
屈折矯正手術の種類 

五十嵐 章史（山王病院） 

 

屈折矯正手術は眼鏡およびコンタクトレンズ装用が困難な場合やライフスタイルにおい

てこれらの矯正法が煩わしい場合手術適応となり、主に対象者の Quality of Life（QOL）

を向上させうる術式となる。手術方法としては大きく分けて角膜の屈折力を変化させる角

膜レーザー手術、眼内にレンズを移植する有水晶体眼内レンズ（phakic IOL）手術、水晶体

を眼内レンズに交換するいわゆる白内障手術の３つに分けられる。白内障手術では調節力

が失われるため若年者の屈折矯正手術としては不適となる。本講演では主に若年者の屈折

矯正手術である角膜屈折矯正手術、有水晶体手術の種類について解説する。 

 

１、 角膜屈折矯正手術の種類 

(ア) PRK（Photorefractive Keratectomy） 

(イ) LASIK（laser in situ keratomileusis） 

(ウ) ReLEx（Refractive Lenticle Extraction） 

- FLEx（Femtosecond Lenticule Extraction） 

- SMILE（Small Incision Lenticule Extraction） 

角膜屈折矯正手術はエキシマレーザーと呼ばれる機器で行う手術が主であり、レーザー照

射を行う部位からさらに大きく２つに分けられる。角膜上皮からレーザー切除を行うもの

を surface ablation と呼び代表的な手術として PRK（Photorefractive Keratectomy）が挙

げられる。もうひとつは角膜表面（角膜上皮～実質浅層）にフラップと呼ばれる蓋を作製し、

フラップを翻転させ角膜実質へレーザー切除を行うものを inner ablation と呼び代表的な

手術として LASIK（laser in situ keratomileusis）が挙げられる。また近年本邦未認可であ

るがフェムトセカンドレーザーを用いた ReLex（Refractive Lenticle Extraction）と呼ば

れる新たな角膜レーザー手術も登場している。ReLEx の中には LASIK と同様に角膜にフ

ラップを作成したのち、角膜実質片を除去するFLEx（Femtosecond Lenticule Extraction）

と角膜フラップを作成せず 2～3mm 程度の角膜ポケットのみを作成し内部の実質片を除去

する SMILE（Small Incision Lenticule Extraction）の 2 つがある。 

 

２、 有水晶体眼内レンズの種類 

(ア) 前房型（虹彩把持型、隅角支持型） 

(イ) 後房型 

有水晶体眼内レンズ（phakic IOL）はレンズを眼内に固定する位置より大きく 2 つに分け

られる。レンズを虹彩より上方に固定するものを前房型 phakic IOL と呼び、虹彩把持型と

隅角支持型の 2 つがある。レンズを虹彩より下（虹彩と水晶体の間）に固定するものを後房

型phakic IOLと呼び代表的なレンズとして ICL（Implantable Collamer Lens, STAAR社）
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が挙げられる。本邦では現在後者の ICL のみが承認されている。 

 

３、 角膜屈折矯正手術の利点と欠点 

エキシマレーザーを用いた PRK や LASIK はすでに長期臨床成績が多数報告されており、

手術の利点や欠点が明らかとなっている。利点としては検査・レーザー機器の発展により術

者の技量に影響されず、安定した術後成績を得られることであり、長期的な安全性も高い。

欠点としては角膜形状変化に伴う regression、高次収差の増加、フラップ作成に伴う合併症

（ドライアイ様症状、感染、上皮の迷入など）などが挙げられる。また近年では角膜屈折矯

正手術をうけ加齢に伴い白内障手術となる症例が増えてきており、術後の眼内レンズ度数

ずれ（refractive surprise）が問題となっている。 

 

４、 有水晶体眼内レンズの利点と欠点 

有水晶体眼内レンズの利点は眼球形状をほとんど変化させず眼内にレンズを付加させて屈

折矯正を行うことから長期的に屈折度数が安定し、術後の視機能が良好であることである。

欠点としては前房型では長期的に著名な角膜内皮細胞減少をきたす症例がまれにあること

が挙げられ、この問題のため現在まで国内では承認が得られていない。後房型では、術後の

白内障の進行が危惧されるが、近年主流になっている貫通孔付き有水晶体工房レンズ（ICL 

KS-AquaPORT, STAAR 社）ではそのリスクは大幅に改善されている。しかし、眼内手術で

あるため、術後の感染や炎症について注意深く診療を行う必要がある。平成 31 年 2 月 10

日の屈折矯正手術ガイドライン改訂（第 7 版）に伴い有水晶体眼内レンズは一部手術適応

基準が緩和されている。具体的なの改正点としては、｢慎重適応｣ のもと屈折矯正量を 3 D 

以上 6 D 未満の中等度近視にまで緩和したこと、禁忌とされていた円錐角膜のうち、矯正

視力が比較的良好でかつ非進行性の軽度症例に限り、｢実施に慎重を要 するもの｣ とした

ことが挙げられる。 
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18歳以上

屈折度が安定しているすべての屈折異常（遠視、近視、乱視）とする

屈折矯正量:

