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主 論 文 
 

 

Adverse effect of macular intraretinal hemorrhage on the prognosis of submacular 
hemorrhage due to retinal arterial macroaneurysm rupture  
 
（網膜細動脈瘤破裂による黄斑下血腫において網膜内出血の有無が視力予後に及ぼす影響） 
  

 

 

[緒言] 
 
 網膜細動脈瘤（RAM）は高血圧や動脈硬化に伴い発症し、特に高齢女性に多く見られる疾患であ

る.RAM は、破裂に伴う出血や、血管透過性亢進に伴う黄斑浮腫/漿液性網膜剥離により視力低下

を来す.特に、RAM破裂に伴う視力低下は発症が急激で症状が重篤である.RAM破裂に伴う出血が

硝子体腔内や内境界膜(ILM)下に発生した場合は、硝子体切除術により良い視力予後が得られると

報告されている.一方、出血が黄斑下に及んだ場合、経過観察すると血液毒性や栄養/酸素の供給

が途絶え重篤で恒久的な視力低下を来たしうると言われている.そのため、黄斑下出血(SMH)にお

いては出血を除去または黄斑外に移動する必要がある.近年、SMH を組織プラスミノーゲン活性化

因子(t-PA)を用いて溶解させ、黄斑外へ移動させる方法が安全かつ効果的だと報告されている. 

 RAM 破裂による SMH の手術と術後視力予後に関して、2 つの主な課題がある。第 1 の課題は、

SMH 移動術後の最高矯正視力（BCVA）の改善度合いが、個々の症例で大きく異なることであ

る.RAM の場合、加齢黄斑変性症による SMH とは異なり、RAM 破裂前の黄斑形態は比較的保たれ

ていると考えられる.したがって、理論的にはRAM破裂から早期にSMHの移動が成功した場合は比

較的良好な視力予後が予想出来る.しかし実際にはそのような症例においても術後 BCVA はばらつ

きを示す事が報告されており、その理由は不明である.第 2 の課題は、術前の黄斑構造および術前

の黄斑における出血の局在を把握する困難なことである.既報では、RAM 破裂による出血は網膜の

どの層にも局在する可能性があると報告されている.しかし、多くの場合、出血の局在を含む術前の

黄斑構造は、硝子体出血及び ILM 下出血により検出する事が困難であった.  

 近年、波長掃引型光干渉断層計（SS-OCT）の登場により、従来の OCT よりも高深達な網膜断層

像を得ることが可能になっている.そこで本研究では、SMH の移動術前後における出血の局在を含

む黄斑構造を SS-OCT を用いて検討し、術前および術後の黄斑構造と術後の BCVA との関係を検

討した. 
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[対象と方法] 
 
対象 
 2013 年 7 月 1 日から 2017 年 4 月 30 日の間に RAM 破裂に伴う SMH と診断された連続症例

23 例 23 眼と対象とした. RAM による SMH の診断は、眼底検査、眼底写真、SS-OCT、フルオレセ

イン/インドシアニン蛍光眼底造影検査によって行った.組み入れ基準は以下の通りである。（1）RAM

破裂に起因する SMH である事（2）SS-OCT によって測定された網膜色素上皮から測定した SMH

厚が 500μm を超えている事（3）SMH が白色基質化していない事 

 術前硝子体出血、網膜前出血、ILM 下出血のために黄斑部の網膜構造を評価できなかった症例、

ならびに網膜、脈絡膜または視神経に他疾患の既往を有する症例は除外した. 

 

眼科検査 

 眼底カメラ（TRC 50DX; Topcon、Tokyo、Japan）および SS-OCT（DRIOCT-1 Atlantis、

TOPCON Corporation、Tokyo、Japan）を用いて手術前、手術後 1 ヶ月、6 ヶ月に検査を行った.画

像の解析は、3 人の網膜硝子体分野の専門家（S.D.、S.K.、および Y.M.）によって行った. 

 

評価項目 

 主要評価項目は、出血の局在と術前/術後の BCVA、中心窩網膜厚（CRT）、Ellipsoid Zone（EZ）

の連続性、黄斑円孔（MH）の発生の有無とした. 

