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補足資料 3
緑内障チューブシャント手術に関するガイドライン
Ⅰ. はじめに
緑内障手術の中で, 濾過手術は房水を非生理的流出経路で結
膜下に導き眼圧を下降させる術式であり, 線維柱帯切除術に代
表されてきた. しかしながら, 複数回の濾過手術によっても眼
圧下降が得られない, あるいは濾過手術が実施困難な症例も多
数存在し, このようないわゆる難治緑内障に対する治療手段と
して海外では人工物(Glaucoma drainage devices : GDD)の
眼内挿入によって房水流出促進経路を確保し眼圧下降を図る手
術が行われてきた. これに対して我が国では長い間, GDD が
医療器具として承認されず難治緑内障の治療に困難があったが,
今回, 従来の緑内障手術の実施が困難な症例, 従来の緑内障手
術では奏功が期待できない, あるいは重篤な合併症が予測され
る症例など, GDD の使用が従来の緑内障手術に勝ると考えら
れる症例に限っての使用が認められると同時に, 海外で使用さ
れている GDD の一部が医療器具として承認された.
本ガイドラインでは今回承認された GDD を含めた代表的
GDD についてその原理, 適応, 術式, 成績, 合併症について
解説する.
なお, GDD を使用する術式は英文では Tube-shunt surgery,
Drainage-device surgery, あるいは Drainage implant surgery など様々に呼称されるが, 本ガイドライン補遺では日本
緑内障学会による緑内障診療ガイドライン(第 3 版)に従い ｢チュー
ブシャント手術｣ の呼称を用いる. また, GDD は Aqueous
Shunts とも呼称されるが適切な邦訳がない. 本邦では一般に
単に ｢インプラント｣ の語が用いられているが, ｢インプラン
ト｣ は GDD あるいは Aqueous Shunts を特定する言葉では
ないため, 本ガイドラインでは英文のまま GDD(Glaucoma



drainage devices)を用語として用いる.
Ⅱ. チューブシャント手術実施の留意点
海外では近年, チューブシャント手術の適応が拡大し, 難治
緑内障以外の通常の緑内障に対しても手術療法の選択肢として
認知されつつある. しかしながら我が国ではいまだその使用経
験に乏しく, 現時点ではチューブシャント手術の適応には慎重
でなければならない. 従って, チューブシャント手術の実施に
当たっては人工物を眼内に移植する手術であることを認識し,
従来の緑内障手術では治療困難であること, ならびにチューブ
シャント手術に伴う短期, 長期合併症について説明をし, 十分
なインフォームドコンセントを行うことが必要である.
また, 施術にあたって術者は従来の緑内障手術, 並びにその
合併症への対処法に習熟しているだけではなく, チューブシャ
ント手術を見学する, 補助を行う, あるいは手術ビデオを参照
するなどその手技に精通することが不可欠である.
Ⅲ. 各 GDD の原理, 術式, 成績, 合併症
１. プレートを用いる GDD
a . バルベルト緑内障インプラント(Baerveldt Glaucoma
Implant)(エイエムオー・ジャパン社)
原

理

シリコン製のチューブとそれに接続するやはりシリコン製の
プレートで構成された GDD で, 房水をチューブに通してプレー
トに流出させ, プレート周囲に形成される結合織の被膜を通し
て周囲組織に房水吸収させることで眼圧を下げる仕組みである.
現在, 3 種類の製品(BG103250, BG101350, Pars Plana BG
102350)があり, BG103250 および BG101350 は基本的にチュー
ブを角膜輪部より前房内に挿入して使用するモデルであり, 限
られた症例に対しては後房に挿入して使用することもできる
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(ただし, 前房用をこのように使うことは本邦における承認範
囲外である). 一方, Pars Plana BG102350 は硝子体切除術
後もしくは硝子体切除同時手術の症例に対して毛様体扁平部よ
りチューブを硝子体腔内に挿入して使用するモデルである.