エキシマレーザー手術

近視は6Dまで

医学的根拠があり十分なインフォームドコンセントがあれば10Dまで

遠視・乱視矯正は矯正量の限度を6Dとする

有水晶体眼内レンズ手術

6Dを超える近視

3D以上、6D未満の中等度近視、15Dを超える強度近視には慎重に

術者

患者適応

2019年第7次答申

2019年第7次答申

① 円錐角膜

② 活動性の外眼部炎症

③ 白内障（核性近視）

④ ブドウ膜炎や強膜炎に伴う活動性の内眼部炎症

⑤ 重症の糖尿病やアトピー性疾患など全身性あるいは免疫不全疾患

⑥ 妊娠または授乳中の女性

⑦ 円錐角膜疑い

エキシマレーザー手術

有水晶体眼内レンズ手術

①～⑥

⑦ 進行性の円錐角膜

⑧ 浅前房

⑨ 角膜内皮障害

① 緑内障

② 全身性の結合組織疾患

③ ドライアイ

④ 向精神薬（ブチロフェノン系向精神病薬など）の服用者

⑤ 角膜ヘルペスの既往

⑥ 屈折矯正手術の既往

エキシマレーザー手術

有水晶体眼内レンズ手術

①～③

④ 矯正視力が比較的良好で、かつ非進行性の軽度円錐角膜症例

⑤ 円錐角膜疑い症例

（SLEや多発性筋炎、シェ―グレン、リウマチなど）

高プロラクチン血症で、黄体形成ホルモン(LH)や 卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌が低下

→屈折に影響

※臨床の現場でよく用いられる薬が多く、服用歴に注意

①ドパミン産生の抑制

降圧薬 /
循環器薬：

レセルピン
メチルドパ
ベラパミル

②ドパミン受容体遮断

向精神病薬： ハロペリドール
クロルプロマジン

抗うつ薬： イミプラミン
アミトリプチリン
パロキセチン

制吐薬 /
抗潰瘍薬：

メトクロプラミド
ドンペリドン
スルピリド
H2遮断薬（シメチジン・ラチニジン）

③PRL産生・分泌の促進

エストロゲン
製剤：

経口避妊薬
など

① 視力検査:裸眼および矯正

② 屈折値検査（自覚 / 他覚 / 散瞳下）

③ 角膜曲率半径計測

④ 細隙灯顕微鏡検査

⑤ 角膜形状検査

⑥ 角膜厚測定

⑦ 涙液検査

⑧ 眼底検査

⑨ 眼圧測定

⑩ 瞳孔径測定

⑪ 角膜径測

エキシマレーザー手術 有水晶体眼内レンズ手術

①～⑪に加え

⑫ 角膜内皮細胞検査

⑬ 前眼部画像解析(前房深度を含む解析)

＊⑪角膜径測定は水平方向の径に留意

当院の検査スケジュール

適応検査 →術前検査（2回）→ 手術
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➢ エキシマレーザー手術は、円錐角膜除外診断が重要!!

※角膜形状解析検査が必須

円錐角膜眼にLASIKをすると医原性角膜拡張症

を発症するため禁忌である

→しかし、早期発見は難しい

検査はコンタクトレンズ装用を中止した後に行う

HCLは3W前/ 乱視用SCLは2W / SCLは3日前

Klyce/Maeda

臨床的に円錐角膜と思われるパターンがあるか予測

高い診断力を持ち、円錐角膜の検出には必須

Smolek/klyce

円錐角膜の進行度合いを示した指数

パラメーター
スコア

4 3 2 1 0

角膜形状パターン 異常
下方の急峻化/

軸ねじれ
非対称
超ネクタイ

正常
対称蝶ネクタイ

ベッド厚（µm） < 240 240〜259 260〜279 280〜299 300

年齢（歳） 18〜21 26〜29 30

術前角膜厚（µm） < 450 451〜480 481〜510 510

等価球面度数（D） > - 14 > -12〜14 > -10〜-12 > -8〜-10 > -8

累積スコア カテゴリー 提案

0〜2 低リスク LASIK / PRK

3 中リスク 注意して施術

4以上 高リスク LASIKはしない.PRKは未定.

Risk assessment for ectasia after corneal refractive surgery. Ophthalmology. 2008 Jan;115(1):37-50.

