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一般口演「眼窩」

ブタを用いた眼窩手術教育 
－第1報：ブタ眼窩の手術教材としての有用性－
Orbital surgery education using porcine－First report : Usefulness of the
porcine orbit as surgical material－

根本裕次 1＊・村上正洋 2・芳田奈津代 3・恩田秀寿 4・鈴木茂伸 5・
野田実香 6

Yuji NEMOTO1＊・Masahiro MURAKAMI2・Natsuyo YOSHIDA3・Hidetoshi ONDA4・Shigenobu SUZUKI5・
Mika NODA6

【要約】	 　目的：初心者に対する教育法としての，ブタ眼窩模擬手術の有用性を検討する．
　対象および方法：眼窩手術の経験の少ない眼科医12名．事前講義後，正中半割したブタ頭部2
頭4側を用いて眼窩手術の模擬手術を行った．実習前後の理解度自己評価を比較した．
　結果：ブタ眼窩は，ヒト眼窩とは若干の解剖学的差異があった．皮膚切開，骨膜剥離，涙腺摘出，
眼球摘出，眼窩内容除去などの模擬手術が手術用顕微鏡なしで可能であった．理解度自己評価スコ
アは実習後有意に上昇した．
　結論：ブタ眼窩は，若干の解剖学的差異はあるものの，初心者の眼窩手術教材として有用である．
指導者の育成，詳細な眼窩構造の情報および事前学習教材の充実が必要である．より高度な研修を
望むもののためには，教育プログラムのさらなる充実が望まれる．

【キーワード】　ブタ眼窩，眼窩手術，眼球摘出術，眼窩内容除去術，手術教育

【Abstract】	 　Purpose：To	examine	the	usefulness	of	the	porcine	orbit	simulated	surgery	as	an	educational	meth-
od	for	beginners.
　Methods：Twelve	ophthalmologists	with	limited	experience	of	orbital	surgery.	After	the	pre-lecture,	
a	simulated	surgery	using	half-divided	two	porcine	heads	was	performed.	The	self-assessment	of	un-
derstanding	before	and	after	the	practice	was	compared.
　Results：In	porcine	orbit,	there	were	some	anatomical	differences	from	the	human	orbit.	Skin	 inci-
sion,	peeling	off	periosteum,	resection	of	the	lacrimal	gland,	enucleation	of	the	eyeball	and	orbital	exen-
teration	were	feasible	without	surgical	microscope.	The	self-assessment	score	 increased	significantly	
after	the	training.
　Conclusions：Despite	the	differences,	the	porcine	orbit	is	useful	as	an	educational	material	for	begin-
ners.	 It	 is	necessary	to	train	 instructors,	 to	provide	detailed	anatomical	 information,	and	to	 improve	
pre-learning	materials.	Further	 improvement	of	educational	program	is	desired	 for	those	who	want	
more	advanced	training.

【Keywords】	　Porcine	orbit,	Orbital	surgery,	Enucleation	of	the	eyeball,	Orbital	exenteration,	Surgical	train-
ing
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緒言

　眼窩疾患は，眼科疾患の中でも特殊な分野であり，敬
遠される傾向にある領域である．その背景として，眼窩
疾患に遭遇する頻度が少なく経験を積む機会が少ないこ
とが考えられる．疾患に遭遇した場合，病変が直接観察
できないため画像が必要なこと， 内眼手術と手術方法が
異なり骨切りなどの操作も必要になる場合があること，
そして他科領域医師との連携が必要であること， などの
事項が敬遠される理由として指摘されている1）．確かに，
本邦における眼窩疾患手術数は， 水晶体再建術（眼内レ
ンズ挿入付）手術数の0.4％にすぎず（2018年6月）2），な
じみがある領域とは言い難い．しかし，眼窩疾患の診断

遅延や不適切な手術が，後に，失明，眼窩内容除去，そ
して死に至るなどの不幸な転帰をたどることがある 3,4）．
そのため，一般眼科医においても，診断や手術手技の理
解など，眼窩疾患の診療能力を向上させる必要がある．
　診療能力の向上のためには，解剖実習や模擬手術が必
須である．これらの教材としては，ヒト遺体が理想的で

表1　ブタ眼窩の特徴8-10）

・眼窩は	横が狭く，高さが広い
・眼窩内側壁・下壁が厚い
・外側壁がなく前頭骨と頬骨間を眼窩靱帯が架橋連絡する
・第3眼瞼（瞬膜）が存在
・外眼筋数はヒトより多く，視神経周囲に眼球後引筋が存在
・鼻涙管が前方に走行

b

d

a

c

図1　ブタの画像と外科解剖8）

a：頭部左側の CT 3 次元再構成像．1：前頭骨 os frontale，2：眼窩上孔 foramen supraorbitale，3：涙骨 os lacri-
male，3a：涙骨眼窩部表面orbital surface，3b：涙骨孔foramen lacrimale，4：上顎骨maxilla，5：眼窩下孔foramen 
infraorbitale，6：頬骨 os zygomaticum，6c：眼窩下縁 margo infraorbitalis，7b：側頭骨鱗 squama ossis tempo-
ralis，9：頬骨弓arcus zygomaticus．
b：左眼窩の CT 3 次元再構成像．OW：眼窩口の幅（平均 34.1mm），OH：眼窩口の高さ（平均 53.0mm），a：前頭骨頬骨
突起と頬骨前頭骨突起とを結ぶ線．
c：右眼窩の MRI T1 強調画像，第 4 上顎臼歯位置横断面．1：前頭洞 sinus frontalis，2：眼球 bulbus oculi，3：篩骨迷
路 labyrinthus ethmoidalis，14：背側直筋 musculus rectus bulbi dorsalis，15：腹側直筋 musculus rectus bulbi 
ventralis，16：眼球後引筋musculus retractor bulbi．
d：左眼窩の外科解剖（b と同じ術野）． 眼窩外側壁骨がなく眼窩靱帯が架橋連絡している．14：眼窩靱帯 ligamentum or-
bitale，15：前頭骨頬骨突起processus zygomaticus ossis frontalis，16：頬骨前頭骨突起processus frontalis os-
sis zygomatici，17：眼窩脂肪corpus adiposum periorbitae，18：涙腺glandula lacrimalis，19：側頭筋musculus 
temporalis．（訳語はカラーアトラス獣医解剖学9,10）による）
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はあるが，入手が困難である上，倫理上の制約がある5,6）．
そのため，一般的には，ヒツジやブタなどの家畜死体が
代用教材として用いられている．このうち，ヒツジは，
眼瞼手術，外眼角切開術，眼窩底の確認，喉頭挿管など
の模擬手術に有用であり， その入手は米国では容易であ
るが 5），本邦では比較的困難である．一方，ブタは，本
邦でも容易に入手できる教材で， 眼球の構造はヒト眼球
と酷似しているが，眼窩はヒトと異なる点がある 7-10）（表
1，図1）．ブタ眼球や眼瞼などの軟部組織は，学生や眼
科研修医を対象とした眼球解剖 7）のほか， 水晶体超音波
乳化吸引術，硝子体切除術，網膜光凝固術，眼瞼挙筋短
縮術，外眼角切開術などの模擬手術教材として，広く使
用されている 11-16）．しかし，我々の知る限り，骨付きの
ブタ眼窩を用いて模擬手術を行った報告はない．
　今回，我々は，初心者の眼窩手術教材としてブタ眼窩
が有用か検討したため，ここに報告する．

対象および方法

　食肉用として市販されている新鮮なブタ頭部 2 頭． 購
入価格は1頭3,000円であった．正中半割して合計4側と
した．実習の対象者はボランティアの眼科医師 12 名（う
ち11名は日本医科大学眼科の医局員）である．12名の卒
後年数は 3 ～ 16 年（中央値 4），眼科専門医修得者は 3 名
である．眼窩手術について，眼球摘出術経験者は1名（回
数1）だけであり，眼窩内容除去術経験者はいなかった．
　実習の内容を表2に示す．まず，対象者に実習前講義
として，ブタ眼窩の特徴と手順などを説明した．その後，
模擬手術は，4 班に分かれ， 各班で半切頭部 1 側を担当
した．筆者（根本・野田）の巡回指導下で，ヒト眼窩手術
のアプローチ法に準じ，下壁部，内側壁部，上壁部そし
て外側壁部の順で皮膚切開と骨膜切開，眼窩底の確認，
涙腺摘出術， 眼球摘出術および眼窩内容除去術などを
行った．模擬手術終了後にアンケートを行った．実習前
後の自己評価スコアの有意差検定法は一般化線形モデル
分析を用いた．

結果

　模擬手術の経過を図2に示す． ブタ眼窩 2 頭 4 側の眼
窩は，眼窩口の形状，外側壁の欠如，第3眼瞼，眼球後
引筋の存在などは， 既報告や成書 8-10）と同様であった．
眼窩壁の厚みや， 鼻涙管の方向などは確認しなかった．
模擬手術は， まず， 眼窩底骨折手術に準じ Swinging 

eyelid 法を行った． 下眼瞼を外眼角部で全層切開し， 下
眼瞼を反転，さらに結膜円蓋部切開を加え，眼窩底部骨
膜を剥離， 眼窩底を確認した（図 2b）． 次いで涙嚢手術
に準じ内眼角部切開と涙嚢眼窩部骨膜剥離を，前頭洞手
術に準じ Killian 法で眼窩上内側の皮膚切開と滑車部骨
膜の剥離を行った（図2c）．また，Krönlein-Wright 法を
用い，眼窩靱帯および涙腺の切除を行った．皮膚皮下組
織が硬いので， 以後の操作を容易にするために上眼瞼を
切除した． 眼窩骨膜剥離が深部まで及んでいるか触診で
確認した（図2d）．眼球摘出術は，第3眼瞼と角膜輪部と
の間から全周の輪部結膜を切開， 強膜を剥離露出した．
4直筋と2斜筋を切離した後，視神経を触診確認した（図
2e）． 眼球を前方に引き出しながら眼球後引筋ごと視神
経を切断した．最後に，眼窩内容除去を行った（図2f）．
既に眼窩骨膜は眼窩縁全周の剥離が済んでいたため，眼
窩先端部の骨膜を可及的に剥離，外眼筋起始部および視
神経を切断した．
　4班とも，全ての模擬手術プログラムを達成しえたが，
所要時間は 55 ～ 75 分となり， 予定時間を超過する場合
が多かった．超過した理由として，組織を誤認したため
に硬い皮下組織に入り込んで剥離を進めてしまうこと，
滑車部骨膜が眼窩骨と強く固着しており剥離に手間取る
ことなどであった．深部は視認が困難であり，指による
触診を指導したが，確認が不十分な班では，眼窩先端部
組織を切除しきれなかった．

表2　実習プログラム

1）実習前講義（約20分間）
　a．ヒト眼窩の構造と眼窩手術の概要
　b．ブタ眼窩の特徴
　c．模擬手術の手順
2）模擬手術（60分間予定）
　a．ヒト眼窩手術に準じた皮膚切開と骨膜剥離
・Swinging	eyelid法：眼窩下壁骨膜剥離，眼窩底の確認
・内眼角部切開：涙嚢部骨膜剥離
・Killian法：滑車部骨膜剥離
・Krönlein-Wright法：眼窩靱帯を露出
・Krönlein-Berke法：眼窩下壁まで骨膜剥離を広げる

　b．眉毛下切開も加え，上眼瞼を切除
　c．眼窩靱帯を切除して涙腺摘出
　d．第3眼瞼と角膜鼻側部間の結膜切開
　e．眼球摘出
　f．眼窩内容除去
3）アンケート（記入法）
　a．基本情報
　b．実習前後の理解度自己評価スコア
　	「視神経切断法」「骨膜剥離法」「眼窩骨の形状」などについ
て

　　1	（全く理解できない）～10（非常に理解している）の10段
階評価

　c．実習の感想と改善点（自由回答）

眼科臨床紀要13（5）：2020
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　理解度自己評価の結果を図3に示す．「視神経切断法」
「骨膜剥離法」「眼窩骨の形状」の全てについて，実習後ス
コアは有意に上昇した．また，自由回答は，「時間不足」4
名，「縫合実習も希望」3 名，「実際の症例の手術前に再実
習したい」2名および「指導者不足」1名などであった．

考按

　今回，我々は，眼窩手術初心者を対象者としてブタ眼
窩とその模擬手術を行った．その教育法としての有用性，
対象者や方法，および問題点などについて検討した．
　まず，模擬手術の場合，解剖学的あるいは臨床感覚的
に実際のヒト手術に近いことが重要視される． 顎顔面外
科のためのブタ眼窩解剖を行った報告 8）では， 眼窩口の
大きさは，ブタでは幅平均34.1mm，高さ平均53.0mmで，
ヒト（幅平均36.9mm，高さ平均32.0mm）と比べ，高さに
違いがある．眼窩内側壁，下壁は厚いが，外側壁がなく
前頭骨と頬骨間を眼窩靱帯が架橋連絡している． そのた
め，解剖学的には，ブタ眼窩は，眼球，上下の眼窩壁の
再構成， あるいは腫瘍摘出後の再建模擬手術などが適し
てはいるが，眼窩壁骨折，眼窩外の原因による神経麻痺

