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はじめに

東京歯科大学水道橋病院眼科は，２０００年に開設さ
れた。すでに歯科各科がある大学病院に，医科の中
でも眼科が加わるということは，非常に珍しく，か
つ近隣に医科系大学病院や著名な眼科病院があると
いう面から挑戦的なスタートでもあった。今日，水
道橋病院眼科は，眼科医や一般の方に認知され，全
国から紹介患者様が集まるまでに発展したが，そこ
には，開設当初の歯科医の先生方の眼科立ち上げと
新技術導入へのご理解とご協力があったからであ
る。
ここでは，水道橋病院眼科における新技術導入の

意義と，その技術として代表的な屈折矯正手術にお
けるレーシック，白内障手術における多焦点眼内レ
ンズ，フェムトセカンドレーザー白内障手術につい
て，手技の特徴と臨床成績を紹介する。どの手術も
裸眼視力を向上させることで，視力の質（quality of
vision : QOV）のみでなく，生活の質（quality of life
: QOL）を改善することができる魅力的なものであ
る。これらの技術をどのように導入するかだけでな
く，その後，どのように評価していくかが課題で
あった。新しい技術は，その分野で著名な先生の施
設を訪問して直接学び，どのように自分の施設に取
り入れるか，スタッフのトレーニングはどうする
か，症例をどのように集めるかまで入念に準備を
行った。また導入が終わったら目標達成ではなく，

実際の手術成績を学術的にまとめ，関連する臨床研
究を行い，その結果を国内外の学会で報告するまで
を目標とした。なお，臨床研究は，すべてヘルシン
キ宣言および臨床研究に関する倫理指針を遵守して
行った。これらの努力の積み重ねで，水道橋病院眼
科の知名度は徐々に上がっていった。特に多焦点眼
内レンズでは多くの臨床試験を担当し，先進医療や
選定療養の承認に貢献できる施設にまで発展でき
た。

レーシックの導入

１．レーシック手術が注目された理由
近視眼は正常眼に比べて眼軸が長いため，入射光

が網膜の手前で焦点が合う。そのため，画像がぼや
ける結果となる。正常眼のように，入射光を網膜で
焦点を合わせるためには，近視眼の場合は，角膜の
形状をフラットにすればいいことになる（図１）。
レーシックは，角膜に直径約１２mm，厚さ約１００µm
のフラップを作製後，フラップ下の実質にエキシマ
レーザーを照射し，最後に角膜フラップを元の位置
に戻す手術方法である（図２）１）。それまで行われて
いた，角膜をダイアモンドメスで切開する放射状角
膜切開術（radial keratotomy : RK）や，角膜上皮
を剥離してから，ボーマン膜および角膜実質をエキ
シマレーザーで照射する photorefractive keratec-
tomy（PRK）に比べて，創傷治癒期間が短く，手
術後早期から良好な視力が得られるため，海外では
非常に注目され，急速に症例数が増えた２）。

２．自費手術へのハードル
日本において，近視は疾患という認識ではなかっ

たため，健常な角膜組織への手術は眼科治療として
抵抗があった。それに加え，手術費が保険適用でな
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いため，眼科関連の学会では，保険診療施設におけ
る自費手術の導入は困難，国内で承認されていない
装置の導入は無理，スタッフ教育に時間を要する，
自費では希望症例は集まらないという声が多かっ
た。水道橋病院は，歯科主体の病院であるため，す
でに保険と自費診療の両者に対応ができていたこ
と，未承認機器の導入に対して理解があり，倫理委
員会で承認を得ることで使用が可能であったこと，
コンパクトな眼科のためスタッフ全員の新規技術の
トレーニングが容易であったこと，歯科の先生方か
ら眼科受診希望者のご紹介が得られるといった好条

件が重なり，２０００年眼科開設時より，順調にレー
シックを開始することができた。エキシマレーザー
を導入後，より精度の高い矯正を可能にする波面収
差解析装置，角膜フラップを電動カンナのようなマ
イクロケラトームではなく，レーザーで作製できる
ようフェムトセカンドレーザーが開発され，これら
の装置もいち早く取り入れていった（図３）。