➢ 残存ベッド厚：300（250）μm以上

➢ 術後全角膜厚：400μm以上

➢ 全角膜厚の20%（150μm）以下の照射

残存角膜(ベッド）厚

フラップ厚

切除部位

当院（他施設）
の基準

➢ 残存角膜厚＝術前角膜厚－フラップ厚－切除深度

➢ 切除深度＝（14～16）×（S+1/2C）μm

＝〔光学径（mm）〕2×power（D）÷3      → Munnerlyのアルゴイリズム

左記以外

強度近視・遠視・乱視

円錐角膜

LASIK適応外

→Phakic IOL

年齢
（歳）

角膜内皮細胞数
（個/mm

2
）

IOL製造範囲
（ D ）

前房深度
（ mm ）

角膜径
（ mm ）

瞳孔径
（mm）

後房型

（ ICL ）

21～25 2800 以上

近視：-0.5〜-23.0D

遠視：+0.5〜+16.0D

乱視：0.75〜6.50D

角膜内皮から
水晶体前面

2.8mm以上
10.0～13.5mm 8mm以上

26～30 2650 以上

31～35 2400以上

36～40 2200 以上

◆White to White=角膜水平方向の直径距離

◆計測機器： キャリパー

◆数回測定して、平均値からWTWの値を決定

◆違う測定法の結果を比較し、信頼性を検証

Orbscan （B&L）
Pentacam （Oculus）
IOL Master （Zeiss）
TMS （Tomey）
CASIA II （Tomey）

計測機器によるWTW測定結果の差

IOL Master > Caliper > Pentacam > Orbscan > CA200 (Montes-Mico et al, Milan 2012)

IOL Master > AC Master > Caliper > Orbscan > Pentacam (北里大 五十嵐先生)

CASIAII の

Angle to Angleや

Scleral spar間からサイズ決定

NK:Nakamura-Kojima式

重回帰分析結果

中村先生（名古屋アイクリニック）

小島先生（慶応大学）

KS:

五十嵐先生・清水先生（山王病院アイセンター）
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屈折矯正手術の基本手技

医療法人社団医新会

レイ眼科クリニック

松本 玲

第44回日本眼科手術学会教育セミナー(屈折矯正）

角膜レーザー

・PRK

・LASIK

・ReLEx

眼内レンズによる矯正
・有水晶体眼内レンズ

iVue   Ray Eye CliniciVue   Ray Eye Clinic

PRK手術

◼エキシマレーザー照射

上皮剥離モード

実質照射

◼眼表面洗浄

抗生剤、ヒアルロン酸点眼処置

◼コンタクトレンズ装着

◼診察

iVue   Ray Eye Clinic

LASIK手術

◼フラップ作成

マイクロケラトーム

フェムトセカンドレーザー

◼エキシマレーザー照射

◼フラップ洗浄

◼診察

iVue   Ray Eye Clinic

Femto-LASIK 準備

◼ エキシマレーザー作動確認 ：ArFガス交換、

ガス・エネルギー・スキャナー・トラッカー・フルーエンステスト

◼ フェムトセカンドレーザー作動確認

アブレーション・エネルギー・バキュームチェック

◼ 照射設定

◼ 前処置：抗生剤、ステロイド点眼

◼ 点眼麻酔

iVue   Ray Eye Clinic

Femto-LASIK準備
器械台 清潔操作！
◼開瞼器

◼ （マーカー）

◼スパーテル

◼二股カニューラ

◼一段針

◼MQA

◼アイドレープ

◼ （鑷子）

iVue   Ray Eye Clinic
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ReLEx SMILE 準備
器械台 清潔操作！

◼ Femto LASIKに加えて

◼眼球固定鑷子

◼レンチクルスパチュラ

◼レンチクルセパレーター

◼レンチクル摘出鑷子

iVue   Ray Eye Clinic

後房型有水晶体眼内レンズ
（ICL）挿入手術

角膜に約3.0mmの創口を作成

角膜と水晶体の保護のため

ヒアルロン酸を注入

折りたたんだＩＣＬを専用の器具で挿入

ヒアルロン酸を吸引除去

創口の縫合は必要なし

★点眼麻酔、日帰り手術

iVue   Ray Eye Clinic

ICL準備 器械台 清潔操作！

眼粘弾性剤

ロングマウス鑷子（把持専用）、フロントローディング鑷子（充填専用）

インジェクター＆カートリッジ

フォームチッププランジャー

サイドポート用ナイフ

3.2mmスリットナイフ

マニュピュレーター（眼内固定用）

鑷子

MQA

アイドレープ、開瞼器

iVue   Ray Eye Clinic

• マークに孔が開いている

• トーリックマークが線に変更

V4とV4c,V5の違い

凹凸のマークICL V4

ICL V4c,V5

貫通孔のマーク

トーリックライン

ICLレンズセッティング

◼ 水と眼粘弾性剤のバランス

◼ カートリッジ溝に均等にセッティング

◼ カートリッジノズル先端2㎜

◼ 貫通孔3つのラインを一直線に観察しながら Push 

◼ 捻じれてセッティングされている場合、

貫通孔3つが一直線になるように

カートリッジをゆっくりローテーション

iVue   Ray Eye Clinic

ICL摘出時

◼ 角膜創口側のICLフットプレートを虹彩の前へ

◼ 虹彩～粘弾性剤～ICL～（粘弾性剤）

◼ 充填用フロントローディング or リムーバル鑷子
中村氏（AE-4447) ブーキッヒ氏（AE4224)