性疾患， 外眼筋の模擬手術などには適さないとされる．
実際の模擬手術として， 球後出血による虚血性視神経障
害の緊急手術を想定し，ブタ眼窩に生理食塩水を球後注
射して眼球突出を発生させ， 外眼角切開術を行ったり，
眼瞼や眼窩組織の付いたブタ眼球を用い， 回転する眼球
での白内障手術や， 眼瞼挙筋短縮術などの模擬手術を

b

d

a

e f

c

図2　模擬手術の実際
a：正中半割されたブタ頭部．b：Swinging eyelid法．眼窩底（矢印）を確認する．c：Killian法．滑車部骨膜（矢印）は骨に固着しており，剥離に手間取る．
d：深部の骨膜剥離が確実に行われているか，指で確認する．e：眼球摘出直前．視神経の周囲に眼球後引筋（矢印）がみられる．f：眼窩内容除去．この班は，
浅部の骨膜剥離はされているものの，深部の骨膜剥離が不十分であり，眼窩先端部組織を残した．

p＝1.99×10－9

視神経切断法
前 後

p＝2.48×10－9

骨膜剝離法
前 後

p＝3.08×10－8

眼窩骨の形状
前 後

10

スコア

8

6

4

2

図3　実習前後の理解度自己評価（n＝12）
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行ったりした報告がある 12,16）． 今回の結果では，ブタ眼
窩の構造はヒト眼窩と若干異なるところはあった． しか
し，ヒト眼窩手術と同様の手技が再現可能で，自己評価
スコアも実習後向上した．さらに，ブタ眼窩は，眼窩内
腔が広く骨膜も厚いため手術用顕微鏡なしで骨膜剥離が
可能である， 眼窩外側壁がない（Krönlein 法の骨切りが
済んだ状態と同様）ため骨操作なしで涙腺摘出ができる
などの特性が認められた．また，ブタ眼窩は比較的安価
で入手しやすかった．以上から，ブタ眼窩は，初心者の
模擬手術教材として有用であると考える．
　次に，眼科領域における解剖実習や模擬手術の対象者
や方法について述べる．Duke 大学では， 臨床実習科と
して眼科を選択した少人数の医学部 2 年生に対して， 対
話型解剖実習を行っている 7）． 学生は， 解剖学や主な眼
疾患の症候学や病理などについて事前に講義（約 1時間）
を受け，教員によるヒト眼窩の実演解剖を見学（約45分）
したのち，教員と議論しながら，ブタ眼球の顕微鏡解剖
実習を行っている（約90分）．この教員とのフィードバッ
クが学習効果を高めると述べた．一方，医学部 1 年生に
行われる一般的な人体肉眼解剖学では，眼球は臓器提供
のために欠落していたり， 忙しすぎたりして十分な実習
にならない， 固定標本では微細な構造が不明であるなど
と問題点を列挙している． また，Brighton と Sussex 医
科大学では，40名の参加者に対し，ヒトの眼球と眼窩解
剖を行い自己および他覚的な学習評価を行ったところ，
眼科の研修を受けている群のほうが，受けてない群より，
学習評価スコアが高かった 6）． この理由として， 眼科研
修経験者は，専門的な関心をもちやすく，焦点，動機，
方向性が明確な学習ができるため，としている．模擬手
術でも，内眼や眼瞼手術では眼科研修医 13,16），緊急外眼
角切開術では救急レジデント 12）など，その疾患に対峙し
うる者を対象としている．模擬手術は，その疾患を学ぶ
意欲から解剖， 疾患および手術法の概要を理解していな
ければ，行っていることが理解できず，学習効果が上が
らない教育法である．今回のように，実際のヒト手術に
即した模擬手術は，ある程度眼科を研修し，眼窩疾患に
も関心をもち始めた対象者に適しているといえる．
　最後に， 本研究での問題点 3 点とその解決策を列挙す
る．
　1 点目は， 本研究の理解度自己評価結果に， 多少のバ
イアスがかかっている可能性があることである． 参加者
が比較的少数であり， 日本医科大学眼科医局員が大半で
あった．そのため，不確定要素が入り込む可能性がある
と考えられる．今後は，所属等に偏りがない多人数で，

より客観的な評価方法をすることが望まれる．
　2 点目は，人手や情報の不足である．今回は，眼窩模
擬手術を担当した講師は 2 名であった． 事前講義した内
容のうち， 眼窩の構造は， 過去の文献に頼った情報で
あった．講師による眼窩の実演解剖はできなかった．実
習中も，詳細な指導ができたわけではなかったため，参
加者が解剖学的に誤った方向に入り込んでも， 直ちに修
正できなかった．その結果，アンケートでは「時間不足」

「指導者不足」という結果となった．従来の報告では，模
擬手術内容を指導者が実演し， さらにその内容をオンラ
インで公開して自己予習まで可能になっている7,12,16）．眼
窩疾患についても，指導者の育成，詳細な眼窩構造の情
報， さらに自己学習教材の充実などが必要であると考え
られる．実習後にも反復視聴できる状態にすれば，さら
に学習効果が高まるであろう．
　3 点目は，本方法の限界である．今回の方法では，実
際の手術で問題となる出血がないため， 止血操作の実習
はできない．また，皮膚縫合や義眼床形成など，再建に
関する手技までは体験できない．さらに，眼窩外側壁は
もともとないため， 骨切りや骨穿孔などの骨操作につい
ても指導できない．以上から，本方法は，眼科初心者が，
眼窩疾患の不幸な転帰を理解するには有用であるが， 眼
形成眼窩外科医育成のためには不十分な内容であると考
えられる．今後，眼窩手術についてさらに高度な研修を
希望する者のためには，止血操作，皮膚切開・縫合や，
骨操作などのプログラムを， 別途用意する必要があると
考えられる．

結論

　今回の研究では， 初心者教育教材としてのブタ眼窩
は，若干の解剖学的差異はあるものの，場所や器械の制
約が少なく実習できる教材として有用であった． 教育方
法として，指導者の育成，詳細な眼窩構造の情報さらに
事前学習教材や教育プログラムの充実などの課題が残る
結果であった．

　＜利益相反公表基準該当有（F：日本ストライカー社か
ら研究材料無償支援）＞
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一般口演「眼窩」

ブタを用いた眼窩手術教育
－第2報：SONOPETTMによる骨操作練習－
Orbital surgery education using porcine－Second report : Bone manipulation
practice with SONOPETTM－

根本裕次 1＊・村上正洋 2・芳田奈津代 3・恩田秀寿 4・鈴木茂伸 5・
野田実香 6

Yuji NEMOTO1＊・Masahiro MURAKAMI2・Natsuyo YOSHIDA3・Hidetoshi ONDA4・Shigenobu SUZUKI5・
Mika NODA6

【要約】	 　目的：初心者に対する骨操作教育法としての，SONOPETTMの有用性と効果的な教育プログラム
を検討する．
　対象：眼窩手術の経験の少ない眼科医9名．事前講義と骨操作デモンストレーション後，ブタ肩
甲骨を用いて骨操作基本練習，さらに正中半割したブタ頭部1頭2側を用いて眼窩模擬手術を行っ
た．実習前後の理解度と課題到達度の自己評価を検討した．
　結果：ブタ肩甲骨はヒト眼窩骨と類似点があった．対象者は全員SONOPETTM操作技術を容易に
習得し，眼窩内容除去後のブタ眼窩の骨操作も可能であった．理解度自己評価スコアは実習後有意
に上昇し，デモンストレーションした項目の課題到達度も良好であった．
　結論：SONOPETTMは，初心者の眼窩骨操作教育器械として有用である．基本操作の習得におい
て，ブタ肩甲骨は有用である．指導者の育成，詳細な眼窩構造の情報および事前学習教材の充実が
必要である．

【キーワード】　SONOPETTM，ブタ眼窩，ブタ肩甲骨，眼窩手術，手術教育

【Abstract】	 　Purpose：To	examine	the	usefulness	of	the	SONOPETTM	as	a	bone	manipulation	tool	and	effective	
educational	programs	for	beginners.
　Methods：Nine	ophthalmologists	with	 limited	experience	of	orbital	surgery.	After	the	pre-lecture	
and	demonstration	of	bone	manipulation,	both	a	basic	bone	operation	practice	on	the	porcine	scapula	
and	simulated	surgery	of	the	porcine	orbit	were	performed.	The	self-assessment	of	the	level	of	under-
standing	and	achievement	of	the	problem	before	and	after	the	practice	was	examined.	
　Results：The	porcine	scapula	had	similarities	to	the	human	orbital	bone.	All	subjects	easily	mastered	
SONOPETTM	operation	techniques,	 it	was	also	possible	bone	manipulation	of	the	porcine	orbit	after	
exenteration.	The	self-assessment	score	 increased	significantly	after	 the	training,	and	the	problem	
achievement	of	the	demonstration	item	was	also	good.	
　Conclusions：SONOPETTM	is	useful	as	a	beginner's	orbital	bone	manipulation	educational	instrument.	
In	the	acquisition	of	basic	operation,	porcine	scapula	 is	useful.	 It	 is	necessary	to	train	 instructors,	 to	
provide	detailed	anatomical	information,	and	to	improve	pre-learning	materials.

【Keywords】	　SONOPETTM,	Porcine	orbit,	Porcine	scapula,	Orbital	surgery,	Surgical	training
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緒言

　眼窩疾患は，眼科の中でも特殊な分野であり，敬遠さ
れる傾向にある領域である．その背景として，眼窩疾患
に遭遇する頻度が少なく経験を積む機会が少ないこと，
内眼疾患と手術方法が異なり骨切りや骨穿孔などの骨操
作も必要になる場合があること， などが指摘されてい
る1）．確かに，本邦において，水晶体再建（眼内レンズ挿
入付）手術数に比し，眼窩疾患手術数は0.4％，眼窩骨操
作に関する手術は涙嚢鼻腔吻合術を含めても 0.5 ％にす
ぎない（2018 年 6 月）2）．また，従来から使用されている
振動型骨鋸やドリルなどによる骨操作は， 発熱や騒音，
軟部組織の損傷， 骨塵の洗浄と吸引を行うことで手技の
一時中断などが生じ， 眼窩の深くて狭い術野では視認や
操作が困難であった3-5）．しかし，眼窩疾患が敬遠され，
診断が遅延したり不適切な手術にとどまったりすれば，
後に失明，眼窩内容除去，さらには死に至るなどの不幸
な転帰を迎えることがある 6,7）．そのため一般眼科医にお
いても，診断や手術手技の理解など眼窩疾患の診療能力
を向上する必要がある．
　近年，外眼部手術手技向上目的で，ヒツジやブタなど
の家畜死体を用いた眼窩減圧外眼角切開，眼窩底骨折，
眼瞼下垂手術などの模擬手術が報告されている 8-10）．
我々も， 骨付きのブタ眼窩を用いた初心者教育を試み，
ブタ眼窩が涙腺摘出術，眼球摘出術および眼窩内容除去
術などの模擬手術教材として有用であること， 場所や器
械の制約が少なく実習できることなどを第 1 報で報告し
た 11）．しかしながら，同時に，表1に示すような，解剖
学的ならびに教育内容および教育体制の課題も明らかに
なり，骨操作については別プログラムが必要とされた．
　超音波手術器 SONOPETTM UST-2001 は， チタン合
金チップを25kHzで振動させ，組織に接触させて破砕す
る機器である． 破砕に加え送水や吸引も併せて 1 本のハ
ンドピースで行うことができる．1993 年にミワテックに
て開発され，2009年にStryker社に事業譲渡，商品名が
SONOPETTM UST-2001アルファ（以下；ソノペット）と

変更された．ソノペットは，従来の器機の欠点を克服で
きる長所が報告され 3-5）， 脳腫瘍切除術から始まり 12），
現在までに，眼窩腫瘍および線維性骨異形成症の切除術
や甲状腺眼症に対する眼窩減圧術，涙道閉塞に対する涙
嚢鼻腔吻合術などの眼窩領域の治療用としても普及して
いる 3-5,13-16）． しかし我々の知る限り， 眼科領域でソノ
ペットを用いて手術教育を行った報告はない．
　今回我々は， 眼窩手術初心者が模擬手術を行う際のソ
ノペットの有用性と効果的な教育プログラムなどについ
て検討したためここに報告する．

対象および方法

　対象者は， ボランティアの眼科医師 9 名． 卒後年数 3
～ 19 年（中央値 4 年），9 名中，眼科専門医修得は 3 名，
眼窩手術経験者は 7 名（中央値 1 回）そして眼窩骨切り経
験者は 2 名（各 1 回）であった．材料は，食肉用として市
販されている新鮮なブタの肩甲骨（購入価格 500 円）2 個

（図1）と，頭部1頭（購入価格3,000円）を正中半割した2
側． ソノペットとシステム 1 組（図2）． ハンドピースは
25MS ユニバーサルストレートハンドピース（製品 No. 
5450-845-000）， チップは， 硬組織用および骨切り用を
用いた．
　実習の内容を表2と図3に示す．まず筆者（根本）が，

表1　ブタ眼窩模擬手術の課題11）

・ブタ眼窩は，外側壁がないなど，ヒト眼窩と解剖学的相違
・骨膜剥離に時間がかかる
・指導者が少ない
・指導者によるデモンストレーションや事前学習教材が必要
・骨操作については別途プログラムが必要

表2　実習プログラム

1）実習前講義（約20分間）
　　a．	ヒト眼窩の構造と眼窩手術の概要
　　b．	ブタ眼窩の特徴
　　c．	骨操作・模擬手術の手順
2）ブタ肩甲骨で骨基本操作デモンストレーション（約10分間）
　　a．	骨膜剥離子（raspatories）による骨膜剥離
　　b．	ソノペットによる肩甲骨縁の骨切り，棘下窩の骨穿孔
　　c．	丸ノミ鉗子（Luer）による骨切除や彫骨器（Stanze）による穿孔

