
増殖硝子体網膜症の手術 

 

 硝子体手術は長足の進歩を遂げ、裾野は広がり、視機能を改善する手術とな

ってきた。しかし一歩間違うと失明への落とし穴が待っている手術でもあり、

増殖硝子体網膜（PVR）は硝子体手術のラストフロンティアである。PVR 手術

をすべての硝子体術者が行う必要はないし、すべての硝子体術者が行えば失明

が増える危険性もある。しかしその発症メカニズムを知ることで、ある程度 PVR

を抑えることは可能であり、更に中級者〜上級者の硝子体術者にとってはやり

がいのある手術である。 

 今回は PVR 発症の病態および PVR 手術の基本的手術手技・戦略について渡

邊先生にお話いただく。次に PVR の危険性のある難治網膜剥離に対し、PVR

の防ぐためのバックリングの併用について町田先生にお話いただく。PVR 手術

では網膜切開が必要になることがあるが、それに伴う毛様体機能低下・低眼圧

について症例をまじえ塙本先生にお話いただく。最後に PVR を治療するための

様々なテクニックと PVR を治すための熱意・情熱について様々な症例をまじえ

恵美先生にお話いただく。 



 この教育セミナーが皆様のPVR手術治療に大いに寄与することを期待したい。 



PVR の基本手技 

東京慈恵会医科大学眼科 渡邉朗 

➢ PVR の病態 

増殖硝子体網膜症（PVR)は巨大裂孔、多発裂孔、遷延する網膜剥離などにより網膜色素上

皮細胞の硝子体内迷入に細胞増殖を促進する眼内環境が存在することにより発症する。増

殖促進因子としては各種サイトカイン、起炎症分子があげられるが、これらは手術自体の侵

襲や出血により上昇するため、PVR 発生を助長する悪循環に陥りやすく、PVR は複数回の

手術を要することも多い難治性疾患である。 

➢ PVR の分類  

PVR の分類法にはいくつか報告があるが、本講演では下記分類を用いる。Grade C の場合

は特殊な手技が必要となり術前の病態の把握が重要である。

 

An updated classification of retinal detachment with proliferative vitreoretinopathy, American Journal of 

Ophthalmology, vol. 112, no. 2, pp. 159–165, 1991. 

また、網膜下にも増殖性変化がみられることもあるが、除去の必要性は網膜剥離治療と視機

能への影響を考えて判断する必要がある。PVR 発症の状態把握のために Grade A、B の所

見にも注意が必要である。 

➢ PVR の基本手技 

PVR 治療に際しては、増殖膜処理、輪状締結、網膜減張切開などによる増殖膜の牽引解除、

増殖の足場となる硝子体の徹底的な廓清などの手技が必要である。 

後極 PVR 治療において剥離した網膜上の増殖膜を除去するためには PVR における膜処理

のコツ（増殖膜へのアプローチ、膜剥離の方向など）を十分理解しておくことが重要である。

PVR における増殖膜の処理における特色としては、 

✓ 剥離した網膜上に増殖膜がある 

✓ 網膜下にも存在 

✓ Epicenter はない 



があり黄斑上膜や増殖糖尿病網膜症における膜処理とは手技が異なる。 

増殖膜はほとんどの症例で黄斑部にも生じており、視神経乳頭周囲や黄斑部から周辺部へ

増殖膜を剥離していく（図１）。星状固定雛壁には増殖膜が厚く存在していることが多く、

膜剥離のきっかけをつくるのに適している。裂孔周囲の増殖膜処理の際には裂孔に向かう

方向に増殖膜処理を進めることにより裂孔の拡大を防ぐことができる（図２）。 

 

図１                    図２ 

 

 

図３                    図４ 

 

 

網膜下増殖膜は既存の裂孔に近い場合はその裂孔から除去するが、裂孔が増殖膜近傍にな

い場合は増殖膜から少し離れ部位にジアテルミーにて凝固後に意図的裂孔を作成し（図３）、

鉗子で把持して増殖膜をゆっくり引っ張り除去する（図４）。 

セミナー内で具体的な後極 PVR の手術戦略、手術手技について解説する。 



バックリング併用硝子体手術 

 

町田 繁樹（獨協医科大学埼玉医療センター） 

 

