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第 44 回 日本眼科手術学会総会 教育セミナー 手術アシストシステム 「手術動画」  

松本眼科手術センター　センター長　松本惣一 

　眼科手術は他科の手術と比較して展開が早く素早い対応が求められる。しかし、医療現場は安
全性が重要でミスが許されない環境であり、情報を正しく、正確に管理する必要がある。その中
でも「手術動画」は個人情報のみならず手術内容を映像として記録するもので、医療施設にとっ
て大切な記録であるのは言うまでもない。現在、手術動画は教育や手術手技の確認、記録・管理、
外科的治療の発展など多くの場面で使われている。 
　近年、カメラ性能の向上により3D Heads Up Surgeryでは低照度にも関わらず焦点深度の深い術
野が得られるようになり、その利用範囲は大きく拡大している。我々ユーザーはそれをよく理解
し利用することで、より「キレイ」な手術映像を得るだけでなく、手術の技術的完成度を引き上
げることができる。 

手術顕微鏡に設置して使用しているカメラの特徴 

鮮明動画を記録するために必要なカメラの定期的チェックポイント３つ 
（１）[ Focus] ピント合わせ：「手術をたくさん録画したものの、どれもピンボケで映像が使いものになら
なかった経験はありませんか？ピント合わせを日常的にしましょう！」その方法は、まずは低倍率で被写体
を鏡筒で覗きながら（A）顕微鏡のフットスイッチでピントを調整する。その後、カメラのピントを合わせ
る。次に（B）顕微鏡のズームを高倍率にして（A）の動作をやり直す。それからズームを低倍率に戻して鏡
筒とカメラのピントが合っているか確認する。ピントのズレが生じたら微調整を行う。 

（２）[ White Balance] ホワイトバランス：月に１回は行う。前眼部手術の場合は、顕微鏡の照明を手術を
行う通常の明るさにして行う。硝子体手術の場合は顕微鏡ではなく、眼内照明でのホワイトバランスをとる
ことが重要。前眼部手術と硝子体手術のそれぞれの条件をビデオカメラのプリセット機能を使い保存してお
くと術中に素早く切り替えが可能で便利である。 

（３）[ Aperture] 絞り：殆どのカメラマウントアダプターには絞りが付いている。フル開放の状態を100％
とすると、私の経験では絞りを60％程度に調整することで良い解像度の、そして焦点深度も比較的深いバラ
ンスの良い映像が得られる。しかし、映像が暗い「黒つぶれ」の場合や、明る過ぎる「白とび」の場合もあ
る。その際、カメラ自体の設定を変更するのは面倒であるが、絞りを用いると調整は手軽である。ご存知の
通り暗ければ絞りを開放し、明るければ絞りを絞るとよい。 
※上記の調整を行っても満足のいく映像が得られない場合は各メーカーへ調整を依頼するのがよい。 

手術顕微鏡の光学部品 
[ C-Mount Video Adapter ]：手術顕微鏡とカメラセンサーを繋ぐ光学部品である。焦点距離や解像
度は機種やメーカーによって異なる。ビデオカメラを交換する際に、カメラのセンサーサイズと
解像度が合っていないと、画質の低下やハレーション、手術映像の隅が黒く映り込んでしまう

解像度 利点 欠点・特徴 使用率（％）

アナログCCDカメラ 640x480 高感度 低解像度 
高解像度化が難しい

10

CMOS FullHDカメラ 1920x1080 高解像度 解像度、感度に問題はなく
バランスが良い

80-85

CMOS 4K カメラ 3840x2160 超高解像度 低照度環境に不向き 
高価

5



「ケラレ」が生じる。ビデオカメラと手術顕微鏡にもよるが、FullHDカメラの場合、焦点距離は
55mm～75mmの間を選ぶとケラレの少ない映像が得られる。 

記録システム 
導入費用には幅があり、安価なものでは家庭用レコーダー（DVD、ブルーレイ、HDD)から高価な
ものでは高性能ネットワーク運用まで施設によって大きく異なる。 
 

 

<日本眼科学会利益相反開示>　利益相反公表基準  松本惣一【N】

記録システム 利点 特徴

家庭用レコーダー DVD、Blu-Ray、HDDなど 安価 管理・運用が面倒 
データの紛失やせキュリティに問題あり

医療向けレコーダー HVO-3300MT (SONY) 
MDR-600HD (Ikegami)

限定的な映像記録に便利 オペ室限定の運用に適している 
定期的にバックアップ保存が必要

カスタムローカルネットワーク型 
手術映像記録・配信

松本眼科仕様の術中映像記録・ 
配信システム　三友（株)