部拡大
3）実習（80分間）
　　a．	ブタ肩甲骨で骨基本操作（リレー形式）
　　b．	ブタ眼窩で，ヒト眼窩手術に準じた皮膚切開，骨膜剥離，眼

窩内容除去
　（aとbは並行して施行）
　　c．	内容除去された眼窩下縁の骨切り，涙嚢窩骨穿孔
4）アンケート（記入法）
　　a．	基本情報
　　b．	「骨膜剥離法」「ソノペットの骨操作法」「眼窩骨の形状」などの

自己評価
・実習前後の理解度
	1（全く理解できない）～10（非常に理解している）の10段階
スコア

・課題達成度
〇できた／×できなかった

　　c．	実習の感想と改善点（自由回答）
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実習前講義として， ブタ眼窩の特徴と肩甲骨を用いた骨
操作手順などを説明し， 筆者（野田）がデモンストレー
ションを行った．骨操作基本練習は，筆者（野田）が対象
者Aを指導し，次いで対象者Aが対象者Bを指導する，

というリレー形式で交替しながら対象者全員が行った．
骨操作基本練習にあたっていない対象者はブタ眼窩内容
除去を行った（図3a）．最後に，Krönlein法や涙嚢鼻腔吻
合術鼻外法の模擬手術を行った． 内容除去されたブタ眼
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図1　ブタの左肩甲骨
a：外側面，b：aの黒破線部で切断
した面，c：bの拡大図．
1：前縁，2：後縁，3：肩甲棘結節，
4：棘上窩，5：棘下窩．
前縁と後縁は厚く，棘上窩と棘下窩
は薄い．ヒト眼窩骨外側縁に酷似し
た形状である．

b

a dc

送水

破砕 吸引

図2　ソノペットとそのシステム
a：SONOPETTM UST-2001 アルファ本体．b：システム模式図． フットペダルでチタン合金チップを 25kHz で振動させて組織破砕するほか， 冷
却洗浄のための送水と吸引を同時に 1 本のハンドピースで行う（a と b は，Stryker 社 社内資料より改変）．c：硬組織用チップ Payner360（製品 No. 
5450-800-312）．d：骨切り用チップSerrated Aggressive knife（製品No. 5450-815-114）．
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窩を用いて， ソノペットで眼窩下縁の骨切りをした後，
涙嚢窩骨を穿孔し鼻腔に到達した． 実習終了後にアン
ケートを収得した． 実習前後の自己評価スコアの有意差
検定法は一般化線形モデル分析を用いた．

結果

　実習の経過を図3に示す．ブタ肩甲骨は，ヒト眼窩骨
外側壁に形状が似ていた．平たいため術野が広く，術者
のみならず指導者や見学者からも視認性に優れていた．
骨基本操作は，骨膜剥離子（raspatories）による骨膜剥離，
ソノペットによる肩甲骨縁の骨切り，棘下窩の骨穿孔（図
3b），そして丸ノミ鉗子（Luer）による肩甲骨縁骨切除，
彫骨器（Stanze）による穿孔部拡大の順で，全員問題なく
完了した． 骨基本操作の所要時間は 9 名で 67 分（1 人平
均約 7 分）であった． 次いで行われたブタ眼窩への骨操
作（図3c）も問題なく完了し，所要時間は15分であった．
事前講義，デモンストレーション，アンケート記入まで
含めた総所要時間は122分であった．
　自己評価の結果を図4に示す．理解度は「骨膜剥離法」 

「骨操作法」 「眼窩骨の形状」の全てについて， 実習後ス
コアは有意に上昇した（図4a）．一方，課題達成度は「骨
膜剥離法」 「骨操作法」は良好であったが，「眼窩骨の形
状」は未達成が多かった（図4b）．また，自由回答では，

「指導者の手技などを事前にビデオ視聴できるほうが良
い」 「並行型実習では， ブタ模擬手術の大事な部分を見
逃す可能性がある」 「従来の振動型骨鋸やドリルと比較
したい」などの記述があった．

考按

　今回，我々は，眼窩手術初心者が模擬手術を行う際の
ソノペットの有用性と効果的な教育プログラムなどにつ
いて検討した．
　まず，ソノペットの有用性について，従来の報告 3-5,16）

では， ソノペットは従来の器械と比較して操作時間はや
や長くなるものの， 発熱や騒音そして軟部組織の損傷は
少なく， 骨洗浄と吸引が同時に行えるため手技の一時中
断もなく視認性は良好であった．また，複雑な眼窩形状
を彫って再建することも可能であった． 使用経験を積む
と手術時間はより短縮した．今回，ブタ肩甲骨を用いた
骨基本操作実習では，全員問題なく完了し，平均 7 分程
度と短時間であった．従来の報告同様，発熱や騒音そし
て軟部組織の損傷は少なく，手技の一時中断もなかった．
また，引き続き行われたブタ眼窩での模擬手術でも，容
易に骨切り，骨穿孔などが完遂できた．ソノペットの技
術が短時間で習得できた理由として， 今回使用したソノ
ペットのシステムが白内障超音波乳化吸引術のシステム
に似ていることが挙げられる．両者とも，組織破砕や送
水および吸引が同時に 1 本のハンドピースで行え， フッ
トペダルで操作する．眼科医は，白内障に関しては，実
際の手術やブタ眼を用いた模擬手術を日常行っている．
ソノペットによる骨操作法は白内障手術に類似した操作
であったため， 技術習得が容易であったと考えられる．
以上から，ソノペットは，眼科医の骨操作技術習得に有
用な器材であると考えられる．ただし，ソノペットで習
得した技術で従来の器械を操作できるかは不明であり，
今後の検討を要する．また，涙腺摘出術，眼球摘出術お

b

a c

図3　実習の実際
a：実習の手順（矢印）． 対象者は，
指導者から骨基本操作指導を受けた
ら直ちに次の対象者を指導する．手
が空いたらブタ眼窩内容除去を行う．
b：骨基本操作． 骨膜剥離後， 骨切
り用チップで， ブタ肩甲骨を 2×
2cm大の正方形に骨切りする．
c：眼窩内容除去されたブタの眼窩
骨下縁を骨切り（矢印）， 硬組織用
チップで涙嚢窩を穿孔（矢頭）する．
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よび眼窩内容除去術などのブタ眼窩模擬手術 11）に比べ
て，場所や器械の制約があることも留意すべきである．
　次に， 眼窩手術初心者に対するより効果的な教育プロ
グラムに関して，Duke 大学では， 臨床実習科として眼
科を選択した少人数の医学部 2 年生に対して， 対話型解
剖実習を行っている 17）．学生は，解剖学や主な眼疾患の
症候学や病理などについて事前に講義（約 1 時間）を受
け， 教員によるヒト眼窩の実演解剖を見学（約 45 分）し
たのち，教員と議論しながら，ブタ眼球の顕微鏡解剖実
習を行っている（約90分）．この教員とのフィードバック
が学習効果を高めると述べた．また模擬手術についても，
指導者が実演し， さらにその内容をオンラインで公開す
ることで自己予習まで可能になっている8,10）．今回，我々
は， 前回の課題（表 1）を改善すべく，3 つのプログラム
を試みた．1 つ目は，骨膜剥離，骨切り，骨穿孔などに
ついて， 指導者によるデモンストレーションを行った．
2 つ目は， 眼窩模擬手術の前に， ブタ肩甲骨を用いた基
本操作実習を先行させた．3 つ目は， 対象者相互による
技術伝達を行った． デモンストレーションを行った骨膜

剥離，骨操作などについては，理解度，課題達成度とも
に良好であった．一方，講義のみにとどめた眼窩骨形状
については，課題達成度は低く，「理解はしたが，実際は
できない」結果となった．このことから，「できる」まで到
達レベルを上げるためには， デモンストレーションは重
要な手段であると考える．ブタ肩甲骨は，前縁と後縁が
厚く棘上窩と棘下窩が薄いなどヒト眼窩骨外側壁に形状
が似ている（図1）．また，周囲からも視認性に優れてお
り手技の指導がしやすいこと， そして安価で容易に入手
できるなどの利点があった．以上からブタ肩甲骨は，骨
基本操作実習用として有用な資材であると考えられる．
ブタ眼窩は眼窩外側壁がないため， 今回の模擬手術は眼
窩骨下縁の骨切りで代用したが， ブタ肩甲骨の骨基本操
作実習と併せることにより， ヒト眼窩の骨切りに近い模
擬手術が行うことができると考えられる．また，対象者
相互による技術伝達は， 当初指導者不足を補完するため
の対応策であった．しかし結果として，対象者自身が他
人に教えることがより技術の理解を深めることにつな
がったとも推察される． ただし正確に技術伝達ができた

b

a

10

スコア

8

6

4

2

p＝3.32×10－7

骨膜剝離法
後前

p＝6.70×10－6

ソノペット骨操作法
後前

p＝4.05×10－5

n＝9眼窩骨の形状
後前

n＝9

骨膜がわかる

〇〇

×

骨膜剝離子の使い方がわかる
骨膜をはがせる
骨膜を大きくはがせる

ソノペットを壊さずに使用できる

眼窩構成骨の境界がわかる
眼窩縁構成骨が同定できる
眼窩構成骨7種類全てを同定できる

ソノペットを持てる
ソノペットを動かせる

ソノペットで2×2cmの骨を切り取れる

眼窩が立体的であることがわかる

図4　自己評価
実習前後の理解度スコア（a）と課題
達成度（b）を示す．理解度は，実習
後に 3 項目とも有意に上昇してい
る．一方，課題達成度においては，

「骨膜剥離法」「ソノペットの骨操作
法」は達成度が高いが，「眼窩骨の形
状」は未達成が多い．
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かどうかは， 多数の対象者で客観的な評価が必要であろ
う．
　今回の実習の問題点としては，まず，骨基本操作実習
とブタ眼窩の骨切り骨穿孔などの模擬手術に使用したソ
ノペットシステムは 1 組であった．この方法では，骨基
本操作実習の所要時間は，1 人ひとりでは短いものの，
参加人数が多くなると長くなる． 他のプログラムの遂行
に時間的な支障をきたすため，1 回の受講者数は限られ
る．また，眼窩骨の形状について不明な点があり対象者
への指導不足となった．さらに，指導者と教材不足は否
めなかった．アンケートの自由回答にもあったように「事
前にビデオ視聴できる教材があるとよい」という結果と
なった．以上の問題点の解決のためには，指導者の育成
と，事前自己学習できる教材の開発，実習を反復しなが
ら教育プログラムを改善していく必要があると考えられ
る．

結論

　今回の研究では，ソノペットは，眼窩手術初心者が模
擬手術を行う際の骨操作手技習得に有用であった． 教育
プログラムとして，デモンストレーションは必要であり，
ブタ肩甲骨の基本骨操作実習も有用であった． 対象者相
互による技術伝達は一方法として可能であったが， 検討
の余地を残した．指導者の育成，詳細な眼窩構造の情報
さらに事前学習教材の充実などの課題については， さら
に改善する必要がある．

　＜利益相反公表基準該当有（F：日本ストライカー社か
ら研究材料無償支援）＞
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[14]日本眼形成再建外科学会　第1号　2022年

第８回日本眼形成再建外科学会学術集会は、コロナ禍の影響で一年延期され、今年WEB開催となりまし

た。5月15～16日の2日間ライブ配信及び6月3～16日のオンデマンド配信を行いました。これは、未曾有の
COVD-19によるパンデミック状況の中での苦渋の判断で、眼形成学会史上初の試みとなりました。 
本学会を任せて頂くことになって私は、スローガンからポスターデザインの詳細まで丹念に練りました。
『Look Better, See Better、よりよい眼形成、よりよい視機能』とは、本学会を通して、眼形成と視機能と
いう二つのテーマをさらに融合させ、患者のQOV及びQOLの向上を目指すべきとの考えからです。また学会
ポスターのデザインは、愛媛カラーであるオレンジを背景とし、道後温泉や坊ちゃん電車を登場させ、そこへ
目のイメージを演出するために睫毛の形や向き、その角度までこだわりました。修正を重ね美しい睫毛が仕上
がり、松山という瞳から眼形成の最新情報を日本中に広く発信するというイメージを作りました。
学会プログラムではSingapore National Eye Centre のCHOO先生の特別講演や愛知医科大学の柿崎先生
の教育講演、シンポ１の会長特別企画「眼形成と視機能」、シンポ２の「眼瞼下垂手術エキスパートオピニオ
ン」及びシンポ３「眼窩疾患診療アップデート」、どれも最新情報満載で皆様の日々の眼形成の診療に役に立
つコンテンツとなっております。また一般口演は２２題が発表され、第一回会長賞は、那覇市立病院の大山泰
司先生が受賞されました。京都府立、渡辺先生のご指導下でのアイディア満載の発表でした。今後も益々若手
先生の面白い臨床研究発表を期待したいと思います。
初めてのWEB開催で、ライブ配信のドキドキ感もあり、通信障害など不手際もありましたが、本学会の参
加人数は293名となり現地開催以上の参加人数で有意義な討論も出来、皆様にはコミュニケーションが取りや
すく、参加しやすかったのではないでしょうか？この新しい学会スタイルは今後の学会に活かせていければと
存じます。
最後に、本学会にご参加される皆様、開催の準備にご尽力下さったコングレのスタッフの皆様、ご協賛して
下さった各方面の皆様に心より感謝を申し上げます。
本当にありがとうございました！