BG103250 は面積 250  の馬蹄形のプレート, BG101350

および Pars Plana BG102350 は面積 350  の楕円形のプ
レートを持ち, チューブ外径は 0.61 mm, 内径は 0.30 mm で
ある. プレートには眼球壁へ固定するための縫合穴が開いてお
り, 強膜に縫着して固定できるようになっているほかに, プレー
ト中央部にも穴が 4 つ開いており, その部分を通して結膜下結
合織と強膜を癒着させることで, よりプレートを強膜に密着さ
せて固定させるようになっている. なお, 後述するアーメド緑
内障バルブと異なり, チューブに調圧弁はついていない.
適

応

従来, 海外では代謝拮抗薬を併用した線維柱帯切除術が不成
功に終わった症例, 結膜の瘢痕化が高度な症例, 線維柱帯切除
術の成功が見込めない症例, 濾過手術が技術的に施行困難な症
例に行われてきた1, 2) . 近年では初回手術への適応を含めて積
極的な使用も検討されているが, 本邦における使用経験は少な
く, 通常の線維柱帯切除術では見られない合併症である術後の
GDD の露出・感染, 長期的な角膜内皮障害などが生じる可能
性があることより, 少なくとも当面は通常の線維柱帯切除術の
施術が困難である, 奏功が期待できない, あるいは従来の線維
柱帯切除術では重篤な合併症が予測される症例に適応を限定す
べきと考えられる. また, 角膜内皮がすでにある程度以上障害
されている症例や強膜上でのチューブの被覆が困難と考えられ
る症例にチューブの前房内留置は行うべきではない. さらに硝
子体の除去が十分でない症例に対するチューブの硝子体腔内留
置も行うべきではない. また, 禁忌とは言えないが赤道部付近
にバックル材料などがおかれて瘢痕の強い眼では手術が難しい



ことが知られている. 浅前房, 高度の虹彩前癒着眼, 角膜内皮
減少例, 硝子体手術既往眼, 硝子体手術が必要な網膜硝子体疾
患では硝子体腔内に挿入するチューブが選択され, それ以外で
は前房内に挿入されることが多い.
術

式

①前房内チューブ挿入法：原則として上耳側に円蓋部基底の
結膜弁を作成し, 強膜を十分に露出させ目的とするプレートを
置くスペースを確保する. 症例によっては, 上耳側以外の場所
を用いたり, 輪部基底結膜弁で施術する場合もある. 上鼻側へ
のプレートの設置は眼球運動障害を来しやすく, 下方への設置
は術後の整容上の問題や感染の危険性からできる限り避けるべ
きである. プレートを輪部から 8〜10 mm の位置の直筋の下
に設置し(直筋上にプレートを置くのは眼球運動障害を来しや
すいため, なるべく避ける), 縫合穴に通糸して強膜に縫着す
る. 次にチューブを一時的に閉塞するためにプレートの 2〜4
mm 前でチューブを結紮する. 適宜チューブの一部に注射針
やメス等で一時的な漏出孔を開けておくことでチューブ結紮に
伴う術直後の高眼圧を予防することができる. このように準備
したチューブを前房内に 2〜3 mm 挿入できるよう長さを調整
する. チューブ先端はベベルアップで斜めにトリミングする.
結紮した縫合糸は過剰濾過の可能性が無くなったと考えられる
時点で切糸もしくは抜糸するが, 吸収糸を使用した場合は, そ
のままでよい.
次いで, 輪部近傍強膜に直接もしくは強膜半層弁作成後に
23 ゲージ(G)針で前房へ穿刺し, それを通してチューブを前房
内に挿入する. その際, チューブ先端が角膜内皮および虹彩に
接触しないように注意する. チューブが術後眼外へ露出するこ
とを防ぐために適当なパッチ材料(海外では保存強膜, 保存角
膜, 保存心膜等が用いられている), あるいは自己強膜半層弁で
チューブを覆うことが必要である. 最後に結膜を縫合被覆する.
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②硝子体腔内チューブ挿入法：前房内にチューブを挿入する
場合と同様にプレートを強膜に縫着し, チューブ結紮および術
直後の眼圧上昇予防のためにチューブへの穴開けをした後, 角
膜輪部より 3.5 mm の毛様体扁平部の位置に 23 G 針で穿刺し,
それを通して Hoffmann elbow を繋げたチューブを硝子体腔
内に挿入する. チューブの挿入部をパッチ材料(あるいは自己
強膜弁)で被覆し, 結膜を縫合被覆する.
成