様々な医療機器を同時記録・
保管・配信が可能

中小規模クリニック向けの運用を想定 
コストパフォーマンス良好 
院内サーバーに自動保存

ローカルネットワーク型 
手術映像記録・配信

NUCLeUS TM(SONY) 
ADMENIC V5/ex Carina)

大手企業による映像の 
トータルソリューション

非常に高価 
総合病院など大規模施設での運用を想定

松本眼科における手術映像の記録・配信システム

家族控室・準備室・医局・ 
カンファレンス室で術中映像を共有

映像記録・配信
管理機器



第 44 回 日本眼科手術学会総会 教育セミナー 手術アシストシステム 

医療法人 iMEDICAL 川原眼科 理事長 川原周平 

「眼科手術における笑気麻酔の実用性」  

笑気麻酔は亜酸化窒素と酸素を用いた吸入麻酔であり、かつては全身麻酔の

際に他の麻酔と併用されていたが現在でほとんど使用されなくなっている。

一方、歯科では長年に渡り使用されてきた歴史があり、現在でも局所麻酔の

併用麻酔として使用されている。近年、笑気麻酔は局所麻酔が中心の眼科手

術でも非常に有効な麻酔法となりうるとして注目されている。

 

眼科手術では点眼麻酔や球後麻酔でも十分に術中の痛みをとることはできる

が、不安や恐怖までは取り除くことはできない。意識を消失させる本来の全

身麻酔とは異なり、笑気麻酔は痛みを軽減させることに加えて不安や恐怖を

軽減することを主な目的としている。自験例では、白内障手術前に笑気麻酔

を吸入した群としなかった群で比較すると、吸入した群では有意に術中の血

圧上昇が抑えられており、手術に対する緊張感が緩和されていたと考えられ



2 

た。術中の循環動態が安定していれば不用意な術中出血などの合併症を避け

ることができるためより安全な手術を行うことができる。 

  

笑気麻酔の吸入法には、術中にチューブで鼻から吸入しながら行う方法と、

術前にマスクで十分に吸入してから手術を行う方法とがある。当院では、短

時間で終わる白内障手術では手術室に入る前にマスクで吸入する方法を好ん

で使用している。硝子体手術ではチューブを用いて吸入しながら手術を行う

ことで長時間作用させることが可能となる。特に慎重な操作が必要となる内

境界膜剥離など後極操作の際に吸入を行っていれば目の動きを抑えられ安全

に術中操作を行うことができる。本講演では、患者に恐怖や痛みを感じさせ

ることなく、より安全な手術を行うために非常に有効なツールとなりうる笑

気麻酔使用の実際について述べる。 

術前
術中1回

目

術中2回

目

笑気なし 135.46 160.15 160.1

笑気あり 137.44 143.51 144.51

120
125
130
135
140
145
150
155
160
165

収縮期血圧
笑気なし 笑気あり

0

10

20

30

術前から術中1回目 術前から術中2回目

収縮期血圧の上昇幅
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手術小道具 
 
野口三太朗 
 
今後眼科手術を大きく前進させるであろう、手術器具についてやその使用方法、臨床成績を
示していきたい。 
 
親水性レンズ、シリコンレンズ摘出鑷子 
近年の眼内レンズはアクリル樹脂であるものがほとんどである。 PMMAのような硬いレ
ンズはほとんど見かけなくなった。しかし、レンズに起因する患者の不満足、機械的合併症
によりレンズを摘出すべき状況はコンスタントに発生する。基本はレンズを眼内で分解し、
摘出するわけであるが、親水性レンズやシリコンレンズは摘出に困難を要する。レンズボリ
ュームが大きく、かつ、柔らかくちぎれやすいためである。それらのレンズを摘出しやすい
ように考案された鑷子が登場した。従来の疎水性レンズはもちろんであるが、親水性レンズ
も二分割にて、2.0mm 切開で容易に摘出可能である。特に国内ではレンティスコンフォー
トが保険承認となっているため、移植数が膨大となっているため、摘出機会もその分増える
ことと思われる。レンティスを横断 2分割のみで摘出できるのは術者にとって福音である。
プレート型親水性レンズのレンズ交換について、今後対応できるように学んでいきたいと
思う。 
 