特別講演 「Finesse in Ptosis Surgery」
Singapore National Eye Center
Prof. CHOO ChaiTeck

第８回日本眼形成再建外科学会を主催して
鄭 暁東　（愛媛大学眼科）

⽬次へ
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WEB 開催 WEB 開催5 月 15 日 土 5 月 16 日 日1 日目 2 日目

一般講演 1　O1-1 ～O1-5
9:30 ～ 10:20

10:35 ～ 11:25

開会式9:25～9:30

【眼窩・涙器】
座長：後藤　　浩（東京医科大学 眼科）

鈴木　　亨（鈴木眼科クリニック）

一般講演 2　O2-1 ～O2-5
【眼瞼】

座長：大島　浩一（岡山医療センター眼科）
高比良雅之（金沢大学 眼科）

【腫瘍】
座長：三戸　秀哲（井出眼科病院）

鈴木　茂伸（国立がん研究センター中央病院眼腫瘍科）

ランチョンセミナー11:40 ～ 12:40

【涙道内視鏡でできること、できないこと】
座長：鈴木　　亨（医療法人 鈴木眼科クリニック）
演者：鎌尾　知行（愛媛大学眼科）

松村　　望（神奈川県立こども医療センター 眼科）
共催：ファイバーテック株式会社

フェアウェルセミナー13:05 ～ 14:05

【New Perspectives in the Management and 
Treatment of Thyroid Eye Disease】

座長：Masashi Mimura（Osaka Medical College）
演者：Yuji Hiromatsu（Kurume University）

Bobby Korn（University of California）
共催：Horizon Therapeutics

教育講演
12:55 ～ 13:55

【眼形成領域の解剖－よもやま話】
座長：鄭　　暁東（愛媛大学医学部眼科学教室）
演者：柿崎　裕彦（愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科）

14:10 ～ 15:30

シンポジウム 1
【会長特別企画 『Look Better, See Better』

よりよい形態と視機能を目指して】

座長：高橋　靖弘（愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科）
鄭　　暁東（愛媛大学医学部眼科学教室）

15:45 ～ 16:45

一般講演 3　O3-1 ～O3-6
【眼瞼・症例報告】

座長：根本　裕次（日本医科大学眼科）
恩田　秀寿（昭和大学医学部眼科学講座）

17:00 ～ 18:20

シンポジウム 2
【眼瞼下垂症手術のエキスパートオピニオン】

座長：野田　実香（慶應義塾大学病院眼科）
村上　正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼形成外科）

9:00 ～ 10:00

10:15 ～ 11:15

一般講演 4　O4-1 ～O4-6

特別講演
【Finesse in Ptosis Surgery】

座長：高橋　靖弘（愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科）
鄭　　暁東（愛媛大学医学部眼科学教室）

演者：ChaiTeck Choo(Singapore National Eye Centre)

11:30 ～ 12:50 シンポジウム 3
【眼窩疾患診療のアップデート 2000】

座長：三村　真士（大阪医科大学眼科学教室）
尾山　徳秀（うおぬま眼科／新潟大学医歯学総合病院眼科）

14:05 ～ 14:15 閉会式、会長賞発表、次期会長挨拶

シンポジスト：
宮田　信之（岡田眼科）
林　　憲吾（横浜桜木町眼科）
小泉　正樹（こいずみ形成クリニック）
三村　真士（大阪医科大学眼科学教室）
林　　寛子（ジョイアクリニック）
権太　浩一（東北医科薬科大学形成外科学）

シンポジスト：
三谷亜里沙（愛媛大学医学部眼科学教室）
高橋　靖弘（愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科）
渡辺　彰英（京都府立医科大学眼科学教室）
今川　幸宏（大阪回生病院眼科）

シンポジスト：
山中　行人（京都府立医科大学眼科学教室）
田邊　美香（九州大学眼科）
安積　　淳（神戸海星病院眼科・アイセンター）
元村　尚嗣（大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学）

日　程　表
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ショートタイトル一覧

5 月 15日（土）　WEB開催
セッション名 開始

時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ
番号

一般講演 1 09:30

O1-1 眼窩内異物の一例 渡邉　竜也 帯広協会病院眼科 35

O1-2 複数回受傷の眼窩骨折 恩田　秀寿 昭和大学医学部眼科学講座 35

O1-3 家兎の骨折組織修復の検討 中山　知倫 京都府立医科大学眼科学教室 36

O1-4 急性涙嚢炎による失明の 1 例 石川　未奈 愛媛大学附属病院 眼科 36

O1-5 TS-1 関連涙道障害の動向 丹　　啓紀 愛媛大学医学部付属病院 眼科 37

一般講演 2 10:35

O2-1 眼瞼下垂手術（挙筋前転法） 星野　彰宏 医療法人ほしの眼科／ JCHO 中京病院 38

O2-2 挙筋短縮術後瞬目から考える病態 大山　泰司 京都府立医科大学附属病院 眼科学教室／那覇市立病院 38

O2-3 PAP に伴う眼瞼下垂に対する手術 小松　星児 岡山ろうさい病院 形成外科 39

O2-4 サスペンダーによる眼瞼下垂手術 兼森　良和 カネモリ眼科形成外科クリニック 39

O2-5 内反症における角膜形状解析 柚木　達也 富山大学眼科 40

ランチョンセミナー 11:40 LS
涙道造影検査でできること、できないこと 鎌尾　知行 愛媛大学医学部附属病院 診療科眼科学

47小児の涙道内視鏡手術　できること、
できないこと 松村　　望 神奈川県立こども医療センター眼科

教育講演 12:55 EL 眼形成解剖よもやま話 柿﨑　裕彦 愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科 15

シンポジウム 1 14:10

S1-1 眼瞼下垂と視機能 三谷亜里沙 愛媛大学医学部眼科学教室 17

S1-2 マイボーム腺機能不全と眼瞼疾患 高橋　靖弘 愛知医科大学病院眼形成・眼窩・涙道外科 18

S1-3 涙液から考える眼形成と視機能 渡辺　彰英 京都府立医科大学眼科学教室 19

S1-4 眼窩骨折と視機能 今川　幸宏 大阪回生病院眼形成手術センター 20

一般講演 3 15:45

O3-1 重症筋無力症の眼瞼下垂手術症例 小出　遼平 長崎みなとメディカルセンター 眼科／九州大学 眼科 41

O3-2 瘢痕性上下眼瞼外反症の皮膚移植 鎌尾　知行 愛媛大学 眼科 41

O3-3 麻痺性兎眼に対する上眼瞼の LTS 北口　善之 大阪大学大学院医学系研究科 脳神経感覚器外科学（眼科学） 42

O3-4 眉毛の薄い女性の眉毛下皮膚切除 野田　実香 慶應義塾大学 眼科／井上眼科病院 42

O3-5 長掌筋腱を用いた眼瞼の再建 辻　　英貴 がん研究会有明病院 43

O3-6 内眼角部皮下の静脈奇形 高比良雅之 金沢大学 眼科 43

シンポジウム 2 17:00

S2-1 ミュラータック、CO2 レーザー使用 宮田　信之 岡田眼科 22

S2-2 ミュラータック＋腱膜前転 林　　憲吾 横浜桜木町眼科 23

S2-3 拳筋腱膜固定法 小泉　正樹 こいずみ形成クリニック 24

S2-4 眼瞼挙筋群短縮術 三村　真士 大阪医科大学眼科学教室 25

S2-5 眉毛下皮膚切除術―私の方法 林　　寛子 ジョイアクリニック 26

S2-6 前頭筋吊り上げ術の適応拡大 権太　浩一 東北医科薬科大学形成外科学 27
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5 月 16日（日）　WEB開催
セッション名 開始

時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ
番号

一般講演 4 09:00

O4-1 小児眼瞼基底細胞がん 佐藤　陽平 大阪医科大学 眼科 44

O4-2 涙点を含む眼瞼腫瘍 奥　　拓明 バプテスト眼科クリニック／京都府立医科大学眼科 44

O4-3 基底細胞癌と兎眼の同時手術 大島　浩一 岡山医療センター眼科 45

O4-4 Free tarsal flap による眼瞼再建 後藤　　浩 東京医科大学 眼科 45

O4-5 CT で高吸収の MALT リンパ腫 水門　由佳 北海道大学大学院医学研究院 眼科学教室 46

O4-6 涙腺多形腺腫若年例と病理 渡辺　義浩 日本医科大学武蔵小杉病院 眼科 46

特別講演 10:15 Finesse in Ptosis Surgery ChaiTeck Choo Singapore National Eye Centre 14

シンポジウム 3 11:30

S3-1 正常な眼球活動を求めて。眼科骨折アップデート 山中　行人 京都府立医科大学眼科学教室 29

S3-2 眼窩悪性腫瘍のアップデート 田邉　美香 九州大学眼科 30

S3-3 眼窩炎症の治療 安積　　淳 神戸海星病院眼科・アイセンター 31

S3-4 当科における義眼床再建術 元村　尚嗣 大阪市立大学大学院医学研究科形成外科学 32

フェアウェルセミナー 13:05 FS

The Clinical Presentation and 
Management for TED in Japan 
with additional focus on the 
need for co-management with 
Endocrinology and Ophthalmic 
Plastic and Reconstructive 
Surgery.

Yuji Hiromatsu Kurume University

48
Novel Therapies for the treatment 
of Thyroid Eye Disease with 
a focus on real World USA 
Experience with teprotumumab, 
the only FDA approved therapy 
for Treatment of TED.

Bobby Korn University of California
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シンポジウム１
会長特別企画【『Look Better, See Better』よりよい形態と視機能を目指して】

座長：高橋靖弘（愛知医大眼形成）、鄭暁東（愛媛大眼科）

眼瞼下垂と視機能 三谷亜里沙  （愛媛大眼科）
マイボーム腺機能不全と眼瞼疾患 高橋靖弘     （愛知医大眼形成）
涙液から考える眼形成と視機能
眼窩骨折と視機能

渡辺彰英     （京都府立医大眼科）
今川幸宏     （大阪回生病院眼形成手術センタ―）

　

本シンポジウムは、本学会のテーマである
「Look Better, See Better－よりよい形態と視
機能を目指して－」を基に企画されました。眼球
付属器のうち、眼瞼及び眼窩は、いわゆる「見た
目」への関与だけでなく、眼球の健常性を維持す
る上で必要不可欠な存在です。本シンポジウムで
は、特に眼瞼及び眼窩疾患における美容面だけで
はない、視機能との関わりについて、4演者に紹介
していただきました。

【第１席】三谷亜里沙先生による眼瞼下垂と視機
能の関係に関する発表でした。眼瞼下垂患者の
「焦点が合いづらい」という症状の原因を掘り下
げて調べるために実用視力と角膜形状に着目し、
眼瞼下垂手術後には実用視力の向上、高次収差の
軽減、及びコントラスト感度の改善が認められる
ことを明らかにされました。

【第２席】高橋靖弘先生による眼瞼疾患とマイ
ボーム腺機能不全との関係に関する発表でした。
マイボーム腺機能不全が眼輪筋の機能低下と眼瞼
炎によって惹起されることから、これらを引き起
こしうる顔面神経麻痺、眼瞼痙攣、及び眼瞼内反
症とマイボーム腺機能不全との関係を、自験例を
交えて解説していただきました。

【第３席】渡辺彰英先生による眼瞼手術と涙液動
態との関係に関する発表でした。眼形成手術の副
次的効果として、糸状角膜炎や機能性流涙が改善
することがある一方、手術によって、瞬目時の摩
擦亢進、涙液クリアランスの変化、涙液減少、及
び兎眼が発生し、眼表面が傷害されることがあり
ます。眼形成手術の功罪を理解し、特に「罪」へ
の対応策を事前に把握しておく重要性について解
説していただきました。

【第４席】今川幸宏先生による眼窩骨折と視機能
との関係に関する発表でした。眼窩骨折の治療に
おいて患者さんの治療満足度を左右する術後の
「見た目」と「視機能」の両者を獲得するための
手術適応、手術時期、再建材料、及び手術アプロ
―チ法について解説していただきました。特にア
プローチに関しては経皮法と経結膜法があり、経
皮法では皮膚に手術痕が残る可能性があるもの
の、経結膜法と比較し広い術野が得られるという
利点があり、各症例における経皮法と経結膜法の
使い分けを紹介していただきました。
眼瞼・眼窩疾患の治療においては、美容的な観
点を重視しがちですが、視機能への影響を意識す
ることで、一段レベルアップした手術が可能とな
ります。今後、眼瞼・眼窩疾患と視機能の関係が
更に解明され、Look Better, See Betterを目指
す眼形成手術を期待したいと思います。

⽬次へ
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シンポジウム２
【眼瞼下垂症手術のエキスパートオピニオン】

座長：野田実香（井上眼科病院）、村上正洋（日医大武蔵小杉病院眼形成外科）

CO２レーザーを使用した経皮的ミュラー筋タッキング　宮田信之  （岡田眼科）
ミュラー筋タッキング＋挙筋腱膜前転　　　　　　　　 林憲吾     （横浜桜木町眼科）
安定した成績と、修正手術を考慮した眼瞼下垂症手術　 小泉正樹  （こいずみ形成クリニック）
眼瞼挙筋群短縮術 三村真士  （大阪医大眼科）
眉毛下皮膚切除術-私の方法 林寛子      （ジョイアクリニック）
改良法筋膜吊り上げ術Short Fascia Suspensionの導入による前頭筋吊り上げ術適応範囲の拡大

