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大阪大学眼科 

西田幸二

理
事
長
挨
拶

このたび、日本角膜学会の理事長

を拝命いたしました大阪大学眼

科の西田幸二でございます。伝統ある

本学会を預かることになり、たいへん

光栄に存じますとともに、大きな重責を

感じております。

　日本角膜学会の使命は、角膜および

眼表面（涙液、結膜、眼瞼等）に関する

研究、臨床、教育を推進すること、なら

びに社会や国民への啓発、還元、社会

のニーズに対する的確な対応を行うこ

とです。これらの使命を果たすため、年

次総会の開催、学会主導の研究の実

施、医師教育、社会保険（診療報酬）

に関する要望、社会や国民への啓発な

どの活動を継続的に行っています。こ

れまでの理事長や会員のおかげで、日

本の角膜研究のレベルは高く、世界を

リードする人材を輩出してきました。

　今後のアクションプランとして、まず

はこれまでの活動を着実に引き継いで

いきます。年次総会は日本角膜学会総

会、通称角膜カンファランスという名

称です。第１回は1977年に東京で開催

（世話係：眞鍋禮三大阪大学名誉教

授）され、演題数は16であったのです

が、現在では演題数は200以上となり、

参加者も1,000名を超える規模に成長

しました。角膜カンファランスという通称

が示すように、自由で活発な討論のでき

る楽しい情報交換の場として発展して

きましたが、とくに大切にしている精神

は、若手の活躍の場の提供です。例え

ば、毎年、新進気鋭の若手医師に日本

角膜学会学術奨励賞を授与し、年次総

会で受賞講演を行っていただくようにし

ています。角膜および眼表面の研究を

行っている若手医師には積極的に応募

くださるようにお願いいたします。学会

主導の研究も積極的に実施していこう

と考えていますので、適するテーマがあ

れば提案いただければと思います。

　新たな課題として、日本角膜学会の

「国際化」について考えていこうと思い

ます。医学研究における中国や韓国、

シンガポールなどのアジア諸国の台

頭、インターネットなどの情報のグロー

バル化など、今後の医学・医療のキー

ワードは「国際化」です。引き続き、世

界をリードする国際的な角膜および眼

表面のスペシャリストを日本から輩出

するために、日本角膜学会の「国際化」

について議論していくことができればと

考えています。

　これから2年間、全力を傾けてこれら

の課題に取り組む所存です。会員の皆

様のご支援を何卒よろしくお願い申し

上げます。
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和歌山県立医科大学
医学部眼科 

雑賀司珠也

2 013年2月14日～ 16日の３日

間、角膜カンファランス2013

（第37回日本角膜学会総会／第29

回日本角膜移植学会）を白浜町立総

合体育館と白浜健康館で開催させて

いただきました。まずは主催をご指名

賜り、関係各位に厚く御礼申し上げま

す。229演題を頂戴し、盛況かつ無事

のうちに閉会できたこと、皆様のひと

かたならぬご理解、ご援助に厚く感謝

申し上げます。

　事前に多くの方から、白浜での開催

のリクエストをいただきました。私ども

の和歌山県立医科大学があります和

歌山市からは自動車（高速道路）で1

時間30分程度の立地ですが、私ども

も同町内の状況には慣れ親しんでい

ませんでした。そのため、皆様にはいろ

いろとご迷惑をお掛けしたと存じます。

お詫び申し上げます。例年の参加者人

数を想定いたしましたところ、ホテルで

の開催は収容人数の面で困難という

ことで、体育館での開催とさせていた

だきました。一昨年、昨年と東京都内

の豪華なホテルでの開催でしたので、

ギャップに苦しまれた先生も多数い

らっしゃると思います。かつてのフォー

ト・ローダーデールでのARVOのよう

な雰囲気を出すことはできませんでし

たが、和歌山県の観光地の宣伝になっ

たでしょうか？ 天候も変化に富んだ３

日間で、初日は私ども和歌山県人でも

驚くくらい暖かく、２日目は雨天、３日目

は白浜とは思えない寒さでした。私ど

も主催大学が県立医科大学ということ

で、また、県の観光誘致にもプラスかも

しれないという理由から、羽田—白浜

のジェット機の機材選定には県当局の

応援もいただきました。この場を借りま

して御礼申し上げます。

　学会のテーマを「分かち合おう！ サ

イエンス」とさせていただきました。学

会に皆様が集っていただくためには、

眼科学のなかの「角膜」学の最新情報

の交換の場として十分に機能しなけれ

ばいけないと感じていました。ポスター

会場の設営も同様のコンセプトで臨み

ました。それは、日中の学術の場面はも

ちろんのこと、懇親会でも、参加者皆

様での最新の未発表データの情報交

換や共同研究の論議などを活発化さ

せるために、あえて「だしもの」に類する

イベントをご用意いたしませんでした。

和歌山県民の立場で観光振興に役立

ちたいと思い、予算の範囲で和歌山の

食材を中心にご用意させていただきま

したが、いかがでしたでしょうか？ ま

た、懇親会場での混雑緩和のために、

角
膜
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
２
０
１
３（
第
37
回
日
本
角
膜
学
会
総
会
、

第
29
回
日
本
角
膜
移
植
学
会
）を
主
催
し
て
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同じお料理が複数の場所に設置され

