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フェムトセカンドレーザーは、光切断 (photodisruption)の原理により極めて短時間（約

10-15 秒）で高出力のエネルギーを圧縮して発振を行う。そのため、レーザー光をきわめて

狭い範囲に照射することが可能である。近年最も進化を成し遂げたレーザーテクノロジー

の一つであり、眼科領域にも幅広く応用されている。 

 

LASIK フラップ 

マイクロケラトームでは、メニスカス形状でフラップの厚さが不均一となるが、フェム

トセカンドレーザーでは、プラナー形状でフラップの厚さが均一であり、フラップの厚さ

が正確であることが特徴であり、高次収差の増加や角膜生体力学特性の低下が少ない可能

性が指摘されている。また、フラップのエッジに一定の角度をつけることによって創口の

適合性を高める工夫もなされている。 

 

SMILE 

ReLEx は LASIK と異なり、フェムトセカンドレーザーのみを使用し、角膜実質内にレン

チクルを作成し除去する手術である。①エキシマレーザーを必要とせず患者の移動が不要

②手術室の室内環境に影響を受けにくい③レーザー照射による個体差のある角膜創傷治癒

反応や眼球運動の影響を受けにくい④本来角膜が有する優れた生理的角膜形状(prolate 

shape)の変化が少なく、眼球高次収差への影響が少ない⑤しかもその変化が矯正量に依存し

ないことが指摘されている。特に SMILE は、フラップレスサージェリーであり、約 2～3mm

の小切開のみで行うことから、外傷に対して強く、角膜生体力学特性の低下やドライアイ

も起こりにくいとされる。 

その一方、術後早期に一過性創間混濁を生じる症例を一部認め、裸眼視力の回復がやや

遅い傾向があり、術中眼球回旋を補正できないことから、強度乱視眼においては LASIK が

やや有利と考えられる。 

 

老視矯正手術 

角膜実質を円柱状切開することによって、局所的な高屈折領域を作って近方矯正を改善

する Intracor (Technolas Perfect Vision)というテクノロジーがある。 

最近では水晶体周辺部に格子状のレーザー切開を加えることによって、水晶体の弾力を

回復して調節力を改善させる Femtosecond lentotomy という試みも行われている。 

 

 



フェムトセカンドレーザーを
用いた角膜切開

柴 琢也

フェムトセカンドレーザー
■フェムト秒（1 フェムト秒=1秒/1000 兆
分）単位の赤外線レーザー光を連続照射 

■１秒間に光は地球を7.5周する 
■ 100フェムト秒でも毛髪半周のみ 

■ピーク出力 (W) = パルスエネルギー (J) 
パルス幅 (sec)

フェムトセカンドレーザー
■ Photodisruption（光切断）
パルス状のレーザーエ
ネルギーは標的に焦点
が合わされる

微小プラズマが発生
し、約１μｍの組織を
蒸散させる

角膜切開
■設定 (LenSX: Alcon) ■設定 (Catalys; JJV)

角膜切開

切開創の数 
1-2

テンプレート名

角度　0-360°

自動オフセット

切開幅　0.2-6.5mm

サイドポートの数 
0-5

切開長　0.5-3.0mm

角膜輪部オフセット 
　0-5.0mm

回旋補正

■設定 (Catalys; JJV)
角膜切開

前部面深さ 
20-50%, 100-250µm

切らない部位 
上皮側 
実質内 
内皮側 
なし

深さの単位 
% 
µm

切らない量

後部面深さ 
20-50%, 100-250µm

前面サイドカット角度 
30-150° 

後面サイドカット角度 
30-150° 



■設定 (Catalys; JJV)
角膜切開

■マニュアルでは不可能なデザイン 
■例 
■切開幅 2.4mm, 切開長 1.1mm

1D 1W 1M 3M

角膜切開 角膜切開
■自己閉鎖率↑、創口強度↑ 
■Masket S. JCRS. 2010 
■Donnenfeld E. JCRS. 2018

■設定 (LenSX: Alcon)
角膜弧状切開

■設定 (Catalys; JJV)
角膜弧状切開

タイプ

テンプレート名

軸　0-360°

光学域　2-11mm

弧の長さ　10-120°

中心合わせ方法 
瞳孔 
角膜輪部 
水晶体嚢 
カスタム

■設定 (Catalys; JJV)
角膜弧状切開
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「一地方眼科クリニックにおける FLACS の実情」  みはら眼科 三原研一 