権太浩一  （東北医科薬科大形成外科）

　


日本眼形成再建外科学会　第1号　2022年

本シンポジウムでは、6人の演者の先生に、眼瞼
下垂の得意とする術式をお示しいただき、数ある
術式の中からどうしてこれに辿り着いたのかの経
緯をお話いただいた。

【第1席】腱膜性眼瞼下垂について、宮田先生は
経皮的アプローチでミュラー筋単独のタッキング
について話された。ミュラー筋は薄いが10㎜以上
タッキングすると重症例にも有効なことが多く、
隣接する挙筋腱膜を瞼板近くに固定する効果もあ
るとのことであった。さらに組織が柔らかいため
開閉瞼の動きがよく角膜びらんが少ないとの報告
もあるそうである。近年はCO２レーザーを用いる
ことにより出血が少なく短時間で済むようになっ
たと論じられた。

【第２席】林憲吾先生は軽症例に挙筋腱膜（裏
面）前転法を、中等度以上にはミュラー筋タッキ
ングを、重度にはそれらを併用していると話され
た。ミュラー筋タッキングでは瞼縁の自然なカー
ブが得られやすく閉瞼不全による合併症も少な
い。効果が足りない場合に挙筋腱膜前転法を追加

することで、様々な程度の眼瞼下垂に対応できる
と論じられた。
【第３席】小泉先生は腱膜固定術について話され
た。分厚い膜から構成される挙筋腱膜の浅層部の
遠位端を瞼板に固定する腱膜固定術について、解
剖学的に考えると自動的に固定する位置は決めら
れており、術中に開瞼を確認して前転量を変える
必要はないと述べられた。低矯正になることが
あっても過矯正になることはなく、術後の修正も
可能であるとのことであった。

【第４席】三村先生はミュラー筋と挙筋腱膜の双
方を剥離してから前転する、眼瞼挙筋腱膜短縮術
について話された。短時間でできるとは言えない
が、重症例にも対応できるとのことであった。

【第５席】林寛子先生は、まずはアルゴリズムに
従った適応術式の選択方法を、次いで本邦に眉毛
下皮膚切除術を広めた元祖として、デザイン方法
や形成外科の基本手技に忠実な真皮の縫合法につ
いて論じられた。

⽬次へ
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【第６席】権太先生は前頭筋吊り上げ術について
話された。筋膜吊り上げ術では移植筋膜の下端を
瞼板でなく眼窩隔膜の裏面に固定する改良法によ
りlid lagが改善し、重度でない眼瞼下垂の症例に
も整容的結果を損なうことなく下垂を矯正するこ
とができるようになったと論じられた。

それぞれの先生が紆余曲折を経て辿り着いた術
式をおこなっているわけである。多くの先生が最
初に習った術式をベースとし、他の術式の利点を
取り入れながら改良されて、安定した結果が出せ
る術式に落ち着いたものと思われた。今回は企画

の段階から積み重ねたデータから各術式を比較す
るなどのエビデンスは求めず、あくまでタイトル
のごとく各演者が信じる「エキスパートオピニオ
ン」を自由に述べていただくことがコンセプトで
あったため、演者間で白熱した討論となったが、
十分に用意したはずの討論時間内では纏まらず、
術式の優劣については予想通り平行線のままと
なった。眼瞼下垂手術は、ただ挙上させるだけで
はなく合併症を起こしにくい方法を模索していく
段階に発展してきている。さらなる情報交換に
て、より良い術式への発展が期待される。

⽬次へ
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シンポジウム３
【眼窩疾患診療のアップデート2020】

三村真士（大阪医大眼科）、尾山徳秀（うおぬま眼科／新潟大眼科）

正常な眼球活動を求めて眼科骨折アップデート　山中行人 （京都府立医大眼科）
眼窩悪性腫瘍のアップデート 田邉美香 （九州大眼科）
眼窩炎症の治療 安積淳    （神戸海星病院眼科）
当科における義眼床再建術 元村尚嗣 （大阪市大形成外科）

日本眼形成再建外科学会　第1号　2022年

今回で8回目と、一周りして円熟期となってきた
感のある本学会において、眼窩疾患診療のアップ
デート2020と題したシンポジウムがプログラム
され、さまざまな眼窩疾患について、エキスパー
トの先生方にアップデートをお願いしました。

【第１席】まずは外傷の代表格である眼窩壁骨折
について、京都府立医大の山中行人先生にご講演
いただきました。眼窩壁骨折の機能的な評価は
HESSチャートや両眼単一視野による複視の評価
に集約されますが、HESSチャートの結果を使用
したHAR％という指標を用いて、眼窩壁骨折の
術後機能を予測する試みをされ、その結果を解説
いただきました。「正常な眼球運動をとりもど
す」という、本学会のテーマであるLook
better, see betterに合致する内容であったと思
います。一方で、形成外科的な立場から、眼窩陥
凹の評価について質問がありました。ここに眼科
と形成外科の注目点に若干の相違があることが面
白いですが、眼窩壁骨折の評価には多数のバイア
ス（年齢、再建までの時間、外傷の強度、軟部組
織のtrapの程度、再建材料の種類etc）が考えら
れ、今後またさまざまな解析に期待したいと思い
ました。

【第２席】九州大学の田邉美香先生に、眼窩悪性
腫瘍についてご講演いただきました。炎症性筋線
維芽細胞性腫瘍 (IMT: Inflammatory
myofibroblastic tumor) や孤発性線維性腫瘍
(SFT: solitary fibrous tumor ) といった、新し
く悪性腫瘍の範疇に加えられたものや、病態や病
理の解明に基づいて名称が変わっているものな
ど、まさに知識のアップデートをしていただきま
した。さらには、癌診療においてトピックスとな
る遺伝子診断の発展についてご紹介され、遺伝子
パネル検査によって網羅的な解析を行うことで、
多種類の抗腫瘍薬や分子標的薬の中から最適な薬
剤の選択ができ、オーダーメイド治療が稀少がん
である眼腫瘍領域にも使用できるようになってい
ることをご紹介いただきました。もちろん外科的
切除には限界があり、このスマートな治療方法
は、患者、医療者側双方にとって朗報であり、今
後のさらなる発展を期待し、我々もアップデート
を怠らないようにしたいと思いました。

【第３席】神戸海星病院の安積淳先生に、眼窩炎
症性疾患についてご講演いただきました。先生の
豊富な症例経験に基づき、さまざまな治療アプ
ローチをご紹介いただきました。具体的にはステ
ロイド治療と如何にうまく付き合うかに終始して
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おられたと思います。特にリツキシマブなどの分
子標的治療薬やメトトレキサートといった免疫抑
制剤を膠原病・免疫内科医などの協力のもと導入
することで、ステロイド治療の良い側面を引き出
しつつ、副作用の面を打ち消す工夫をされている
点は、さすが玄人といった内容でした。また、先
生の講演はいつも患者さんの立場に立たれている
ことが感じ取られ、共感する聴衆も多かったと思
います。腫瘍と同様に、眼窩炎症性疾患にはハイ
ブリッド治療が必要であり、今後さらにアップ
デートが繰り返され、患者さんの福音につながる
のではないかと思
いました。

【第４席】大阪市立大学形成外科の元村尚嗣 教
授に、義眼床再建の治療戦略について、ご講演を
いただきました。義眼床再建を部分再建と全部再
建の２つに大別され、それぞれの再建方法につい
て、鮮やかな手術動画を供覧させていただき、如
何に整容的に満足のいく仕上がりを追求するか
に、形成外科魂を見たと思った聴衆も多いと思い

ます。一方で、部分再建では肋軟骨で作成した義
眼台（肋軟骨ボール）を強膜フラップで覆い、外
眼筋と連結させることで術後の義眼の動きも再現
できるような術式を紹介されていた。全部再建で
は、肋軟骨・頭蓋骨外板による眼窩縁の再建や血
管茎付き遊離複合組織移植による眼窩再建や側頭
筋膜による術後の眼瞼形態や動きの再現など機能
的な部分もできるだけ考慮に入れた多段階手術に
よる総合的アプローチを追求されており、義眼床
再建全般にわたる総合的なアップデートができた
と思います。義眼床再建という眼形成疾患治療の
最後の砦が発展することは大変心強く、今後のさ
らなる発展に期待したいと思いました。

以上の4演題はどれも非常にレベルが高く、眼
形成再建外科のフラッグシップ学会の一つとして
ふさわしいシンポジウムとなったと思いました。
さらにこの分野を発展させるべく、今回のシンポ
ジウムが糧となれば幸甚です。最後になります
が、我々を座長としてご用命いただきました、鄭
暁東大会長に熱く御礼申し上げます。
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一般講演1
【眼窩・涙器】

座長：後藤浩（東京医大眼科）、鈴木亨（鈴木眼科クリニック）

眼窩内異物の一例 渡邉竜也  （帯広協会病院眼科）
複数回受傷の眼窩骨折 恩田秀寿  （昭和大眼科）
家兎の骨折組織修復の検討 中山知倫  （京都府立医大眼科）
急性涙嚢炎による失明の1例 石川未奈  （愛媛大眼科）
TS-1関連涙道障害の動向 丹啓紀     （愛媛大眼科）

【第１席】帯広境界病院眼科の渡辺竜也先生によ
る「Swing eyelid approachにより眼窩内異物除
去を行った1例」であった。作業中に下眼瞼から
眼窩内に飛入した金属片を、下眼瞼結膜円蓋部か
ら外嘴にかけて切開して眼窩内に展開する、いわ
ゆるSwing eyelid approachによって安全、確実
に摘出したという内容であった。講演中のビデオ
を観ると円蓋部結膜の切開のみでも摘出できたよ
うにも見受けられたが、本アプローチは術野を広
く確保できるため、症例によっては非常に有用な
方法である。また、術後の瘢痕形成もきわめて少
ないので、整容的にも優れた切開法である。な
お、ビデオでは円蓋部結膜の縫合を行っていない
ようであった点が少々気になった（これについて
は視聴者からも瘢痕・拘縮のリスクに関する質問
があった）。

【第２席】昭和大学眼科の恩田秀寿先生による、
特異なCT所見を呈した「格闘技で複数回受傷後に
重度の眼球運動障害を発症した眼窩下壁骨折の1
例」であった。患者はキックボクシングの格闘家
で、問診によればこれまでも何度か眼窩の下壁骨
折を繰り返していたようで、上顎洞の粘膜と相
俟って最後の一撃により今回のような上顎洞内に
垂れ下がった、球状で辺縁に高吸収域を有する脱

出所見をきたしたようであった。脱出下組織に骨
膜は含まれていたかという質問に対し、組織学的
には骨膜は存在していなかったとのことであっ
た。なお、格闘技による眼窩吹き抜け骨折の中で
はボクシングによる打撲が最も多いということで
あった。

【第３席】「家兎を用いた開放型骨折組織修復の
検討」で、京都府立医科大学の中山知倫先生によ
る発表であった。家兎の耳介軟骨に小孔を開け、
スーパフィクソーブⓇを挿入する場合としない場
合における修復過程を組織学的に比較検討したユ
ニークな動物実験の報告であった。計2羽6カ所で
検討し、組織学的な変化の再現性はよかったとの
こと。今回は軟骨組織を用いての検討であった
が、今後は骨組織を用いて同様の検討を行う予定
とのことであった。充填物のコントロールとして
ハイドロキシアパタイトを用いてはどうか、ま
た、今回は処置後1週間と短期における評価で
あったが、例えば3か月後など長期的にみた場合
の組織学的な変化の差異をみてはどうか、という
多くの宿題が提案されていた。

【第４席】愛媛大学眼科の石川未奈先生による、
「急性涙嚢炎による失明の１例」であった。急性
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涙嚢炎が失明を引き起こす重要疾患であることが
示された。急性涙嚢炎においては通常は涙嚢周囲
炎を併発、つまり眼科隔膜より前方の眼窩に炎症
が波及する。しかし今回供覧された症例は、それ
より後方に膿瘍が生じ、2度の経皮的な眼窩ドレ
ナージ（DCR時）も奏功せず網膜中心動脈閉塞を
生じて失明した。同様の症例は過去30症例以上も
報告されているという。急性涙嚢炎では、炎症の
範囲を診断するCT検査が必須であること示唆する
教育的な演題であった。なお、本症例では涙嚢結
石があったため、この原因についての質問があっ
たが不明とのことであった。

【第５席】愛媛大学眼科の丹啓紀先生による、
「TS-1関連涙道障害の動向」であった。抗がん剤
TS1の副作用である流涙症についての長期に渡る
動向が示された。調査初期では涙小管閉塞
Grade3など重症例が一定割合あったが、最近数
年ではむしろ軽症例の割合が増えてきたと言う。
TS1による流涙症は、涙小管の障害によって生じ
るものが多いのが特徴で、一旦重症化すれば治療
に難渋する。したがって、如何に軽症のうちに涙
道チューブで涙小管の癒着を防止するかが治療も
ポイントである。腫瘍内科や外科などにおける
TS1副作用周知が確実に実行されるようになった
結果と推察できる。
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一般講演2
【眼瞼】

