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緑内障の診断と治療

庄司　信行

北里大学医学部眼科学

 　我が国における40歳以上の緑内障の有病率は5%と言われ，その7割が正常眼圧緑内障であ

る。したがって，緑内障は眼圧の値でなく，特徴的な眼底変化と視野障害によって診断され

る。最近は，機能選択的視野検査や，網膜神経線維層の菲薄化や網膜神経節細胞層の減少を

鋭敏に検出する光干渉断層計が開発され，緑内障の早期診断，早期治療が可能となってき

た。また配合剤を含めて様々な点眼が市販され，手術治療においても，より低侵襲な緑内障

手術が開発され普及しつつある。しかし，緑内障は多因子疾患として理解されているのにも

関わらず，眼圧下降療法しかエビデンスのない治療であり，今後の病態解明や治療方法の開

発・確立が必要である。本稿では，原発開放隅角緑内障と原発閉塞隅角緑内障を中心とし

て，緑内障の診断と治療についてまとめた。

Key words: 原発開放隅角緑内障，正常眼圧緑内障，網膜神経線維，原発閉塞隅角緑内障，
低侵襲緑内障手術

Abbreviations: 光干渉断層計 (optical coherence tomography: OCT)，低侵襲緑内障手術

(minimally invasive glaucoma surgery: MIGS)，原発開放隅角緑内障 (primary open

angle glaucoma: POAG)，正常眼圧緑内障 (normal tension glaucoma，NTG)，

視神経乳頭形状解析装置 (heidelberg retina tomograph: HRT)，視神経乳頭周

囲神経線維層厚 (circumpapillary retinal nerve fiver layer thickness: cpRNFLT)，

網膜神経節細胞層複合体 (ganglion cell complex: GCC)，magnocellular系 (M-

cell系)，koniocellular系 (K-cell系)，前視野緑内障 (preperimetric glaucoma:

PPG)，神経線維層欠損 (nerve fiber layer defect: NFLD)，周辺虹彩後癒着

(Peripheral anterior synechia: PAS)，超音波生体顕微鏡 (ultrasound biomicroscopy:

UBM)，原発閉塞隅角緑内障 (primary angle closure glaucoma: PACG)，非接触

型眼圧計 (non-contact tonometer: NCT)，レーザー虹彩切開術 (laser iridotomy:

LI)，低侵襲緑内障手術 (minimally inavasive glaucoma surgery: MIGS)，

mitomycin-C (MMC)，5-fluorouracil (5-FU)，Baerveldt glaucoma implant (BGI)，

Ahmed glaucoma valve (AGV)

はじめに

　緑内障という疾患は，以前は「眼圧が上昇すること

によって視神経に異常が生じ，視野・視力などの視機

能に障害が生じる疾患」と理解されていたので，患者

にも説明し易く，また，理解も得られやすかった。こ

のような一般的なタイプの緑内障を原発開放隅角緑内

障 (POAG) と呼び，このタイプの緑内障の頻度が最も

高いと考えられていた。しかし，1988〜89年に行われ

たShioseら1の疫学調査の結果から，我が国では，眼圧

が上がらず正常眼圧内にあるのにも関わらず緑内障性

視神経障害を来す病型，つまり正常眼圧緑内障 (NTG)

の有病率が他の病型に比べて最も高いことが知られる

ようになった。つまり，「眼圧が上昇して生じる疾患」

という説明が必ずしも正しくないことになる。さら

に，2000〜2002年に行われた多治見スタディ2では，40

歳以上の緑内障有病率が5.0%であり，その中でNTGの

有病率が3.6%であることがわかった。つまり，緑内障

全体の7割がNTGであり，これまで一般的な病型 (いま

は狭義のPOAGと呼ぶ) と考えられていた眼圧が上昇す
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るタイプの約12倍であることが報告され2，緑内障診断

における眼圧の意義はどんどん低くなってきた。その

結果，2003年の日眼会誌に掲載された緑内障診療ガイ

ドライン3では，緑内障とは，「視神経乳頭，視野の特

徴的変化の少なくとも一つを有し，通常，眼圧を十分

に下降させることにより視神経障害の改善あるいは進

行を阻止しうる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾

患である」と定義された。残念ながら，この定義は一

読してすんなり頭に入るものではないし，一回読み上

げただけで患者の理解が得られるとは言い難い。その

大きな理由としては，緑内障の原因を一つに特定でき

ないために，原因に関しては漠然とした表現を取らざ

るを得ず，以前の様に「眼圧が上がって緑内障にな

る」というシンプルな解釈が必ずしも成り立たなく

なったためである。言い換えれば，眼圧の負荷がか

かって視神経障害が発症・進行するものと，視神経乳

頭，特に篩状板付近に何らかの異常が存在して，眼圧

にはあまり関係なく視神経障害が生じてくると考えら

れるものとが混在していると考えられる。また，発症

のきっかけが眼圧負荷であっても進行の過程で別の要

素が主体となり，眼圧をいくら低くしても進行が止ま

らないというタイプも存在し，逆に，なんらかの原因

で視神経乳頭の異常が生じ，これが眼圧負荷によって

促進されるようになった，と考えられるタイプもある

だろう。こうした発症の原因や進行に関わる因子をも

し何らかの検査によって判定し区別できるようになれ

ば，より本来の意味での病型分類になると思われるの

だが，残念ながら，現時点では容易に判断する方法が

ない。いずれにしても，何らかの原因で視神経乳頭の

篩状板に異常が生じ，網膜神経線維の軸索流が障害さ

れ，神経線維の消失，神経節細胞の機能低下・細胞死

を迎え，その部位で受けた光刺激を中枢に伝えられな

図2.  視神経乳頭 (正常) のシェーマ

浮き輪に見立てると、空気の入る部分を辺

縁部 (rim，リム) と呼び、網膜神経線維や毛
細血管などの構造物が維持されていると幅

広く残って見える。図1のように、通常赤み
を帯びた色調である。中央部の白い部分

は，実際には神経線維などの構造物がない

ため凹んでおり，陥凹部 (cupping，カッピ
ング) と呼ばれている。図1でやや黄白色に
見える部分である。

図3.  進行した緑内障患者の視神経乳頭

網膜神経線維が消失したために，rimが菲
薄化し，その結果，内部の白色に見える

部分 (陥凹部) が大きくなる。いわゆる陥
凹の拡大と呼ばれる所見である。

図1.  正常者の視神経乳頭

図4.  視神経乳頭の5時〜6時にかけて，rimが
消失している。図3の写真とほぼ対応してい
る。

図5.  さらに神経線維が消失し，rimが菲薄化
すると陥凹も深くなる。また，陥凹底は蒼

白となり，篩状板の篩状板孔が多数の小さ

な窪みとして透見出来ることも多い

(Laminar dot sign)。
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〜5) を示す。

　眼底検査は，実際にはとても広い意味を持ってい

る。例えば，網膜裂孔や剥離が生じている場合や糖尿

病の合併症である網膜症を調べる際にも行われる検査

だが，これらの検査は通常ミドリンPやネオシネジン

などといった散瞳薬を点眼して，瞳孔をなるべく大き

くした状態で，眼底の隅々まで調べることが多い。こ

れに対して，緑内障の場合，病型によっては散瞳に

よって眼圧が上昇し，緑内障を悪化させる可能性があ

ることや，緑内障性視神経症と呼ばれる所見は，眼底

の中心に近い部位の比較的狭い範囲なので，散瞳しな

くても観察可能なことから，散瞳薬を用いた眼底検査

を行わないことも多い。しかし，rimの変化は実際には

その周囲の網膜神経線維の変化 (菲薄化) を伴うことが

多く，乳頭周囲2乳頭径くらいまでは注意深く観察する

必要がある。実際，ルーチンの観察だけでは見逃しも

多いことが指摘され，とくに視神経乳頭の変化 (進行の

サインとも言われる乳頭出血など) や網膜神経線維の変

化などは，画像として残し，確認する方が診断に有用

という考えも広まってきた。図6では5時半付近の太い

血管 (静脈) の直ぐ右脇にsplinter hemorrhage (あるいは

disc hemorrhage) が薄く見られるが，写真を撮ってあと

から見直さなければ見逃されることも多い。

　このように，画像として残す方法は，古くからある

写真 (カラーやブルーフィルター，あるいは立体写真な

ど) のほかに，新たな技術として断層像を解析する方法

も開発された。現在も使われているものとしては，視

神経乳頭形状解析装置 (HRT) で，HRT，HRT IIそして

HRT3にバージョンアップされ，現在も診断ツールと

してのglaucoma probability scoreやMoorfield regression

analysisを用いた解析が行われている5-11。しかしなが

ら，わが国で多い近視性乳頭の解析が不十分であるこ

くなり (いわゆる視野障害を生じ)，その範囲が拡大し

ていずれは失明に至りうる疾患が緑内障ということに

なる。

　このように，眼圧と緑内障の関わりをどう捉える

か，が非常に難しくなってきたし，「緑内障ってどんな

病気ですか？」という患者の質問に対する説明も複雑

になってきた。そこで，緑内障という疾患は，眼圧の

高低ではなく視神経症の存在によって診断されるとい

う概念が提唱され，病型分類も若干見直された4。本稿

では，わが国で最も有病率の高い「原発開放隅角緑内

障」と，昔から緑内障発作 (本来は正しい呼び方ではな

いが) として知られている「原発閉塞隅角緑内障」を中

心として，他科の先生方にもわかりやすいように心が

けながら，緑内障の診断と治療について少しまとめて

みたい。

　

緑内障の診断に必要な検査

　基本的には，眼底の異常，つまり，視神経乳頭の陥

凹の拡大とともに，網膜神経線維層の菲薄化を認めた

場合，緑内障を疑って次の検査，つまり視野検査に進

むことが多い。そして，緑内障の診断とともに，隅角

検査を行って病型の分類を行う。また，あとで述べる

ように治療を考える上では眼圧測定は必要である。

1. 眼底検査
　最初に述べたように，緑内障は視神経乳頭に特徴的

な変化をきたす疾患である。したがって緑内障の診断

には眼底検査が必須であり，とくに視神経乳頭とその

周囲の網膜神経線維層の観察，つまり眼底検査は欠か

せない。正常者の視神経乳頭写真 (図1) とそのシェー

マ (図2)，緑内障患者の乳頭写真とそのシェーマ (図3

図6.  緑内障患者の視神経乳頭の拡大写
真

視神経乳頭内の血管の屈曲から，乳頭

の陥凹を判断する。12時〜1時にかけ
てと5時付近のrimが薄くなっているこ
とがわかる。また，5時付近に薄い乳
頭出血が見られる。

図7.  左) 視神経乳頭の1時部付近の網膜神経線維が薄くなり，やや色調の暗い
部分が扇状に拡がっている。右) ブルーフィルター撮影では神経線維の菲薄化
が明瞭になり，1時部の黒く抜けた部位とともに，5時付近にも神経線維の菲薄
化を示す所見がうっすらと確認され，図6の乳頭所見と対応しているのがわか
る。



112

とや，視神経の解析に特化した装置なので，後述する

光干渉断層計 (OCT) のように視神経も神経線維層もど

ちらも解析できる装置に変わられつつあるのが現状で

ある。

　1) OCTについて

　　OCTに関しては，年々詳細な「光学的切片」とい

える画像が得られるようになってきた12-22。様々な眼

底疾患の診断・治療効果の判定だけでなく，病態の

解明などに必須の検査となりつつある。緑内障に関

しても，先述したHRTや立体写真撮影などとの比較

が行われている。OCTの方式によっては立体化も可

能であり，網膜神経線維層や視神経乳頭，とくに篩

状板付近の検討など，今後の更なる展開が期待され

る。

　　OCTは1990年に山形大学の丹野直弘らによって世

界に先駆けて考案されたが，1991年にマサチュー

セッツ工科大学のJ.G. Fujimotoらによって別個に考案

され，米国で特許が出願された結果，ドイツのカー

ルツァイス社によって1996年に製品化された。我が

国には1997年にその第1号機が群馬大学に導入され

た。当初はタイムドメイン方式で測定に時間がかか

り，分解能も20μm程度であまり良くなかった。そ

の後，スペクトラルドメイン方式，スウェプトソー

ス方式と発展し，軸方向の解像度は5μmを切るもの

もあり，測定速度など飛躍的に進歩を遂げている。

OCTは現在では眼科診療に欠かせない検査機器とし

て，大学病院から一般のクリニックまで広く導入さ

れている。今後新たな機能や性能を持った機種が世

に出てくる可能性は高いが，現時点で臨床に用いら

れている検査としては網膜の解析が主体で，例えば

黄斑浮腫や加齢黄斑変性症などの診断や治療効果判

定に用いられる。緑内障の場合は視神経乳頭の形状

解析や乳頭周囲の神経線維層厚解析，そして黄斑部

の神経節細胞複合体解析である。ここ最近のトピッ

クスとしてはOCT angiography23,24があるが，血流の

定量化が難しく，その評価に関しては今後の報告を

待たなければならないので，本稿では詳細は省

く。機種により解像度や提供されるパラメータは異

なるので，ここでは当科で主に緑内障診断で用いて

いるOCT (Topcon社製，3D OCT-2000) について簡単

図8.  視神経乳頭の辺縁部や陥凹，乳頭周囲の網膜神経線維層の厚みの解析結果

向かって左に右眼 (OD)，右に左眼 (OS) の結果が表示されている。右眼のパラメータは緑の表示で正常だが，左眼は1時付
近，5時付近の表示が赤で，乳頭周囲の神経線維層の菲薄化が生じている。