績

難治性緑内障や小児例を対象とした成績は, 成人の原発開放
隅角緑内障よりやや劣るものの眼圧コントロールの成功率が
70〜90％と良好であったと報告されている39).
近年, 以前に白内障手術もしくは／および線維柱帯切除術を
施行されたことのある緑内障患者を対象とした多施設無作為化
臨床研究による線維柱帯切除術との比較結果が発表された10).
それによると術後 3 年の時点におけるバルベルト緑内障インプ
ラントによる眼圧コントロール成績(85％)は線維柱帯切除術の
それ(69％)を上回り, また術後合併症の発生率も線維柱帯切除
術の 60％に対し, 39％と有意に少なかった. また, 後述する
アーメド緑内障バルブとの多施設無作為化臨床研究の結果11) で
も 1 年後の成績で 86％とアーメド緑内障バルブの 84％に比べ
て有意差は無いものの, やや良好な成績を示している. なお,
代謝拮抗薬の併用, ステロイドの内服, テノンの除去などに
効果があるという確かな証拠は無い1, 2).
合併症
GDD ではいずれも類似の合併症が報告されており, 以下の
ようなものがあげられる.
① チューブに関連した合併症
１. 術後閉塞(フィブリン, 出血, 虹彩, 硝子体, 製品の不良)
２. チューブ(プレート)の露出



３. チューブの偏位, 後退
４. 房水漏出
５. 術後感染, 眼内炎
②

術後低眼圧

③

術後高眼圧
１. 被濾過胞(encapsulation)
２. チューブ閉塞による眼圧上昇
３. プレート周囲の瘢痕形成による眼圧上昇

④

角

膜

１. 内皮減少, 機能不全
２. 角膜混濁
３. 角膜移植片の混濁
４. 凹窩(Dellen)形成
５. 眼内上皮増殖
⑤

前

房

１. 浅前房
２. 悪性緑内障
３. 前房出血
４. 前房蓄膿
⑥

ぶどう膜に関連する合併症
１. 慢性虹彩炎
２. フィブリン反応
３. 虹彩癒着, 萎縮
４. 瞳孔偏位

⑦

白内障

⑧

網膜硝子体
１. 脈絡膜離(漿液性, 出血性)
２. 減圧網膜症(decompression retinopathy)
３. 胞状黄斑浮腫
４. 硝子体出血
５. 低眼圧黄斑症
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６. 網膜離
⑨

複視, 斜視, 眼球運動障害, 眼瞼下垂

⑩

違和感

⑪

眼球癆

b . ア ー メ ド 緑 内 障 バ ル ブ (AhmedTM Glaucoma Valve)
(New World Medical 社)
原

理

アーメド緑内障バルブ(AhmedTM Glaucoma Valve)は調圧
弁を持つ GDD で, 眼内に挿入するシリコン製のチューブ(内
径 0.305 mm, 外径 0.635 mm)と内圧 8〜12 mmHg で開く調
圧弁(ベンチュリー弁)を持つプレートからなる. 眼圧を下げる
ためにチューブを眼内に差し込み, 流出する房水をプレート部
分でその周囲に形成される結合織の被膜を通して周囲組織に吸
収させることで眼圧を下げる仕組みである. AGV は調圧弁を持
つので術直後の低眼圧が起こりにくいという特徴を持つ.
プレートの材質はポリプロピレン(S シリーズ)のものとシリ
コンゴム(FP シリーズ)のものがあり, それぞれ大人用(S 2,


FP 7：巾 13 mm 長さ 16 mm, 表面積 184  )と子供用の小


型のもの(S 3, FP 8：表面積 96  )が販売されている. この
GDD は種々の状況に対応するために, 付属部品を追加して設
置できるようになっており, 硝子体腔内に挿入するためにチュー
ブに毛様体クリップ(pars plana clip)をつけて硝子体用に変
換することが可能(PC 7, PC 8)である. また眼圧下降をより強
力にするために別売の連結用のチューブをつけたうえでプレー
トをもう一枚設置して房水吸収部分を倍の面積に拡大すること


もできる(B 1, FX 1 表面積 364  ).
適

応：バルベルト緑内障インプラントに準ずる.