座長：大島浩一（岡山医療センター眼科）、高比良雅之（金沢大眼科）

眼瞼下垂手術（挙筋前転法） 星野彰宏  （医療法人ほしの眼科／JCHO 中京病院）
挙筋短縮術後瞬目から考える病態 大山泰司  （京都府立医大眼科／那覇市立病院）
PAPに伴う眼瞼下垂に対する手術 小松星児  （岡山ろうさい病院形成外科）
サスペンダーによる眼瞼下垂手術 兼森良和  （カネモリ眼科形成外科クリニック）
内反症における角膜形状解析 柚木達也  （富山大眼科）

⽇本眼形成再建外科学会　第1号　2022年

【第１席】演者は、通常は挙筋腱膜の表から３針
タックする術式を行っているようですが、今回の
検討ではミュラー筋側からのタックや、１針のみ
タックする方法などについて比較検討していま
す。 それぞれのタックのみで足りない場合には、
もう一方のタックを追加する、また１針のみの
タックでは三角形になりやすく、その場合には３
針固定することがやはり必要です。結局は、術中
の仕上がり具合によってその手技を追加・変更す
ることが重要であると考えられました。質疑で
は、術後長持ちするかどうかも考慮して術式を選
ぶ必要があるとのコメントがありました。また術
野が片側のみであり、やはり術中も両眼解放して
の比較が必要との意見がありました。

【第２席】「HCL装用者の眼瞼下垂では開瞼機能
のみが低下し、閉瞼機能は影響を受けない」とい
う結果は、至極当然のことと考えます。また「退
行性眼瞼下垂患者では開瞼機能と閉瞼機能の両方
とも低下している。」という結果も、当然のこと
でしょう。しかし「退行性眼瞼下垂患者では、眼
瞼下垂手術により、開瞼機能のみならず閉瞼機能
も改善する」という結果の理由がよくわかりませ
んでした。この点をきちんと説明できれば、良い
論文になるでしょう。

【第３席】症状は眼瞼下垂、上眼瞼溝深化
（DUES:
deepening of the upper eyelid sulcus）などが
代表的です。演者はPAP に伴う眼瞼下垂に対する
手術において、易出血性や組織変性のため難渋し
やすく、術中の濾過胞損傷や術後の角膜上皮障害
のリスクから眼瞼挙筋前転量は控え目が妥当では
ないかと結論付けています。PAPかそうではない
退行性かを術前に決める重要性については、やは
りPAPでは術後の変化が大きく予測不能であるよ
うで、とくに過矯正には留意すべきであると考え
られました。PAPでコラーゲン変性が生じ筋力が
落ちることと術後の過矯正は理屈に合わないよう
だが、という質問に対しては、閉瞼する力も落ち
ることも関与するかもしれないとの回答がありま
した。

【第４席】「サスペンダー（PTFEシート）」が保
険適応となり、使いやすくなりました。それ以前
は、多くの術者が、保険適応外の「人工硬膜」な
どを使用していたことと思います。演者は、以前
から多数の前頭筋吊り上げ術を行っていらっしゃ
るようです。是非とも、人工硬膜とサスペンダー
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を比較したデーターを発表されるよう期待しま
す。

【第５席】退行性下眼瞼内反症患者に対し
posterior lower eyelid retractors (LER)
advancement の単独もしくは lateral tarsal
strip (LTS) の併用を行った症例群で、術前後の矯
正視力や角膜形状変化には大きな変化はありませ

んでしたが， total higher-order aberrations
(HOAs)は術後に減少し、角膜障害の改善に伴って
HOAsが改善しました．術前後の角膜対称性、
Eccの検討も勧めるというコメントがありまし
た。小児の内反症でも同様の変化があるか興味が
ありますので、今後の解析を期待します。
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一般講演3
【眼瞼・症例報告】

座長：根本裕次（日本医大眼科）、恩田秀寿（昭和大眼科）

重症筋無力症の眼瞼下垂手術症例 小出遼平 （長崎みなとメディカルセンター／九大眼科）
瘢痕性上下眼瞼外反症の皮膚移植 鎌尾知行 （愛媛大眼科）
麻痺性兎眼に対する上眼瞼のLTS 北口善之 （大阪大脳神経感覚器外科学）
眉毛の薄い女性の眉毛下皮膚切除 野田実香 （井上眼科病院）
長掌筋腱を用いた眼瞼の再建 辻英貴 （がん研有明病院眼科）
内眼角部皮下の静脈奇形 高比良雅之 （金沢大眼科）

WEB開催では、質疑応答の時間が短く、かつラ

イブ感がないため、活発な討論がウリである本学
術集会としては、少し違和感があった。座長（根
本）が質疑応答中にボタン操作を間違って、
ミュートしたり、退出したりしてしまいパニック
になった。円滑な進行のため、2人座長は必須で
ある。
以下、記述は演題1～3は根本裕次が、演題4～6
は恩田秀寿が担当した。

【第１席】他院形成外科で眼瞼下垂手術しても挙
上が悪く、数日後に再手術するも低矯正で紹介、
重症筋無力症（MG）の診断が確定した症例の報
告である。質疑応答では、発表症例では、複視・
眼球運動障害の存在によりMGを疑う、内科的治
療で改善なければ、挙筋短縮、ゴアテックス吊り
上げを行う、とのことであった。
個人的にもMGは時々遭遇する。筋の収縮障害が
あるため、よく見かける腱膜性、加齢性眼瞼下垂
と同様の短縮術では低矯正になりやすく、術前の
確実な検出が必要で、ルーティンにアイステスト
を行っている。

【第２席】魚鱗癬に伴う両上下眼瞼瘢痕性外反症
に対し、鎖骨上窩皮膚の移植とlateral tarsal
stripを施行し、好結果を得た症例報告である。ま
ず、右上下眼瞼に行い、移植片が少し収縮した経
過をみて、翌年に左上下眼瞼に少し大きめの皮膚
を移植した。耳介皮膚を使用しなかった理由につ
いて質問があった。
個人的には、前葉の補充という、セオリー通りの
治療でよいと思うが、移植皮膚の魚鱗癬が長期的
に悪化し、外反が再発しないか気になる。

【第３席】顔面神経麻痺性兎眼に患側上眼瞼の
lateral tarsal strip（LTS）を行い、日中の患眼遮
蔽が不要になった症例報告である。眼輪筋の緊張
を高めるとしている。通常、同疾患に対して施行
するのは下眼瞼LTSであり、この件について質問
があった。個人的にはLTSを上眼瞼に対して行う
ideaは秀逸であると思った。この術式が確立され
ればGold weight法などは不要になるかもしれな
い。

【第４席】美容的・社会的に高いハードルがある
眼瞼皮膚弛緩症に対し、患者ファーストの眉毛下
皮膚切除術を行った症例報告である。術直後から
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の職場・社会復帰を目標に据え、考えられるあら
ゆる手段・手技を投じた結果、患者の大きな満足
度につながった。野田先生のスペシャリティに感
銘した。皮剥、止血、皮膚縫合などの形成外科手
技の留意点、術前の皮膚切除の定量の方法につい
ての質問があった。演者からは、局所冷却をしな
がら剥離し、縫合は細かいinterlocking sutureを
行うことにより、より綺麗な創を形成できると回
答があった。
【第５席】プロ野球選手の野球肘の治療で有名な
Tommy John surgeryにヒントを得て、長掌筋腱
を移植し眼瞼再建を行った症例報告である。大腿
筋膜移植症例では、筋膜採取後の歩行時痛が患者
ADLを低下させるという問題点がある一方、非利
き腕からの長掌筋腱移植例では、採取後の患者
ADLは低下しないことが報告された。また腱の採
取方法の動画を見ることができた。下眼瞼から耳

側に眼瞼をリフトアップする上で、テンションの
掛け方、腱移植部の眼瞼隆起、術後合併症につい
ての質問があった。それぞれ少なからず問題点は
あるが、上顎癌治療後のオキュラーサーフィスの
改善を目的とする兎眼手術としては有効な手段で
あった。
【第６席】内眼角部の血管系腫瘤の分類と除外診
断よって静脈奇形と確定診断した症例に対する腫
瘤摘出手術の症例報告であった。鑑別診断には眼
窩静脈瘤も考えられるが、伏臥位でのMRI画像診
断も確実に行っている点で高比良先生の専門性に
感銘した。手術野を広く確保し、腫瘤に接続して
いた血管を結紮し腫瘤を一塊に摘出した。結紮で
はなくバイポーラによる止血でも十分ではないか
との指摘もあった。この症例からの教訓として、
内眼角切開時には未発見の静脈奇形や前角動脈に
注意して手術を行うべきである。
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一般講演4
【腫瘍】

座長：三戸秀哲（井出眼科病院）、鈴木茂伸（国立がんセンター眼腫瘍科）

小児眼瞼基底細胞がん 佐藤陽平  （大阪医大眼科）
涙点を含む眼瞼腫瘍 奥拓明 （バプテスト眼科クリニック／京都府立医大眼科）
基底細胞癌と兎眼の同時手術 大島浩一  （岡山医療センター眼科）
Free tarsal graftによる眼瞼再建 後藤浩 （東京医大眼科）
CTで高吸収のMALTリンパ腫 水門由佳  （北海道大眼科）
涙腺多形腺腫若年例と病理 渡辺義浩  （日本医科大武蔵小杉病院眼科）

日本眼形成再建外科学会　第1号　2022年

【第１席】大阪医科大学の佐藤陽平先生による、
「小児眼瞼基底細胞がんの一例」であった。小児
例での基底細胞癌は極めて稀であり、放射線照射
や特殊環境の暴露の履歴もないとのことであった
が、患者はプロサッカーのユースチームの所属で
あり、生下時からあった黒色病変が日光暴露によ
り癌化したのかも知れないとのことであった。小
児例であっても腫瘍が大きくなる場合には切除
し、病理検査しておくことが重要と思われた。本
症例はまず局所麻酔下で腫瘤切除されたが、断端
が陽性であったため、後日全身麻酔下で拡大切
除、再建され、完全切除された。ゴーリン症候群
では？との意見があったが、頭蓋内など全身には
問題ないとのことであった。

【第２席】バプテスト眼科クリニック／京都府立
医科大学眼科の奥拓明先生による、「涙点を含む
眼瞼腫瘍症例を検討すること。」であった。５１
１例もの多数症例の検討であり、眼瞼腫瘍で涙点
を含む例と含まない例での違いが示された。良性
腫瘍で最も多かったのが母斑で、悪性腫瘍で最も
多かったのが脂腺癌であった。涙点を含む腫瘍は
悪性に多くみられ、特に扁平上皮癌、基底細胞癌
に多く認められたが、このことは今後の診療に大
いに役立つものと思われた。また腫瘍径は悪性例

の方が大きい傾向にあったとのことであった。涙
点を含む腫瘍では、術後の流涙予防のために涙管
シリコンチューブ留置もおこなう方が良いとのこ
とであった。

【第３席】岡山医療センター眼科の大島浩一先生
による、「顔面神経麻痺により兎眼をきたした眼
瞼に、基底細胞癌を生じた一症例」であった。前
医で眉毛挙上術とクントの手術の既往がある９１
歳例で、眉毛下垂と下眼瞼外反の再発と内眼角部
に腫瘍が生じ、洗顔出来ないなどQOLの低下が
あった。また積極的な診療を望まないという何と
も悩ましいが、臨床の現場では稀に体験する貴重
な症例と思われた。患側の視力は元々不良であっ
たため、局所麻酔下、腫瘍を１ｃｍの安全域を含
めて切除、上下眼瞼の瞼縁を外側の一部だけ残し
て切除の上、縫合された。欠損した皮膚は人工真
皮で覆い、後日鎖骨下の皮膚を移植した。整容的
にも綺麗に治療され、洗顔も可能となりＱＯＬの
向上が得られた。

【第４席】東京医科大学の後藤浩先生による、「同
側のfree tarsal graftを用いた悪性眼瞼腫瘍切除
後の再建」であった。眼瞼前葉は周囲の皮膚の進
展皮弁で、後葉は同側の眼瞼（上眼瞼腫瘍は下眼
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瞼、下眼瞼腫瘍は上眼瞼）から眼瞼結膜・瞼板複
合組織で再建する術式であった。移植片の脱落は
なく、一時的な角膜上皮障害、睫毛乱生など非重
篤な合併症のみであり、特に欠損の縦径の大きく
ない場合に有効な方法であると報告された。瞼板
は1/2-2/3の厚みで採取することで、採取部位は
上皮化すること、組織の萎縮はあまり生じないこ
とが述べられた。一期的手術であることが利点で
あり、また硬口蓋粘膜の質問があったが、親和性
からも優れることが述べられた。

【第５席】北海道大学の水門由佳先生による、
「CTで高吸収所見を伴った眼窩MALTリンパ腫の
1例」であった。他疾患の画像検査で偶然発見さ
れた両側眼窩内腫瘍で、CTで血管構造に沿った高
吸収領域を伴っていた。左涙腺部腫瘍生検でIgH
遺伝子再構成も認めMALTリンパ腫の診断であっ
たが、血管壁にアミロイド沈着を伴っていた。ま
た本症例はIgG4が正常範囲であったことが追加さ
れた。同様の症例経験が質疑で提示され、アミロ

イド全てが石灰化を伴うわけではないこと、アミ
ロイドはALタイプであったことが述べられた。本
症例は治療を希望されず無治療であったが、質疑
の中でステロイド内服、またステロイド不応の場
合はベルケイド使用などの意見があった。