庄司　信行
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図9.  黄斑部の網膜神経節細胞層の解析

上半分の領域 (superior) で神経節細胞層の有意な菲薄化 (薄い紫の表示) が見られる。

緑内障の診断と治療

に述べる25。

　①3D視神経乳頭

　　視神経乳頭の周りを6 mm四方の大きさで3Dス

キャンを行い，視神経乳頭周囲神経線維層厚

(cpRNFLT) と視神経乳頭の形状を解析する (図8)。

得られる情報は多いが，多くのスキャンを行うた

め撮像に約2.6秒を要し，固視が安定しない患者で

は不向きな場合もある。サークルスキャンは乳頭

中心半径1.7 mmにおける1枚のBスキャン画像しか

使わないためcpRNFLTのみの解析になってしまう

が，必要最小限の情報は取得でき撮像に要する時

間は0.1秒以下と早い利点がある。

　②3D黄斑 (V)

　　中心窩を中心に7 mm四方で3Dスキャンを行い，

黄斑部の網膜神経節細胞層複合体 (ganglion cell

complex，GCC) を解析する (図9)。GCCはオプト

ビュー社製RTVue-100で最初に報告されたため他

機種では使用出来ず，GCA (カールツァイス社シ

ラスOCT) やGCL++ (トプコン社3D OCT-2000) な

ど，異なる名称が用いられている。いずれにして

も網膜の神経線維層，神経節細胞層，内網状層の

3層を解析した結果が示され，視野検査では検出

しにくい緑内障極早期の段階でGCCの菲薄化が検

出できるとして注目されている。これまでは，

GCCとして3層まとめた数値しか解析されない機

種や，神経線維層と神経節細胞層+内顆粒層の2層

に分けて解析されたり，最近はこれら3層を別々

に解析できるようにもなってきたため，実際にど

の層の菲薄化が進行しているのかも評価できるよ

うになってきた。

　　現在は，眼底の評価のために緑内障の分野で欠

かせない装置となっているが，強度近視などを除

いた標準的な眼底のデータを正常データベースと

して用いているため，近視眼は異常として判定さ

れやすく，解釈には眼底の検眼鏡的所見や後述す

る視野の所見などと照らし合わせて行うことが重

要である。

2. 視野検査
　視野とは，視線を固定した状態で見える範囲のこと

で，一般的に中心視野 (特に固視点付近) は感度が高く
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図12.  ハンフリー視野計の検査結果

左上の数値の分布 (A) がそれぞれの測定部位における感度で，視覚的
に理解しやすいように，感度の低下している部位を黒い表示で表して

ある (B)。水平経線の下方左側 (右眼の結果なので下鼻側) の視野障害。
水平経線下方で，垂線の右側にある黒い部分はマリオット盲点で，生

来感度のない部分なので，これは正常所見である。

庄司　信行

図10.  正常者の動的視野検査の結果

やや太い実線で表されているのがイソプターである。

図11.  いわゆる弓状暗点という視野障害を呈した緑内障患
者の視野

イソプターが内部に入り込んでいるのがわかる。
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　これらの視野計は，例えばハンフリー視野計とオク

トパス視野計では背景輝度 (背景の明るさ) や呈示され

る視標輝度，視標の呈示時間など若干異なるため，異

なる視野計での比較が出来ない。また，感度を調べる

ための方法 (プログラムやストラテジと呼ばれている)

が異なると，同じ機種でも比較が難しくなる。そのた

め，経過観察には同じプログラムを用いた同種の視野

計を用いる必要がある。

　視野検査は，網膜の神経節細胞の機能評価と考えら

れているが，神経節細胞には投影される外側膝状体の

部位や，神経節細胞の細胞体の大きさ・機能などによ

りいくつかの種類が知られている。一般的に用いられ

ている視野計 (ハンフリーやオクトパスなど) では，白

色もしくは黄白色の視標を用いているため，いずれの

神経節細胞をも刺激しうることになる (後述する特殊な

視標を用いた視野測定と区別するため，明度識別視野

と呼ばれる)。神経節細胞は余剰性の高いparvocellular

系と余剰性の少ないmagnocellular系 (M-cell系) や

koniocellular系 (K-cell系) が知られているが，白色視標

ではこれら全体を刺激しうる。ちなみに，ゴールドマ

ン動的視野計では50%以上，ハンフリー視野計でも

20%以上の神経節細胞が障害されないと異常として検

出されないと言われている。そこで，より早期の異常

を検出するためにM-cell系やK-cell系の余剰性の少ない

神経節細胞をターゲットにした機能選択的視野が用い

られる機会も増えてきた35-44。格子縞をある条件で反転

させることによって生じる錯視現象を用いたfrequency

doubling technology，光のちらつきがある頻度を超える

と融合して見える現象 (フリッカー融合頻度) を応用し

たflicker perimatry，黄色い背景で青い視標を呈示して

K-cell系の機能を検出するshort wave length perimetry

(SWAPまたはblue on yellow視野計とも呼ばれる) など

である。これらの機能選択的視野検査では，明度識別

視野検査で検出出来る異常を数年先取りして検出出来

ると言われている。つまり，機能選択的視野検査で検

出出来た異常は，数年先には通常の視野計でも異常が

検出されるようになる可能性が高いということであ

る。緑内障は現時点では不可逆性の疾患であるため，

早期発見・早期治療が重要と考えられ，最近では，眼

底所見からは緑内障が疑われるのに通常の明度識別視

野計では異常が検出出来ない症例を前視野緑内障

(PPG) と呼び，機能選択的視野計で異常が検出出来る

PPGでは治療を開始しても良いのではないかという考

え方も広まりつつある。

　1) 症例呈示

　　ここで症例を1例呈示する。71歳男性で眼圧は正

常範囲内である。視神経乳頭の陥凹の拡大で緑内障

を疑われ，精査目的で紹介された患者である。図13

のよう陥凹は大きめで，とくに6時付近の血管の屈

曲を見ると，その部分の局所的なrimの菲薄化 (notch

(つまり小さい視標や暗い視標がみえる)，周辺部は感

度が低い。そのため，視野検査においては，まず明る

くて大きい視標を周辺から中心に向かって動かして，

中心 (固視点) を見つめていた被検者が「見えた」とい

う反応を示す点を様々な方向で測定し，線で結ぶ。次

に小さな視標に変更して同様の検査を行い，さらに暗

い視標に変更して検査を進めると，正常者では図10の

ような線が引ける (等感度線またはイソプターと呼ばれ

る)。例えれば地図の等高線で，中心部に対応する感度

が最も良い鋭く突出した山頂と，その横の15°付近には

Mariotte盲点 (図10で中心からやや左にある斜線で塗ら

れた丸い部分) と呼ばれる感度のない垂直な穴が存在す

る。このように，感度の分布を量的視野と呼ぶ。比較

的早期の緑内障患者では，図11のような視野変化が見

られ，その部位からブエルム暗点と呼ばれたり，形状

から弓状暗点と呼ばれる特徴的な視野障害が見られる。

　視野の広さは，視標の大きさや眼との距離，視標輝

度，背景輝度，視標の色，瞳孔径などの影響により変

化するため，疾患の評価を行う際には背景輝度や視標

輝度，色，眼との検査距離が決められている。

　一般に，視野検査は片眼をガーゼなどで遮閉して，

片眼ずつ測定するが，検査する眼で固視点を見つめさ

せ，周辺から中心に向かって視標を動かして，見える

範囲を調べる検査を動的視野検査 (kinetic perimetry) と

呼ぶ。片眼の視野全体を調べるため，患者の日常生活

での不自由度などを把握するときに良く用いる。下垂

体腫瘍での半盲の検索などでも用いられる検査であ

る。検査を行う視能訓練士が視野計の裏にいて，視標

の位置を操作しイソプターを描くので，患者の反応を

見ながら検査のスピードを変えたり，あいまいな反応

のところを再検しながら結果を出していくので，より

正確な情報が得られるが，ある程度の熟練が必要とさ

れる。Goldmannによって開発されたGoldmann  (ゴール

ドマン) 動的視野計が有名である。

　一方，緑内障は図11のように，内部のイソプターに

大きな変化が生じるので，周辺から視標を動かす検査

を漫然と行っていては中心の変化を見逃すことが多

い。とくに，緑内障の初期には中心視野30度の範囲で

わずかな感度低下が生じる事から，視標を動かすので

はなく，決められた場所に明るい光 (つまり視標) や暗

い光を出すことで，どこまで暗い光を認識できるか (感

度，あるいは閾値とも呼ばれる) を調べる方法もある。

これを静的視野検査 (static perimetry) と呼ぶ。この検

査は，コンピューターの発達により自動的に行われる

ようになった。自動静的視野計と言われ，ハンフリー

視野計やオクトパス視野計がよく用いられている。各

測定点の感度は数値化されるので，統計処理や客観的

評価，経過観察などが可能となる26-34。緑内障の診断や

経過観察には，多くの施設でこの静的視野検査が行わ

れる。

緑内障の診断と治療
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という所見) がみられる。周辺の網膜神経線維を調

べると，カラー写真 (図14A) ではわかりにくいが，

無赤色光撮影 (図14B) では乳頭の5〜6時付近から右

下方に弧を描いて拡がる神経線維層欠損 (nerve fiber

layer defect，NFLD) が観察される。下方のNFLDが

あると，上方の視野障害を生じるので，視野検査で

確認したところ，図15のように上方の視野障害を認

め，眼底と視野の所見が対応することから緑内障 (隅

角も正常開放だったのでNTG) と診断された。一

方，視野検査では2回続けて下方の視野障害も検出

されており (図15)，眼底写真 (図14) では上方のNFLD

は明らかでないが，OCT (図16) では下方6時部だけ

でなく，上方の1時付近にもすでにNFLDが生じてい

ることが分かり，通常の眼底検査では検出出来ない

神経線維の菲薄化が検出出来た。

3. 隅角検査
　緑内障診療ガイドライン第3版3によると，緑内障は

「隅角所見，眼圧上昇を来しうる疾患 (状況) の有無お

図13.  視神経乳頭の拡大写真 図14A.  眼底のカラー写真 図14B.  同じ眼底の無赤色光写真

図15.  ハンフリー視野検査をビーラインという解析ソフトで表示したもの。2回の結
果で，下方が新しい検査結果である。

よび付随する要因により分類することができる」と述

べられている。基本的には，①眼圧上昇の原因を他に

求めることのできない「原発緑内障」，②他の眼疾患，

全身疾患あるいは薬物が原因となって眼圧上昇が生じ

る「続発緑内障」，③胎生期の隅角発達異常により眼圧

上昇を来す「発達緑内障」，の3病型に分類される。前

2者はさらに，隅角が開放しているか閉塞しているかに

よって細分される。したがって，隅角検査は眼圧上昇

の部位の確認とともに，病型の分類に必要な検査とい

うことになる45-50。

　隅角とは，角膜裏面と虹彩根部，毛様体，強膜で囲

まれた断面が三角形の部分である。隅角は房水の流出

路であり，房水の流出を妨げるような障害物がない場

合を開放隅角と呼ぶ。隅角の機能的な異常の有無は問

わない。隅角の表面を覆っている線維柱帯のシュレム

管に接している部位 (=傍シュレム管結合組織) で房水

流出抵抗が最も高いことが知られ，見かけ上は開放し

ていても流れにくい状態が存在する。また，線維柱帯

の奥に存在するシュレム管に流れ込んだ房水は，そこ

庄司　信行
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図16.  左眼のOCT検査結果

下方にカラーで表示されているように，1時と6時の神経線維が菲薄化していることを示している。

図17.  正常開放隅角の隅角鏡所見

手前の茶色い面が虹彩で，やや幅広い帯状の色素沈

着が線維柱帯の色素帯といわれているところ。この

奥にシュレム管が存在する。色素帯のすぐ上方にも

線状の色素沈着が見られ，若干色素沈着が強い隅角

であることがうかがわれる。

(隅角アトラス 第1版，北澤克明編，医学書院，東
京，1995，p.21図2-10より転載)

図18.  台形状のPASが見られる症例の隅角鏡所見

図17の症例より線維柱帯の色素沈着は薄いので，線
維柱帯の位置がわかりにくいが，PASによって所々
覆われていることがわかり，房水の流出障害が生じ

ていることが推測される。このような形状のPAS
は，隅角の広さから考えて，ぶどう膜炎後に見られ

ることが多い。

(隅角アトラス 第1版，北澤克明編，医学書院，東
京，1995，p.31図3-18より転載)

緑内障の診断と治療
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から集合管を通って上強膜静脈叢に流れるため，その