Loop fragmentation 
フェムトセカンドレーザーに代表される、フェイコによらない水晶体核分割法であるが、フ
ェムトセカンドレーザーの経済的、時間的制約よりなかなか世界に拡散仕切れない状況で
ある。それに変わる手術方法として、Loop fragmentation が近年開発され、そのデバイスが
リリースされてきている。アメリカ、ヨーロッパでは miLOOP（zeiss）が徐々に使用され
てきている。日本でも同様に、CataHOOP（仮）(イナミ)が製造開発を開始している。過熟
白内障などでとくにその威力を発揮し、確実なダイセクションと核の 4 分割が可能となっ
た。フェムトセカンドでも切ることのできなかった核硬度についても問題なく分割可能で
ある。しかも、フェイコによる cumulative dispersed energy (CDE)も大きく低減可能であっ
た。過熟白内障手術が難症例でなくなる時代がすぐ目の前に来ているように思われる。 
 
multifocal phakic IOL (IPCL) 
屈折矯正手術として、LASIK、そして add on IOL (ICL（star japan）、IPCL（eyelens）など)
が現状主となっている。特にアジアにおいては、強度近視の割合も多く、LASIK へのイメ
ージもあり add on IOL 挿入手術件数が右肩上がりに増えている。従来、屈折矯正手術は単
焦点のみであったが、近年 IPCL より、三焦点加入の多焦点モデルが販売されるようになっ



た。単焦点の屈折矯正では、老眼世代の患者では遠方視力は改善するが、老眼を強く自覚し、
矯正後は老眼鏡が必要となる、しかし、白内障手術をして多焦点眼内レンズを挿入するには
若すぎるという患者群にはとても良いツールになってくるものと思われる。しかし、患者選
択や加入選択などには入念にされるべきであり、盲目的に IPCLマルチを移植すると、患者
不満を呼び起こす可能性がある。 
 
低濃度笑気麻酔法 
眼科用に低濃度笑気麻酔法が開発去れすでに 4，5年が経とうとしている。徐々に日本中の
クリニックに導入されつつ有り、その有用性も野口らにより、海外論文にても初めて報告さ
れた。局所麻酔に追加して、さらなる疼痛抑制、抗不安作用を得られるというのも使用して
いる施設では実感として上がってきているものと思われる。さらに、近年、わかってきたこ
ととして、老人性振戦や眼振の消失、術中記憶の軽い健忘まで得られることがわかってきた。
笑気麻酔については別で取り上げられているため、軽い紹介のみとさせていただく。 
 
瞳孔拡張形状記憶リング 
散瞳不良症例をターゲットとした、術中瞳孔拡張リングには Malyugin Ring 2.0、Iris 
Expander、I-Ring、XpandNT Iris Speculum、APX200 などがあり、その有用性より、使用
症例数は増加してきている。APX200はリング形状では無くリトラクターとしての特徴的な
構造をしている。第三のリングとして、XpandNTは形状記憶合金からなり非常にしなやか
で、デバイスボリュームが少ないため、眼内操作が行いやすい特徴がある。いずれの 3リン
グともメリット、デメリットを考え術者の好みで使用されている。XpandNT はリングが三
次元的に形状記憶されその凹凸で虹彩を捕獲し拡張する。しかし、それ以上の使用方法とし
て、リング凹凸に、水晶体前嚢を捕獲する方法がある。この方法を用いると、水晶体前嚢と
虹彩を同時に捕獲することとなり、水晶体を支える効果が得られる。つまり、チン小帯脆弱
症症例での水晶体落下を予防し、カプセルエキスパンダーを使用しているかのように通常
白内障手術として施行可能となる。また、水晶体嚢保持の使用として、APX200 も同様に可
能で、虹彩欠損症例についても対応可能となる。手術式、使用方法などを詳しく説明してい
きたいと思う。 
 