1949年に Schepensはバックリングが裂孔原性網膜剥離に有効であることを発表し

た。1970年には Machemerが毛様体扁平部硝子体手術を開発し、裂孔原性網膜剥離に

対する眼内からのアプローチが可能となった。難易度の高い網膜剥離に対して、この二

つの治療を併用すれば、網膜復位成績の向上が期待できる。 

 

増殖硝子体網膜症（PVR）のリスクある症例では硝子体手術にバックリングを併用

することで、網膜復位率が向上する（Storey, et al, Retina, 2014）。したがって、バック

ルは、PVRあるいは PVRの発症が懸念される症例では積極的に併用すべきである。 

 

バックリングを併用する目的は硝子体手術の欠点を補うことにある。硝子体手術の欠

点として、下方象限の網膜裂孔が閉鎖しにくいことが挙げられる。また、硝子体基底部

の硝子体を完全に切除することは不可能で、残余硝子体は増殖膜の足場となり、その収

縮による牽引が PVRや再剥離の原因となる。このような変化は下方象限に好発する。

硝子体基底部に蔓延った増殖膜は完全に除去することはできない。これらの欠点を踏ま

えたうえで、私見ではあるが以下のような症例が積極的なバックリン併用の適応と考え

ている。 

1. 下方の原因裂孔、且つ周辺部硝子体の除去が十分行えない。 

2. C以上の PVRが下方象限に及んでいる。 

3. 下方象限に及ぶ巨大裂孔。 

4. PVRで下方象限の周辺部に網膜切開を行った症例。 

5. 硝子体基底部が長い症例（強度近視に多い）。 

 

 手術の手順としては、バックリングを硝子体手術の前に行うのが原則である。硝子体

手術後に行った場合に、極端な低眼圧に陥ることがあり、駆逐性出血の原因となりうる。



また、還流ポートが繋がったままではバックリング操作が難しくなる。 

  

バックリン手術に慣れていない術者にとって全周囲にバックルを縫着する操作は負担

が大きく、硝子体手術に精神的・肉体的余裕を持って臨めなくなる。私は、2.5 mm幅

のシリコンバンド（#240）を使ったエンサークリングを行っており、バックル縫着に

比べると短時間で行うことができる。4直筋に制御糸を通糸した後に、角膜輪部 12-13 

mmの各象限の強膜にビーバーメスを用いて強膜トンネルを作成する。長眼軸で硝子体

基底部が長い症例では、強膜トンネルを更に数ミリ深い位置に置く。周辺部の硝子体お

よび増殖膜の牽引の軽減が目的なので、網膜裂孔の位置にこだわる必要はない。4直筋

と強膜トンネルにシリコンバンドを通しスリーブ（#270）で締める。強膜がバンドの

厚さの 1-2枚程度分内陥するように締めこむ。術後の眼球運動障害を起こさないように

するために、テノン嚢を前方に十分に引きずり出してから結膜縫合を行う。 

 

 バックリングを併用した場合の欠点として、術後に緑内障手術の施行が困難となり、

その手術成績が劣ることが挙げられる。硝子体がないのでチューブ先端を硝子体腔内に

挿入するチューブシャント手術を行える。Baerveldtインプラントの大きなプレートを

直筋下に滑り込ませることが非常に難しくなる。Ahmed緑内障バルブはプレートが小

さいのでエンサークリングバンド上に設置することができるが、術後のプレート露出・

脱出に注意する必要がある。また、全周締結を行うと近視化するので、術前の説明が必

要である。 

 

難治性の網膜剥離では 1回での網膜復位を目指して積極的にエンサークリングを行

うことを勧めたい。また、仮に 1回目の手術で網膜復位が得られなくても、2回目以降

の眼外手術操作が減り、眼内操作に集中できる。このように、難治性の網膜剥離では

PVRの併発を予測し、先を読んだ手術戦略を立てる必要がある。 
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PVR手術の合併症   塙本 宰（はねもと眼科） 

 