経路のどこかに流出障害があれば，見かけ上は開放隅

角でも眼圧が上昇しうる。

　一方，隅角がふさがっている場合を閉塞隅角とい

う。具体的には，虹彩根部がペタッと張り付いている

ことが多く，もともと角膜と虹彩の距離が近い場合に

(これを狭隅角という)，後房圧 (虹彩と水晶体の間の部

分の圧) が高まると虹彩は前方に膨隆し，虹彩の根部が

隅角の線維柱帯を覆うことになる。この状態を周辺虹

彩後癒着 (PAS) という。ぶどう膜炎などの炎症によっ

てもPASは生じうるが，このPASの生じている範囲が

隅角全周の50%以上になると房水の流出障害による眼

圧上昇が生じると言われている。

　隅角観察法の一つに隅角鏡検査があり，レンズを患

者の眼にのせて観察する方法である。直接型と間接型

があり (図19)，通常の細隙灯顕微鏡を用いた外来で行

われる一般的な方法では間接型が用いられ，仰臥位，

あるいは手術時に手持ち細隙灯を用いて観察する場合

には直接型が用いられる (図20，21)。いずれも点眼麻

酔が必要であり，スコピゾルといわれる粘稠度の高い

液体を乗せる必要があるため，患者の不快感を伴うこ

とがある。

　一方，より定量的な検査方法として超音波生体顕微

鏡 (UBM) が普及し，隅角閉塞の病態解明などに広く

用いられてきたが，測定がやや煩雑であり，仰臥位で

なければ測定できないことや，カップに水を溜めて測

定しなければならないので，感染のリスクがあること

などから術直後には使用しづらかった。最近は前眼部

用OCTが非接触で感染のリスクが低く，測定も短時間

で済むので広く用いられるようになってきた51-57。眼底

用のOCTにアタッチメントをつけて測定できるものも

あるが，より詳細な情報を得るためには，前眼部専用

のOCTが有用である (図22)。明所・暗所・散瞳時など

のさまざまな条件下で隅角を測定できるため，原発閉

塞隅角緑内障 (PACG) 発症のリスクやそのメカニズム

を解析することができる。また，隅角手術前後の隅角

の評価や眼内レンズの固定に関する情報などが得られ

ることもあり，前眼部手術を行う施設では取り入れら

れることが多くなった。

図19.  各種隅角鏡

向かって右が間接型 (ゴールドマン)，左が直接
型 (ケッペ) である。間接型では隅角鏡の内部に
反射鏡がついていて，その角度や位置により隅

角だけでなく眼底の周辺部も観察可能である。

図20.  各種隅角鏡のシェーマ

向かって右が間接型，左が直接型であり，観察

部からの反射光の方向 (矢印) でわかるように，
直接型は仰臥位で手持ち式の細隙灯顕微鏡での

観察に，間接型は通常の座位による細隙灯顕微

鏡での観察に適している。

(隅角アトラス 第1版，北澤克明編，医学書院，
東京，1995，p.4図1-7より転載)

図21.  間接型隅角鏡を患者の眼にのせて
隅角を観察しているところ。

(隅角アトラス 第1版，北澤克明編，医学
書院，東京，1995，p.8図1-14bより転載)

図22.  前眼部OCT所見

隅角の断面図がわかる。撮像の方法によっては

3D表示も可能である。

庄司　信行
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4. 眼圧測定
　以前は，眼圧上昇とその上昇した眼圧による視神経

障害が緑内障であると考えられていたので，緑内障の

診断には眼圧測定が必須であった。つまり眼圧正常値

(10〜21 mmHg) を超えた場合に緑内障が疑われ，正常

範囲内の眼圧を示す緑内障は稀であり，むしろ頭蓋内

病変が疑われて頭部CTなどがルーチンに撮られてい

た。ところが，多治見スタディの結果から，眼圧は正

常範囲内を示す病型が多いことが分かり，眼圧だけで

は診断できないと考えられるようになってきた。しか

し一方では，眼圧は正常範囲内であっても，その眼圧

をより低くすることが視野障害の進行を遅らせる方法

となることがエビデンスとして示された。つまり，緑

内障診療には眼圧測定は依然として重要な意味を持っ

ていることになる。

　現在，臨床で用いられている眼圧測定方法には，

ゴールドマン圧平眼圧計 (Goldmann applanat ion

tonometer) と，非接触型眼圧計 (NCT) がある。前者は

細隙灯顕微鏡に取り付けられており (図23)，点眼麻酔

とフルオレセインによる角膜の染色後，専用のチップ

を角膜に垂直に押し当てて，加えた圧から眼内圧を換

算する方法である。後者は空気を噴出させて角膜にあ

て，角膜を平坦化させるのに要した時間や圧から眼圧

を換算する方法である。いずれも角膜に外力を加えて

変形 (=圧平) させることで眼内の圧を換算するものな

ので，圧平眼圧計と呼ばれる。圧平眼圧計は換算式と

してImbert-Fickの法則が用いられている。本来はこの

法則は限りなく薄い柔軟な膜で覆われている球体に関

して成り立つため，人体では様々な補正を行わなけれ

ば成り立たない。特に，角膜厚は500μm付近を正常値

として補正しているので (日本人の正常値は520μmと

いわれる)，実際の角膜が極端に厚いと眼圧値は高く表

示され，薄いと低く表示される。このことは，いわゆ

るレーシックなどの角膜屈折矯正手術後，患者の眼圧

が非常に低くなることから注目されるようになった。

実際には，角膜が菲薄化することによって生じる見か

け上の低眼圧であるため，緑内障の発見が遅れたり，

治療効果の判断を誤らせる原因となるため，緑内障診

療においては非常に大きな問題である58-61。その他に

も，乱視が強い症例やドライアイの症例で眼圧は正確

に測れないことが分かり，それらの諸因子の影響を考

慮して眼圧の補正方法が検討されているものの，いわ

ゆる真の眼圧は測ることは，眼内に圧センサーを挿

入・留置することが現実的でないため，現時点では不

可能であると考えられている。

　その他，特殊な眼圧検査方法として，角膜厚や曲率

の影響をなるべく受けないように，平面でなく角膜形

状により近い凹面を押し当てて，センサーで圧を感知

するDCTや，ガスの噴出によって角膜を変形させる

NCTを応用したocular response analyzerなどのほか，

rebound tonometer (iCare) と言われる携帯型の眼圧計

も注目され，それぞれの比較や再現性などが報告され

ている62-67。とくに，緑内障診療においては日内変動や

季節変動などの検討が必要と考えられており68-72，自己

測定が可能な携帯型の眼圧計 (iCare home) や，コンタ

クトレンズ型の測定装置 (実際には眼圧ではなく，角膜

曲率の変化を検出することで眼圧変化と見なす) などが

開発され，今後の眼圧変動に応じた治療の選択や，眼

圧の左右差に注目した病態解明などに期待されている。

　

5. その他の検査
　最近では，緑内障の進行に循環障害が関与している

可能性も示唆され，検査機器としてもレーザー・ス

ペックル・フローグラフィも普及してきており，実際

に検査を行う施設も増えて来たが，その臨床的な診断

能力や治療への応用などは，今後の研究が待たれる73。

正常眼圧緑内障 (NTG) について

　時間や時期 (季節) などを変えて眼圧を測定しても，

常に正常上限値を超えない開放隅角緑内障のことであ

る。診断基準となる眼圧上限値 (いわゆるカットオフ

値) に関しては，我が国では21 mmHgを基準にしてい

るが，諸外国ではもう少し高い値に設定してあること

もある。そのため，POAG (広義) に占めるNTGの割合

図23.  ゴールドマン圧平式眼圧計による眼圧測定

点眼麻酔後，専用のチップを角膜に垂直にあて

て眼圧を測定する。

緑内障の診断と治療



120

は統計によって異なるので注意が必要である2。しか

し，そうした診断基準の違いを差し引いても，我が国

におけるNTGの頻度は高い2。POAG (広義) に占める

NTGの割合は，白人を対象にした調査で28.6〜54.3%，

黒人を対象にしたものでは57.0〜75.0%であったのに対

し，我が国の過去の2回の調査では81.6%と92.3%で

あった2。このことから，人種差に注目が集まる一方

で，他国との結果が違い過ぎることから，諸外国にな

かなか受け入れてもらえなかった。なぜこのような差

が見られるのかは不明であり，たとえば眼圧値に影響

する角膜厚や硬性に違いがあるのか，視神経の構造 (脆

弱性など) に違いがあるのかなど，今後の課題である。

いずれにしてもPOAG (狭義) とNTGを分けるカットオ

フ値は単に統計的に算出された数値であって，その分

類がそのまま病態の違いを示したものではないことは

十分理解しておかなければならない74,75。

　我が国で用いられるNTGの診断基準は表1の通りで

ある。臨床上とくに注意されていたのは，眼圧日内変

動の確認と頭蓋内病変の否定であろう。前者に関して

は，夜間の眼圧測定のために入院検査が必要であり，

患者にも医師にも負担がかかる。また，一度の入院検

査でその患者の眼圧変動をすべてとらえられるわけで

はない。日内変動も日によって多少異なり，外来と病

棟では環境が異なるため，眼圧値が変化する可能性が

ある。実際，外来での測定時刻と同じ時間帯でも，眼

圧は入院中の方が低いことをしばしば経験する。日内

変動の再現性があまり良くないことはいくつか報告さ

れており76,77，入院による日内変動の測定は，診断より

も治療への応用に関しての意義の方が大きくなってく

るだろう。

　また，頭蓋内疾患の否定は頭部MRIによって行われ

るが，視神経障害の原因となる疾患が見つかる頻度は

低く，すべての症例に行うことは，医療経済の上から

もあまり望ましいものではない。ただし頭蓋内病変に

関しては，NTGでは疑っても，POAG (狭義) では疑う

必要がないとする根拠は全くない74,75。POAG (狭義) で

も一度は頭蓋内病変を疑ってみるべきで，進行様式 (視

野障害の速度や乳頭所見と視野の一致性など) によって

頭蓋内を精査するしないを判断すべきであろう。

　NTGの治療に関してしばしば問題になるのが，NTG

は眼圧が正常範囲内でも進行するのだから眼圧には依

存しない，つまり「眼圧非依存性」であるとの先入観

を持つことである。将来的には眼圧依存性と非依存性

に分けられるような検査方法が開発されるかもしれな

いが，現時点では経過を観察してゆかなければその判

断はつかない。しかし，「NTGは眼圧が正常範囲内」→

「眼圧が元々低いのに進行する」→「眼圧を下げる治療を

してもあまり意味がない」という誤った先入観をもっ

て論じられることがあり，その結果，「NTGの治療に

は眼圧下降よりも循環改善効果や神経保護効果を持つ

と言われる治療薬を用いる方が良い」というやや短絡

的な発想は，強く戒められるべきである5。ただし，経

験的には，治療前の眼圧が低いほど眼圧依存の可能性

が低いと推測できる症例が多く，やはり，「広義の

POAG」という疾患概念の中には，眼圧依存性の症例

と非依存性の症例，つまり発症や進行の機序の異なる

疾患が混在していることは否定できない78-81。

開放隅角緑内障に対する薬物治療

　これまでの治療に関する研究で，唯一エビデンスが

あるのは眼圧下降療法であると言われている。それ

は，NTGでもある程度必要と考えられていて，眼圧を

正常範囲内に収めればよいというものではないことは

既に広く認識されている。では，どこまで眼圧を下げ

ればよいのであろうか。進行の止まる眼圧値は個人差

があるため，個々の症例を見ながら調整していくしか

ないが，一つの指針として目標眼圧という考えがあ

る。我が国では，岩田ら80が報告した病期に応じた目

標眼圧の設定方法と，ベースライン (つまり治療開始

前) の眼圧の30%減を目標眼圧にする2つの方法が用い

られている。前者は，POAGであれば初期は19 mmHg

以下，中期16 mmHg以下，後期14 mmHg以下に維持す

ることができれば進行が止まる症例が多く，NTGの場

合は12 mmHg以下，できれば10 mmHg以下が望ましい

と言われている。いずれの方法を用いるかは主治医次

第であるが，その目標眼圧に向かって，まずは点眼治

療を行い，不十分であれば点眼を追加するかレーザー

治療を行い，不十分であれば，更に眼圧を下げるため

に緑内障手術を行う3,4。

　いまの緑内障治療の第一選択薬となる点眼はプロス

タグランジン関連薬 (PG関連薬) といわれるもので，

ラタノプロスト，タフルプロスト，トラボプロスト，

ビマトプロストなどが我が国でも使われている82-84。

PG関連薬は，房水流出の主経路といわれる線維柱帯〜

シュレム管に流れる経路よりも，ぶどう膜強膜流出路

と言われる副経路に作用して房水の流出が増加すると

考えられているが，眼圧下降効果に優れ，点眼回数も

1日1回で十分なことから，ほとんどの症例でPG関連薬

が用いられている。ただし，点眼開始後数時間で充血

が見られたり，刺激感が強い等の副作用の他，虹彩色

表1.  正常眼圧緑内障の診断基準

1)正常眼圧 (日内変動を含めて21 mmHg以下)
2)正常開放隅角
3)緑内障性視神経乳頭変化 (網膜神経線維層欠損を含む) と
対応する緑内障性視野変化

4)視神経乳頭の緑内障様変化を惹起しうるとされる疾患の
除外
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素沈着 (青い虹彩が茶色になるなど) や眼瞼皮膚の色素