 

手術手技 

 SMH の置換は、既報の方法に基づいて行った.簡単に述べると、有水晶体眼には水晶体超音波

乳化吸引術+眼内レンズ挿入術を行った. 25 ゲージ硝子体手術システムを用い、0.1mL の 

t-PA（GRTPA;田辺三菱製薬株式会社）を 4000 国際単位、38 ゲージの網膜下注入針（MedOne、

FL、Sarasota、FL）を用いて網膜下に注入した.術中に RAM に対しては光凝固術を施行した。ILM

剥離は、MH の場合について行われた。液空気置換を行い、患者には術後 3 日間伏臥位を維持さ

せた。 

 

統計 

 術前および術後の BCVA は、一元配置分散分析(ボンフェローニ補正)を用いて比較した。その他

の定量的データは、対応のない t 検定を用いて分析し、定性的データはフィッシャーの正確確率検

定を用いて分析した。 
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[結果] 
 
術前所見における黄斑部網膜内出血(IRH)の存在 

 RAM 破裂による SMH の術前 SS-OCT の B スキャン画像を分析し、17/23 眼（73.9％）において

黄斑部 IRH の存在を確認した。図 1 に、代表的なカラー眼底写真および B-スキャン OCT 画像を示

す。 SS-OCT の B スキャン画像では、黄斑周辺の外側網状層（OPL）に IRH が検出された。他の網

膜層（神経線維層、内顆粒層、外顆粒層）には検出されなかった。 

 

術前の黄斑部 IRH と患者特性との関連 

 表 1 に、術前の患者特性と術前の黄斑部 IRH の有無との関連を示す。術前 B スキャン画像におけ

る IRH の有無によって症例を 2 群に分けた。また,術前 B スキャン画像における ILM と SMH との間

の最短距離を DIH と定義した（図 1 白矢印）。 DIH は、IRH（+）群が IRH(-)群に比べて有意に短か

った（各々42.2±31.6μm,204.2±90.0μm、P = 0.014）。 IRH（+）と分類された 11 眼（64.7％）では、

カラー眼底写真で放射状に広がる毛羽立ちのような出血形態が観察され、これを fluffy sign と命名

した（表 1）。カラー眼底写真と B スキャン画像を対比して観察する事により、fluffy sign は黄斑から末

梢に広がる IRH の辺縁によって形成されていることが判明した（図 1）。IRH（-）群においては fluffy 

sign は 1 例も観察されなかった。 MH の存在に関しては、IRH（+）群と IRH（-）群との間に有意差は

なかった（P = .124）（表 1）。年齢、性別、SMH の持続時間、出血領域の最大径、SMH の高さ、およ

び術前 BCVA は、2 群（表 1 および図 2）間で有意差を認めなかった。 

 

SMH 置換後の視機能および網膜構造に及ぼす術前黄斑部 IRH の影響 

 IRH（+）群および IRH（-）群の両群における SMH 移動術後の視力および網膜構造を表 2 に示す。

症例全体として、手術前（1.34±0.45）から手術後 1 ヶ月（0.84±0.42）および 6 ヶ月（0.72±0.53）まで

BCVA が有意に改善した（共に P < 0.001）。しかし、手術後 1 ヶ月と 6 ヶ月の間に BCVA に有意な

改善はなかった（P = .112）。 IRH（+）群では、手術時（1.36±0.36）から手術後 1 ヶ月（0.98±0.35）

および 6 ヶ月（0.89±0.47）まで BCVA が有意に改善した（それぞれ P = .006、P = 0.002）。しかし、

手術後 1 ヶ月と 6 ヶ月の間の BCVA に有意な改善はなかった（P = 1.000;図 2）。対照的に、IRH（-）

群では、手術後 1 ヶ月および 6 ヶ月間の間でも有意な改善を示した（P = 0.004;図 2）。手術後 6 ヵ

月の CRT および EZ の連続性に関しては、IRH（+）群で IRH（-）群で有意に薄い CRT（P < .001）

を示し、有意に EZ の不連続率が高かった（P = .002）。 

 

術後 BCVA に及ぼす MH 発生の影響 

 本研究では、23 例中 7 例（30.4％）に MH の存在を認めた。しかし、手術後 6 ヵ月で、MH を伴っ

た症例は、MH なしの症例と比較して、BCVA に有意差を示さなかった（P = 0.288）。 MH は 7 眼中
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5 眼で初回手術で閉鎖された。初回非閉鎖であった 2 症例では、ILM の剥離領域の拡大およびガス

によるタンポナーデによる再手術が行われ、MH の閉鎖を確認した。 

 IRH（+）群および IRH（-）群の代表的な症例を図 4 および図 5 に示す。 

 

 

 

[考察] 
 