 

Femtosecond laser-assisted cataract surgery(FLACS)は、通常 Manual で行う白内障手術の

過程の一部（角膜切開/前嚢切開/水晶体分割）をフェムトセカンドレーザーを用いて行う手術

である（Auto/Digital）。それにより誰でも再現性のある精確な切開が可能となっている。 

当院でも 2016 年より、Catalys®を導入しており、その使用実情につき、以下の内容について

講演させて頂く。 

 

１． Capsulotomy の設定と強度 

Catalys®では、デフォルト設定でも1.6 秒でcapsulotomy を完成させる事が可能であるが、

最近は主に 1.0 秒で完成させる設定で行っている。術中 OCT 精度向上に伴い、Catalys®

においては、瞳孔中心、Limbus 中心、水晶体嚢中心での capsulotomy が可能であり、

LenSx®においては水晶体嚢中心の代わりに視軸中心での capsulotomy も可能であるが、

術後視機能にどれだけ影響するのか？は不明である。ちなみに、当院では、主に水晶体

嚢中心の capsulotomy を選択することが多い。capsulotomy の強度については、Manual

の方が強いといった既報や逆の報告もみられるが、実際臨床上に使用した感覚では、ほ

とんど問題ないといった印象を持っている。 

 

２． Fragmentation の設定 

分割は、4 分割、6 分割、8 分割の選択が可能であり、grid（ソフトニング）との組み合わせ

も可能である。fragmentation の設定は、術者の好みで自由に設定が可能であるが、細か

い設定にすればする程当然照射時間は延長することとなる。当院では、主に 4 分割＋ソ

フトニング（３５０μm）もしくは 6 分割での fragmentation を選択している。 

 

３． FLACS の難症例への使用と問題点 

FLACS では、Manual では実現不可能なレベルでの精確な capsulotomy/fragmentation が

可能であることより、Manual では CCC や核分割が困難と思われる難症例においてより有

用ではないかと思われる。当院でも、チン小帯脆弱（断裂）例や成熟（過熟）白内障、さら

に核硬度が強い白内障などへ使用している。 

た だ こ の 使 用 に は 少 々 問 題 点 が あ る 。 一 つ は 定 価 で 数 万 円 / 個 も す る patient 

interface(PI)のコストはクリニック側の持ち出しになってしまうこと、さらに Catalys®にしろ

LenSx®にしろ薬事承認は得ているものの、保険医療材料としての評価は受けておらず、

それを保険診療に用いる事の可否については少々グレーであるのが実情である。 

 



４． 当院における FLACS の実情 

当院においては、主に多焦点白内障手術（先進医療/自由診療）に FLACS を使用してい

た。ただ、2018 年 12 月の「先進医療におけるフェムトセカンドレーザー白内障手術の扱

いについて」の通達を契機に、当院でもマニュアル手術との検討を行ってみた。フェムトセ

カンドレーザー導入前後での比較では、grade２～３の白内障においては FLACS の方が

Manual手術と比較して術中超音波累積使用エネルギーが少ないことが分かったが、残念

ながらその結果も術後早期の視力回復にはつながっていなかった。という事でそれ以後

は、先進医療の使用機器から FLACS を除外していたが、術後の IOL 及び屈折の安定を

目的に、患者サービスも兼ね先進医療での使用を継続してきた経緯がある。 

2020 年 3 月で先進医療が終了して以降は、自由診療多焦点白内障手術のみに FLACS

を使用している現状であるが、使用頻度は激減しているのが実情である。 

 

５． FLACS の評価と今後 

手術患者へのアンケート調査では、自由診療多焦点患者においても、FLACS が通常手

術より優れているとの認識は少数であり、FLACS 自体より多焦点 IOL の方を重要視して

いる結果も判明した。また選定療養多焦点患者においては、通常手術の満足度もすでに

十分に高く、FLACS までは必要ないと考えている患者が大多数である事も判明した。 

既報においても、FLACS は費用対効果に劣ると結論付けている報告も散見される様にな

っている。 

現状のままでは、患者側も医療者側においても、「FLACS は必要ない？」との認識が広ま

ってしまう状況に陥る可能性もあり、少なくとも当院の様な一地方眼科クリニックにおいて

は、FLACS の現状は岐路にたたされているのは間違いないものと思われる。 

 