沈着 (いわゆる隈のようになる)，睫毛の乱生や伸長，

上眼瞼溝深化 (上眼瞼の脂肪組織の減少によって眼がく

ぼんだように見える現象) などが副作用として知られて

いる。

　このように，副作用などでPG関連薬が使えない場合

は，交感神経β受容体遮断薬 (β遮断薬) が使われる。

眼局所の副作用としてはしみる，充血する，あるいは

眼が乾くなどの症状を訴えることもあるが余り多くな

い。むしろ，徐脈や喘息の誘発などの全身副作用が問

題となることがある。点眼薬は上下眼瞼の鼻側 (内眼角

と言われる) の縁に涙小点と呼ばれる涙液の排出口が

あって，そこから鼻涙管に流れていくが，β遮断薬は

鼻粘膜から吸収されて全身の循環に入って全身副作用

を起こすと言われている。そのため，喘息の既往があ

る患者には禁忌と言われている。また，以前は心不全

などの心疾患がある場合も禁忌と言われていたが，近

年，心不全患者にβ遮断薬をむしろ治療薬として用い

た方が生命予後に良いと言われているようで，眼科領

域でも考え方が変化してきている。

　また，PG関連薬で効果が不十分な場合は，β遮断薬

を追加したり，近年はPG／β配合点眼薬も市販されて

いることから85-88，そちらに変更することも多くなっ

た。さらに，炭酸脱水酵素阻害薬 (carbonic anhydrase

inhibitor) 点眼薬89-91や交感神経α2受容体作動薬 (α2作

動薬)83,92，Rhoキナーゼ阻害薬 (ROCK阻害薬)93,94などを

追加して，更なる眼圧下降を目指すが，それらの感受

性には患者毎に差があることや，点眼薬が増えると，

点眼薬に含まれる添加剤，とくに防腐剤であるベンザ

ルコニウム塩化物の影響でアレルギー症状や角膜上皮

障害が起こりやすくなること，さらに，点眼薬を増や

しても患者が点眼しなければ意味がないため，いわゆ

るアドヒアランスの問題を考えると，闇雲に点眼を追

加すれば良いと言うことはなく，むしろ最小限の点眼

数で効果を得るように工夫しなければならない。ま

た，点眼薬を同一時間帯に点眼する場合，5分以上の間

隔を空けなければ先に点眼した薬剤の効果が薄れると

言われているので，複数の点眼を指示された場合は点

眼と言う行為に非常に煩わされることになる。そうし

たアドヒアランスの問題からも，緑内障薬物療法の基

本は，薬物の効果・副作用をきちんと評価することで

あり，その上で，更なる眼圧下降が必要と判断された

段階で次の点眼を追加または変更することである。し

たがって，40 mmHgや50 mmHgといった著しい高眼圧

でなければ，いきなり複数の点眼薬を開始するのは適

切でない。追加するのが良いのか，変更するのが良い

のかの判断も必要である。こうした状況を考慮した上

で，手術療法を選択することも必要である。

ジェネリックの問題

　2010年にラタノプロストの後発品が22種類発売され

てから，ジェネリックに注目が集まるようになった。

とくに，国の政策として後発品使用を推奨し，基本的

に後発品がある場合はそれを使うようにというのが国

の方針である。国策であるので当然その方向で患者へ

も説明していかなければならないが，点眼薬，とくに

P G関連薬の場合，例えばラタノプロストの濃度は

0.005%である。つまり，極論すればジェネリックでは

99.995%はオリジナルのラタノプロストと違っていて

も，0.005%の主成分が含まれていれば，患者には「同

じ薬のジェネリック」として勧められ，処方される訳

である。患者の中には，「眼圧が最近上がってきたけ

ど，ちゃんと点眼していますか？」と言って点眼を調

べたらいつの間にかジェネリックになっていたので，

オリジナルに戻したとか，もちろん添加剤が異なるの

でつけ心地も変わり，それがイヤでもとのオリジナル

に戻したこともある。さらに大きな問題は，高齢者の

多い緑内障患者の場合，患者は薬品名を覚えられず，

点眼瓶やフタの色，あるいは点眼薬の入れてある袋の

色で覚えていることである。そのため，「白いフタは

夜寝る前ですよね」とか，「青いフタの目薬が足りな

いので処方してください」などという会話は日常茶飯

事である。そして，先発品と異なるフタの色や容器 (形

状) の後発品は意外と多いのである。したがって，どの

ジェネリックを使っているか把握しておかないと，指

示する回数を間違えてしまったり，たまたま異なる

ジェネリックを処方されて残っていたラタノプロスト

と新しいラタノプロストを1日につけてしまうことも考

えられる。PG関連薬は併用や複数回の点眼によって眼

圧上昇をもたらす可能性が指摘されており，危険であ

る。この点はあまり指摘されていないが，ジェネリッ

クを処方する際，あるいはジェネリックを使っている

患者に点眼状況を確認する際には，具体的な名前や点

眼瓶の写真などを用いて，誤解のないように説明する

必要があり，多剤併用療法においては無視できない問

題と考える。

原発閉塞隅角緑内障 (PACG) の治療

　PACGは，基本的に隅角が狭く，前房が浅い患者に

多く，眼の構造上の問題であることが多い。実際にこ

のような眼の構造は遠視眼に多く，いわゆる「若いと

きには目が良くて何の苦労もしたことがなかったの

に」という女性に多く見られる。先に紹介した疫学調

査である多治見スタディによると，40歳以上のPACG

の有病率は，男性が0.3%であるのに対し，女性は0.9%

と3倍も高い4。PACGは，以前は「緑内障の発作」と呼

ばれ，急激な眼圧上昇と，それに伴って激しい眼痛や

頭痛，吐き気，嘔吐が生じ，処置が遅れると失明に至

緑内障の診断と治療



122

るという，眼科での緊急疾患の一つとして知られてい

た。しかし，緑内障診療ガイドライン第3版4では，緑

内障は眼圧の高低や隅角閉塞の有無だけでなく，視神

経症 (glaucomatous optic neuropathy) がなければ緑内障

という名称は原則として用いないことになったので，

急激な眼圧上昇が見られても，「緑内障発作」という言

い方は正確ではなく，「急性の隅角閉塞症acute primary

angle closure (APAC; エーパックと読む)」であり，も

う少しくだいた言い方をすると「急性の眼圧上昇発

作」ということになる。しかしそうは言っても，現場

では「グラのアタック」という言い方，つまり「緑内

障の発作」が浸透しているので，依然として緑内障の

発作という言い方がされている。

　この急激な眼圧上昇の機序は4つあると言われてい

る4。1) 相対的瞳孔ブロック，2) プラトー虹彩，3) 水

晶体因子，4) 毛様体因子である。このうち3) 水晶体因

子は，例えば外傷後の水晶体の脱臼や白内障の進行に

よる膨隆などにより，相対的瞳孔ブロックを生じるも

のであり，1) と合わせて考えてもよい。4) 毛様体因子

は，UBMや前眼部OCT等の画像診断でのみ診断できる

ものとして考えられている。最も多いのは1) で，2) は

まれと考えられていたが，実際には1) と2) が混在して

いる症例も多いことがわかり，そのため治療法が変

わってきた。

　1) の相対的瞳孔ブロックは，中等度の散瞳が生じた

ときに，虹彩縁 (つまり瞳孔) が水晶体表面に引っか

図26.  瞳孔ブロックによる急性閉塞隅角症

前房は浅く (表面の白い反射と水晶体表面の反射
の距離が大変近い)，虹彩は盛り上がっている (iris
bombe，我が国ではあんぱん虹彩という名称で知
られる)。

図27.  レーザー虹彩切開術 (LI) 後

2時付近の虹彩周辺部にレーザー光線
による穿孔 (←) したことにより，後
房から前房に房水が流れ，瞳孔ブ

ロックは解除して眼圧は下降した。

図24.  正常開放隅角眼の隅角のシェーマ

水晶体はやや後方に (図では下方に) 位置し、
虹彩も水平に位置しており、角膜とのスペー

スが広い (前房が深いという)。
(緑内障 第1版，北澤克明監修，医学書院，東
京，2004，p.215図2-115aより転載)

図25.  狭隅角眼の隅角

図24と比べて水晶体はやや前方 (図では上
方) に位置し，虹彩もその分前方に押されて
いる (前房が浅い状態)。水晶体と虹彩の先端
部が接してそこから房水が前房に流れにくく

なり，後房 (虹彩の裏のスペース) に房水が
溜まり，虹彩を更に隅角側に押していて (3つ
の矢印)，隅角がさらに狭くなっている。
(緑内障 第1版，北澤克明監修，医学書院，東
京，2004，p.215図2-115bより転載)
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かって房水が前房に流れなくなり，その結果後房圧が

高まることで虹彩が前方に膨隆し，その根部で隅角を

覆ってしまい房水の流出が妨げられる状況である (図

25)。一方，2) プラトー虹彩は，一見前房は深く見えて

いても，虹彩根部の屈曲が強く，散瞳すると瞳孔ブ

ロックは起こっていないのに虹彩根部で隅角を覆って

しまい，房水流出が妨げられて眼圧が上昇する。前眼

部所見上，前房が浅ければ1) を，深ければ2) またはぶ

どう膜炎などの他に原因がある眼圧上昇を疑うので，

例えば図26のような所見の患者を診た場合は，虹彩の

周辺部にレーザーによる穿孔 (レーザー虹彩切開術: LI)

(図27) を行って，後房 (虹彩の裏) から前房への房水の

流れを確保し，その結果隅角の閉塞が解除されて眼圧

が下がるという治療を行っていた。

　このLIを行うと眼圧が劇的に下がり，眼痛や頭痛，

吐き気などが劇的に治まるため，外来でも設備があれ

ば行える治療であったので，従来は第一選択であっ

た。ところが，LI施行後数年してから，角膜の浮腫・

白濁 (=水疱性角膜症) が生じて著しい視力低下が生じ

る症例が少なくないこと，欧米人に比べてとくに日本

人で多いことがわかった95,96。また，1) 相対的瞳孔ブ

ロックだけであればこの治療でも軽快するが，2) プラ

トー虹彩や，3) 水晶体因子などでは治療効果が得られ

ず，とくに最近では1) に2) のプラトー虹彩が合併して

いる症例が多いことが分かったため，水晶体を除去す

る，つまり白内障手術を行うことが増えて来た。解剖

学的に，水晶体を除去し，薄い眼内レンズに入れ換え

ると，虹彩を後ろから押すものがなくなり，虹彩の位

置が後方に引っ込み，隅角は広くなる。そのため，設

備や術者が揃った施設では，緊急で白内障手術を行う

ことも多い。もちろん，適切なLIであれば水疱性角膜

症は生じにくくなるだろうが，水疱性角膜症の発生原

因が不明であり，LIとするか水晶体摘出を行うかは術

者の考えにもよる。

　1) 緑内障で慎重投与と言われている薬剤について

　　他科の先生方や患者から，「かぜ薬の添付文書読ん

だら，緑内障の人は医師に相談するように書いてあ

るんだけど，使って良いんですか？」と尋ねられる

ことがある。基本的に，緑内障で気をつけるべき薬

剤は，使用することで眼圧が上がる可能性のあるス

テロイド (内服だけでなく，点眼や軟膏の皮膚への塗

布) か，抗コリン作用を有する成分を含む薬剤であ

る。前者はある程度の継続 (2週間以上) によって生

じる可能性があるが，急激な眼圧上昇ではないため

痛みなどの自覚が生じにくく，定期的な眼圧測定を

行わないと発見できなことがある。筆者の経験とし

て，講義をしていた学生から，最近目がかすむと相

談され調べたところ，眼圧が40 mmHg以上あり，残

念ながら中心視野は消失し，矯正視力が0.02しか出

なかったことがある。よく聞くと，花粉症があり，

半年前からステロイドの点眼薬を処方されていて，

花粉の時期が終わっても，点眼するとかゆみや充血

が治まるからずっと使っていた，とのことである。

おそらく，眼圧を定期的に測定していたらこんな悲

劇的な結果にはならなかったはずである。なお，頻

度に関してはまちまちで，ステロイド投与の2割程

度という報告もあれば，若年者は頻度が高く，高齢

者は少ないとも報告されているし，使用期間で異な

るため，やはり定期的な眼圧測定を行わないとわか

らない。

　　また，抗コリン作用を有する成分を含む薬剤に

は，かぜ薬や胃薬，眠剤などいくつもあり，散瞳に

よって瞳孔ブロックを生じ，急性の眼圧上昇発作を

生じることがある。この場合は急激な眼圧上昇なの

で，眼痛や頭痛，かすみなどを自覚する。すぐ対処

すれば軽快する場合もあるが，処置が遅れると失明

に至りうる。ただし，このような発作が生じるの

は，遠視眼などのもともと前房の浅い場合で，緑内

障の病型の大部分である開放隅角緑内障や，近視

緑内障の診断と治療

図28.  瞳孔ブロックのシェーマ

上図 (図25の狭隅角の状態) の後房圧 (虹彩根
部の裏) が高まり，虹彩根部が隅角を塞いで
しまった状態 (隅角閉塞)，房水は産生される
が，出ていくところがないので眼圧がどんど

ん上昇し，いわゆる急性閉塞隅角症 (以前の
緑内障発作) の状態である，
(緑内障 第1版，北澤克明監修，医学書院，東
京，2004，p.215図2-115b, cより転載)
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眼，白内障術後の場合はまず起こらない。また，緑

内障と診断を受けている場合には，おそらくすでに

治療も始まっているので，そのような患者が発作を

起こすような状況で放置されているとは考えにく

い。一番多いのは，今まで老眼以外眼で苦労したこ

とがなく (いわゆる「目が良い」と思っている人には

遠視の人が多い)，前房が浅いとか，瞳孔ブロックが

起こりやすいなどと言うことを全く聞いたことがな

い人である。「かぜ薬を飲んで寝たら，夜中から眼

が痛くなってがまんできなくなった」とか，「全麻

の覚醒後，患者が，眼が痛くて見えないと訴えてい

る」などという状況である。

　　対応策としては，不安があれば眼科の診察を受け

てもらうことと，もし眼圧が上がった際には，急性

閉塞隅角症 (いわゆる緑内障の発作) で述べたよう

に，眼痛や頭痛，かすみや充血などの症状が時間と

ともに悪化してくるので，そうした症状を自覚した

らすぐに眼科を受診するように説明しておくことで

ある。

緑内障の手術治療

　緑内障手術にはいくつか術式があるが，病型に適し

た術式や，全病型で行える術式がある。例えば，慢性

閉塞隅角緑内障 (chronic angle closure glaucoma) では，

PASが50%以上生じているので，このPASを削ぎ落と

す隅角癒着解離術 (goniosynechialysis) が行われる。一

方，線維柱帯切開術は開放隅角緑内障に対する観血的

手術であるが，閉塞隅角緑内障には適していないと言

われている。こうした病型の他にも，得られる眼圧下

降の程度から，病期に応じた選択が重要な術式もあ

る。それぞれの術式でどの程度の眼圧下降が得られる

のか，その可能性はどのくらいか，そして，術後に何

が起こりうるのかをきちんと考えた上で選択しなけれ

ばならない。緑内障手術を行っても，失われた視神経

や視野は回復せず，良くて現状維持，症例によっては

多少見づらさが残り，なかには中心視野を失う場合も

ある。眼圧が良く下がっても，進行が止まらずに視機

能が徐々に失われていく場合もある。もちろん，視機

能の低下を防ぐべく最大限の努力を図るべきである

し，そのような工夫を怠るべきではないが，現状で

は，緑内障手術は緑内障性視神経障害を治す手術では

なく，あくまで眼圧下降術であることを理解しなけれ

ばならない。

1. 流出路再建術
　1) 線維柱帯切開術 (Trabeculotomy)