３．レーシックに関する研究
レーシックは順調に症例数を重ね，国内で早期に

導入できただけではなく，日本人における臨床成績

図１ レーシックの原理

図２ レーシックの術式

図３ レーシックに必要な機器
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を，国内外の学会で積極的に報告していった。ま
た，臨床成績に限らず，レーシックに関する研究も
行った。代表的な研究テーマとして，角膜フラップ
の接着機能，瞳孔径と視機能の関係，レーシック後
の白内障手術がある。角膜フラップは，一回剥離し
てから，元の位置に戻し，その状態のまま縫合なし
で接着する。仮説として角膜内皮ポンプが接着に関
与しているとされていたが，実証はされていなかっ
た。このことに注目し，Na－Kポンプを阻害する
Ouabain によって角膜フラップの接着強度が変化す
るかを実験的に検討した（図４）。摘出豚眼と荷重
測定装置を用い，Ouabain を投与することでフラッ
プの接着強度が有意に弱まっていることを報告でき
た３）。
瞳孔径は，レーシック後の視機能に重要である。

それまでの瞳孔径の測定方法は，測定時に装置を眼
球に装着する方法で，装置で視界が覆われているた
め，実際に両眼で見ている状態での瞳孔径を正確に
測定することは困難であった。両眼である物体を見
ているときの瞳孔径のみならず，瞳孔は常に動いて
いるのでその状態を録画できるVideo Pupillometer
の開発に関わることができた（図５）。この測定装
置の有用性を多焦点眼内レンズ挿入後の症例で実証

することができ，その後，多くの論文で引用される
に至った４）。さらに，レーシック後は，白内障手術
が必要になった時に多焦点眼内レンズが適応か否か
が議論されていた。自施設において，すでにレー
シックを受けた後に多焦点眼内レンズが挿入された
症例における眼内レンズ度数計算の精度，コントラ
スト感度を単焦点眼内レンズの成績と比較し，結果
として，適応を選べばレーシック後でも多焦点眼内
レンズ挿入で良好な成績が得られることを報告し
た５）。これらの学会報告により，レーシックを受け
た症例で，白内障手術時に多焦点眼内レンズを希望
する場合，全国の眼科医から水道橋病院へ紹介され
るようになり，さらに，実際に水道橋病院で手術を
受け，経過良好な症例が家族や友人を紹介するとい
うことで，現在も症例数は増え続けている。

多焦点眼内レンズ

１．多焦点眼内レンズの原理
多焦点眼内レンズは，その名の通り，多数に焦点

が合う眼内レンズで，初期モデルは１９８０年代に開発
された６）。当時，白内障手術技術，眼内レンズ度
数，乱視への対応は現在のレベルではなかったた
め，多焦点眼内レンズの利点が生かせず，それほど

図４ 角膜フラップの接着機能

図５ 瞳孔径の計測
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普及しなかった。実際に臨床使用が積極的に行われ
たのは２０００年に入ってからである。それまでは，白
内障手術において挿入される眼内レンズは単焦点タ
イプで，当然のことながら，事前に設定した焦点距
離のみが見やすいレンズであった。しかし，焦点が
合っていない距離では，画像がぼやけるため，眼鏡
で矯正する必要があった。単焦点眼内レンズを用い
る場合，焦点を遠方に合わせることが多いため，近
方を見る場合は，近用眼鏡（老眼鏡）が必要とな
る。一方，多焦点眼内レンズは，焦点を遠方に合わ
せても，近方にも焦点が合う光学デザインになって
いるため，眼鏡の必要性がほとんどなくなるのが魅
力的である。
現在臨床使用されている多焦点眼内レンズのほと

んどは，回折デザインを使用している。具体的に
は，回折格子の高さと幅で，焦点距離を変え，一般
的には０次光が遠方，１次光が近方に合うように設
計されている（図６）。近年では，遠方と近方の２
か所のみでなく，中間を加えた３か所に焦点が合う

