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レーザー治療総論

三木 篤也

大阪大学
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緑内障に対するレーザー治療

• 開放隅角に対するレーザー

• （選択的）レーザー線維柱帯形成術 (Selective) Laser Trabeculoplasty

• 閉塞隅角に対するレーザー

• レーザー虹彩切開術 Laser (peripheral) Iridotomy

• レーザー隅角形成術 Laser gonioplasty

• 手術後に行うレーザー

• レーザー切糸術 Laser suturelysis

• 末期緑内障に行うレーザー

• 毛様体光凝固術Cyclophotocoagulation
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開放隅角緑内障の場合
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018

開放隅角緑内障：レーザーの位置づけ

•薬物以上、手術未満？

• PG以降の新世代の点眼がなかった時代の感覚

•新たなevidence: LiGHT study

•現状にあった形での位置づけの見直しが必要
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Gazzard G et al. Lancet 2019

薬物治療からの移行
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018

薬物治療からの移行

•薬物治療で目標眼圧が達成できない場合，何ら

かの理由で薬物治療が継続できない場合，点眼

のアドヒアランスが不良な患者に対する代替治

療として用いられる
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018
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閉塞隅角緑内障の場合
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018

急性原発閉塞隅角症（発作）の場合
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018

原発閉塞隅角：レーザーの位置づけ

• レーザー虹彩切開術

• かつてはgold standard

• 慢性PACGに対しては、standardとは言えなくなっている

• 急性原発閉塞隅角症に対しては、緊急処置として一定の必要性

• 新たなevidence

• EAGLE trial

• ZAP trial
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Azura-Blanco A et al. Lancet 2016

He et al. Lancet 2019

毛様体光凝固の場合

• 目的

• 毛様体をレーザーにより破壊し，房水産生を抑制して眼圧下降を得る．

• 適応

• 濾過手術などの他の緑内障手術が無効あるいは適応がない症例．重篤な合併症を来しうるので

眼圧下降の最終手段と考えるべきである．

• 経強膜，経瞳孔，あるいは経硝子体などのアプローチで施行する方法がある．

• 術後管理

• 疼痛の予防のため，消炎鎮痛薬を投与する．

• 術後炎症に関しては副腎皮質ステロイド薬を投与する．

• 一度の照射では眼圧再上昇を来すことが多く，数回の再照射によって眼圧コントロールが得ら

れることが多い．
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緑内障診療ガイドライン第４版
日本緑内障学会 2018

毛様体光凝固術：最近の変化

• 眼内毛様体光凝固

Endoscopic cyclophotocoagulation: ECP

• 主に白内障手術と併施

• 直接凝固するため、従来の毛様体光凝固より低侵襲？

• マイクロパルス毛様体光凝固

Micropulse diode laser transscleral cyclophotocoagulation

• パルス波を使用して熱凝固による組織ダメージを低減

• 従来より安全になった印象だが、レベルの高いエビデンスはま

だ得られていない。
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本日の講演

•レーザー虹彩切開術・隅角形成術：酒井寛先生

•選択的レーザー線維柱帯形成術：内藤知子先生

•毛様体光凝固術：藤代貴志先生
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レーザー虹彩切開術 

酒井寛（浦添さかい眼科） 

 

抄録 

緑内障は失明原因として世界において第２位, 日本では視覚障害の原因疾患として第一位を保

ち続けている。原発閉塞隅角緑内障(PACG)はアジア人に多く、緑内障として最も主要な病型で

ある原発開放隅角緑内障(POAG)と比べると,有病率では低いことが示されている。しかしなが

ら、 日本人において PACG による失明・視覚障害の割合は POAG の 3〜５倍以上であることが

知られている。近視など視神経乳頭の脆弱性に起因し、眼圧が低くても発症する POAG とは異

なり, PACG は隅角の閉塞による間欠性, 持続性の眼圧上昇が原因である。そのため隅角を開放

する手術方法により治療可能であり、原理的には完全な予防が可能である。レーザー虹彩切開

術は外来での治療も可能な方法であるが、水晶体再建術よりもその効果は劣るとされている。

本教育セミナーでは、レーザー虹彩切開術の効果、適応、合併症および手技について解説を行

う。 

 

１． 失明原因としての PACG 

a. 世界での失明統計 WHO 

b .アジアパシフィック緑内障ガイドラインより 

 

２． レーザー虹彩切開術の効果 

瞳孔ブロックを解除して隅角を解放する。プラトー虹彩には無効。 

 



３． レーザー虹彩切開術の適応 

a. 各種ガイドラインで急性発作眼とその反対眼に対して推奨。原発閉塞隅角症（PAC）、

原発閉塞隅角症疑い（PACS）の適応は明確でない。 

b. 急性発作眼でもランダム化比較試験（香港：Lam DS, Leung DY, et al. Ophthalmology 

115(7):1134-40,2008.、シンガポール：Husain R, Gazzard G, Aung T,et al. Ophthalmology. 