　　シュレム管を前房側に開放して直接交通を作る術

式として，1960年にSmith97とBrian98によって別々に

報告された。房水流出抵抗が高いとされている線維

柱帯内皮網 (あるいは傍シュレム管組織) を切開する

ことで，前房水がシュレム管に流れ易くなり，眼圧

下降が得られる。現在行われている一般的な線維柱

帯切開術は，まず結膜を切開し，強膜を露出して1

辺3 mm程度の半層強膜弁を作成する。そして，さら

に深層にあるシュレム管の位置を強膜側から同定

し，露出しなければならないので，解剖学的な位置

関係の理解が重要である。また，結膜や強膜を切開

するため，将来濾過手術が必要になった場合に手術

成績が若干悪くなるのではないかと考えられてい

る。本術式は，早発型発達緑内障の治療として世界

的に広まっているが，成人に対しては評価が分か

れ，我が国では永田らの改良99,100により有用な術式

として普及しているが，欧米での評価は余り高くな

い。

　　Taniharaら101によると，術後5年の生存率 (20 mmHg

以下) はPOAGで58.0%，落屑緑内障で73.5%であり，

成功例での平均眼圧は，薬物なしの症例で1 5 . 8

mmHg，薬物ありの症例で16.9 mmHgであった。ま

た，成功例のうち，15 mmHg以上の症例はPOAGで

76.6%，落屑緑内障で71%とのことであり，線維柱帯

切開術単独手術の場合は15〜20 mmHgの間でコント

ロールされることが多いことを示している。

Mizoguchiら102の報告でも，術後の眼圧は17〜18

mmHg付近と考えられている。より低い眼圧コント

ロールを目指して，濾過効果をねらったsinusotomy

(強膜弁のシュレム管上を穿孔するもの) や経ぶどう

膜流出路をねらったdeep sclerectomyなどの手技を併

用することもある。sinusotomyを併用した線維柱帯

切開術では，術後15〜16 mmHg付近99の眼圧になる

と報告されている。以上のことから，術後の目標眼

圧がmiddle〜highteensの初期 (〜中期) の原発開放隅

角緑内障や，落屑緑内障，ステロイド緑内障に適応

があると言われている。早発型発達緑内障に対して

は第一選択と考えられている。

　　本術式の利点は，術後の管理が比較的容易で，過

剰濾過にともなう合併症が見られないことや，線維

柱帯切除術で形成されるような濾過胞が生じないた

め，晩期感染症のような失明に至る合併症がほとん

どないことである。しかし，より低い眼圧コント

ロールを得るためにsinusotomyを併用したり，マイ

トマイシンCの併用を行う施設もあり，この場合は濾

過胞に関連する合併症は当然増えてくると思われる。

　　その他の術式として，シュレム管全周に6-0ナイロ

ン糸を通して切開する術式 (suture trabeculotomy) や，

Trabectomeと呼ばれる灌流と凝固を備えたプローブ

で眼内からシュレム管を切開する術式がある。

Trabectomeについては後述する低侵襲緑内障手術

(MIGS) の項でのべる。

庄司　信行
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　2) 隅角切開術 (goniotomy)

　　早発型発達緑内障に対して古くから行われてきた

術式である。隅角切開刀を前房内に刺入して，線維

柱帯表面を掻き落とすような浅い切開を行う。本術

式は角膜混濁があると困難であり，その場合は線維

柱帯切開術を選択することになる。隅角切開術は結

膜への侵襲がなく，また，発達緑内障の中にはシュ

レム管が虚脱していたり，同定が難しいこともある

ため，こうした症例でも施行できるという大きな利

点を持ち，手術成績も比較的良好と言われている。

しかし，線維柱帯切開術に比べて複数回の手術が必

要との報告も多い。適応となる発達緑内障では角膜

混濁が高度な症例も多いため，この術式を選択する

機会はあまり多くない。

3) 低侵襲緑内障手術 (MIGS)

　　現在の代表的な緑内障手術ともいうべき線維柱帯

切除術は，大きな眼圧下降効果が得られ，時に緑内

障点眼薬を中止することが可能となるが，過剰濾過

にともなう視力低下や濾過胞に関連した感染症など

により著しい視機能障害をもたらすこともある。し

たがって，基本的には必要最小限の切開で，濾過胞

を形成しない術式，つまりより侵襲の少ない安全な

手術の開発が望まれており，そうした広い概念のな

かで，様々な術式が考案され，MIGSとして普及し

つつある。海外では様々な術式が試みられている

が，2017年4月の時点で日本では使用できないもの

も多い。2010年にトラベクトームが，2016年にiStent

の第一世代が認可されているのみである。

①トラベクトーム

　　Trabectome (トラベクトーム) は，ハンドピース

の先端部がフットプレートになっていて，

Schlemm管内壁を傷つけたり強膜まで切開が及ば

ないように設計されている (図29A)。また，フッ

トプレートの先端でプラズマが発生し，線維柱帯

を焼灼切開するが，先端部分は多層ポリマー加工

によって絶縁されており，Schlemm管内壁やそこ

に開口している集合管を損傷しないように工夫さ

れている。隅角切開術と違って線維柱帯を幅広く

切除することが可能である (図29B)。本装置は

Baerveldtらによって開発され，わが国では2010年

に認可が得られた。

　　この手術は隅角手術であり，隅角鏡で観察しな

がら行う手術である。そのため，隅角鏡による隅

角の観察が可能な開放隅角緑内障が適応となる。

原則的には切開予定部位にPASがないことが望ま

しい。15〜6 mmHg程度の眼圧が目標と考えられ

る症例が対象となる。白内障との同時手術も可能

である。術中写真を図29Cに示す。

　　2013年末までに当院で施行した101例117眼の成

績103では，平均18.5か月の観察で，術前の平均眼

圧31.6 mmHg (平均点眼スコア5.0) が術後平均16.4

mmHg (同3.8) に下降し，眼圧21 mmHg以下かつ眼

圧下降率20%以上を生存とする生命表解析では，

1年間の生存率が67.4%であった。病型としては原

発開放隅角緑内障の1年生存率が53.9%とあまり良

くないが，落屑緑内障やステロイド緑内障は70%

を超える生存率を維持していた。術式別では，水

晶体温存例の生存率が63.9%であったのに対し，

IOL眼では74.2%であったが，有意差はなかった。

術中合併症として，前房出血は全例に見られた

が，翌日には細隙灯顕微鏡で観察できる程度のも

のなら75%程度になり，1週間以内にほぼ消失し

た。一過性の眼圧上昇は，術前眼圧値より5

mmHg以上の上昇を認めたものは約9%であった。

術後の低眼圧や感染症は見られなかった。術後の

眼圧コントロール不良により線維柱帯切除術を

行った症例は約18%であった。

　　その他の施設の報告では，いくつかのReview104-106

図29A.  トラベクトームのハンドピースの
先端部分 (フットプレート)

図29B.  フットプレートをシュレム管
に挿入して切開する状況を表した

シェーマ

(NeoMedix社より掲載許可)

図29C.  トラベクトーム手術の術中所
見

隅角鏡 (ヒルのゴニオプリズム) を角
膜にのせて，隅角を観察しならが

フットプレートをシュレム管に刺入

し，切開している様子。

緑内障の診断と治療
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によくまとめられている。まずTrabectome単独の

場合，術前26〜29 mmHgの眼圧が16〜18 mmHgに

下がり，点眼スコアは3から2に1つ減る程度の報

告が多い107-110。白内障との同時手術では，20〜21

mmHgが14〜15 mmHgに下降し，平均点眼スコア

は2.5から1.6に1つ減るくらいである。Tingら108 は

POAGよりもPESGの方が有意に眼圧は下がったと

報告しているが，Mizoguchiら111は生命表判定で，

POAGの2年生存率が50.9%，PESGも49.2%と有意

な差はなかったと報告している (眼圧21 mmHg以

上と眼圧下降率20%未満を死亡と判定)。Jordanら
112もPOAGとPESGの間に差はなかったと報告して

いる。Dangら113の報告では，我々と同様の基準に

よる生命表解析で，ステロイド緑内障では1年生

存率が86%，POAGで85%と良好かつほぼ同等の

成績であったと報告している。術式に関しても，

Parikhら114は，有水晶体眼でのトラベクトーム単

独手術と，トラベクトーム手術と白内障との同時

手術を眼圧下降率で比較した場合，両者に差は見

られなかったと報告している。

　　従来の線維柱帯切開術と異なり術式がシンプル

で，10分以内に終えられることや，結膜や強膜へ

の侵襲がないことから，当科でこれまで行ってき

た従来の線維柱帯切開術はほとんどこのトラベク

トーム手術にかわり，角膜混濁が高度で隅角が見

えない症例のみ従来のやり方で行っている。

　②iStent Trabecular Micro-Bypass

　　iStent Trabecular Micro-Bypass (Glaukos

corporation，USA) (以下，iStent) は，眼内から

Schlemm管内に挿入して房水流出を促す器具で，

我が国では2016年3月に認可され，12月に保険収

載されたばかりの器具である。ヘパリンでコー

ティングされたチタン製の器具で，長さ1 . 0 0

mm，高さ0.33 mm，重さは60μgである。外径180

μmのL字型で，前房側に突き出てくる部分 (シュ

ノーケル部) が0.25 mmで開口部の直径が120μmと

なっている。S c h l e m m管内に入る部分には，

Schlemm管内から抜けないように，3つの返しがつ

いている (図30A)。

　　iStentは専用のインサーター (図30B) を用いて

シュレム管内に挿入される。1.5 mmの角膜切開創

から挿入可能であるが，現時点では白内障手術と

の同時手術が条件であり，単独挿入はできないこ

とになっている。また，1個のみの挿入しか認め

られていない。我が国では認可されたばかりなの

で，その成績は海外からの報告を参考にするしか

図30A.  iStent

長さ1.00 mmの長い部分をシュレム管に挿
入し，L字の短辺側を前房側にシュノーケ
ルのように出しておく。

(Glaukos社より掲載許可)

図30B.  iStentを先端に装着したイン
サーターの先端部

(Glaukos社より掲載許可)

線維柱帯におけるバイパスの作成

線維柱帯におけるバイパスの作成およびシュレム管の拡張

上脈絡膜腔への房水流出路作成

結膜下への房水流出路作成

眼内からのアプローチ

iStent Trabecular Micro-Bypass，
iStent Inject，
Trabectome

Hydrus Microstent

CyPass Micro-Stent，
iStent supra

XEN glaucoma implant

眼外からのアプローチ

Gold Micro-Shunt

InnFocus Microshunt

表2.  主なMIGSの分類

庄司　信行
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ない。白内障単独手術と白内障 + iStentの同時手術

を無作為に割り付けて比較した試験によれば115，

iStentそのものの眼圧下降効果が証明されたと述べ

られているものの，Meta-analysis116によれば，白

内障単独手術では眼圧下降率が4%であったのに対

し，1個のiStent＋白内障手術では9%，2個のiStent

+ 白内障手術では27%の眼圧下降率が得られたと

解析され，今後果たして挿入の個数が1個のまま

で良いのか，議論が必要であろう。

　③その他のMIGS

　　線維柱帯にインプラントを刺入したり，シュレ

ム管に留置する方法はその他にもいくつか考案さ

れている。ステンレス製のものが多いようだが，

眼圧が下がると眼球は多少歪みやすくなるので，

やはりインプラントの素材としても柔らかい素材

が良いのではないかと考えているが，米国のFDA

での承認も遅く，導入にはまだ何年もかかりそう

である。

　　新しい房水流出路として，上脈絡膜腔への房水

図31A.  結膜切開

10時部に放射状に結膜を約4 mm程度切開す
る。なお，本症例は左眼で上鼻側に手術を

行っている。

図31B.  強膜弁作成

縦2.5〜3 mm × 横3 mm程度の強膜弁
を作成する。半層切開で多いが，写真

のようにさらに一回り小さい内方弁を

作成する場合もある。このあと，強膜

弁下と結膜下に0.04〜0.05%のマイト
マイシンCを含ませたスポンジを留置
し，2分ほど経過したらスポンジを除
去し，眼灌流液または生理食塩水で十

分に洗浄する。

図31C.  強膜窓作成

強膜弁は角膜のギリギリまで作成し、

その後，0.5 mm × 2 mm程度の大きさ
で強膜窓を作成し，前房水が流れ出て

くる流出路を作成する。房水の流出に

ともなって虹彩が内方から嵌頓するこ

とがあるので，一部切除する (周辺虹
彩切除)。

図31D.  強膜弁縫合

濾過量を調節しながら強膜弁を6針 (10-0
ナイロン糸) 縫合したところである。角
膜の11時部付近に透けて見える逆三角
形の暗い部分は周辺虹彩切除を行った

部位。

図31E.  濾過胞 (術終了時)

線維柱帯切除術において，切開した結

膜を輪部に縫い付けたところ。濾過さ

れて結膜下に流れてきた房水が漏れな

いように結膜はタイトに縫合する。適

度の濾過によって結膜が膨張し (濾過
胞，blebとよぶ)，結膜創口から漏れが
ないことを確認して，手術を終了する。

図31F.  濾過胞 (術後数か月経過)