近年, 初回手術への適応を含めて積極的な使用が検討されて



いるが, 本邦における使用経験は少なく, 術後の GDD の露出・
感染, 長期的な角膜内皮障害などが生じる可能性があるため,
当面は難治で通常の線維柱帯切除術の施術が困難である, 奏功
が期待できない, あるいは従来の線維柱帯切除術では重篤な合
併症が予測される症例に適応を限定すべきと考えられる. また,
角膜内皮がすでにある程度以上障害されている症例や強膜上の
チューブの被覆が困難と考えられる症例にチューブの前房内留
置は推奨できない. さらに硝子体の除去が十分でない症例に対
するチューブの硝子体腔内留置も行うべきではない.
術

式

①前房内チューブ挿入法：AGV を挿入するために適切な象
限を選び, その部位で約 120 度の輪部切開を行う. 症例によっ
ては, 輪部基底結膜弁で施術する場合もある. 必要な場合は 2
直筋に牽引糸を置いて術野を確保する. 自己強膜弁を使用する
場合はここで強膜弁を作成する. AGV の弁の動作を確認する
ためにチューブ先端から灌流液を注入して通水確認(プライミ
ング)を行う. 次に術野を十分に広げて AGV のプレートに付
随する固定用の穴に通糸し輪部から 8〜9 mm の距離で強膜に
縫着して固定する. 次に 23 G の針で前房に穿刺しチューブを
適当な長さにトリミング(べベルは前方を向くようにする)して
角膜と虹彩に接触しないように挿入するが, チューブの安定性
を担保するために斜めに入れることが多い. チューブが適当な
位置に固定されたことを確認した後チューブの露出を防ぐため
にパッチ材料あるいは強膜弁でチューブを覆い縫合する. さら
に結膜を縫合閉鎖する.
②硝子体腔内チューブ挿入法：硝子体手術が完了していない
場合はチューブシャント手術の前に硝子体を十分に除去する,
特に扁平部の硝子体が残存しないように注意が必要である. 硝
子体手術が終了すると AGV を設置しようとする象限の輪部に
6×6 mm の大きめの強膜弁を作成し, 前房内に挿入する場合
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と同じようにプレートを強膜に固定してチューブに毛様体クリッ
プをつけチューブを硝子体腔内に挿入後, 強膜弁下で毛様体ク
リップを縫着固定し, さらに強膜弁を縫合した上で結膜を縫合
閉鎖する.
成

績

いわゆる難治緑内障に対する治療成績では, 術後眼圧 5〜21
mmHg を成功とすると成功率は一年で 76〜87％, 2 年で 68〜
77％, 4 年で 76％程度と報告されている1214). マイトマイシン
C の術中塗布によって成績の改善が見られるかについては否定
的な見解が多い1, 2) . シリコンゴムプレートとポリプロピレン
のプレートでの成績を比べるとシリコンゴムの方が優れるとい
う報告もある15). 小児の難治性緑内障に対しても外国では一年
で 70〜93％, 二年で 58〜86％という報告がなされている16) .
バルベルト緑内障インプラントとの比較試験で術後合併症はアー
メド緑内障バルブの方が有意に少ないが, 術後平均眼圧はアー
メド緑内障バルブの方が 2.2 mmHg 高いと報告されている11).
合併症
プレートを持つ GDD ではいずれも類似の合併症が報告され
ており, バルベルト緑内障インプラントと同一のものがあげら
れる.
２. プレートを用いない GDD(ミニチューブ)
a . EX-PRESS Glaucoma Filtration Device(Alcon 社)
原

理

EX-PRESS は調圧弁を持たないステンレス製の GDD で,
線維柱帯切除術と同様の強膜弁下で前房内に挿入し, 房水を結
膜下へ導き濾過胞を形成させる ｢線維柱帯バイパス｣ である.
他の GDD とは異なり, 結膜下に房水貯溜空間を形成するため



のプレート部分を持たない. 構造は, GDD の眼内迷入あるい
つば

は眼外突出を防ぐ目的で GDD の強膜側には扁平な鍔が, また
前房側には突起(釣り針の “かえし” に相当)がつけられている.
さらに GDD 先端部が虹彩などで閉塞した場合に備えて前房側
上面, 側面に開放ポートが開けられている.
専用のデリバリーシステム(EX-PRESS delivery system,
EDS)に装着された状態で販売されており, 全長と内径の大き
さから R50 PL, P50 PL, P200 PL の 3 種類がある. 全長は
R タイプが 2.9 mm, P タイプが 2.6 mm である. また内径につ
いて, 50 シリーズは 50 , 200 シリーズは 200 となってお
り 日 本 で は P50 タ イ プ の み が 承 認 発 売 予 定 で あ る . EXPRESS の長所は, 挿入が比較的容易なこと, 流出路の大き
さが標準化できること, 虹彩切除が不要であることが挙げられ
る. 虹彩切除を行わないため, 炎症による濾過胞の瘢痕化や,
出血による流出路の栓塞が少なくなる可能性がある. EXPRESS はステンレス製であり, 組織反応, 炎症反応が少な
く, 通常の MRI 撮影であれば偏位せず, 安全とされている.
適