119(11):2274-2281, 2012.）にて白内障手術に劣る。 

c .EAGLE トライアル：眼圧の高い PAC、PACG に対しては白内障手術の方が、効果が高

く、費用対効果も高い。（Azuara-Blanco A, et al. Lancet 388:1389-1397,2016.） 

ｄ．ZAP トライアル：全ての PACS 患者に対するレーザー虹彩切開術は現実的ではない。

（He M, et al. Lancet 393:1609-1618,2019） 

e．アメリカ眼科アカデミー（AAO）の報告として白内障手術の有用性についての総説が発

表されている。（Chen PP, et al. Ophthalmology 122:1294-1307,2015） 

４． レーザー虹彩切開術の合併症 

a .久米島スタディにおいて、正常の角膜内皮細胞密度の平均は約 3000/ mm2であり、

2000/mm2未満は非常に稀であることが示されている。 

b ．日本における（アルゴン）レーザー虹彩切開術後の水疱性角膜症は稀ではない 

c．レーザー虹彩切開術の水疱性角膜症の発症率は明らかではない。唯一の数字が示された

文献による推定値は 0.33% （95% 信頼区間 0.18 〜0.48）である。（Lim LS, et al. Am J 

Ophthalmol142:166-168, 2006） 

d .ZAP トライアルにおいて、PACS に対する YAG レーザー虹彩切開術は術後５年において

内皮細胞密度へ影響しないことが示されている。 

５． レーザー虹彩切開術の手技 

YAG レーザーを中心とした手技が求められる。統一されたレーザーセッティングは示されて

いない。手技の一例としては、第一段階（グリーン）80〜100mW、200μm、５発、第二段

階（グリーン）500mW、50μm、10発、第３段階（YAG ）1.0mj 前後、数発。 
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選択的レーザー線維柱帯形成術

グレース眼科クリニック

内藤 知子

緑内障レーザー治療の基本手技

第44回日本眼科手術学会総会

１）スポットサイズは固定

２）隅角鏡は拡大率の高いものを使用

３）気泡が発生する最小エネルギー（0.4～0.9mJ）

４）アプラクロニジン点眼（術前1hrおよび術直後）

５）SLT後にステロイドやNSAID点眼は使用せず

６）使用中の緑内障点眼薬はそのまま継続

SLTの流れ

Latina SLT Gonio Laser Lens (Ocular)

SLTに適した病型

⚫ NTGを含めた広義POAG

⚫ 高眼圧症

⚫ ステロイド緑内障

⚫ 色素緑内障

⚫ 落屑緑内障

➢ 点眼治療の効果が不十分

➢ アドヒアランスが不良

➢ 副作用により点眼治療ができない

SLT照射前

説明と同意
照射前

アイオピジン点眼
隅角光凝固術 9660点

➢ 3割負担 28,980円
➢ 1割負担 9,660円

医療保険

「日帰り手術」の対象になることも

強膜岬

Schwalbe線

線維柱帯色素帯

隅角の解剖

線維柱帯色素帯を中心に照射する

➢ spotは線維柱帯の幅と同じ

SLT照射部位
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気泡が出るか出ないかくらいの最小のエネルギーで照射

照射エネルギー

角膜内皮損傷
重ねないよう照射

毛様体損傷 → 眼圧上昇のリスク

強膜岬をガイドに0.3～0.9ｍJで照射

➢ 照射瘢痕が残らないので注意

SLT照射の実際

360°

180°

180°: 35眼 vs  360°: 34眼（日本人における比較）

眼圧下降率≧20％

Shibata N, et al. Journal of Glaucoma. 2012

照射範囲

180° 360°

VS

最近では

360°全周照射が主流

照射部位を見失いやすいので色素変化や虹彩突起を目印に行う

隅角鏡回旋時の注意

➢ 使用していた緑内障点眼薬は継続

➢ ステロイド点眼 NSAID点眼 しない

照射直後

アイオピジン点眼

霧視や結膜充血

が生じる可能性を

説明しておく

照射１時間後

眼圧測定

SLT照射後

一過性眼圧上昇の

有無を確認

１週以内の

再診指示

1年 87.5±5.2%

2年 65.0±7.5％

3年 40.0±7.7％

SLTの眼圧下降効果

⚫ 狭義POAG点眼への追加治療 眼圧下降率 20～30％（報告多数）

Non Responder 約30％

⚫ NTG 初回治療 1年後 眼圧下降率 15.8±8.6％

新田耕治ら 日眼会誌 2013

➢ 効果持続率（死亡：Outflow pressure 20%未満）

費用対効果の面でインフォームドコンセントが重要
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マイクロパルス
⽑様体光凝固術