この白色の胞状の構造が濾過胞であ

る。術後3か月以上経過すると濾過胞が
ある程度限局化してくるが，この症例

のように血管侵入が少ない濾過胞は、

眼圧下降効果は高いが，濾過胞壁から

の漏出が生じやすく，晩期感染症を起

こす可能性も高い。定期的な観察と，

異常時には直ちに受診するように，患

者には何度も説明しておく必要がある。

緑内障の診断と治療
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流出を目指したMIGSも注目されている。Cypassと

いうインプラントや，先に紹介したiStentの第3世

代にあたるインプラントもそうである。また，複

雑な操作を必要とせずに眼内から結膜下へ，ある

いは結膜下から眼内へインプラントを挿入するこ

とで濾過を目指す術式も開発されている。濾過胞

が形成されるためMIGSの一つと呼んで良いのか

どうかは議論の余地があるが，術式として注目を

浴び，しかも後者の結膜下から眼内へのインプラ

ントであるInnFocus Microshuntは日本の企業が買

収し，世界的な臨床試験を始める計画があるとの

ことで，今後の展開が楽しみである。

2. 濾過手術
　1) 線維柱帯切除術 (Trabeculectomy)

　　1968年にCairns117によって最初の報告がされた。

当初は線維柱帯を切開することにより，房水をシュ

レム管に流入させる術式であったが，のちに，眼圧

が下降した大部分の症例で結膜下に房水が流れ，濾

過胞が形成されていたことがわかったので，現在は

濾過胞を形成し維持することを目的とした濾過手術

として認識されている。

　　本術式の概略は以下の通りである (図31A〜E)。濾

過胞は上方の上眼瞼に隠れる部位に作成するので，

上耳側または上鼻側を術野とする。当施設では基本

的に上鼻側で行っている。まず，図31Aのように10

時部に4 mm程度の長さで放射状結膜切開を行い，次

いで角膜輪部に沿って，わずかにのりしろとして結

膜を残しながら12時半くらいまで切開する。強膜か

らの出血を止血した後，2.5〜3 mm × 3 mm程度の

サイズの強膜半層弁を作成する (図31B)。結膜も房

水が十分流れ込むように強膜弁から剥離した後，後

述するようにMMCを塗布する。一般的には0.04〜

0.05%の濃度に調整したのち，MQAと呼ばれるスポ

ンジを小さく切ったものを浸し，しみこませ，この

スポンジ片を結膜下と強膜弁下に留置する。1分半

〜2分程経ったらスポンジ片を除去し，眼灌流液ま

たは生理食塩数位で十分洗浄する。その後強膜弁下

に前房と交通を作り (=強膜窓) (図31C)，虹彩の嵌頓

防止のために周辺虹彩切開を行う。濾過量を調整し

ながら強膜弁を4〜6針縫合し (10-0エチロン糸) (図

31D)，最後に房水が漏れないように結膜を縫合する

(図31E)。

　　本術式は，眼圧を下げるために房水流出路を作成

しながらも，眼内はある程度の圧を保たねばなら

ず，房水の流出量を加減しながら強膜弁の縫合を調

節することが難しかった (図31D，E)。当初は，術直

後は濾過過剰にしなければ手術の効果が維持できな

かったため，前房消失や低眼圧黄斑症などの合併症

も多かった。また，創傷治癒機転が働くことによっ

て強膜弁や結膜は容易に癒着するため，長期成績も

あまり良くなかった。しかし，1984年のHeuer118によ

る5-FUの併用や，Chenら119によって試みられた

MMCなどの併用によって創傷治癒を遅らせること

ができ，手術成績も格段に向上した。とくにMMC

を併用するようになってから，強膜の縫合はtightに

行い，術後の経過を見ながら，結膜上からレーザー

を当てて縫合糸を切っていくlaser suturelysisを併用す

ることで，より安全な管理が可能になってきた。現

在は，すべての病型・病期の緑内障に対する最も眼

圧下降効果の高い治療法と考えられている。ちなみ

に，POAGに対する初回MMC併用時の眼圧コント

ロール率 (平均6.8年) は18 mmHg未満で67.0%，16

mmHg未満で44.5%，ベースライン眼圧の30%以上減

をクライテリアにした場合は74.1%と報告されてい

る120。また，我が国のNTGに対するMMC併用線維柱

帯切除術の4年成績は，生存基準をベースライン眼

圧の30%減とした場合は39.4%，20%減とした場合は

41.3%であり，約16 mmHgだった術前眼圧が，術後

は8〜11 mmHgにコントロールされていたと報告121さ

れ，5-FU併用時よりも成績は向上している。

　　しかし，laser suturelysisを併用することで眼圧コン

トロールがし易くなったといっても，過剰濾過はあ

る一定の頻度で生じる。5 mmHg以下の低眼圧が持続

すると黄斑部に雛壁が生じる (低眼圧黄斑症) 可能性

が高くなると言われているが，MMC使用例では

9.1%に生じたと報告されている122。我が国ではNTG

の頻度が高く，進行例に対してはより低い術後眼圧

が望まれるため，8〜10 mmHgといった低い眼圧を

ねらって手術が行われることも少なくない。その

分，低眼圧黄斑症の頻度が高くなることは容易に推

測される。さらに，5-FUやMMCの併用で濾過胞は

脆弱化し，菲薄化した濾過胞壁からの房水漏出の頻

度も年々高くなる (図31C)。術後約4年でOozing (濾

過胞表面からの滲みだし) 11.9%，point leak (漏出部

位の明らかなもの) 2.0%と報告されている123。その結

果，術後数年経ってからの濾過胞感染とそれに引き

続いて生じる眼内炎のリスクが高まってくる。その

頻度や対策に関して我が国で行われた全国調査では

5年間の累積発症率が2.2 ± 0.5%であると報告され

た124。病原菌の種類や発症から治療開始までの時間

によっては失明に至る可能性が高い合併症である。

確実な予防策はないことと，術後数年経てから生じ

る症例も多いことから，発症時には直ちに眼科を受

診するように患者に指導しておくとともに，術後の

管理が大切であることを医療側も患者側も十分に認

識した上で，他の治療法では効果が期待できないと

きの最終手段と考えるべきである。

　2) チューブシャント手術

　　インプラントを用いて房水を結膜下へ流すことで
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眼圧下降を得ようとする濾過手術をチューブシャン

ト手術と呼ぶ。海外では以前から様々なデバイスが

考案され実際に使用されていたが，我が国では2012

年にようやく認可された。当初はプレートのあるも

のBGI (図32)125,126とプレートのないもの (Alcon EX-

PRESS glaucoma filtration device; 以下Expressとする)

(図33A，B)127,128が1つずつ保険適応となった。BGIは

valveを持たないため，術直後は過剰濾過が生じやす

く，眼内からプレートに房水を導く役目を担うシリ

コン・チューブの途中を縛ったりスリット状の裂け

目を入れたり等の工夫が必要である。これに対し

て，2014年になってvalve機能を持つAGVというプ

レート付きチューブシャント手術が認可された (図

34)129。こちらは器具に対する工夫は必要としない。

プレートのあるチューブシャントの場合，プレート

の面積が眼圧下降効果に影響すると言われている。

BGIは350 mm2と250 mm2の2つのタイプがあり，

AGVは184 mm2と96 mm2 (小児用) の2種類がある。

海外では，術直後の合併症はBGIの方が多いもの

の，術後の長期成績に関してはBGIの方が良好では

ないかとも言われている。通常成人で用いられる

BGIの350 mm2のタイプは大きいため，隣り合う2つ

の直筋の下をくぐらせる必要があり，固定の状況に

よっては眼球運動障害をもたらすことがあり，複視

を生じることがある。これに対して，AGVの方は大

きいものもBGIの半分の面積であり，さらに横にと

いうよりも縦に長いため，外直筋への影響は少なく

複視も生じにくい。結膜の癒着によって従来の線維

柱帯切除術の効果がすぐに失われる症例 (いわゆる難

治例) で使われるが，ときに結膜からチューブやプ

レートが露出し，感染を生じることも指摘されてい

る。

　　一方，同じチューブシャント手術の範疇には入れ

られているが，Expressはプレートを持たないステン

レス製のデバイスである。先端は前房内に，もう片

端は強膜弁下に固定される (図33B)。したがってプ

レートのあるタイプと違い結膜の瘢痕化が生じると

効果は得られないため，適応に関しては，従来の線

緑内障の診断と治療

図33B.  EX-PRESSを挿入したシェーマと術中写真

図33A.  Alcon EX-PRESS filtration device

チタン製の器具で向かって左側の部分を前

房内に挿入し，向かって右にある小さなプ

レート部は強膜弁下で固定する。

図32.  Baerveldt glaucoma implant

チューブの先端を前房内に，左側のプレー

トを例えば外直筋と上直筋の両者の下に差

し込んで，強膜に縫い付ける。

図34.  Ahmed glaucoma valve

チューブとプレート (Baerveldtと異なり奥
行きの方が長い) の接続部にバルブ機能を
持つよう工夫されている。
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維柱帯切除術とほぼ同じ位置づけで，かつ虹彩切開

による出血を避けたい場合や，虹彩切開を行うこと

で硝子体が房水流出路に容易に嵌頓・閉塞する可能

性が考えられる場合に適していると考えられている。

3. 毛様体破壊術
　様々な術式を行っても眼圧下降が得られない場合，

最終手段として毛様体破壊術が行われることがある。

毛様体冷凍凝固とレーザーによる毛様体破壊術があ

る。これは，房水産生部位である毛様体を破壊するこ

とで，房水産生を最小限にする方法である。しかし，

どの程度の毛様体破壊を行えばちょうど良い眼圧に落

ち着くかは不明で，房水産生能が著しく低下し，眼圧

がゼロになり眼球癆に至る場合がある。したがって，

ある程度視機能が残っている場合には失明にいたる危

険性を考えて，慎重に行わなければならず，むしろ，

ほとんど失明に近い状態の患者で，高眼圧による眼痛

が耐えがたいものである場合に行うことも多い。

最後に

　本稿では，緑内障の診断と治療について述べた。私

が眼科医になった約30年前は，緑内障は眼圧が上がっ

て発症する疾患と考えられ，使える点眼薬もピロカル

ピン塩酸塩やジピベフリン塩酸塩，それにチモロール

マレイン酸塩の3種類であった。ピロカルピンは縮瞳

し，ジピベフリンは散瞳や充血を生じるため点眼を継

続することが苦痛であった。手術を勧めることは，失

明を覚悟するようにと半ば宣言するようなものでも

あった。それに比べて，最近の点眼薬は見え方に影響

するものはほとんどなく，回数も減って点けやすく

なった。良い薬もたくさん出てきたし，MIGSの一つ

と言われる安全性を重視した手術も開発されてきた。

しかしながら，緑内障がなぜ発症し，どんな因子が進

行させるのか，逆に，どの因子を治療すれば進行が確

実に遅く出来るのか，そういう根本的な部分に関して

は，まだまだ不明な点が多い。これから10年の間に，

多少ともその手がかりが得られるような研究を進める

必要があると痛感している。

　最後に，緑内障濾過手術の代表である線維柱帯切除

術では瘢痕化抑制のためにマイトマイシンCを術中に

塗布するが，このマイトマイシンは1995年に北里研究

所のHataら130によって発見された抗腫瘍性抗生物質で

あり，その中から安定性の高いマイトマイシンC

(Wakakiら131によって分離) が用いられるようになって

から，この線維柱帯切除術の成績は飛躍的に向上した

ことを強調しておきたい。

文　　献

  1. Shiose Y, Kitazawa Y, Tsukahara S, et al.  Epidemiology of
glaucoma in Japan--a nationwide glaucoma survey.  Jpn J
Ophthalmol 1991; 35: 133-55.

  2.岩瀬愛子.  正常眼圧緑内障の疫学: 多治見スタディから.  あ
たらしい眼科 2003; 20: 1343-9.

  3.日本緑内障学会緑内障診療ガイドライン作成委員会.  緑内障
診療ガイドライン.  日眼会誌 2003; 107: 125-57.

  4.日本緑内障学会緑内障診療ガイドライン作成委員会.  緑内障
診療ガイドライン (第3版).  日眼会誌 2011; 116: 3-46.

  5. Hoffmann EM, Zangwill LM, Crowston JG, et al.  Optic disk size
and glaucoma.  Surv Ophthalmol 2007; 52: 32-49.

  6. Andreou PA, Wickremasinghe SS, Asaria RH, et al.  A comparison
of HRT II and GDx imaging for glaucoma detection in a primary
care eye clinic setting.  Eye 2007; 21: 1050-5.

  7. Manassakorn A, Ishikawa H, Kim JS, et al.  Comparison of Optic
Disc Margin Identified by Color Disc Photography and High-Speed
Ultrahigh-Resolution Optical Coherence Tomography.  Arch
Ophthalmol 2008; 126: 58-64.

  8. Zangwill LM, Jain S, Racette L, et al.  The Effect of Disc Size and
Severity of Disease on the Diagnostic Accuracy of the Heidelberg
Retina Tomograph Glaucoma Probability Score.  Invest Ophthalmol
Vis Sci 2007; 48: 2653-60.

  9. Medeiros FA, Zangwill LM, Bowd C, et al.  Agreement between
stereophotographic and confocal scanning laser ophthalmoscopy
measurements of cup/disc ration: effect on a predictive model for
glaucoma development.  J Glaucoma 2007; 16: 209-14.

10. Fayers T, Strouthidis NG, Garway-Heath DF.  Monitoring
glaucomatous progression using a novel Heidelberg retina
tomography event analysis.  Ophthalmology 2007; 114: 1973-80.

11. Ferreras A, Pablo LE, Pajarín AB, et al.  Diagnostic ability of the
Heidelberg Retina Tomograph 3 for glaucoma.  Am J Ophthalmol
2008; 145: 354-9.