るように配慮させていただきましたが、

これも皆様、いかがでしたでしょうか？

　特別講演ではCincinnati大学の

Kao教授とNew York州立大学の

Reinach教授に最先端の基礎研究

的なご講演をしていただきました。臨

床的には、共催セミナーご担当のメー

カー様にCalifornia大学Irvine校の

Steinert教授の招聘を打診させてい

ただき、フェムトセカンドレーザーで屈

折矯正手術のみならず、角膜移植や

白内障手術での実用化の最新情報を

ご講演賜りました。

　教育講演では、澤充教授に研究開

始から論文投稿に至るプロセスで心掛

ける点について先生ご自身のご経験を

交えてのお話をいただきました。若い研

究者のみならずベテランまで大変勉強

になったと思います。ご無理をお願い申

し上げたにもかかわらずご快諾いただ

きました澤教授に心から御礼申し上げ

ます。海外からの教育講演にはソウル

Catholic大学Joo教授と同志社大学に

ご滞在のKay先生に臨床、基礎面でご

講演していただくことができました。い

ずれも素晴らしいご講演で、ありがたい

ことだと思っています。また、ご多忙の

なか、各ご講演の座長の労をおとり頂

きました西田輝夫先生（現山口大学副

学長）、木下茂教授、小泉範子教授に

この場を借りまして御礼申し上げます。

　シンポジウムとして３テーマを挙げ

させていただきました。臨床面では、

外科的側面での最新トピックスとして

「フェムトセカンドレーザー」を、薬物

治療的側面として「神経麻痺性角膜

症」を選びました。基礎研究に関する

シンポジウムとして、角膜移植や屈折

矯正手術にかかわる「実質創傷治癒」

を取り上げました。オーガナイザーの

ご手腕ですばらしい演者にそろってい

ただきました。ウイルス感染や移植に

関する「免疫学」関係を取り上げること

が出来なかったのが残念ですが、口演

ご希望の演題をすべて口演で採用さ

せていただくためのスペース確保を優

先させていただきました。質疑応答が

目白押しのなか、タイムスケジュールに

沿った進行にご協力いただきました一

般口演の演者の先生、座長の先生に

感謝申し上げます。どれも素晴らしい

内容の抄録でしたが、小生もすべてを

聴講できていません。主催者として真

摯に反省いたしますところは、平行２

会場ということで、すべての演題を聴

講できない構成になってしまったこと

です。できるだけ基礎と臨床で２会場

が進行するようにプログラムを心掛け

ましたが、今後のあり方として議論の

余地があると思っています。

　小生にとって白浜での角膜カンファ

ランスは、大学院生としての参加と今

回で２回目です。1993年に第17回を

近畿大学の大鳥利文教授が主催さ

れ、西田輝夫先生が陣頭指揮をとら

れました。その時のホテルは健在なの

ですが、日中の学術、懇親会ともその

ホテルでは収容が困難でした。角膜

カンファランスの素晴らしい発展を導

いてこられた多くの先生方のご努力に

感激すると同時に、個人的には、自分

自身はあのころと比べてあまり（人間

的にも学術に対する態度も）成長して

いないことを考えて、反省すると同時

に、20歳代の自分を懐かしく想うこと

ができました。

　最後になりましたが、白浜というこ

とで交通の便が決して良いとはいえな

い立地のなか、多数ご参加いただきま

した皆様に心から感謝申し上げます。

来年は島﨑潤教授の御主催で、開催

地も沖縄ということで、白浜とは比べ

物にならないすばらしい別天地での

開催ということです。皆様と同様に大

変楽しみに、かつ期待しています。こ

のたびは本当にありがとうございます。
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はじめに
　2013年2月14日（木）～16日（土）ま
での3日間、和歌山県白浜で角膜カン
ファランス2013（第37回日本角膜学
会総会／第29回日本角膜移植学会）
を主催させていただきました。このよ
うな名誉ある機会を賜り、事務局を代
表して日本角膜学会、日本角膜移植学

会の皆様に厚く御礼申し上げます。
　白浜での角膜カンファランス2013

の開催は今回が初めてではありませ
ん。1993年に第17回同会を近畿大学
大鳥利文教授が主催され、西田輝夫
先生（現山口大学副学長）が陣頭指
揮をとられました。当時の会場ホテル
は健在ですが、当時と比較して参加者

が2倍以上で参加者の収容が困難で
あったため、白浜町立総合体育館で
開催させていただきました。

学会の様子
　海外からの招待講演はWinston 

Whei-Yang Kao教授（Cincinnati

大学）の「Cell Therapy of Ocular 

Surface Diseases with Umbilical 

Stem Cells（座長：山口大学西田
輝夫副学長）」、Peter S. Reinach

教授（New York州立大学）の「TGF

β-1- induced Myof ibroblast 

Expression Depends on ROS 

Mediated TRPV1 Activation（座
長：京都府立医科大学木下茂教授）」
の二講演でした。両先生の長年にわ
たる角膜創傷治癒の細胞生物学的
研究成果が凝縮された内容で、皆様

角膜カンファランス2013体験記
和歌山県立医科大学　雑賀司珠也 ／ 事務局代表　岡田由香
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も非常に興味深い内容と感じられま
したことと思います。教育講演には、

