着
支持部破損

OVD
注入

連結不全 プランジャー-IOL

OVD

折畳 装填
潤滑剤
注入

折畳装填

BSS
OVD

潤滑剤
注入

折畳
装
填

固定
解除

BSS
OVD

潤滑剤
注入

折畳装填

OVD

潤滑剤
注入

折畳
装
填

固定
解除

BSS
OVD

潤滑剤
注入

不完全挿入

コンプレッション

後行支持部折畳不全

破嚢破嚢

充填不足
潤滑剤不足

スクリュースクリュー

プッシュ
プッシュ

自動自動

コンプレッション
ダイアリング

コンプレッション

フックなど
コンプレッション
ダイアリング

回転

反転

充填過多

ダイアリング

プリロード

各挿入過程の分類と注意点などまとめ



IOL挿入時のトラブル
インジェクタ

創口へ挿入

IOL挿入
先行支持部
本体

IOL挿入
後行支持部セッティング

OVD
抜去

OVD
注入

アルコン

AMO

KOWA

HOYA

参天

NIDEK/
STAAR

CNL0T0 (Clareon AutonoMe)
プリロード 2段ストッパー
先行支持部折畳不全

Depth-guard

DCB00 (Simplicity)
プリロード ストッパーなし
先行支持部折畳不全

自動

スクリュー Y字プランジャー
復元遅延

全挿入

YP2.2R (アバンシィ プリロード1P)
プリロード ステージ
先行支持部折畳不全

プッシュ 鉤型プランジャー全挿入

NX70S (エタニティ)
セルフロード

全挿入 スクリュー/
プッシュ

復元遅延 反転
2段階挿入

支持部固着
回転

PN6A (アバンシィ プリセット)
プリロード ステージ

プッシュ全挿入
PN6AS (Wound-assisted)

W60R (エタニティ)
セルフロード

全挿入 スクリュー/
プッシュ

LS-313 (レンティス)
セルフロード

全挿入 プッシュ

SZ (ネックスロードシステムSP)
プリフロード ケースにストッパー

全挿入 プッシュ 長尺支持部

XY (Vivinex iSert)
プリフロード
3段階セッティング

全挿入 スクリュー/
multiSert(ハイブリッド)

MP セルフロード
2段階セッティング

全挿入 スクリュー 復元遅延 PMMA長尺支持部
2段階挿入

SN (アクリソフ IQ)
プリロード ステージ

プッシュ/
スクリュー

全挿入/
wound-assisted

支持部固着

眼内レンズ挿入システム別 特徴

復元遅延 回転
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