12.板谷正紀.  OCTの現状と近未来 4. フーリエドメインOCT.  眼
科 2007; 49: 157-70.

13.板谷正紀.  光干渉断層計の進化がもたらす最近の眼底画像解
析の進歩.  臨眼 2007; 61: 1789-98.

14. Sehi M, Ume S, Greenfield DS, et al.  Scanning Laser Polarimetry
with Enhanced Corneal Compensation and Optical Coherence
Tomography in Normal and Glaucomatous Eyes.  Invest Ophthalmol
Vis Sci 2007; 48: 2105-14.

15. Wu Z, Vazeen M, Varma R, et al.  Factors Associated with
Variability in Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Measurements
Obtained by Optical Coherence Tomography.  Ophthalmology
2007; 114: 1505-12.

16. Medeiros FA, Ng D, Zangwill LM, et al.  The effect of study design
and spectrum bias on the evaluation of diagnostic accuracy of
confocal scanning laser ophthalmoscopy in glaucoma.  Invest
Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 214-22.

17. Kim HJ, Lee SY, Park KH, et al.  Glaucoma Diagnostic Ability of
Layer-by-Layer Segmented Ganglion Cell Complex by Spectral-
Domain Optical Coherence Tomography.  Invest Ophthalmol Vis
Sci 2016; 57: 4799-805.

18. Diniz-Filho A, Abe RY, Zangwill LM, et al.  Association between
Intraocular Pressure and Rates of Retinal Nerve Fiber Layer Loss
Measured by Optical Coherence Tomography.  Ophthalmology
2016; 123: 2058-65.

19. Lee EJ, Lee KM, Kim H, et al.  Glaucoma Diagnostic Ability of the
New Circumpapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness Analysis
Based on Bruch's Membrane Opening.  Invest Ophthalmol Vis Sci
2016; 57: 4194-204.

庄司　信行



131

20. Jeong JH, Choi YJ, Park KH, et al.  Macular Ganglion Cell Imaging
Study: Covariate Effects on the Spectral Domain Optical Coherence
Tomography for Glaucoma Diagnosis.  PLoS One 2016; 11:
e0160448.

21. Banister K, Boachie C, Bourne R, et al.  Can Automated Imaging
for Optic Disc and Retinal Nerve Fiber Layer Analysis Aid
Glaucoma Detection?  Ophthalmology 2016; 123: 930-8.

22. Omodaka K, Yokoyama Y, Shiga Y, et al.  Topographical correlation
between macular layer thickness and clockwise circumpapillary
retinal nerve fiber layer sectors in patients with normal tension
glaucoma.  Curr Eye Res 2015; 40: 744-51.

23. Rao HL, Pradhan ZS, Weinreb RN, et al.  A comparison of the
diagnostic ability of vessel density and structural measurements of
optical coherence tomography in primary open angle glaucoma.
PLoS One 2017; 12: e0173930.

24. Yarmohammadi A, Zangwill LM, Diniz-Filho A, et al.  Peripapillary
and Macular Vessel Density in Patients with Glaucoma and Single-
Hemifield Visual Field Defect.  Ophthalmology 2017; 124: 709-
19.

25.平澤一法.【要チェック! 眼科の新しい治療・機器】最新の検
査機器.  眼科ケア 2012; 14: 649-53.

26. Kim TW, Zangwill LM, Bowd C, et al.  Retinal nerve fiber layer
damage as assessed by optical coherence tomography in eyes with
a visual field defect detected by frequency doubling technology
perimetry but not by standard automated perimetry.  Ophthalmology
2007; 114: 1046-52.

27. Boland MV, Zhang L, Broman AT, et al.  Comparison of optic
nerve head topography and visual field in eyes with open-angle
and angle-closure glaucoma.  Ophthalmology 2008; 115: 239-45.

28. Harwerth RS, Vilupuru AS, Rangaswamy NV, et al.  The
Relationship between Nerve Fiber Layer and Perimetry
Measurements.  Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 763-73.

29. Bengtsson B, Heijl A.  A visual field index for calculation of
glaucoma rate of progression.  Am J Ophthalmol 2008; 145: 343-
53.

30. Nouri-Mahdavi K, Hoffman D, Ralli M, et al.  Comparison of
methods to predict visual field progression in glaucoma.  Arch
Ophthalmol 2007; 125: 1176-81.

31.森下志帆，田辺晶代，湯　才勇，ほか.  高度近視緑内障眼に
おける視野障害の特徴の検討―中等度近視緑内障眼との比

較―.  日眼会誌 2007; 111: 89-94.
32. Turpin A, Jankovic D, McKendrick AM.  Retesting visual fields:

utilizing prior information to decrease test-retest variability in
glaucoma.  Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 1627-34.

33. Pascual JP, Schiefer U, Paetzold J, et al.  Spatial characteristics of
visual field progression determined by Monte Carlo simulation:
diagnostic innovations in glaucoma study.  Invest Ophthalmol Vis
Sci 2007; 48: 1635-41.

34. Boden C, Chan K, Sample PA, et al.  Assessing visual field clustering
schemes using machine learning classifiers in standard perimetry.
Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 5582-90.

35. Kojima N, Shirato S, Ohno Y.  Frequency doubling technology
threshold visual field results vary with software version.  Jpn J
Ophthalmol 2007; 51: 448-52.

36. Iwase A, Tomidokoro A, Araie M, et al.  Performance of frequency-
doubling technology perimetry in a population-based prevalence
survey of glaucoma: the Tajimi study.  Ophthalmology 2007; 114:
27-32.

37. Murata H, Tomidokoro A, Matsuo H, et al.  Frequency doubling
technology perimetry in open-angle glaucoma eyes with hemifield
visual field damage: comparison of high-tension and normal-tension
groups.  J Glaucoma 2007; 16: 9-13.

38.小川一郎，今井一美.  正常眼圧緑内障の早期診断における
FDTスクリーナーの限界―Matrixとの比較検討.  あたらしい
眼科 2008; 25: 223-6.

39. Contestabile MT, Perdicchi A, Amodeo S, et al.  The influence of
learning effect on frequency doubling technology perimetry
(Matrix).  J Glaucoma 2007; 16: 297-301.

40. Patel A, Wollstein G, Ishikawa H, et al.  Comparison of Visual
Field Defects Using Matrix Perimetry and Standard Achromatic
Perimetry.  Ophthalmology 2007; 114: 480-7.

41. Leeprechanon N, Giaconi JA, Manassakorn A, et al.  Frequency
doubling perimetry and short-wavelength automated perimetry to
detect early glaucoma.  Ophthalmology 2007; 114: 931-7.

42. Racette L, Medeiros FA, Bowd C, et al.  The impact of the perimetric
measurement scale, sample composition, and statistical method on
the structure-function relationship in glaucoma.  J Glaucoma 2007;
16: 676-84.

43. Vonthein R, Rauscher S, Paetzold J, et al.  The normal age-corrected
and reaction time-corrected isopter derived by semi-automated
kinetic perimetry.  Ophthalmology 2007; 114: 1065-72.

44. Nazemi PP, Fink W, Sadun AA, et al.  Early detection of glaucoma
by means of a novel 3D computer-automated visual field test.  Br J
Ophthalmol 2007; 91: 1331-6.

45.栗本康夫.  緑内障診療の新しい展開 原発閉塞隅角緑内障の
新しい展開.  臨眼 2007; 61: 128-35.

46.上田　潤，白柏基宏，阿部春樹.  狭隅角に対する検査と実際
2. 狭隅角に対する検査.  眼科 2007; 49: 29-34.

47.高橋　浩.  狭隅角に対する検査と実際　5. 狭隅角と角膜障
害.  眼科 2007; 49: 51-8.

48.国松志保.  狭隅角眼における機能的隅角閉塞.  日眼会誌 2007;
111: 864-71.

49.国松志保.  原発閉塞隅角緑内障のカッティングエッジ 閉塞
隅角の画像診断: 器質的隅角閉塞と機能的隅角閉塞.  あたら
しい眼科 2007; 24: 1005-10.

50.上田　潤.  原発閉塞隅角緑内障のカッティングエッジ 閉塞
隅角の画像診断: 瞳孔ブロックと非瞳孔ブロックメカニズ
ム.  あたらしい眼科 2007; 24: 999-1003.

51. Leung CK, Cheung CY, Li H, et al.  Dynamic analysis of dark-light
changes of the anterior chamber angle with anterior segment OCT.
Invest Ophthalmol Vis Sci 2007; 48: 4116-22.

52. Li H, Leung CKS, Cheung CYL, et al.  Repeatability and
reproducibility of anterior chamber angle measurement with anterior
segment optical coherence tomography.  Br J Ophthalmol 2007;
91: 1490-2.

53. Sakata LM, Lavanya R, Friedman DS, et al.  Assessment of the
scleral spur in anterior segment optical coherence tomography
images.  Arch Ophthalmol 2008; 126: 181-5.

54. Wang N, Wang B, Zhai G, et al.  A method of measuring anterior
chamber volume using the anterior segment optical coherence
tomographer and specialized software.  Am J Ophthalmol 2007;
143: 879-81.

55.庄司信行.  眼底イメージング〔新しいイメージング機器〕波
長走査型光干渉断層計 (SS-OCT).  医学のあゆみ 2008; 224:
610-1.

56. Kokubun T, Kunikata H, Tsuda S, et al.  Quantification of the
filtering bleb's structure with anterior segment optical coherence
tomography.  Clin Exp Ophthalmol 2016; 44: 446-54.

57. Wen JC, Stinnett SS, Asrani S.  Comparison of Anterior Segment
Optical Coherence Tomography Bleb Grading, Moorfields Bleb
Grading System, and Intraocular Pressure After Trabeculectomy.
J Glaucoma 2017; 26: 403-8.

緑内障の診断と治療



132

58. Fujioka M, Nakamura M, Tatsumi Y, et al.  Comparison of Pentacam
Scheimpflug camera with ultrasound pachymetry and noncontact
specular microscopy in measuring central corneal thickness.  Curr
Eye Res 2007; 32: 89-94.

59. Li EY, Mohamed S, Leung CK, et al.  Agreement among 3 methods
to measure corneal thickness: ultrasound pachymetry, Orbscan II,
and Visante anterior segment optical coherence tomography.
Ophthalmology 2007; 114: 1842-7.

60. Tomidokoro A, Araie M, Iwase A, et al.  Corneal thickness and
relating factors in a population-based study in Japan: the Tajimi
study.  Am J Ophthalmol 2007; 144: 152-4.

61. Broman AT, Congdon NG, Bandeen-Roche K, et al.  Influence of
corneal structure, corneal responsiveness, and other ocular
parameters on tonometric measurement of intraocular pressure.  J
Glaucoma 2007; 16: 581-8.

62. Medeiros FA, Sample PA, Weinreb RN.  Comparison of dynamic
contour tonometry and goldmann applanation tonometry in African
American subjects.  Ophthalmology 2007; 114: 658-65.

63. Weizer JS, Asrani S, Stinnett SS, et al.  The clinical utility of
dynamic contour tonometry and ocular pulse amplitude.  J
Glaucoma 2007; 16: 700-3.

64. Grieshaber MC, Schoetzau A, Zawinka C, et al.  Effect of central
corneal thickness on dynamic contour tonometry and Goldmann
applanation tonometry in primary open-angle glaucoma.  Arch
Ophthalmol 2007; 125: 340-5.

65. Sahin A, Basmak H, Niyaz L, et al.  Reproducibility and tolerability
of the ICare rebound tonometer in school children.  J Glaucoma
2007; 16: 185-8.

66.豊原勝利，井上賢治，若倉雅登，他.  アイケア手持ち眼圧
計，Goldmann圧平式眼圧計，ノンコンタクト眼圧計の比
較.  あたらしい眼科 2007; 24: 355-9.

67. Chui WS, Lam A, Chen D, et al.  The influence of corneal properties
on rebound tonometry.  Ophthalmology 2008; 115: 80-4.

68. Bengtsson B, Leske MC, Hyman L, et al.  Fluctuation of intraocular
pressure and glaucoma progression in the early manifest glaucoma
trial.  Ophthalmology 2007; 114: 205-9.

69. Greenfield DS, Liebmann JM, Ritch R, et al.  Visual field and
intraocular pressure asymmetry in the low-pressure glaucoma
treatment study.  Ophthalmology 2007; 114: 460-5.

70. Dinn RB, Zimmerman MB, Shuba LM, et al.  Concordance of
diurnal intraocular pressure between fellow eyes in primary open-
angle glaucoma.  Ophthalmology 2007; 114: 915-20.

71.中元兼二.  緑内障: マイトマイシンC併用繊維柱帯切除術後
の眼圧日内変動.  あたらしい眼科 2007; 24: 73-4.

72.相原　一.  緑内障セミナー　80. 眼圧日内変動を探る.  あた
らしい眼科 2007; 24: 193-4.

73. Chiba N, Omodaka K, Yokoyama Y, et al.  Association between
optic nerve blood flow and objective examinations in glaucoma
patients with generalized enlargement disc type.  Clin Ophthalmol
2011; 5: 1549-56.

74.谷原秀信.  正常眼圧緑内障を徹底解剖する　正常眼圧緑内障
の定義の問題―眼圧21 mmHgで分けて良いのか―.  あたら
しい眼科 2003; 20: 1335-41.

75.北澤克明.  正常眼圧緑内障について　正常眼圧緑内障と原発
開放隅角緑内障を区別することの意義は?  正常眼圧緑内障，
新家　眞，谷原秀信編，金原出版，東京，2000, p.1-2.

76. Aptel F, Lesoin A, Chiquet C, et al.  Long-term reproducibility of
diurnal intraocular pressure patterns in patients with glaucoma.
Ophthalmology 2014; 121: 1998-2003.