Choun-Ki Joo教授（The Catholic 

University of Korea）と日本に短
期滞在中のEunduck P. Kay先生に
お願いさせていただきました。Joo教
授は、「The cornea in end stage 

disease: needs and performance 

criteria（座長：雑賀司珠也）」で先生
の基礎研究に裏打ちされた臨床の話
題をご講演くださいました。Kay先生
には「Endothelial mesenchymal 

transformation mediated by 

IL-1β-induced FGF-2 in cornea

（座長：同志社大学小泉範子教授）」
ということで、先生のライフワークと
もいえる角膜内皮細胞の間葉系移行
に関する内容のご講演でした。また、
学会長の雑賀のたってのお願いとい
うことで、日本大学澤充教授に教育
講演として、研究の「起承転結」をご
講演いただきました。若い研究者の
先生方だけでなく、我々も日々の研究
の進め方について大切な御示唆、御
教示をいただけたと思います。
　「フェムトセカンドレーザーの現状

今回シンポジウムとして、臨床でのホットな話
題二つと基礎的研究の話題一つとして、「フェム
トセカンドレーザーの現状と課題」「神経麻痺性
角膜症」「角膜実質研究の新たな展開」の三つの
テーマを取りあげさせていただきました。

と課題」では北里大学神谷和孝准教
授、和歌山県立医科大学宮本武講師
にオーガナイザーをお願いし、フェム
トセカンドレーザーの現状や機種によ
る目的の違い、導入のタイミングやエ
キシマレーザーを使わない新しい屈
折矯正手術の今後の展望についてご
講演をいただきました。
　「神経麻痺性角膜症」では、山口大
学柳井亮二講師にオーガナイザーを
お願いし、僭越ながら私もコ・オーガ
ナイザーを務めさせていただき、いま
だに難治性である神経麻痺性角膜症
の病態解明や新たな治療法の可能

性、現在進行中の治験成果の一端に
ついてご発表をいただきました。
　「角膜実質研究の新たな展開」で
は、愛媛大学白石敦准教授、和歌山
県立医科大学山中修准教授にオーガ
ナイザーをお願いし、実質の創傷治
癒や、再生、分化についてご発表をい
ただきました。角膜混濁の克服には、
実質細胞の挙動の制御が必須と考え
られるなか、明日の治療法の開発につ
ながる興味深い内容ばかりでした。
　学会成功にご尽力いただきました
招待講演やシンポジウムのご講演の
先生方、座長、オーガナイザーの先生

PHOTO REPORT
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方にこの場をお借りしまして、改めて
御礼申し上げます。
　一般演題は、口演100題、ポスター

129題の計229題と多数のご応募をい
ただきました。多数の応募演題のなか
でも口演のご希望が多かったこともあ
り、白浜町立体育館と、白浜会館の二
会場平行で口演を進行させていただ
き、ポスター会場は体育館を前後で
仕切るという変則的な形態をとらせて
いただきました。二会場での口演とい
うことで、すべての口演を聴講できな
いというマイナス点があったことは否
めないと思います。事務局の不手際を
お詫び申し上げます。ポスター展示で
は、口演と平行したポスター閲覧がで
きたというお褒めの言葉もご参加の
先生方からいただくことができ、さし
ずめ、「怪我の功名」といったこところ
でした。
　優秀ポスター賞関係では、内田賞
は近畿大学伊藤吉將先生の「薬物ナ

ノ粒子分散液の調製と点眼製剤とし
ての応用性：ナノ粒子分散液の角膜
傷害性評価」、北野賞は、順天堂大学
松永透先生の「膠様滴状角膜ジストロ
フィ角膜上皮細胞へのACSTD2遺伝
子導入・機能発現」、眞鍋賞は、慶應
義塾大学稲垣絵海先生の「マウス角
膜実質幹細胞の細胞移植」がそれぞ
れ受賞され、懇親会で表彰式が行わ
れました。受賞されました先生方、お
めでとうございます。
　また、学術奨励賞受賞記念講演は、
東京大学天野史郎教授の座長で慶
應義塾大学羽藤晋先生が「角膜実質
幹細胞およびiPS細胞由来神経堤細
胞から角膜内日細胞への分化誘導」、
京都府立医科大学中司美奈先生が、

「TACSTD2遺伝子による角膜上皮タ
イトジャンクション機能制御機構の解
明」というタイトルでご講演されまし
た。さすがに受賞講演では、深く切り
込んだ研究成果が披露され、当然の

受賞ということを改めて感じました。
全体を通して、ご応募いただいた演題
数が多くタイトなスケジュールとなっ
てしまいましたが、それぞれに興味深
い講演と活発な討論で、内容の濃い
学会となったのではないでしょうか？
　

最後に
　白浜は、温泉や海水浴、ジャイアン
トパンダがいるワールドサファリ等の
テーマパークもある観光地ですが、交
通アクセスは決してよいとはいえませ
ん。東京の羽田空港—南紀白浜空港
間には1日3往復のジェット機便があ
るものの、76人乗りと機種が小型で
あったため、今回、私どもの大学設置
者の和歌山県庁および日本航空様に
ご理解いただき、前日の機種を大型
に変更していただきました。事前の手
配で近隣の市町からもタクシーの応
援派遣をお願いしましたが、それでも
長時間お待ちいただいた先生方もい
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らっしゃったようで、ご迷惑をおかけ
いたしました。また、コンビニエンスス
トアも町内に3軒しかありませんでし
た。ご参加の先生方には都会での開
催とは違ったご不便をおかけしたと思
い、さらには事務局の準備でも何かと
至らぬ点も多々あったかと思います。
この場を借りて深謝いたします。