 本研究では、SS-OCT を用いる事で RAM 破裂による SMH 症例の術前 OCT 画像の 73.9％に

IRH が存在することが判明した。 IRH が黄斑周辺の OPL に局在することも観察出来た。また、SMH

の移動に成功したにもかかわらず、IRH（+）群の術後 BCVA は IRH（-）群より有意に悪かった（表 2）。

これは、術前に存在する IRH が RAM 破裂による SMH 症例の予後不良因子であることを示している

と考えられる。 

 IRH（+）群では、術後 CRT が有意に薄く、EZ は IRH（-）群よりも有意に不連続であった（図 4,表 2）。

これらの結果は、黄斑部の視細胞が IRH（+）群で深刻な損傷を受けたことを示唆している。そしてこ

の視細胞の損傷には 2 つの病態が考えられる。第 1 は、網膜下出血によって引き起こされる機械的

圧力である。術後 CRT および術前 DIH はいずれも IRH（+）群において有意に薄かった（表 1）。さら

に、IRH（+）群は術前 OCT 画像における EZ が優位に不連続であり、SRH は中心窩に急峻な隆起

を形成する傾向があった（図 4）。これらの結果から、SRH からの機械的圧力が高かったために、視

細胞死および感覚網膜の菲薄化を引き起こした事が予想される。視細胞の損傷をもたらした第 2 の

病態は、視細胞に対する血液の過剰曝露である。 IRH（+）群では SRH および IRH の双方が存在

するため、視細胞はより濃厚に血液に曝露されたと推測される。血液は、酸化ストレスを引き起こす

鉄、フィブリン、フィブリン分解産物を含むため、視細胞に対して有害であることが報告されている。 

 RAM 破裂により血液がどのように網膜内に分布されたのか、２つのメカニズムを推察した（図 6,7）。

第一のメカニズムは、ILM とその他の感覚網膜との間の生物学的特性(縦弾性係数)の差により、破

裂した RAM からの血液が網膜下腔を通って網膜内腔（OPL）に流れた場合である（図 6）。 ILM の

縦弾性係数(ヤング率)は、その他の感覚網膜の 3,000〜3 万倍であることが報告されている。したが

って、網膜下腔からの圧力が ILM を穿破するには十分ではないが、感覚網膜を貫通出来た場合に、

血液は網膜内に流入する。第二のメカニズムは、破裂した RAM からの血液がまず網膜内腔（OPL）

に直接流れ込んでおり、その後に網膜下出血が発生し網膜内出血を周辺へと圧排した場合である

（図 7）。第一のメカニズムとは対照的に、このメカニズムによる網膜下出血では、必ずしも中心窩の

外層を血液が穿破するとは限らない。 
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この研究では、IRH の症例の 64.7％が放射状に広がる出血形態を示し、これを fluffy sign と名付

けた。この特異な形態を呈する理由を説明出来るメカニズムとして、視神経細胞またはミュラー細胞

の軸索が OPL 内の末梢網膜にまで広がろうとする血液を妨害するために、血液の移動距離が場所

により異なる事が考えられる。この fluffy sign は、SS-OCT を必要とせずに IRH の存在を示唆するた

め、臨床的意義があると考える。

[結論] 

RAM 破裂による SMH において、術前における IRH の存在は、SMH 移動術後における視力予後

不良因子となる。
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副 論 文

Submacular Hemorrhage in Polypoidal Choroidal Vasculopathy Treated by Vitrectomy and 

Subretinal Tissue Plasminogen Activator  

（ポリープ状脈絡膜血管症に伴う黄斑下出血に対する硝子体手術併用網膜下組織プラスミノーゲン

活性化因子注入療法） 

ポリープ状脈絡膜血管症（PCV）は、視力低下をきたす滲出型黄斑症であり、滲出型加齢黄斑変

性症のうちの有病率は、アジア人では 10％〜54％、白人では 8％〜12％と、アジア人に多く見られ

る疾患である。PCV は時折、大量の黄斑下出血を引き起こすことが知られているが、その黄斑下出

血という病態は、最終的に著明かつ恒久的な視力低下をきたす。

既報では、PCV 患者における黄斑下出血において、組織プラスミノーゲン活性化因子(t-PA)を併

用して網膜切開術により外科的な黄斑下出血の除去を行う治療効果が報告されている。しかし、網

膜切開は意図的な網膜裂孔の作成を必要とし、手術術式に伴う組織侵襲が大きな術式である。一

方、本論文では t-PA の網膜下注入による黄斑下出血の溶解と、空気タンポナーデを用いた硝子体

切除術による黄斑下出血の移動の有効性を報告しており、従来の術式に比べてより簡易で安全な

外科手術であることが示されている。

【主論文との関連性】

◎主論文の内容と副論文の内容の直接的関連性について

著明な視力低下をきたす黄斑下出血の病態を呈する原疾患として、ポリープ状脈絡膜血管症と網

膜細動脈瘤が挙げられる。副論文は、ポリープ状脈絡膜血管症による黄斑下出血に対して硝子体

手術併用網膜下組織プラスミノーゲン活性化因子注入療法の有効性を報告した論文であり、主論

文でも同様の術式を施行している。

◎論文相互間の引用の有無について

主論文において副論文を引用している。
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