77. Song YK, Lee CK, Kim J, et al.  Instability of 24-hour intraocular
pressure fluctuation in healthy young subjects: a prospective, cross-
sectional study.  BMC Ophthalmology 2014; 14: 127.

78. Ishida K, Yamamoto T, Sugiyama K, et al.  Disk hemorrhage is a
significantly negative prognostic factor in normal-tension glaucoma.
Am J Ophthalmol 2000; 129: 707-14.

79. Uchida H, Ugurlu S, Caprioli J.  Increasing peripapillary atrophy is
associated with progressive glaucoma.  Ophthalmology 1998; 105:
1541-5.

80.岩田和雄.  原発開放隅角緑内障と低眼圧緑内障―視神経障害
の病態と機序.  日眼会誌 1992; 96: 1501-31.

81. Ishida K, Yamamoto T, Kitazawa Y.  Clinical factors associated
with progression of normal-tension glaucoma.  J Glaucoma 1998;
7: 372-7.

82. van der Valk R, Webers CA, Schouten JS, et al.  Intraocular pressure-
lowering effects of all commonly used glaucoma drugs: a meta-
analysis of randomized clinical trials.  Ophthalmology 2005; 112:
1177-85.

83. Tanna AP, Rademaker AW, Stewart WC, et al.  Meta-analysis of
the efficacy and safety of alpha2-adrenergic agonists, beta-
adrenergic antagonists, and topical carbonic anhydrase inhibitors
with prostaglandin analogs.  Arch Ophthalmol 2010; 128: 825-33.

84. Doi LM, Melo LA Jr, Prata JA Jr.  Effects of the combination of
bimatoprost and latanoprost on intraocular pressure in primary
open angle glaucoma: a randomised clinical trial.  Br J Ophthalmol
2005; 89: 547-9.

85. Konstas AG, Voudouragkaki IC, Boboridis KG, et al.  24-hour
efficacy of travoprost/timolol BAK-free versus latanoprost/timolol
fixed combinations in patients insufficiently controlled with
latanoprost.  Adv Ther 2014; 31: 592-603.

86. Inoue K, Fujimoto T, Higa R, et al.  Efficacy and safety of a switch
to latanoprost 0.005% + timolol maleate 0.5% fixed combination
eyedrops from latanoprost 0.005% monotherapy.  Clin Ophthalmol
2012; 6: 771-5.

87. Nakano T, Mizoue S, Fuse N, et al.  Fixed Combination of
Travoprost and Timolol Maleate Reduces Intraocular Pressure in
Japanese Patients with Primary Open-Angle Glaucoma or Ocular
Hypertension: A Prospective Multicenter Open-Label Study.  Adv
Ther 2015; 32: 823-37.

88. Takagi Y, Osaki H, Yamashita T, et al.  Prospective Observational
Post-marketing Study of Tafluprost 0.0015%/Timolol 0.5%
Combination Ophthalmic Solution for Glaucoma and Ocular
Hypertension: Short-Term Efficacy and Safety.  Ophthalmol Ther
2016; 5: 191-206.

89. Shoji N, Ogata H, Suyama H, et al.  Intraocular pressure lowering
effect of brinzolamide 1.0% as adjunctive therapy to latanoprost
0.005% in patients with open angle glaucoma or ocular hypertension:
an uncontrolled, open-label study.  Curr Med Res Opin 2005; 21:
503-7.

90. Shoji N.  Brinzolamide: efficacy, safety and role in the management
of glaucoma.  Expert Review of Ophthalmology 2007; 2: 695-704.

91.大槻智宏，森田哲也，庄司信行，他.  緑内障患者に対する炭
酸脱水酵素阻害薬の点眼回数が及ぼす眼圧の検討.  あたらし
い眼科 2010; 27: 1435-8.

92. Pfeiffer N, Lamparter J, Gericke A, et al.  Neuroprotection of
medical IOP-lowering therapy.  Cell Tissue Res 2013; 353: 245-
51.

93. Tanihara H, Inoue T, Yamamoto T, et al.  Additive Intraocular
Pressure-Lowering Effects of the Rho Kinase Inhibitor Ripasudil
(K-115) Combined With Timolol or Latanoprost: A Report of 2
Randomized Clinical Trials.  JAMA Ophthalmol 2015; 133: 755-
61.

94. Tanihara H, Inoue T, Yamamoto T, et al.  One-year clinical
evaluation of 0.4% ripasudil (K-115) in patients with open-angle
glaucoma and ocular hypertension.  Acta Ophthalmol 2016; 94:
e26-34.

庄司　信行



133

95. Nakatani S, Murakami A.  Three-year outcome of Descemet
stripping automated endothelial keratoplasty for bullous keratopathy
after argon laser iridotomy.  Cornea 2014; 33: 780-4.

96. Kobayashi A, Yokogawa H, Yamazaki N, et al.  The use of
endoillumination probe-assisted Descemet membrane endothelial
keratoplasty for bullous keratopathy secondary to argon laser
iridotomy.  Clin Ophthalmol 2015; 9: 91-3.

97. Smith R.  A new technique for opening the canal of Schlemm.
Preliminary report.  Br J Ophthalmol 1960; 44: 370-3.

98. Burian HM.  A case of Marfan's syndrome with bilateral glaucoma.
With description of a new type of operation for developmental
glaucoma (trabeculotomy ab externo).  Am J Ophthalmol 1960; 50:
1187-92.

99.永田　誠.  Microsurgery.  Trabeculotomy ab externo.  眼紀 1975;
26: 245-55.

100.熊谷英治，寺内博夫，永田　誠 .   T r a b e c u l o t o m yと
Sinusotomy併用手術の眼圧.  臨眼 1992; 46: 1007-11.

101. Tanihara H, Negi A, Akimoto M, et al.  Surgical effects of
trabeculotomy ab externo on adult eyes with primary open angle
glaucoma and pseudoexfoliation syndrome.  Arch Ophthalmol
1993; 111: 1653-61.

102. Mizoguchi T, Nagata M, Matsumura M, et al.  Surgical effects of
combined trabeculotomy and sinusotomy compared to
trabeculotomy alone.  Acta Ophthalmol Scand 2000; 78: 191-5.

103. Shoji N, Kasahara M, Iijima A, et al.  Short-term evaluation of
Trabectome surgery performed on Japanese patients with open-
angle glaucoma.  Jpn J Ophthalmol 2016; 60: 156-65.

104. Richter GM, Coleman AL.  Minimally invasive glaucoma surgery:
current status and future prospects.  Clinical Ophthalmology 2016;
10: 189-206.

105. Manasses DT, Au L.  The New Era of Glaucoma Micro-stent
Surgery.  Ophthalmol Ther 2016; 5: 135-146.

106. Kaplowitz K, Schuman JS, Loewen NA.  Techniques and outcomes
of minimally invasive trabecular ablation and bypass surgery.  Br
J Ophthalmol 2014; 98: 579-85.

107. Minckler DS, Hill RA.  Use of novel devices for control of
intraocular pressure.  Exp Eye Res 2009; 88: 792-8.

108. Ting JL, Damji KF, Stiles MC, Trabectome Study Group.  Ab
interno trabeculectomy: outcomes in exfoliation versus primary
open-angle glaucoma.  J Cataract Refract Surg 2012; 38: 315?23.

109. Ahuja Y, Ma Khin Pyi S, Malihi M, et al.  Clinical results of ab
interno trabeculotomy using the trabectome for open-angle
glaucoma: the Mayo Clinic series in Rochester, Minnesota.  Am J
Ophthalmol 2013; 156: 927-35.

110. Maeda M, Watanabe M, Ichikawa K.  Evaluation of trabectome in
open-angle glaucoma.  J Glaucoma 2013; 22: 205-8.

111. Mizoguchi T, Nishigaki S, Sato T, et al.  Clinical results of
Trabectome surgery for open-angle glaucoma.  Clin Ophthalmol
2015; 9: 1889-94.

112. Jordan JF, Wecker T, van Oterendorp C, et al.  Trabectome surgery
for primary and secondary open angle glaucomas.  Graefes Arch
Clin Exp Ophthalmol 2013; 251: 2753-60.

113. Dang Y, Kaplowitz K, Parikh HA, et al.  Steroid-induced glaucoma
treated with trabecular ablation in a matched comparison with
primary open-angle glaucoma.  Clin Exp Ophthalmol 2016; 44:
783-8.

114. Parikh HA, Bussel II, Schuman JS, et al.  Coarsened Exact
Matching of Phaco-Trabectome to Trabectome in Phakic Patients:
Lack of Additional Pressure Reduction from Phacoemulsification.
PLoS One 2016; 11: e0149384.

緑内障の診断と治療

115. Fea AM.  Phacoemulsification versus phacoemulsification with
micro-bypass stent implantation in primary open-angle glaucoma:
randomized double-masked clinical trial.  J Cataract Refract Surg
2010; 36: 407-12.

116. Malvankar-Mehta MS, Chen YN, Iordanous Y, et al.  iStent as a
Solo Procedure for Glaucoma Patients: A Systematic Review and
Meta-Analysis.  PLoS One 2015; 10: e0128146.

117. Cairns JE.  Trabeculectomy.  Preliminary report of a new method.
Am J Ophthalmol 1968; 66: 673-9.

118. Heuer DK, Parrish RK 2nd, Gressel MG, et al.  5-fluorouracil and
glaucoma filtering surgery.  II. A pilot study.  Ophthalmology
1984; 91: 384-94.

119. Chen CW, Huang HT, Bair JS, et al.  Enhanced intraocular pressure
controlling effectiveness of trab-eculectomy by local application
of Mitomycin C.  Trans Asia Pacific Acad Ophthalmol 1983; 9:
172-7.

120. Shigeeda T, Tomidokoro A, Chen YN, et al.  Long-term follow-
up of initial trabeculectomy with mitomycin C for primary open-
angle glaucoma in Japanese patients.  J Glaucoma 2006; 15: 195-
9.

121. Jongsareejit B, Tomidokoro A, Mimura T, et al.  Efficacy and
complications after trabeculectomy with mitomycin C in normal-
tension glaucoma.  Jpn J Ophthalmol 2005; 49: 223-7.

122.末森央美，岡部いずみ，山本哲也，他.  緑内障手術後の低
眼圧黄斑症―マイトマイシンC使用例における検討.  日眼
会誌 1995; 99: 312-7.

123. Matsuo H, Tomidokoro A, Suzuki Y, et al.  Late-onset
transconjunctival oozing and point leak of aqueous humor from
filtering bleb after trabeculectomy.  Am J Ophthalmol 2002; 133:
456-62.

124. Yamamoto T, Sawada A, Mayama C.  The Collaborative Bleb-
Related Infection Incidence and Treatment Study Group, et al.
The 5-year incidence of bleb-related infection and its risk factors
after filtering surgeries with adjunctive mitomycin C: collaborative
bleb-related infection incidence and treatment study 2.
Ophthalmology 2014; 121: 1001-6.

125. Gedde SJ, Schiffman JC, Feuer WJ, et al.  Treatment outcomes in
the Tube Versus Trabeculectomy (TVT) study after five years of
follow-up.  Am J Ophthalmol 2012; 153: 789-803.

126. Gedde SJ, Singh K, Schiffman JC, et al.  The Tube Versus
Trabeculectomy Study: interpretation of results and application
to clinical practice.  Curr Opin Ophthalmol 2012; 23: 118-26.

127. Buys YM.  Trabeculectomy with ExPRESS: weighing the benefits
and cost.  Curr Opin Ophthalmol 2013; 24: 111-8.

128. Angmo D, Sharma R, Temkar S, et al.  Evaluation of ExPress
glaucoma filtration device in Indian patients with advanced
glaucoma.  Indian J Ophthalmol 2015; 63: 459-62.

129. Budenz DL, Feuer WJ, Barton K, et al.  Ahmed Baerveldt
Comparison Study Group.  Postoperative Complications in the
Ahmed Baerveldt Comparison Study During Five Years of Follow-
up.  Am J Ophthalmol 2016; 163: 75-82.

130. Hata T, Hoshi T, Kanamori K, et al.  Mitomycin, a new antibiotic
from Streptomyces. I.  J Antibiot (Tokyo) 1956; 9: 141-6.

131. Wakaki S, Marumo H, Tomioka K, et al.  Isolation of new fractions
of antitumor mitomycins.  Antibiot Chemother (Northfield) 1958;
8: 228-40.



134

Glaucoma: diagnosis and treatment

Nobuyuki Shoji
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In Japan, the estimated prevalence of glaucoma in the population older than 40 years was 5.0%, and 70% of
them were diagnosed as normal tension glaucoma.  Therefore, glaucoma is not diagnosed by the value of
intraocular pressure (IOP) but the characteristic appearance of ocular fundus and the visual field defect related
to the fundus appearance.  Recently, the function-selective visual field test and optical coherence tomography
(OCT), which detects thinning of the retinal fiber layer and decrease of retinal ganglion cells sensitivity, have
been developed, making it possible to detect earlier stages of glaucoma and to treat it earlier.  Various eye
drops, including fixed combinations, are commercially available. Various types of minimally invasive glaucoma
surgery (MIGS) have been developed as well, and the indication for these procedures have become widespread.
However, even though glaucoma is a multifactorial disease, there is no other therapy than the reduction of IOP
as an evidence-based therapy.  It is necessary to elucidate the mechanism of occurrence and progression of
glaucoma and to develop better methods to treat it. The diagnosis and treatment of primary open angle
glaucoma (POAG) and primary angle closure glaucoma (PACG) are summarized.

Key words: primary open angle glaucoma, normal tension glaucoma, retinal nerve fiber layer, primary
angle closure glaucoma, minimally invasive glaucoma surgery
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