総論 

PVRは網膜剥離の術後５－10%、手術後の 6〜8週間以内に見られる 

PVRの約 77％が網膜剥離手術後 1か月以内に出現し、95％が 45日以内に出現する 

PVR の予防は初回硝子体手術を成功させることだが、患者、眼の状態、手術の内容因子に

よって完全コントロールはできない。PVR の危険因子として硝子体出血、脈絡膜剥離、大きな

裂孔、過凝固や広範凝固、硝子体タンパクレベルが高いなどがあげられる 

PVR術後の早期合併症 

高眼圧症、瞳孔ブロック緑内障、前房の浅化および消失、眼内炎症 

網膜切除後の網膜下出血/脈絡膜への不注意な接触、網膜下 PFCL 

前房内のシリコンオイル-角膜内皮損傷を引き起こす可能性、角膜びらん 

網膜剥離再発 

PVR術後の中後期合併症 

網膜剥離再発、緑内障、低眼圧、眼球癆、角膜混濁、シリコンオイル乳化 

 

各論 

PVR術後の網膜再剥離 

 手術後早期 

網膜硝子体牽引解除が不十分（網膜上膜と網膜下線維） 

裂孔見落とし 

 術後晩期 

再増殖・網膜短縮持続 

新裂孔形成 

 対策：初期再発の一部の網膜剥離は、レーザー治療と、場合によっては追加のガス注入

で対応。しかしほとんどの再発性網膜剥離は追加の手術が必要になる。 

 

術後低眼圧 

 PVR術後の 15-24% 

 毛様体機能低下と、大きな網膜切除後の RPE からブドウ膜強膜流出の増加によって発

生する 

 テノン嚢下ステロイド注射を繰り返して眼圧上昇を引き起こすアプローチも限定的な場合が多

く、長期のシリコンオイルタンポナーデで眼圧維持を図るしかない場合も多い。 

 

 



 

過度の網膜切開または網膜切除 

 必要以上に網膜を切開・切除しすぎて残存網膜が少なくなり、術後の視機能の低下、

PVR再発の誘発、低眼圧になる 

 しかし術中にその切除加減の判定は容易ではない 

 

視神経萎縮 

 血液灌流の低下による視神経障害 

 再手術で虚血の繰り返し蓄積のために、重大な視神経萎縮を引き起こす場合がある 

シリコンオイル乳化 

 若い患者、炎症による重度の術後滲出、高濃度のタンパク質は、乳化を加速する 

 シリコンオイルと液層の界面での張力が乳化に影響を与える可能性 

 眼球運動と激しい体の動きがシリコンオイル乳化を促進 

 

MIVSは PVR治療に有効か？ 

 20ゲージ、23ゲージ、25ゲージ、27ゲージの硝子体切除術は、PVRによる網膜剥離の

管理に安全かつ効果があるという報告あり 

 スモールゲージが術後の炎症を軽減する可能性はある 

 

最後に 

 PVR の合併症は様々で、再手術でシリコンオイルを使用して復位は可能となったが、視

力予後はまだ不良である 

 術後の炎症管理が大事な要素だが、それでも合併症が起こる場合も多い 

 厳しめの予後説明をして、最善の対処を行うしかない 
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「難治PVR手術の考え方」   大阪労災病院 恵美和幸 

 
 

１． PVR（増殖硝子体網膜症）手術のこれまでの経緯 

近代的硝子体手術は1970に始まったが、PVRはそもそも網膜剥離のエンドステージで

あり、硝子体手術の黎明期にはまだ適応ではなく、不治の疾患と捉えられていた。 

その後1980年代になるとPVRの病態解明とともに治療の可能性を拓くべく手術治療が

試みられた。当初は頑固な増殖膜に対して無力であったが、鑷子や剪刀の開発、PFCL

の応用などにより1990年代に入るとPVRの治療成績は次第に向上してきた。それまで

のPosterior PVR中心の旧分類概念から、より複雑なAnterior PVRや網膜下増殖の病態

も加えたPVR新分類の概念へと発展し、PVRに対する手術治療が広く試みられるように

なってきた。こうした中で当初の“難治”なPVRも次第に“通常”のPVRとして捉えら

れ、時代の関心はより困難なフロンティアへと移っていくように感じていた。しかし

2000年代に入るとMIVSが開発され、低侵襲化手術としての硝子体手術の確立と普及に

大きな関心が集まり、難治なPVRなどへの関心は少し薄れていったような気がする。 

しかし現在でも未だにPVRは克服されておらず、まだまだ一般的な治療になったとは言

い難い。それどころか機能的な予後を勘案すると大半が不本意な結果に終わっているの

が現実である。特に複数回の手術既往例や長期間放置された陳旧例については今でも手

術適応が厳しく、“超難治”なPVRとして治療されずに残されている。 

 