応

初回手術ならびに, 白内障, 緑内障手術既往眼, 硝子体手術
既往眼, 角膜移植術既往眼などでも奏功することが報告されて
いる. 狭隅角眼, ぶどう膜炎, 眼感染症などでは, 術後合併症
のリスクが高いことが想定される. 術後角膜内皮の減少は検討
されていないが, 長期間では内皮が減少する可能性が否定でき
ないため, ある程度以上の角膜内皮減少例での使用に際し注意
が必要である.
本邦における使用経験が少なく, 通常の線維柱帯切除術では
見られない GDD の露出, 術後感染, 長期的な角膜内皮障害な
どが生じる可能性があることから, 少なくとも当面は, 通常の
線維柱帯切除術の施術は可能ではあるが, EX-PRESS 使用に
よる前房開放時間の短縮, あるいは虹彩切除の回避が従来の線
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維柱帯切除術よりも明らかに勝ると考えられる症例に適応を限
定すべきと考えられる. また, 発達緑内障早発型に対しては使
用報告も少なく, EX-PRESS の位置ずれなどの可能性もある
ことから, 使用は推奨できない.
術

式

線維柱帯切除術に準じる. 術式は, まず原則として上方の象
限に円蓋部基底もしくは, 輪部基底の結膜輪部切開を行う. 次
に, 輪部基底の半層切開強膜弁を作成し, 症例によっては結膜
下に適量のマイトマイシン C を塗布する必要が出てくる17) .
25 G 針にて, 強膜岬前方から前房に穿刺する. その孔を通して,
EDS に装着した EX-PRESS を前房側へ押し込み, EDS を引
き抜いて EX-PRESS を強膜弁下に留置する. 排出口につい
ている鍔の位置を確認し, 強膜弁および結膜弁を各々縫合する.
成

績

① 線 維 柱 帯 切 除 術 と の 比 較 ： 術 後 早 期 の 眼 圧 値 は EXPRESS 群の方が有意に高いが, 術後 3 ヶ月ではほぼ同等で
あり, 生命表解析では術後 15 ヶ月の時点において, 両者に有
意差を認めなかったと報告されている17). 眼圧下降率に関して
も同等とする報告が多い18) が, EX-PRESS 群の方が眼圧をよ
り下降させるとする報告もある19).
②水晶体乳化吸引術との同時手術：術後 3 年での成功率(眼
圧≦21 mmHg)77％と報告20) されている. また, 同時手術と
EX-PRESS 単独手術では両者に差がなかったと報告されてい
る21).
③線維柱帯切除術後の難治症例：結膜が瘢痕化した症例での
報告は少数例(11 眼)ではあるが成功率(術後眼圧≧5 mmHg,
≦21 mmHg)が64％, 成功例での術後平均眼圧は約 14 mmHg
であったと報告されている22) . また再手術などの重篤例での
成績も少数例(24 眼)の検討ではあるが成功率(術後眼圧≦21



mmHg), 83％(術後平均眼圧は約 15 mmHg)と報告されてい
る23).
合併症
EX-PRESS では, 線維柱帯切除術と類似の合併症が報告さ
れており, 以下のようなものがあげられる. ただし, 虹彩切除
に伴う合併症は回避できる.
①

GDD 自体に関連した合併症
１. 術後閉塞(フィブリン, 血液)(YAG レーザーで修復
可能)
２. GDD 強膜側部露出
３. 前房内への迷入
４. 位置ずれ

②

過剰房水流出, 術後低眼圧
１. 結膜からの房水漏出
２. 脈絡膜離
３. 脈絡膜出血
４. 低眼圧黄斑症
５. 網膜離

③

術後高眼圧
１. 被濾過胞(encapsulation)
２. 結膜瘢痕化, 濾過胞平坦化

④

前

房

１. 浅前房
２. 悪性緑内障
３. 前房出血
⑤

術後感染, 炎症
１. 術後感染, 濾過胞炎, 眼内炎
２. 慢性虹彩炎
３. フィブリン反応
４. 胞状黄斑浮腫
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