教室員一同から
　和歌山県立医科大学眼科学教室
は、ほとんどの医局員が和歌山県出身
で郷土愛が強いのが特徴です。せっか
く白浜にお越しいただくのなら、和歌
山をもっと紹介させていただきたいと
考えました。和歌山県立医科大学か
ら自動車で高速道路を使って1時間
強の白浜ですが、やはり和歌山市内と
は違い不案内な面もありましたので、
雑賀教授はじめ数名で白浜町観光課
や観光協会への挨拶周り、町内の下
見や試食を重ねて、また、ランチョン

PHOTO REPORT

セミナーのお弁当やコガノイベイホテ
ルでの懇親会の食材やドリンク類は
和歌山産のものにこだわらせていた
だきました。ちなみにランチョンセミ
ナーの竹籠のお弁当箱は和歌山県指
定物産でした。カンファランスバッグ
の色（みかんのオレンジと海の青）や
パンダの絵柄にも思い入れがありま
した。『今回の角膜カンファランスは
勉強も環境もよかった。ちょっと田舎
だったけど、白浜はよいところだった』
と先生方のご記憶の片隅
に残ることができました
ら、雑賀教授以下、教

室員一同の望外の喜びです。
　角膜カンファランス2013について
ご報告申し上げました。また、おかげ
さまでほぼピタリと収支が一致し、赤
字開催を回避できましたこともご報告
申し上げます。ご参加いただきました
先生方、ご援助、ご協力いただきまし
た関係各位にこの場を借りて深く御
礼申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。

（文責： 岡田）
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2 014年の角膜カンファランス（第

38回日本角膜学会総会／第30

回日本角膜移植学会）は、長い本学会
の歴史で初めて沖縄で開催することと
しました。この地での開催をご了承い
ただいた角膜学会評議員および理事の
先生方に御礼を申し上げます。
　私個人も東京歯科大学も、沖縄とは
特につながりはありません。それにもか
かわらずこの地を開催場所として選ん
だのは、角膜カンファランスの精神に
合致していると考えたからです。
　角膜カンファランスは、「フレンドリー
な雰囲気で交流し、アカデミックなディ
スカッションを行う」ことを重んじてき
ました。これは多くの先達が培ってきた
素晴らしい伝統であり、角膜カンファラ
ンスが魅力的な学会として広く知られ
る要因でもあります。その恩恵を受け
てきた一人として、この伝統を引き継い
でいきたい、というのが本学会をお引
き受けするにあたってまず考えたこと
でした。沖縄という普段の生活場所か
ら離れた自由な雰囲気のなかで数日を
過ごすことで、多くの交流が生まれるこ
とを祈っています。
　今回の学会のテーマは、「ちゃー
がんじゅー、ちゅら角膜」としました。

「ちゃーがんじゅー」は沖縄の言葉で、

一生懸命、という意味です。「ちゅら角
膜」は「美しい角膜」。透明で美しい角
膜を守るために日々努力を惜しまない
角膜カンファランス参加者の意気込み
を示したつもりです。
　この時期の沖縄は、他よりもかなり
暖かで、平均気温17～ 18℃と過ごし
やすい気候です。開催場所の沖縄コン
ベンションセンターの設備も申し分なく

（www.oki-conven.jpをご参照くだ
さい）、それらを活用した新しい試みも
考えています。遠くよりおいで下さった
参加者の方々に、「わざわざ来た甲斐が
あった」とお感じいただければそれに勝
る幸せはありません。WOC前の最後の
全国学会として、どうぞ角膜カンファラ
ンス2014をお楽しみください。