３焦点タイプが開発され，多焦点眼内レンズの主流
は，２焦点から３焦点になっている。２焦点，３焦
点にかかわらず，近方の焦点を眼から，より手元に
近くするためには，近方加入度を高くする必要があ
り，それによってコントラスト感度への影響や，夜
間にグレア・ハローがでやすいという問題点がでて
くる７）。そのため，多焦点眼内レンズを選択する
際，近方加入度とコントラスト感度のバランスが重
要となる。コントラスト感度を低下させないために
は，加入度を減らす，すなわち近くの焦点距離を離
すことになり，３０cmに焦点の合う高加入度タイプ
から，４０cmや５０cmに焦点の合う加入度を下げた
タイプが開発された。このように，多焦点眼内レン
ズでは，コントラスト感度の低下を意識する必要が
あるが，実際の臨床例においてコントラスト感度を
測定してみると，多くの症例で年齢層の正常範囲内
に入っており，問題にはならないことがわかってい
る（図７）８）。これらの理論と実際の臨床成績を，手
術前に症例ごとにわかりやすく説明することが求め

図６ 回折型多焦点眼内レンズの原理

図７ コントラスト感度検査と測定結果
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られる時代になっている。

２．各種レンズと見え方
現在，数多くの多焦点眼内レンズが国内承認を得

ている（図８）。屈折型は，遠方用と近方用の度数
が交互に同心円状に並んでいるデザインとなってい
る。遠方視におけるコントラスト感度の低下がない
のが利点であるが，レンズのデザイン上，瞳孔径が
小さいと近方視力がでにくい欠点がある。前述した
Video Pupillometer による測定結果から，高齢にな
るほど，有意に瞳孔径が小さくなっており４），多焦
点眼内レンズを挿入する年齢層では，屈折型より回
折型が使いやすいことになる。回折型では，＋４．０
D加入の２焦点眼内レンズが最初に紹介され，遠方
と近方３０cmで良好な裸眼視力が得られた。しか
し，中間距離が見えにくいことから，加入度数を
＋２．２５～３．２５Dに軽減したモデルが開発された。近
年では，遠方，中間，近方と３焦点タイプのレンズ
が登場し，国内外で最も使用されている９，１０）。ま
た，遠方の視力を保ちながら，コントラスト感度を
落とさずに広い範囲で見やすい焦点深度拡張型（ex-
tended depth of focus : EDOF）レンズが開発さ

れ，近方視では眼鏡を使用する可能性が高いが，視
機能の面で魅力的なレンズとして使用されてい
る１１，１２）。この EDOFと回折型の特徴を合わせた連続
焦点型は，３焦点同様，遠くから近くまで見やすい
レンズとして普及し始めている１３）。これらの新しい
多焦点眼内レンズに関しては，特定臨床研究とし
て，多施設，前向き研究で臨床評価を行っている。
国内承認された多焦点眼内レンズの多くは，水道

橋病院で臨床治験が施行された。最初に開発された
＋４．０D加入のレンズでは遠方および近方３０㎝に
て１４），近方加入度を＋３．０Dに下げたレンズでは，
遠方および近方４０cmにて，平均裸眼視力１．０以上
が得られたことを報告した１５）。また，近年開発され
た３焦点レンズでは，加入度が＋３．５０Dと＋１．７５D
となっており，遠方と近方４０cmに加え，６０cmで
も同等の視力が得られ，無事，承認を得ることがで
きた１６）。
このように多焦点眼内レンズの種類が増えると，

各レンズの見え方を整理する必要がある。図９に示
すように，２焦点は遠方と近方ないしは中間が見や
すいが，それ以外の距離は見えにくくなる。焦点深
度拡張型（EDOF）では，遠方から１mぐらいまで

図８ 国内承認を受けた多焦点眼内レンズ

図９ 各多焦点眼内レンズの見え方のイメージ
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よく見えるが，それより近方は見えにくくなる。３
焦点あるいは連続焦点型は遠方から近くまで，すべ
ての距離が見える。これらの特徴とコントラスト感
度への影響を加味して，ライフスタイルに合った眼
内レンズを選択することが多焦点眼内レンズ使用の
成功の鍵と考えている。