2021年1⽉30⽇
緑内障レーザー治療

藤代 貴志
(東京⼤学 眼科)
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本⽇のテーマ
1. ⽑様体凝固(CPC)

ØマイクロパルスCPC(MP-CPC)について
Ø治療の⼿順について
Ø作⽤機序について

2. MP-CPCの治療成績
眼圧、点眼スコア、視⼒、合併症について

2

背景
従来から末期緑内障の治療⽅法として
連続波(CW)による⽑様体光凝固術
(CW-CPC)が⾏われてきた1,2)

CW-CPCは、術後の⾼度炎症、前房出⾎、
眼球癆などの合併症が多い2)

合併症が少ない
マイクロパルス⽑様体光凝固術(MP-CPC)

の登場
1) Tan, Anna M., et al. "Micropulse tr ansscleral diode laser cyclophotocoagulation in the treatment 

of refractory glaucoma." Clinical & experimental ophthalmology 38.3 (2010): 266-272.
2) Bloom, Philip A., et al. "“Cyclodiode”: Trans-scleral Diode Laser Cyclophotocoagulation in the 

Treatment of Advanced Refractory Glaucoma." Ophthalmology 104.9 (1997): 1508-1520.
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• 経強膜⽑様体光凝固の代表
的製品であるGプローブを
開発した⽶国のIRIDEX社
製品

• 810nmの⾚外線光を照射
するレーザー装置

• 専⽤のMPプローブを接続
し、経強膜的に⽑様体への
レーザー照射を⾏う

マイクロパルスCPC

IRIDEX社より許可を得て転載

4

レーザー前の準備
• 球後もしくはテノン嚢下⿇酔
(2%キシロカイン)

• 開瞼器をつける

• スコピゾールを結膜に滴下

• MPプローブを結膜、強膜へ押し付ける

• 上4往復と下4往復（それぞれ80sec）

マイクロパルスCPC

5

治療の⼿順 6/18

1. スコピゾールで⾓膜と結膜を濡れた状態にする

2. 平らな⾯を瞼側に向ける
（凹みが常に⾓膜輪部側）

3. プローブを結膜/強膜に対して垂直に⽀持する
4. プローブ端と⾓膜輪部との間に強膜を視認でき

るよう約1mmの距離をとる

5. 結膜/強膜にプローブをボールペンで⽂字を書く
程度の筆圧で押しこむ
注意︓押しこみが強いと裂傷をひきおこすことがある

6. 3時と9時の位置を避けて、結膜上を⾓膜輪部に
沿って滑らせ、照射し続ける

7. レーザー照射中は、同じ位置にプローブ先端が
留まらないよう等速で滑らせる

平らな⾯
（眼瞼側）

凹み
（⾓膜輪部側）

約4㎜

約1㎜
約5㎜
（⽑様体扁平部）

6
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CW-CPC MP-CPC
プローブ Gプローブ MPプローブ

プローブの向き
・

当てる場所

眼球の視軸と平⾏
・

⽑様体鄒壁部

眼球の垂線⽅向
・

⽑様体扁平部

パワー
・

照射範囲

2000mW 2sec
(ポップ⾳出る程度 )

2000mW 80sec x 2
0.5msの持続時間と
1.1msの休⽌間隔で施⾏

⽬的 房⽔の産⽣を減少 ぶどう膜強膜流出路による
房⽔流出を促進

合併症 多い 少ない
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MP-CPCの治療成績
難治性緑内障に対するMP-CPCの術後
1年間の治療成績

• 対象
2018年1⽉から2019年4⽉までにMP-CPC
(IRIDEX社、CYCLO G6)を施⾏し、その後1
年間、診療録で経過を追うことができた難治
性緑内障の44例45眼(男性26眼、⼥性19眼)
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眼圧

術後経過（⽉）

眼
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術前平均眼圧 32.3mmHg → 術後12か⽉平均眼圧 21.3mmHg

n=45
*p<0.05 (paired t-test）

** ** *
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0
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6

0 3 6 9 12

点眼スコア

術後経過（⽉）

点
眼
ス
コ
ア

n=45
*p<0.05 (paired t-test）

術前平均点眼スコア 4.4 → 術後12か⽉平均点眼スコア 3.2

** ** *
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視⼒変化

矯
正
視
⼒
(lo
gM
AR
)

0

1

2

3

術前 術後

n=45
p>0.05(paired t-test)

平均矯正視⼒(logMAR) 術前1.4 → 術後1.5
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⼀過性低眼圧
脈絡膜剥離
前房出⾎

硝⼦体出⾎
眼球癆

の発症はなし

合併症
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