【第６席】日本医科大学武蔵小杉病院の渡辺義浩
先生による、「17歳女性の涙腺多形腺腫の1例」
であった。11歳頃から緩徐進行した左眼球突出
で、21×19mmの境界明瞭な涙腺部腫瘍を認め、
骨浸潤はないため側頭到達法で被膜ごと腫瘍を全
摘出し、多形腺腫の診断であった。免疫染色は成
人例と同様で、4年目まで再発なく推移していると
いう報告であった。耳下腺と異なり安全域を十分
確保できないこと、長期経過後の再発や悪性化が
問題であり、ドロップアウト防止策が議論され
た。被曝も考慮してMRIも選択肢であること、2-3
年に1回でもよいので定期受診を勧めること、再
発のリスクを患者にはっきり伝えることなどが述
べられた。
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■理事長：
野田　実香（井上眼科病院）
■副理事長：
鈴木　茂伸（国立がん研究センター中央病院眼腫瘍科長）
恩田　秀寿（昭和大学医学部眼科学講座主任教授）
■常任理事：
後藤　浩（東京医科大学臨床医学系眼科学分野教授）
敷島　敬悟（東京慈恵会医科大学眼科学講座教授）
■監事：
安積　淳（神戸海星病院 眼科部長）
大島　浩一（国立病院機構岡山医療センター眼科医長）
■理事：
・学術
高比良　雅之（金沢大学医学部眼科学講座講師）
鈴木　亨（鈴木眼科クリニック院長）
渡辺　彰英（京都府立医科大学眼科）
・広報
辻　英貴（がん研究会有明病院眼科部長）
三戸　秀哲（井出眼科病院医長）
・教育
根本　裕次（日本医科大学 眼科）
村上　正洋（日本医科大学武蔵小杉病院眼科講師）
今川　幸宏（大阪回生病院眼科）
上田　幸典（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科　主任医長）
・国際
三村　真士（大阪医科大学 眼科講師）

■協力会員：
・社会保険
尾山　徳秀（うおぬま眼科）
林　憲吾（横浜桜木町眼科）
・ウェブサイト
田邉　美香（九州大学大学院医学研究院眼科分野）
鶴丸　修士（鶴丸眼科）
有田　量一（有田眼科）
・理事長補佐
金久保　佐知子（金久保眼科）
■顧問：
酒井　成身（新宿美容外科・歯科院長）
中村　泰久（横浜相鉄ビル眼科）
八子　恵子（北福島医療センター）
■名誉会員：
稲冨　誠（昭和大学名誉教授）
久保田　伸枝（帝京大学医学部名誉教授）
田邉　吉彦（タナベ眼科）
中川　喬（医大前中川眼科院長・札幌医科大学名誉教授）

■賛助会員：
株式会社マスダ
参天製薬株式会社
株式会社ellman-Japan
株式会社カジヤマプロテーゼ
株式会社日本義眼研究所
株式会社ニデック
ファイバーテック株式会社
株式会社アツザワプロテーゼ
日本アルコン株式会社
帝人メディカルテクノロジー株式会社
千寿製薬株式会社
ノバルティスファーマ株式会社

※氏名・企業名は各項、五十音順

日本眼形成再建外科学会役員一覧
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会期 開催地 開催会場 会長 主幹

第１回 2013年12月14日～12月15日 愛知 愛知医科大学 柿崎 裕彦 愛知医科大学

第２回 2014年12月  6日～12月 ７日 兵庫 シマブンホール 安積 淳 神戸海星病院

第３回 2015年12月12日～12月13日 岡山 岡山国際交流センター 大島 浩一 岡山医療センター

第４回 2016年12月12日～12月13日 大阪 大阪国際交流センター 三戸 秀哲 井出眼科病院

第５回 2017年 6月 3日～ 6月 4日 福岡 北九州国際会議場 鈴木 亨 鈴木眼科

第６回 2018年 6月 2日～ 6月 3日 東京
慶應義塾大学日吉
キャンパス 野田 実香 慶應義塾大学

第７回 2019年 5月18日～5月19日 東京
がん研究会吉田富三
記念講堂 辻 英貴

がん研究会有明
病院

第８回 2021年5月15日～5月16日 愛媛 WEB開催 鄭 暁東 愛媛大学

日本眼形成再建外科学会学術集会の開催履歴
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第1章　総則
(名称)
第 1条：本会は日本眼形成再建外科学会 (Japanese Society

of Ophthalmic Plastic and Reconstructive
Surgery: JSOPRS)と称する。

(事務局)
第 2条：本会は事務局を日本眼形成再建外科学会   

（〒107-0062 東京都渋谷区恵比寿4-20-4恵比寿ガーデ 

 ンプレイス グラススクエアPORTAL POINT Ebisu #B5、

電話03-6456-4018）に置く。理事会の承認を得た
うえで、会計業務など運営の一部を学会運営業者に
委託することができる。

第2章　目的および事業
(目的)
第 3条：本会は眼形成外科に関する最新の情報交換と会員相

互の研鑚を目的とする。
(事業)
第 4条：本会は前条の目的を達成するため次の事業を行な

う。
1）学術集会の開催
2）会誌の発行
3）その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章　会員
(種別)
第 5条：本会の会員は、眼形成外科に興味を持つ医師および

その関連分野の関係者をもって構成する。
1）正会員
2）名誉会員
3）賛助会員

(入会)
第 6条：入会を希望する医師は、所定の入会申込書に記入の

上、入会金、当該年度の会費を添えて本会事務局に
申込まなければならない。医師以外の者で入会を希
望する場合、所定の入会申込書を本会事務局に提出
し、理事会の承認を得なければならない。承認後、
入会金、年会費の納入をもって、入会手続きの完了
とする。

第 7条：名誉会員は、眼形成外科研究の発展に特に功績の
あった者で、理事会が推薦し、決定する。

第 8条：賛助会員は、本会の事業を授助するため所定の賛助
会費を納人する団体および個人とする。

(入会員および会費)
第 9条：入会金は会員種別を問わず5,000円とする。正会員

(顧問を含む)の年会費は5,000円とする。なお、賛助
会員の年会費は50,000円とする。

第10条：名誉会員は入会金、年会費を免除する。
(資格の喪失)
第11条：会員が次の各号に該当した場合は、その資格を喪失

するものとする。
1）退会したとき
2）理事会の議決によって除名されたとき

(退会)
第12条：会員が退会する場合には、事前にその旨を本会事務

局に届け出なければならない。
(除名)
第13条：会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決に

より除名することができる。
1）本会会員として著しく品位を欠く行為があった
とき

2）特別の理由なく会費を2年以上滞納したとき

第4章　役員
(役員)
第14条：本会に正会員の中から次の役員をおく。

1）理事長 1名
2）副理事長 2名
3）常任理事 若干名
4）理事 8名以上
5）監事 2名
6）学術・広報・教育　それぞれ1名以上
7）総会長 2名（但、当該年度1名、次年度1名とす
る）

8) 顧問 数名
(理事長)
第15条：理事長は理事の互選によって選出される。理事長は

本会を代表し、会務を掌握し、理事会を招集する。
理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会
務について、総会もしくはその他の方法により、会
員に報告しなければならない。

(副理事長)
第16条：副理事長は理事の互選によって選出される。副理事

長は理事長の業務を補佐し、理事長が欠員の場合に
は理事長の職務を代行する。
(常任理事)
第17条：理事長は必要と認めれば常任理事を若干名おくこと
ができる。常任理事は理事会での議決権を有し、任期終了は
定めない。
(理事)
第18条：理事は理事会を構成し、会の運営に必要な諸事項を
審議決定する。尚、新たな理事の選出は理事の推薦に基づ

会則
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き、全理事の3分の2以上の賛成をもってこれを認める。理事
の人数は会員数の１割以下とする。
学術・広報・教育担当理事は理事会で理事の中から選出され
る。学術担当理事は会誌の発行、投稿論文の査読などを行
う。広報担当理事は広報業務などを行う。教育担当理事は教
育関連の業務などを行う。
(監事)
第19条：監事は理事の中から、理事会で選出される。監事は
本会の財産、会計および会務の執行を監査し、総会で意見を
述べることができる。
(学術集会における大会長)
第20条：
1）大会長は、前々年度の理事会で選出される。大会長は当
該年度の学術集会運営に当たる。
2）大会長は、当該年およびその前年に開催される理事会に
出席し、学術集会の準備状況報告、結果報告をしなければな
らない。
3）理事でないものを大会長として推薦する場合、その候補
者に理事会への出席を求めることができる。
（顧問）
第21条：顧問は、眼形成外科研究の発展に特に功績のあった
者で、理事会が推薦し、決定する。顧問は、本会の運営が適
正に行われるよう指導する立場にあり、理事会へ出席するこ
とができる。評決には加わらない。
(役員の任期と欠員について)
第22条：理事長、副理事長、理事、監事、学術・広報・教育
の任期は3年間とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員
が生じた場合の補充とその方法については、理事会でこれを
決定する。大会長の任期は担当する学術集会が終了するまで
とし、次年度大会長にその職務を引き継ぐものとする。大会
長は連続して就任することはできない。ただし、再任を妨げ
ない。

第5章　学術集会・理事会・学会誌
(学術集会・総会)
第23条：原則として学術集会を毎年1回開催する。開催時期
は理事会と大会長の合議で決定する。学術集会での筆頭演者
は本学会員でなければならない。但し、大会長が許可した場
合はその限りではない。共同発表者に会員以外の者を含んで
も差し支えない。プログラムの編成は、理事長、副理事長、
理事、当該年度総会長および次年度大会長によって行われ
る。大会長は会員以外の者を学術集会に招請し、学術集会で
発表させることができる。原則として総会を毎年1回開催す
る。議事は、出席正会員の過半数の可否により決する。
(理事会)

第24条：理事会は理事をもって組織し、原則として総会期間
中に以下の事項を審議する。なお、理事会には理事長、大会
長の承認を経て、関係者の参加を許可することがある。
1）毎年度の事業および会計に関する事務
2）その他、理事会が必要と認めた事項
3）理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。た
だし、予め委任状を提出した者は出席者とみなす。
4）理事会の審議は出席理事の過半数をもって決し、可否同
数のときは理事長の決するところによる。
(学会誌)
第25条：会誌は電子版を発行する。会誌の会員による閲覧
は、無料とする。

第6章　会計
(会計年度)
第26条：本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月
31日に終了とする。
(事務局の経費)
第27条：本会の事務局の運営に要する経費は年会費をもって
これに充てる。
(総会の運営費)
第28条：総会の運営費は総会の都度、参加費などを徴収して
これに充てる。
参加費の額は年度毎に総会長が決定する。会員以外の講演者
を総会に招請した場合、総会長もしくは理事会の裁量によ
り、参加費を免除することができる。

第7章　会則の変更
(会則の変更)
第29条：　この会則は理事会および総会の議決を経て変更す
ることができる。

〔附則〕
この会則は平成25年4月1日から施行する。
平成25年4月10日一部改変。
平成25年5月29日一部改変。
平成26年2月5日一部改変。
令和元年7月10日一部改変。
令和２年２月１４日一部改変
令和３年５月１９日一部改変 
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■会員特典■
正会員

1. 会員専用メーリングリストにご参加いただくことができま

す。

2. 本会の主催する学術集会、その他行事案内を配布致しま

す。

3. 学術集会その他の行事に参加し研究発表あるいは学会誌に

投稿することができます。

4. 会員専用webページをご利用いただくことができます。過

去の学術集会での講演動画や、会員様からご提供頂いた手術

動画を閲覧することができます。

賛助会員

1. 会の主催する学術集会、その他行事案内を配布いたしま

す。

2. 学術集会その他の行事に参加し研究発表あるいは学会誌

に投稿することができます。

3. 年1回開催される学術集会の抄録と年2回発刊される

Newsletterに、会社名を掲載いたします。

4. 上記の発刊物に掲載する広告を優先的に案内させて頂き

ます。

■会員登録情報の変更について■
マイページ（https://gkb.jp/s/jsoprs/login）より

更新をお願い致します。

■退会について■
退会を希望される方は、会員マイページ（https://

gkb.jp/s/jsoprs/login）へログインいただき、お問合せ

フォーム

より退会の旨ご連絡ください。
※お電話ではお受けできませんので、あらかじめご了承くだ

さい。

■お問い合わせ先■
「日本眼形成再建外科学会 JSOPRS」事務局
住所   : 〒150-6090

東京都渋谷区恵比寿4-20-4
恵比寿ガーデンプレイス グラススクエア
PORTAL POINT Ebisu #B5

TEL   : 03-6456-4018（平日 10:00～18:00） 
email :  jsoprs@mediproduce.com

■入会資格■
正会員　　眼形成外科に関心をもち、所定の手続きを経て申
し込んだ者。
賛助会員　本会の趣旨に賛同する個人または団体で、所定の
手続きを経て申し込んだ者。
※入会に際しては事後審査（本人確認）があります。 会員登
録情報に誤植を除く虚偽の記載があった場合、日本眼形成
再建外科学会は事後審査によって入会を取り消すことができ
ます。 またその場合、支払われた会費の返還は行いません。