３．先進医療から選定療養への道
多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術は，２００８

年に先進医療として承認された。先進医療とは，健
康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第
８３号）において，「厚生労働大臣が定める高度の医
療技術を用いた療養その他の療養であって，保険給
付の対象とすべきものであるか否かについて，適正
な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うこ
とが必要な療養」として，厚生労働大臣が定める「評
価療養」の１つである。多焦点眼内レンズは，従来
の単焦点眼内レンズと比べて，遠方と近方の両方に
焦点が合うことから，老眼鏡の必要性が減るという
ことで，先進医療としての評価が行われた。多焦点
眼内レンズ挿入後の遠方や近方の視力は良好だが，
先に述べたように本レンズ特有のコントラスト感度
の低下やグレア・ハローが原因と思われる不満例や
眼内レンズ摘出例があり，先進医療として約１０年の
評価が行われた１７，１８）。そして，２０２０年には，本術式
が先進医療から選定療養に承認されるに至った１９）。
具体的には，選定療養は保険適用と適用外の治療

を併用するもので，差額ベッドや歯科治療における
材料差額で用いられている。今回の多焦点眼内レン
ズを用いた水晶体再建術は，医療技術としては，初
めて選定療養として承認されたもので，費用面で一
部保険が適用されるため，患者負担額が軽減した。
選定療養まで長い道のりであったが，水道橋病院眼
科から日本人における多焦点眼内レンズの臨床評価
を報告することで，承認に貢献できたと考えてい
る。

フェムトセカンドレーザー

１．デジタル化された手術とは
フェムトセカンドレーザーは，眼科分野では，す

でにレーシックにおける角膜フラップ作製で用いら
れているが，さらに眼球の深い部分，すなわち水晶

体まで照射可能なレーザーが開発された２０）。レー
ザーのみの進化ではなく，レーザー照射する位置を
決めるのに重要な眼球の３次元画像解析が発展した
ことも，この手術が臨床使用可能になるために寄与
した。これらの技術革新により，今まで，術者が顕
微鏡で観察し，自分の手の感覚で操作していたマ
ニュアル手術が，３次元画像解析結果に基づいた
レーザー照射によるデジタル手術の時代に移行が始
まったといっても過言ではないであろう。
白内障手術へのフェムトセカンドレーザーの利用

は，２００８年に初めてハンガリーのNagy 先生によっ
て行われ，翌年，その臨床成績が報告された２１）。
この手術は，femtosecond laser-assisted cataract
surgery（FLACS）という名称がつけられ，その後，
各国での臨床成績が報告されるようになった２２－２４）。
自分自身も，FLACSは，将来，白内障分野におい
て期待される手術と考え，２０１０年にNagy 先生の大
学病院を訪問し，実際の手術や術後症例を診て，そ
の完成度に感銘を受けた。その後，２０１３年１２月に水
道橋病院眼科にレーザーが導入される運びとなっ
た。教育系大学施設として，フェムトセカンドレー
ザーの導入は最初であったため，全国からFLACS
に興味のある眼科医が水道橋病院眼科を訪問し，手
術室の設備や実際の手術を学び，各施設での導入と
いう流れができ，当院での導入が，日本における
FLACSの普及に役立つことができたと思う。

２．手術方法と手術成績
FLACSは，通常の白内障手術に用いる手術顕微
鏡，超音波乳化吸引装置，手術用リクライニング椅
子に加え，フェムトセカンドレーザー装置が加わ
る。海外ではフェムトセカンドレーザーで行う操作
を検査室などの清潔区域外で行っているが，この手
術の導入時から，レーザー操作も清潔な手術室で行
えるようなセッティングとした（図１０）。
実際の術式は，フェムトセカンドレーザーに取り

付けた PI（patient interface）を術眼に接触させ，
３次元画像解析を施行，この測定結果に基づいて前
嚢切開，水晶体核分割，角膜切開をデザインする
（図１１）。レーザー照射後，手術顕微鏡下に患者を
移動して残りの操作，すなわち水晶体超音波乳化吸
引術，皮質吸引，眼内レンズ挿入を行う。海外で良
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好な成績が報告されており，日本人眼における
FLACSの臨床成績を報告した２５）。２０１３から２０１５年
に施行された３３３例において，角膜および前嚢切開
は９０％以上で完成，視力は遠方および近方とも良好
であった。FLACSは，従来のマニュアル手術より
も，精度の高い前嚢切開が可能で，水晶体の粉砕に
必要な超音波時間が短縮され，角膜内皮への影響が
少ないことが期待されている。日本においては，
レーザーが高価で，手術は保険適用外のため，一部
の施設での導入にとどまっている。将来の白内障手
術として，大学病院など教育施設において，さらな
る普及が望まれる。