D&Kフラットディスク15°(2-896-3）

◼ 場合により 10-0ナイロン縫合

iVue   Ray Eye Clinic
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第44回日本眼科手術学会総会
教育セミナー7
屈折矯正手術

術後検査のポイント

南青山アイクリニック

福本光樹

屈折矯正手術の術後検査

1. 屈折矯正術後としての経過観察

– 視力と屈折の経過（満足度のフォロー）

– 合併症の診断と対処

1. 他の疾患への対応（屈折矯正術後の特殊性）

見え方の質への不満

通常視力はいいのに日常で「見えにくい」

高次収差の増加

LASIK

角膜内神経の切断

角膜知覚低下 角膜上皮膜型ムチン異常

瞬目数の低下

涙液蒸発の増加 涙液分泌の低下 角結膜上皮障害

涙液安定性（BUT）の低下

ドライアイ症状

角膜の形状変化

圧迫による結膜杯細胞障害
(分泌型ムチン異常）

LASIK術後ドライアイのメカニズム

フラップ皺、ずれ フラップ皺への対応のポイント

• 自覚症状（みえにくい、異物感など）が顕著なもの
はすぐに整復。

• 視軸からはずれ、症状のない皺は放置。

• 視軸にかかっていても、視力良好で、屈折やトポグ
ラフィーに影響のないものは経過観察し、1-2週間
で整復するかどうが決定。

• 古いもので矯正視力に影響しているものはPTKによ
るスムージング。
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孤立型

連続型 連続型

連続型

Epitheial ingrowth (上皮迷入） 上皮迷入への対応

• 緊急性はない。

• フラップエッジや孤立性で無症状のものはいずれ消
えるので放置。

• フラップエッジで異物感のあるものはコンタクトレン
ズにて経過観察。

• 活動性が高く（透明）、角膜中央に進行し、屈折や
視力に影響があるものは洗浄除去。

DLK Stage分類
(http://eyewiki.aao.org/Diffuse_lamellar_keratitisより)

Stage 1 Stage 2

Stage 3 Stage 4

DLKの治療方針

Stage 1

ベタメサゾン１時間ごと点眼、翌日受診

Stage 2

プレドニゾロン内服（ＰＳＬ４０ｍｇ～）開始

Stage 3

フラップ下の洗浄、点眼、内服の続行

(ソルメドロール40mg ゲンタシン60mg/100ml生理的食塩水)

Stage 4

保存的長期観察

再手術適応判断のポイント

• 裸眼視力の不良が屈折異常が原因か？

– ドライアイ？

–矯正視力？

–白内障？

• 角膜の厚み（ベッド厚）は足りているか？

• 角膜形状は問題ないか？

• 再手術後の近方視力は問題ないか？（老視）

ケラトエクタジア治療

• ハードコンタクトレンズ

• クロスリンキング

• Intracorneal ring segment （ＩＣＲＳ）

• 角膜移植
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緑内障と眼圧評価

• 眼圧測定値は角膜厚に影響される。

– 角膜中心厚が10μmの増減→0.10〜0.71mmHgの増減。

– 測定方法や報告で幅あり。

– 520μm前後が最も真の眼圧を反映。

• LASIK後は

– 角膜厚38μm減少（約-3D矯正）→測定値1mmHg低下。

– 測定値が正常範囲（10〜20mmHg）であっても注意が必要。

– 測定値そのものだけでなく治療前後の比較も大切。

LASIKなど角膜屈折矯正術後の
IOL度数計算

• Barrett True K Formula 

• Haigis-L式

• ASCRSのWEBサイト

http://iolcalc.ascrs.org/wbfrmCalculator.aspx

• APACRSのWEBサイト

https://calc.apacrs.org/Barrett_True_K_Universal_2105/

PRK後のHaze分類(Fantesらの定義）

Grade 2： 軽度の
混濁

Grade 3：中等度の混濁
Grade 4：重篤な混濁・

前房の透見困難

Grade 0.5: 細隙灯でようやく確認できる Grade 1：極めてわずかな混濁 ICLのVault

水晶体前面とICL後面の距離

角膜厚(corneal thinckness: CT)で表す

・0.5〜1.5 CT が適当

・＞1.5 CT： high vault

・＜ 0.5 CT： low vault

ICLの回旋 P-IOLの脱落
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