以上の内容について講演予定である。 
 



第 44回 日本眼科手術学会総会 教育セミナー 手術アシストシステム 「情報管理」  

医療法人社団医新会 理事長 新見浩司 

手術件数の多い施設では左右眼の間違い、患者間違い、眼内レンズ種類・度数の間違い、薬剤アレ

ルギー等記載漏れでの誤投与等、致命的なミスを誘発しやすい。手術予約・申込から実施までに

「チェックリスト、同意書等の各種書類・帳票作成」「眼内レンズ決定、必要物品確認、発注・準

備」「予定一覧表作成・掲示」「手術記録作成」「術後データ集計」等々、膨大な事務・確認作業

に忙殺され、転記ミスや入力間違いなどのリスクが高くなる。周術期の情報管理はいずれの施設で

も重要な課題であるが、今回、我々が開発・導入した「iSS（Intelligence Surgical Secretary）

手術患者情報管理システム」について紹介する。 

iSSでは「予定表・チェックリスト等の書類作成」「バーコードリストバンドもしくは顔認証によ

る入室患者識別」「進捗状況の大型画面表示」「手術室内でのタイムアウト確認」「電子カルテ・

動画記録との動作連係」を一つのシステムに統合している。現在、国内 17施設で稼働している。 

１）予定表・チェックリスト等の書類作成 

デジタル・アナログ
ＩＴ・紙・エンピツ
どれも価値ある手段です。

が

もう少し楽に、ストレス無くオペしませんか？予約患者
ID入力

患者データ反映
スケジュール表作成

左右・眼内レンズ・術式の選択
執刀医・説明日・片眼設定の選択

印刷物作成
バーコード作成

手術予定詳細表作成
Excel ・ PDF 出力
オペ予定時間割作成

オペ日毎予約状況グラフ表示

オペ進捗状況確認（オペ室内外）
オペ室入退室管理
患者情報一括表示

 

予定一覧 編集画面

IDを入れると電子カルテから
名前・年齢・性別等を自動取得

種別・術式・眼内レンズ・感染症
等はプルダウンにて選択入力

手術開始予定時間は選んだ術式から自動計算

順番入れ替えはチェック入れて
矢印キーでワンタッチ

 

手術一覧表 チェックリスト バーコード 同意書等の各種書類印刷

申込状況が一覧できるカレンダーから日付を選択し、当該日の予定表に患者 IDをいれると、電子

カルテと連携して氏名・生年月日・性別等が自動入力される。続けて、術式・左右眼・レンズ・そ

の他の情報をリストから選択入力すると、手術予定表・チェックリスト等の各種帳票に反映され

る。順番を決めると術式により各症例の開始予定時間が自動計算される。二重入力の手間を省いて

各種帳票類作成を自動化・省力化できるので、転記ミスや入力間違いのリスクが低減される。 

２）バーコード付リストバンドもしくは顔認証による患者識別 

患者間違いを防ぐために入室時にバーコード付リストバンドもしくは

顔認証システムを組み合わせることができる。 



３）進捗状況の大型画面表示 手術室内でのタイムアウト確認 

チームでの情報共有・進捗状況把握

進捗状況＆注記表示の大画面表示

 

患者・術式・眼内レンズ・禁忌事項など

タイムアウト確認

 
手術予定表を大型画面に表示して進行状況が確認できる。別室の端末でも進行状況が把握できる。

タイムアウト時の確認事項を大型画面に表示させることで情報把握がより容易になる。紙媒体では

到底実現できなかった高いレベルでのスタッフ間の情報共有を実現している。 

４）電子カルテ・動画記録との動作連係 データベース作成 

電子カルテ＆手術動画記録と連動

作業の効率化・省力化によるリスク低減

 

条件検索機能 CSVファイルでの出力

 

iSS側で「開始」ボタンを押すと動画記録が起動する。iSS側で予定表やデータベースから検索し

た患者を指定すると当該患者のカルテや画像ファイリングを直接開いて確認することができる。 

データベースは各施設の目的にあわせて入力項目を追加でき、検索結果は csvファイルとして出力

できる。周術期および術後データの情報管理を効率化・省力化して、ミスを誘発するリスクを低減

することができ、情報管理に非常に有用であった。 

 

＜日本眼科学会利益相反開示＞ 

利益相反公表基準  新見浩司【Ｉ】株式会社アビット 【Ｃ】株式会社ファインデックス 
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	眼科手術では点眼麻酔や球後麻酔でも十分に術中の痛みをとることはできるが、不安や恐怖までは取り除くことはできない。意識を消失させる本来の全身麻酔とは異なり、笑気麻酔は痛みを軽減させることに加えて不安や恐怖を軽減することを主な目的としている。自験例では、白内障手術前に笑気麻酔を吸入した群としなかった群で比較すると、吸入した群では有意に術中の血圧上昇が抑えられており、手術に対する緊張感が緩和されていたと考えられた。術中の循環動態が安定していれば不用意な術中出血などの合併症を避けることができるためより安全...
	笑気麻酔の吸入法には、術中にチューブで鼻から吸入しながら行う方法と、術前にマスクで十分に吸入してから手術を行う方法とがある。当院では、短時間で終わる白内障手術では手術室に入る前にマスクで吸入する方法を好んで使用している。硝子体手術ではチューブを用いて吸入しながら手術を行うことで長時間作用させることが可能となる。特に慎重な操作が必要となる内境界膜剥離など後極操作の際に吸入を行っていれば目の動きを抑えられ安全に術中操作を行うことができる。本講演では、患者に恐怖や痛みを感じさせることなく、より安全な手術...
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