３．若手医師への教育
FLACSは，白内障手術専門医のみでなく，若手

医師の手術教育にも有用と考えている。大学病院
や，個人経営のクリニックでは，このレーザーを

使った若手医師の教育は困難とされているが，コン
パクトな水道橋病院眼科では，独自の教育プログラ
ムを作り，若手医師にも新しい技術を学ぶ機会を作
ることができた。若手医師は，FLACSの助手をす
ることで，自分が術者になったときのイメージト
レーニングがしやすい。実際の手術を執刀する前
に，ウェットラボ施設において，豚眼を用いて操作
を学び，臨床例にすすむ。マニュアルの白内障手術
は習得するまでに時間を要するが，レーザーを導入
することで，習得期間を短縮することが可能と考え
ている。水道橋病院眼科で勤務している医師は，全
員FLACSができるように指導を行い，今後の日本
における白内障手術の発展に寄与してできる人材に
なってほしい。

４．難症例に関する実験的考察
FLACSは，合併症のない白内障例に加え，難症
例とされているチン小帯断裂例や成熟白内障例に有
用である。チン小帯は水晶体を支える繊維組織で通
常水晶体全周に存在するが，外傷や緑内障で断裂し
ている症例がある。その場合，手術時に水晶体が傾
き，前嚢切開が非常に困難となる。操作によってチ
ン小帯断裂が広がると，最悪，水晶体が硝子体に落
下することがある。このような難症例にFLACSの
有用性が検討されており２６，２７），実験系での証明を試
みた。摘出豚眼あるいは摘出人眼のチン小帯をジア
テルミーにて，あらかじめ設定された範囲で切断し
たチン小帯断裂モデル眼を作製し，レーザーあるい
はマニュアルで前嚢切開を行う。手術中の録画画像
から，前嚢切開径，正円性，中心ずれを画像ソフト

画像解析結果に基づき，水晶体前嚢，核分割，角膜照射
デザインを決め，レーザーを開始する

図１１ レーザー照射前の確認画面

図１０ 眼科手術室
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で解析した（図１２）。その結果，チン小帯断裂が広
範囲になっても，レーザーを用いることでより精度
の高い前嚢切開が可能であった２８）。このことから，
今後，難症例にFLACSを用いることで安全性が増
すことが期待できる。

おわりに

新しいことを始めるには，大学という整ったシス
テムの中で倫理面，安全面に留意しながら，開業医
のような医師とスタッフのチームワークが求められ
る。そういった意味で水道橋病院眼科は，大学病院
と開業医の利点を生かした新しいタイプの眼科とし
て，両者の利点を十分に生かせたと思う。レーシッ
ク，多焦点眼内レンズ，フェムトセカンドレーザー
を用いた白内障手術（FLACS）は，どれも保険適
用ではなく，導入時に必要な装置と技術の習得を要
する。そのため，多くの施設では，最初から“でき
ない”，“むずかしい”と言ってあきらめてしまう傾
向にある。海外でその技術の安全性と有用性が認め
られていてれば，まず自分の眼で術式と手術成績を
確認し，どうやって導入できるかプランを練る。そ
して，高価な装置が必要なら，どうやって予算を得
ることができるか，導入後のプランまで考えて，
しっかり説明する必要がある。最終的に，大学や病
院の承認を得て始めることができた新技術は，臨床
実績をあげることで信頼度をあげ，眼科全体の中で
も認められるようになった。
自分自身が専門とする白内障，屈折矯正手術の分

野において，水道橋病院眼科の発展とともに，眼科
医として成長することができたと思う。１９９５年に東
京歯科大学市川総合病院，２０００年に水道橋病院眼科
開設から２０２１年定年まで，眼科人生の大半を東京歯

科大で過ごすことができた。その間，国内外の学会
理事，理事長を務める機会があったのも，水道橋病
院眼科における業績があったからである。常に新し
いものをめざして，突っ走ってきた水道橋病院での
２１年間は，あっという間であったが，その間，多く
の歯科大関係者に支えられてきたことは，自分の人
生にとって宝である。ここに感謝の意を表して稿を
閉じたい。
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