 

 
５． L CSの評価（選定多焦点患者アンケート）

   
   

   

 レミアム白内障手術（自由診療）を
  されなかった 由は？

通常手術で、十分だと思 ったから コスト（ 費用） なん となく

    

    

選定療養白内障手術を
受けてみてどう思われましたか？

受け てみて かった 受け てみたけ ど  かった ど ち らともい えない

   

  

選定多焦点で十分か？

選定療養 （認可多焦点  L）白内障手術で十分

 レ ミアム 白内障手術（自由診療）に してお け ば  かった

   
   

選定療養白内障手術を
 の方にも  たいですか？

積 的に 進 たいまあ   たい

あ まり   たく ない 対  たく ない

なん とも えない

通常手術で対 している選定白内障手術の満足度もすでに十分に高く、

 L CSまでは必要ないと考える患者が大多数である。

５． L CSの評価（自由多焦点患者アンケート）

                  

３     ス ム

   術中      

              手術

多焦点  L

術者の 

 レミアム白内障手術を  されたときに
重要と思われていたもの

   

   

              手術を  された 由は？

              手術の方が、通常手術よ り 優れてい る と 思ったから

多焦点  Lには、              手術の 方が向い てい る と 思ったから

なんとなく

                  

３     ス ム

   術中      

              手術

多焦点  L

術者の 

 レミアム白内障手術を受けられてみて
重要とおもわれたもの

   
   

   

 レミアム 白内障手術を、 の方にも
  たいか？

積  的 に 進  たい まあ   たい あ まり   たく ない

 対  たく ない なん とも えない

自由多焦点患者においても、

 L CSが通常手術より優れている

との認識はすでに少数 であり、

フェムトセカンドレーザーよりは

術者の や多焦点  Lの方を

重要視している。



~フェムトセカンドレーザー手術~
角膜移植

福井 正樹
東京歯科大学市川総合病院

慶應義塾大学医学部眼科学教室

南青山アイクリニック
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角膜切開法の特徴

角膜トレパン FLAK

切開 角膜上方（前面）から
垂直のみ

ある程度自由

角膜混濁の影響 受けない あり

角膜の強度 脆弱 増強する
デザインあり

FLAK：Femtosecond laser assisted keratoplasty

乱視

•当初移植後の乱視が減ると期待された

⇒

• FLAKは角膜トレパンに比べ移植後
早期では有意に乱視が少ないが、
長期的には有効な差がない

強度

• 全層角膜移植時に縫合する連続縫合の
通糸数や端々縫合の数を減らすことができる

• 水平面を作ることで垂直（前後）方向の強度を
上げることができる

• 実際にどの程度の有効性があるかは不明だが、
理論上、また、研究では強度があがる

Femtosecond laserによる切開
•垂直

• Zigzag• Mashroom

• Top hat

各切開線のメリット・デメリット

•垂直
レシピエントとドナーを同径で切開可能

• Top hat
後ろからの圧に強い（創離開少ない）

角膜内皮細胞を多く移植できる

• Mashroom
前からの圧に強い（外傷につよい）

Recipientの角膜内皮細胞を多く残せる



Zigzagの手術での注意点

• Zigzagの角度をどうするか
角度が小さいとはめ込みが 難しい

角度が大きいと

バイト幅 が 短い

⇒ 上段下段で

角度を変える

（Recipient・Donorに
かかる縫合糸の幅）

30°

45°

30°

45°

45°

30°

全層角膜移植以外の手術応用①

• 層状角膜移植
ALTK ： 良い適応（混濁が薄くレーザーが通る）

DALK ： 切開深度の正確性なし

全層角膜移植以外の手術応用②

•内皮移植術
DSAEK：グラフトの作成

マイクロケラトーム
周辺が厚くなる

FSL
周辺まで均一な厚み

Shilova N. F. et al. :  Int Ophthalmol. 2020

全層角膜移植以外の手術応用③

人工角膜移植への応用
• KeraKlear

Femtosecond laserと角膜移植

•自由な切開線を計画できる、Break through
をもたらした

•実質的な有用性は認められない

•今後、形状解析に合わせた正確な切開がで
きると有用性が高まると考えられる