２．広義PVRの概念 

裂孔原性網膜剥離に起因するPVR以外にも、原因疾患は異なるが進行するとPVRと同様

の病態を呈する類縁疾患があり、特に重症の眼外傷や増殖の激しいPDRなどでは病態が

類似している。治療する上での戦略や必要なスキルは共通することが多いので、広義の

PVR（S.Charles2016を参考）と捉えることで大いに参考になる。難治例克服の足掛か

りを得るためには、互いの治療上の経験を活かしていく必要がある。 

RRD関連PVR : 原発性、続発性 

RRD以外のPVR : 外傷、アトピー、先天異常、腫瘍、PDR、TRD、SRD･･･ 
 

３．当院におけるPVRとその類縁疾患の手術 

類縁疾患のPVRでは止血操作や膜処理などの操作が多く、全体的に手術時間は長く、手

術回数も多い傾向にある。 

PVR全体を通して私自身は約半数に網膜切開、輪状締結術、SO充填術を併用している。 

注入SOは基本的には抜去するが、低眼圧例では留置することが多い。 

 

４．私が難渋したPVR症例の特徴  

広汎な増殖膜収縮の進行例 

膜形成が未熟で広汎な網膜趨壁 

PVD未完成の多層の網膜牽引膜 

高度な網膜下増殖病変合併 

広汎な前部増殖型PVRの合併 

再発再燃による増悪例 

広汎な網膜拘縮例 

外傷や手術既往での広汎な網膜欠損例 

低眼圧症例 

 

手術操作が煩雑、長時間の集中、途中撤退が難しい、機能が不良、などが共通点である。 

手術に際して重い決断と戦略の完遂と辛い忍耐を強いられる症例が多い。 



５．難治PVRの手術適応判断 

まずは術者本人にとって本当に難治なのか不治なのか自問すること？！ 

患者と術者の双方が難しい状況を共通認識し、良い協力関係の上で治療が始まる。 

悪戯に手術回数を重ねれば治療の続行も協力関係も更に難しくなっていく！ 

 

予測される結果＝（PVRの複雑さ×術者の技量）×（患者の理解×術者の熱意） 

 

結果が不明な中での難治PVR手術の本当のゴール？ 

患者には見えるかだけではなく、理解と納得が不可欠ある！ 

術者は全力で立ち向かい、成否に関わらず素直な反省をもって次に活かすこと！  

 

１）術者の技量 

どこまで手術を遂行できるのか 

難しい局面でも考え続けて何とか活路を見出せるか 

２）患者サイドの事情 

本人と家族に理解力と手術遂行に協力できる強い意思があるかどうか？ 

 

６．実際の難症例攻略法 

先ずはゴールまでの長く複雑な道程を細かいステップに分ける。 

次に危険な落とし穴を避けて慎重に次のステップにつなげていく。 

時に全体の流れを振り返り、ゴールに向かっているかを確認する。 

多くの作業工程を上手くクリアーするには体力と経験と集中力が必要である。 

日頃の弛まぬ集中力と体力の鍛錬、創意工夫と情熱の維持が肝要である。 

 

７．私の難治PVR治療における考え方 

難治性の厄介なPVRを上手くマネージメントできるかどうかは硝子体術者にとって最

後の高く険しい関門であると思っている。熟練した術者でも確実に１回で治癒させるこ

とが困難な対象であり、治療に際しては覚悟をもって臨む必要がある。これまでの経験

と知識をフルに活用し、持てる技術を存分に発揮し、変化する状況には全集中で対応し

ながら、確実に網膜を復位させていくことが求められる。最後に網膜機能を少しでも確

保するために全力を尽くしたかどうかが問われる術者にとっては責任の重い過酷な手

術であると思っている。難症例が一つでも克服できることは自分の成長であると思って

日頃から鍛錬し精進できるよう努めている。 

 

今後とも難治なPVRへのアプローチは続き、更に難しいPVR攻略のために新たな治療法

と可能性を求めて我々の闘いは続いていくと確信している。その旅に終わりはない！  