角
膜
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
２
０
１
４
に
よ
う
こ
そ

東京歯科大学眼科
島﨑潤



角膜カンファランス過去開催一覧表

1 1977年2月26日 霞が関ビル 33Ｆ 
東海大学校友会館 東京 眞鍋禮三 16

2 1978年2月25日 関電ビル 2Ｆ 
関電会館 大阪 眞鍋禮三 10

3 1979年2月17日 霞が関ビル 33Ｆ 
東海大学校友会館 東京 眞鍋禮三 15

4 1980年2月24日
大阪中之島
センタービル
ロイヤル NCB 会
館 3Ｆ 会議室 3号

大阪 眞鍋禮三 21

5 1981年3月1日 霞ヶ関ビル33Ｆ　
東海大学校友会館 東京 眞鍋禮三 28

6 1982年5月20日 国立京都国際会館 京都 眞鍋禮三 35

7 1983年5月19日 国立京都国際会館 京都 眞鍋禮三 35

8 1984年2月26日 イカリビル 2Ｆ
大ホール 大阪 眞鍋禮三 40

9 1985年2月16日、
17日 日光金谷ホテル 栃木 大原國俊 56

10 1986年2月28日、
3月1日

八幡平リゾート
ホテル 岩手 田澤豊 57

11 1987年2月13日、
14日

大磯プリンスホテル
プリンスホール 神奈川 金井淳 55

12 1988年2月19日、
20日 宝塚ホテル 兵庫 眞鍋禮三 78

13 1989年2月24日、
25日

北海道大学
学術交流会館 札幌 松田英彦 84

14 1990年2月1日、
2日

東京ベイヒルトン
インターナショナ
ルホテル

東京
千葉

北野周作
崎元卓 109

15 1991年2月8日、
9日 筑波大学大学会館 茨城 本村幸子 114

16 1992年1月31日、
2月1日、2日 パシフィコ横浜 神奈川 増田寛次郎 139

17 1993年1月2日、
23日、24日

白浜・ホテル
シーモア 和歌山 大鳥利文 157

18 1994年2月18日、
19日、20日

すみだリバーサイ
ドホテル
浅草ビューホテル

東京 宮永嘉隆 188

19 1995年2月9日、
10日、11日 都ホテル 京都 木下茂 180

2003年 第１回
榛村重人 東京歯科大

中村隆宏 京都府立医大

2004年 第2回
堀純子 日本医大

川崎諭 京都府立医大

2005年 第3回
加治優一 筑波大臨床医学系

小泉範子 京都府立医大

2006年 第4回
川北哲也 東京歯科大市川総合病院

福田憲 山口大

2007年 第5回
山田潤 明治鍼灸大

小林顕 金沢大

2008年 第6回

臼井智彦 東京大

平岡孝浩 筑波大臨床医学系

堀裕一 大阪大

2009年 第7回
有田玲子 東京大、伊藤医院

井上智之 大阪大

2010年 第8回
川島素子 慶應大

森重直行 山口大

2011年 第9回
奥村直毅 京都府医大

柳井亮二 山口大

2012年 第10回
羽藤晋 慶應大

中司美奈 京都府医大

回数 日　時 場　所 世話係 演題数

年度 回数 受賞者 所属 年度 回数 受賞者 所属

回数 日　時 場　所 世話係 演題数

20 1996年2月16日、
17日、18日

恵比寿ガーデン
プレイス内
ザガーデンホール

東京 小口芳久 187

21 1997年2月7日、
8日、9日 愛媛県県民文化会館 愛媛 大橋裕一 183

22 1998年2月13日、
14日、15日 賢島 宝生苑 三重 杉田潤太郎 204

23 1999年2月11日、
12日、13日 宇部全日空ホテル 山口 西田輝夫 175

24 2000年2月17日、
18日、19日 東京ベイホテル東急 千葉 坪田一男 184

25 2001年2月8日、
9日、10日

りんくう国際会議場
全日空ゲート
タワーホテル大阪

大阪 下村嘉一 202

26 2002年2月21日、
22日、23日 パシフィコ横浜 神奈川 澤充 208

27 2003年2月20日、
21日、22日

軽井沢プリンス
ホテル西館 長野 村松隆次 200

28 2004年2月19日、
20日、21日

米子コンベンション
センター

（ビッグシップ）
鳥取 井上幸次 237

29 2005年2月17日、
18日、19日 徳島プリンスホテル 徳島 塩田洋 201

30 2006年2月9日、
10日、11日

東京ビッグサイト 
TFT ホール 東京 大鹿哲郎 200

31 2007年2月9日、
10日、11日

ワールドコンベン
ションセンター 宮崎 宮田和典 220

32 2008年2月28日、
29日、3月1日 東京ベイホテル東急 東京 天野史郎 221

33 2009年2月19日、
20日、21日

ザ・リッツ・カール
トン大阪 大阪 前田直之 216

34 2010年2月11日、
12日、13日 仙台国際センター 仙台 西田幸二 198

35 2011 2月17日、
18日、19日 品川プリンスホテル 東京 高橋浩 200

36 2012 2月23日、
24日、25日

ホテルニューオー
タニ 東京 山口達夫 214

37 2013 2月14日、
15日、16日

和歌山県立町立総
合体育館・白浜健
康館

和歌山 雑賀司珠也 229

学術奨励賞受賞者
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学術奨励賞受賞者の喜びのコメント

このたびは、日本角膜学会学
術奨励賞という大変な栄誉

を賜り、心より御礼申し上げます。
学術奨励賞はこれまで錚々たる顔
ぶれの先生方が受賞されており、
このような栄誉ある賞を受賞でき
たことを大変名誉に思います。選
考していただいた先 生
方、研究に協力いただ
いた共著者各位、お世
話になった方々に対し
て、この場を借りて心よ
り御礼申し上げます。
　 私は1 9 9 8 年に慶 應
義塾大学を卒業後、実
は最 初の4 年 間を外 科
学教室に所属しており、
2002年から眼科学教室に移ったと
いう経歴があります。眼科に来て
感じたのは、基礎研究と臨床との
距離が非常に近く、いわゆる「橋
渡し研究（トランスレーショナル・リ
サーチ）」が盛ん（当時はそのような
言葉を知りませんでしたが）という
ことでした。そこで私も「眼科に来
たからには臨床に結びつくような基
礎研究がしたい」と考えていたとこ
ろ、当時東京医療センターで感覚

器センターの部長をされていた山田
昌和先生にお声をかけていただきま
した。そこで角膜移植の手ほどきを
山田先生から受けるかたわら、角
膜内皮細胞の生理学的な研究を始
めました。最初は右も左もわから
ない状態でしたが、次第にUssing 

chamberを用いた角膜内皮細胞
のポンプ機能を測定できるようにな
りました。2008年に慶應に戻った
後、坪田一男教授、榛村重人准教
授のご指導を賜り、ひきつづき角
膜内皮の、とくに再生医療の研究
に携わりました。
　坪田教授も榛村准教授も、医局
員の自主性を非常に重んじる指導
者でして、私も全く自由に研究をさ
せていただけたのは、誠に幸いだっ

たと思います。研究を始めた当時、
角膜実質から幹細胞（COPs）を分
離するところまではできており、私
の最初の仕事はCOPsから角膜内
皮細胞を誘導することでした。当
初は全くの手探りでしたが、様々
なトライ・アンド・エラーを重ねる