■入会費■
入会費は会員種別を問わず５，０００円となります。

入会費　　　５，０００円

■年会費■
年会費は4月～3月の1年分となります。 入会月からの1年間
ではございませんのでご了承ください。
正会員　　　５，０００円
賛助会員　５０，０００円

■会員登録 & 会費支払い手続きについて■
≫正会員

日本眼形成再建外科学会ホームページ「ご入会手続き

（https://gkb.jp/s/jsoprs/application）」よりお手

続き下さい。

登録の流れは、 

1.会員基本情報⇒2.会費決済⇒登録完了です。

会員本人からの退会申し入れがない限り、毎年４月で会員を

自動更新とさせていただきます。

≫賛助会員

賛助会員として入会をご希望の場合はまず事務局までメール

（ jsoprs@mediproduce.com）でご一報ください。登

録の流れは

１．会員基本情報の登録→２．審査→３．会費決済→登録完

了です。

※会員基本情報の登録・審査通過後、会費のお支払い方法

（振込先口座等）について、登録メールアドレスへご案内さ

せていただきます。

※賛助会員の会費のお支払いは、口座振り込み限定となりま

す。ご了承ください。

入会案内
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ページ番号：タイトルページを第1ページとして、順次ページ
番号を付けてください。
原稿の長さ：原則として、本文と文献とをあわせて8,000字
以内、図表は6点以内とします。

５．原本1部およびコピー1部の合計2部に加え、CD-R等に保
存したものを提出してください。

６．原稿は、以下の区分ごとに、新しいページで書き始めて
ください。英文要約の添付は自由です。
1）タイトルページ
2）要約、キーワード
3）本文
4）文献
5）図（写真）
6）図の説明文
7）表

７．原稿の各部分は、以下の諸点に留意して作成してくださ
い。
1）タイトルページ
ダウンロードリンクより、Word形式またはPDF形式のファ
イルをダウンロードの後、所定の事項を入力していただき、
プリントアウトを原稿の第1ページとしてください。
入力したファイルは、原稿のデータとともに提出してくださ
い。
PDF　https://ganrinki.net/document/title-page.pdf
Word　 https://ganrinki.net/document/title-page.dotx
2）和文要約、キーワード
400字以内で、論文の概要が具体的にわかるように目的、対
象、結果、結論に分けて書いてください。臨床報告では、背
景、症例報告、結論としてください。要約の下に、キーワー
ド（5個以内）を重要な順に列記してください。
3）英文要約、キーワード
英文要約の添付は必須ではありません。添付される場合は
1,000字以内で、Purpose、Methods、Results、
Conclusionsに分けてください。臨床報告では、
Background、Case report、Conclusionsとしてくださ
い。キーワードは和文に合わせた英文を列記してください。
4）本文
原則として、以下の項目順に記述してください。
・実験研究、臨床研究の場合：緒言、対象および方法、結果、
考按
・症例報告の場合：緒言、症例、考按
各項目内での細区分には、1、（1）を用いてください。
略語は初出時にフルスペルを付けてください。

日本眼形成再建外科学会では、年に一回学術雑誌を刊行いた
します。投稿論文、学会原著の投稿を受け付けております。
詳しくは下記の投稿規定をご確認の上、奮ってご投稿くださ
いますようにご案内いたします。

名称　日本眼形成再建外科学会誌
編集　日本眼形成再建外科学会
発行　眼科臨床紀要会　〒112-0004　東京都文京区後楽

2-18-8　公和図書株式会社　内
提出　日本眼形成再建外科学会事務局　〒150-6090　東京

都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラ

ススクエア PORTAL POINT Ebisu #B5

E-mail: jsoprs@mediproduce.com
投稿規定 眼科臨床紀要会の投稿規定（下記）に準ずる

論文を掲載するか否かは、査読者の意見を参考にして日本眼
形成再建外科学会の査読委員会（理事長、副理事長、学術担
当）が決定します。掲載が決定した論文は、日本眼科臨床紀
要誌に掲載されます。さらに年に一回本学会関連の記事と学
術集会の抄録を集めて学会誌をPDFで作成します。
下記の眼科臨床紀要会の投稿規定に従ってご投稿ください。
原本1部およびコピー1部の合計2部に加え、CD-R等に保存
したものを提出してください。ただし著作権譲渡同意書以外
は電子メール経由でも構いません。

眼科臨床紀要会の投稿規定（眼科臨床紀要会からの抜粋）
https://ganrinki.net/thesis_contest/
contribution_rules01

１．他誌に既に発表されていないか、投稿中でない原著論文
の投稿を受け付けます。

２．論文を掲載するか否かは、査読者の意見を参考にして、
編集委員会が決定します。
編集方針に従って、原稿の修正、加筆、削除などを求める場
合があります。
編集上の事項を除いて、掲載論文の内容に関する責任は著者
にあります。

３．ヘルシンキ宣言（世界医師会）の理念を踏まえ、本人の
自由意志による同意（informed consent）を得てくださ
い。実験対象が動物の場合にも、愛護精神の観点から十分な
配慮をしてください。

４．原稿は、ワードプロセッサーを用い、A4判で作成してく
ださい。

投稿規定
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文献の引用は、該当箇所の右肩に、番号を片括弧でくくって
示してください［例：……の報告1）がある。］。
5）文献
本文中に引用した文献のみを、引用順に、番号とともに記載
してください。番号は片括弧でくくってください。
未発表の成績は印刷中の論文のみを（印刷中）として引用す
ることができます。掲載予定証明書のコピーを添付してくだ
さい。
学会発表（抄録集）は引用できませんので、本文中に
（　　）書きで記入してください。
著者が3名以上の場合には、筆頭から2名を列記し、それ以後
は「、他」、「、et al」としてください。
文献の書誌事項は以下に準じて記載してください。
（1）雑誌の場合
著者名：論文標題。雑誌名　巻数：初頁-終頁、発行年。
著者名と論文標題は、原文のとおり記載してください。
雑誌名は、日本語雑誌の場合には各雑誌で決められた略称
を、外国語雑誌の場合にはIndex Medicusに示された略称を
それぞれ用いてください。
（2）単行本の場合
著者名：書名。出版社名、発行地名、初頁-終頁、発行年。
著者名：論文標題。編者名：書名。出版社名、発行地名、初
頁-終頁、発行年。
日本語の単行本で、編者のある場合には編者名の後に
（編）：を書いてください。外国語の単行本で、編者のある
場合には編者名の前にin：を、編者名の後に（edまたは
eds）：を書いてください。
外国語書名の単語の頭文字（冠詞、前置詞を除く）は大文字
で書いてください。
単行本中の一部を引用した場合は、初頁-終頁を記載してく
ださい。
6）図（グラフ、写真を含む）
データが無い図（写真）は、裏面に筆頭著者名、図番号、天
地を示す矢印を記載し、カラー印刷を希望する場合その旨も
付記してください。
データがある図（写真）は原稿にデータを挿入のうえ、図番
号を入力してください。
患者の写真を用いる場合は、個人が特定できないようにトリ
ミングまたはマスキングを工夫してください。患者を特定で
きるような写真が必須の場合は、原則として承諾書のコピー
を添付してください。
カラー印刷を希望する場合、プリントした原稿の図の横にそ
の旨を手書きしてください。
いずれの場合もカラー印刷は実費を頂きます。
7）図の説明文

図の内容が容易に理解できるように、日本語で簡潔明確に書
いてください。
図の中のシンボル、矢印、略語などについて説明してくださ
い。
8）表
原則として、A4判サイズの用紙に、ワードプロセッサーなど
で作成してください。
表の表題（タイトル）を表の上部に書いてください。
記号や略語、統計分析結果などの説明は、表の下部に脚注の
形で記載してください。

８．著作権
掲載論文の著作権は、眼科臨床紀要会に帰属します。
投稿にあたっては、著作権譲渡に同意する旨の書類に、著者
全員の署名が必要です。
本用紙は下記よりダウンロード可能です。
投稿論文著作権譲渡書
https://ganrinki.net/document/
assignment_20181106.pdf

９．掲載料
掲載料は、筆頭著者が会員の場合は2ページ分無料、写植・
トレース代無料、非会員の場合は全額著者負担とさせていた
だきます。

１０．別刷
30部を無料進呈します。
有料の別刷申し込み部数は50部単位とします。50部未満は
受け付けません。タイトルページに希望部数を記入してくだ
さい。校正時に確認してください。

１１．校正
著者校正は、原則として、1回とします。印刷ミスの訂正を主
とし、字句の加筆、削除、変更はできるだけ避けてくださ
い。大幅な改変のために内容が変化した場合には再査読を必
要とすることがあります。
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『眼科臨床紀要』 論文タイトルページ

『日本語』
　  論文名：

　  所　属：

　  著者名：

『英　語』（必須）
　  論文名：

　  所　属：

　  著者名：

□会員　□非会員（筆頭著者についていずれかに✓をお付け下さい）

別刷請求宛先

住所：〒

氏名：

電話：　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

e-mail：

校正宛先（別刷請求宛先と異なる場合のみ記入）

住所：〒

氏名：

電話：　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

e-mail：

原稿枚数：本文　　枚 ／ 図・写真　　点 ／ 表　　点

カラー掲載：□有（ご希望される図・写真等は原稿にご明示下さい） □無

著 作 権 譲 渡 同 意 書

眼科臨床紀要会　殿

論文名

　表記論文は，下記に署名した全執筆者が共同して書いたものであり，今まで他の雑誌に発表さ
れたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。
　表記論文が，眼科臨床紀要に掲載された場合は，その著作権を眼科臨床紀要会に譲渡すること
に同意します。

注：全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記してください。捺印は不要です。
メールアドレスのご記入には，o（オー）と0（ゼロ），1（イチ）とI（大文字のアイ）やl（小文字の
エル），-（ハイフン）と_（アンダーライン）など区別がつきにくい文字はフリガナを振るなど，
できるだけ解りやすくご記入ください。
なお，共著者の署名が上記の欄に書ききれない場合には，本紙をコピーしたものに必ず全員
の署名を受けてお送りください。

筆頭著者署名 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

共著者署名 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （ 年　　月　　日）

（e-mail： ）

本用紙はホームページ（http://www.ganrinki.net）に，Word 形式および PDF 形式のデータがございます．
データ上にご入力いただき，論文とともにお送りいただけると幸いです．
所属・執筆者名は，筆頭著者および共著者ともに記入してください．



『眼科臨床紀要』　論文タイトルページ

『日本語』
　  論文名：

　  所　属：

　  著者名：

『英　語』（必須）
　  論文名：

　  所　属：

　  著者名：

□会員　□非会員（筆頭著者についていずれかに✓をお付け下さい）

別刷請求宛先

住所：〒

氏名：

電話： FAX：

e-mail：

校正宛先（別刷請求宛先と異なる場合のみ記入）

住所：〒

氏名：

電話： FAX：

e-mail：

原稿枚数：本文　　枚 ／ 図・写真　　点 ／ 表　　点

カラー掲載：□有（ご希望される図・写真等は原稿にご明示下さい）　□無

著 作 権 譲 渡 同 意 書

眼科臨床紀要会　殿

論文名

表記論文は，下記に署名した全執筆者が共同して書いたものであり，今まで他の雑誌に発表さ
れたことがなく，また他の雑誌に投稿中でないことを認めます。
表記論文が，眼科臨床紀要に掲載された場合は，その著作権を眼科臨床紀要会に譲渡すること

に同意します。

注：全著者の自筆署名を筆頭著者，共著者の順に列記してください。捺印は不要です。
メールアドレスのご記入には，o（オー）と0（ゼロ），1（イチ）とI（大文字のアイ）やl（小文字の
エル），-（ハイフン）と_（アンダーライン）など区別がつきにくい文字はフリガナを振るなど，
できるだけ解りやすくご記入ください。
なお，共著者の署名が上記の欄に書ききれない場合には，本紙をコピーしたものに必ず全員
の署名を受けてお送りください。

筆頭著者署名 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

共著者署名 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

　　〃　　 （　　　　　年　　月　　日）

（e-mail： ）

本用紙はホームページ（http://www.ganrinki.net）に，Word 形式および PDF 形式のデータがございます．
データ上にご入力いただき，論文とともにお送りいただけると幸いです．
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    ⽇本眼形成再建外科学会の学会誌の創刊号が完成しました。これまで、本学会の情報

は主として現理事⻑の野⽥実⾹先⽣が編集⻑として始められたニュースレターに掲載さ

れ、それは現在も⽥邉美⾹編集⻑に引き継がれ、継続して発⾏されています。その⼀⽅

で、やはり学会のひとつの使命として学会誌の定期刊⾏が望まれ、⼀昨年ころより準備

を進めてきました。この創刊号の原著を飾るのは、根本裕次先⽣による「ブタを⽤いた

眼窩⼿術教育」の２報です。これらにより沢⼭の読者が眼形成分野の⼿術教育にますま

す興味を持っていただけることと期待いたします。なお、本誌に投稿され査読を経て掲

載される原著は、同時に「眼科臨床紀要」への掲載となり、そこでの学会原著ともなり

ます。従って、医中誌の検索に挙がってきますし、⽇本眼科学会専⾨医制度の受験資格

としての原著にも相当します。学会員はもとより、これから本学会に⼊会される若い先

⽣⽅にもご投稿いただきますよう、よろしくお願いいたします。

   昨年はコロナの問題で中⽌となった学術集会も、本年はWEB上で開催されました。鄭

暁東会⻑をはじめとして座⻑の先⽣⽅による印象記の掲載も学会誌としての⼤きな役割

です。この創刊号の発刊を通して、今後ますます⽇本眼形成再建外科学会が発展するこ

とを祈念いたします。

⽬次へ

 ⾼⽐良雅之　

（⾦沢⼤学附属病院眼科）

編集後記
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