うちに、レチノイン酸と
W n tシグナルによる制
御が分化誘導の鍵であ
ることを見い出すことが
できました。また、 誘
導した細胞の機能評価
に、Ussing chamber

のノウハウが 非 常に役
立ちました。現在は、こ
の研究を更に発展させ、

iPS細胞から角膜内皮細胞への分
化誘導法の開発に取り組んでいま
す。この研究は文部科学省の「再
生医療実現化ハイウェイ」の支援
のもと、数年以内に臨床応用実現
化を達成したいと考えています。
今まで支えてくださった先生方、
大学の垣根を越えた仲間の皆様に
感謝申し上げるとともに、今後とも
ご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願
い申し上げます。

羽藤晋 （慶應義塾大学）

「角膜実質幹細胞およびiPS細胞由来神経堤細胞
から角膜内皮細胞への分化誘導」

現在は、この研究を更に発展させ、
iPS細胞から角膜内皮細胞への分化誘
導法の開発に取り組んでいます。この
研究は文部科学省の「再生医療実現化
ハイウェイ」の支援のもと、数年以内
に臨床応用実現化を達成したいと考
えています。
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この度、栄誉ある日本角膜学会
学術奨励賞を賜り、大変光栄

に存じます。選考委員の先生方をは
じめ、日本角膜学会の関係者各位に
厚く御礼を申し上げます。
　私は、2001年に京都府立医科大
学を卒業し、同大学附属病院にて1

年間の研修後、バプテスト
眼科クリニックにて4年間の
臨床経験を積み、2006年に
同大学大学院に入学しまし
た。バプテスト眼科クリニッ
クでは、海外ドナーを用い
た角膜移植が行われており、
4年間に非常に多くの角膜患
者様とかかわることができ、角膜に
興味をもつようになりました。
　大学院で何か角膜の研究がしたい
と思っていたものの、とくに研究テー
マが決まっていたわけではなかった
のですが、膠様滴状角膜ジストロフィ
の新規変異が見つかったのをきっか
けにTumor-Associated Calcium 

Signal Transducer 2（TACSTD2）
の機能解析をしてみないか、とお
声をかけていただいたのが、その後
長期にわたり直接研究を指導して
下さった川崎 諭先生でした。研究

の知識も手技も全くわからず戸惑
いの日々でした。膠様滴状角膜ジス
トロフィの原因遺伝子は、1999年
にTACSTD2と同定されましたが、
長年にわたりその機能は不明でし
た。私達は、TACSTD2のパラログ
遺伝子であるEpCAMが、claudin

（CLDN）7と直接結合するという既
報の論文にヒントを得、TACSTD2

とタイトジャンクション関連タンパ
クとの関係を様々な方法で調べまし
た。その結果、TACSTD2タンパク
はCLDN1とCLDN7に直接結合して
いることが明らかとなりました。また
TACSTD2遺伝子をノックダウンす
ると上皮バリア機能が明らかに低下
し、同時にタイトジャンクション関連
タンパクの発現量低下と細胞内局在
の変化がみられました。またHeLa

細胞において、CLDN1とCLDN7

遺伝子の強制導入後にプロテアソー
ム阻害薬であるMG-132で処理す
ると、CLDN1およびCLDN7タンパ
クの発現量が著明に上昇しました。
これらの結果から、TACSTD2は
CLDN1とCLDN7タンパクの安定性
を高め、ユビキチン・プロテアソーム

系を介するタンパク分解か
らこれらを保護していること
が強く示唆されました。現
在、TACSTD2タンパクと
CLDN1およびCLDN7タン
パクとの結合様式とCLDN

タンパクのユビキチン部位に
ついての詳細な検討を行っ

ており、更なるGDLDの分子病態の
解明を目指しています。
　最後になりましたが、本研究を遂
行するにあたり、多くの方々にお世
話になりました。このような研究の
機会を与えて下さいました木下茂教
授、直接のご指導を賜りました川崎
諭先生、ともに実験を進めて下さい
ました先生方に心より感謝いたしま
す。今回の受賞を糧にして、今後も
臨床や研究に励みたいと思いますの
で、今後ともご指導のほどよろしくお
願い申し上げます。

中司美奈 （京都府立医科大学）

「TACSTD2遺伝子による角膜上皮
タイトジャンクション機能制御機構の解明」

TACSTD2はCLDN1とCLDN7タ
ンパクの安定性を高め、ユビキチ
ン・プロテアソーム系を介するタ
ンパク分解からこれらを保護して
いることが強く示唆されました。

羽藤晋 （慶應義塾大学）

「角膜実質幹細胞およびiPS細胞由来神経堤細胞
から角膜内皮細胞への分化誘導」
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内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞
1994 ～ 2013年受賞者一覧表

★1994年（第18回角膜カンファランス・第10回日本角膜移植学会）
内田賞 西川都子（近畿大） インターロイキンによる実験的角膜炎  

北野賞 細見雅美（神戸海星病院） 角膜潰瘍に対するヒアルロン酸点眼薬の効果
眞鍋賞 木佐貫操（神戸大） Werner症候群の角膜における細胞増殖能についての組織学的検討

★1995年（第19回角膜カンファランス・第11回日本角膜移植学会）
内田賞 近藤順子（眼科杉田病院） 強角膜片保存中の内皮細胞検査（アイバンク用スペキュラーマイクロスコープ） 角膜学会誌第1巻184頁 

北野賞 吉田裕司（東京工芸大）       生体眼での複屈折効果（その1）-角膜形状応用力状態の計測- 角膜学会誌第1巻187頁
眞鍋賞 長田さやか（金沢大）  アトピー性皮膚炎患者の角膜形状の検討  角膜学会誌第1巻189頁

★1996年（第20回角膜カンファランス・第12回日本角膜移植学会）

内田賞 吉野真未（慶應大）     骨髄移植に伴うドライアイ 眼紀第48巻453-455頁、
角膜学会誌第2巻158頁

北野賞 渡辺牧夫（高知医大）   約2年間のソフトコンタクト連続装用による細菌性角膜潰瘍の一例  眼紀47巻1054-1058頁、
角膜学会誌第2巻75頁

眞鍋賞 新妻卓也（女子医大第二） PRK後の不可逆性上皮下混濁の組織変化 眼紀第47巻1464-1467
頁、角膜学会誌第2巻56頁

★1997年（第21回角膜カンファランス・第13回日本角膜移植学会）
内田賞 光本拓也（佐賀医大）     角膜細胞の新しい単離培養法（短冊法）の試み 角膜学会誌第3巻137頁
北野賞 木村内子（東芝病院）      幼児角膜を用いた全層角膜移植の長期予後ラット全層角膜移植モデルにおけるドナー 角膜学会誌第3巻139頁
眞鍋賞 皆本敦（広島大）      角膜に対する紫外線照射の効果 角膜学会誌第3巻146頁

★1998年（第22回角膜カンファランス・第14回日本角膜移植学会）
内田賞 内田幸男選考委員ご逝去につき今回は北野賞・眞鍋賞のみとし、各2名ずつ選ぶことになった。

北野賞
①渡辺仁（大阪大）   ケラトエピテリン関連角膜変性症の遺伝子異常の違いによる臨床所見の相違 Ophthalmology、角膜学

会誌第4巻113頁
②光本拓也（佐賀医大） 角膜内皮の修復；細胞外基質と成長因子を関連させた内皮修復の解析法 角膜学会誌第4巻115頁

眞鍋賞
①足立和加子（京都府医大） ヒト角膜上皮に特異的な新規カテプシンのクローニング 角膜学会誌第4巻113頁
②佐藤敦子（日本大） 自動角膜厚測定装置（SP-2000P）の臨床的評価 眼紀第50巻18-21頁

★1999年（第23回角膜カンファランス・第15回日本角膜移植学会）
内田賞 新田卓也（北海道大） 細菌アレルギーの関与する慢性角結膜炎に対するテトラサイクリン内服療法 角膜学会誌第5巻105頁
北野賞 川崎諭（京都府医大） 眼表面疾患慢性期における結膜浸潤細胞 角膜学会誌第5巻102頁
眞鍋賞 平野耕治（名古屋大）   光学的干渉断層計（OCT）の角膜疾患診断への応用について 角膜学会誌第5巻111頁

★2000年（第24回角膜カンファランス・第16回日本角膜移植学会）
内田賞 村戸ドール（神戸海星病院） エキシマレーザー治療的角膜切除術後の眼表面所見の原疾患別検討 角膜学会誌第6巻98頁
北野賞 弓狩純子（女子医大） アトピー性角膜炎の角膜上皮障害における好酸球とエオキタシンの関与 角膜学会誌第6巻80頁
眞鍋賞 八木明美（静岡県アイバンク） 静岡県アイバンクの斡旋に関する統計調査 （1982-1999） 角膜学会誌第5巻111頁

★2001年（第25回角膜カンファランス・第17回日本角膜移植学会）
内田賞 Zheng Xiaodong（愛媛大）  アカントアメーバはヒト角膜上皮細胞アポトーシスを誘導する 角膜学会誌第7巻123頁
北野賞 月山純子（近畿大） 角膜上皮創傷治癒におけるプロスタグランジンの作用機序について 角膜学会誌第7巻123頁
眞鍋賞 加賀谷文絵（東京大） ヒト羊膜上皮培養上清は角膜移植後の血管新生を抑制する 角膜学会誌第7巻128頁

★2002年（第26回角膜カンファランス・第18回日本角膜移植学会）
内田賞 中川裕子（徳島診療所） 眼圧上昇を伴う重篤な角膜ブドウ膜炎を呈したムンプス角膜炎の1例 角膜学会誌第8巻35頁
北野賞 尾藤洋子（京都府医大） 結膜弛緩症の多数例に対する涙液メニスカス再建術の検討 角膜学会誌第8巻80頁
眞鍋賞 藤田聡（東京医大） レシピエント角膜上皮を温存した角膜移植術 角膜学会誌第8巻87頁



  

ANNUAL REPORT OF JAPAN CORNEA SOCIETY ● 14

★2003年（第27回角膜カンファランス・第19回日本角膜移植学会）
内田賞 大宮勝美（羽曳野病院）    両眼性・多発性の角膜上皮囊胞を示した1症例 角膜学会誌第9巻87頁
北野賞 大野健治（国立東京医療センター） 病状説明でのフルオレセイン･ブルーフリーシステムの有用性 角膜学会誌第9巻71頁
眞鍋賞 遠藤健一（京都府医大）   羊膜上皮基底膜におけるⅣ型コラーゲンα5鎖の発現-角膜上皮基底膜との類似性- 角膜学会誌第9巻90頁

★2004年（第28回角膜カンファランス・第20回日本角膜移植学会）
内田賞 茂田今日子（銚子市立総合病院）  角結膜疾患患者における涙液中ケモカインの検討 角膜学会誌第10巻158頁
北野賞 酒井理恵子（自治医大）   ヒト角膜内皮細胞に高発現するCESP-1の特異抗体作製と細胞内局在 角膜学会誌第10巻152頁
眞鍋賞 前田政徳（近畿大） 結膜弁被覆を併用した人工角膜手術   角膜学会誌第10巻170頁

★2005年（第29回角膜カンファランス・第21回日本角膜移植学会）
内田賞 鴨居瑞加（立川共済病院）   涙液分泌低下型ドライアイにおける涙液蒸発率と涙液油層状態 角膜学会誌第11巻78頁
北野賞 板橋幹城（近畿大） VVGCV、GVACVのヘルペス性角膜上皮炎への効果 角膜学会誌第11巻87頁
眞鍋賞 渡邉和誉（兵庫アイバンク）   献眼情報より臓器および組織提供に結びついた1例 角膜学会誌第11巻94頁

★2006年（第30回角膜カンファランス・第22回日本角膜移植学会）
内田賞 張巍（愛媛大） Frameshift Mutationによるアシクロビル耐性角膜ヘルペスの１例 角膜学会誌第12巻109頁
北野賞 寺井典子（京都府医大） マウス角膜の分化・成熟におけるケラチン12の発現 角膜学会誌第12巻97頁
眞鍋賞 諸星計（鳥取大） CCR5・CXCR3欠損マウスにおける角膜移植後拒絶反応の検討 角膜学会誌第12巻104頁

★2007年（第31回角膜カンファランス・第23回日本角膜移植学会）
内田賞 林竜平（東北大） 角膜輪部上皮におけるN-cadherin発現細胞の解析
北野賞 林孝彦（横浜市大） マウス水疱性角膜症眼に対するアロ角膜内皮細胞移植とアロ全層角膜移植の免疫反応
眞鍋賞 石丸慎平（獨協医大） 深部表層角膜移植【DLKP】術にて摘出された角膜の組織学的検討

★2008年（第32回角膜カンファランス・第24回日本角膜移植学会）
内田賞 佐藤エンリケ アダン（慶應大） レーザー生体共焦点顕微鏡によるシェーグレン症候群 症例の涙腺炎症状態の観察
北野賞 子島良平（宮田眼科病院） アカントアメーバに対する薬剤感受性試験の検討
眞鍋賞 入江真理（富山県アイバンク） 富山県アイバンクの15年の活動報告

★2009年（第33回角膜カンファランス・第25回日本角膜移植学会）
内田賞 三村達哉 （東京大） 角膜血管新生におけるin vitroでのMT1-MMPのDecorin分解
北野賞 長谷川美恵子（大手前病院） フルオロキノロン耐性を示した感染性角膜潰瘍の3例
眞鍋賞 横川英明（金沢大） Businグライド使用に伴う内皮障害評価－新鮮ヒト角膜を用いた実験－

★2010年（第34回角膜カンファランス・第26回日本角膜移植学会）
内田賞 山田直之（山口大） フィブロネクチン由来ペプチドPHSRN点眼が著効した神経麻痺性角膜症の１例
北野賞 竹田一徳（京都府医大） 急性期眼表面疾患に対する自己培養口腔粘膜上皮移植術の臨床成績
眞鍋賞 田中寛（京都府医大） 眼表面疾患患者のMRSA保菌に関する検討

★2011年角膜カンファランス（第35回日本角膜学会・第27回日本角膜移植学会）
内田賞 吉田悟（慶應大） 角膜実質の再生医療に向けた神経堤幹細胞のiPS 細胞からの誘導
北野賞 松永透（順天大） リン酸基含有ハイドロゲルをデバイスとした前眼部へのTACSTD2 遺伝子導入
眞鍋賞 中村孝夫（大手前病院） 無水晶体眼水疱性角膜症に対する角膜内皮移植

★2012年角膜カンファランス（第36回日本角膜学会・第28回日本角膜移植学会）

内田賞 水戸毅（愛媛大） アカントアメーバへのphotodynamic therapy（PDT）:抗アメーバ薬との併用
効果の検討

北野賞 小林剛（愛媛大） マウス表皮細胞から形質転換した角膜上皮様細胞の免疫組織学的検討

眞鍋賞 中川紘子（京都府医大） 同一ドナーから提供をうけた２眼を使用した角膜内皮移植での角膜内皮細胞
密度の経過

★2013年角膜カンファランス（第37回日本角膜学会・第29回日本角膜移植学会）

内田賞 伊藤吉將（近畿大・薬） 薬物ナノ粒子分散液の調製と点眼製剤としての応用性：ナノ粒子分散液の
角膜傷害性評価

北野賞 松永透（順天大） 膠様滴状角膜ジストロフィ角膜上皮細胞へのTACSTD2遺伝子導入・機能発現
眞鍋賞 稲垣絵海（慶應大） マウス角膜実質幹細胞の細胞移植
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この度は私共の研究に対して
内田賞を選考していただき誠

にありがとうございます。本賞を受
賞させていただきましたことは私に
とって望外の喜びであります。今後、
この領域における更なる貢献ができ
ることを願っています。本研究は近
畿大学の医薬連携プロ
ジェクトの一環として
行われたものですが、
眼科学教室の下村嘉一
教授の臨床医学と私共
の応用薬学の綿密なる
連携の結果と考えてい
ます。
　これまで私共は新規
抗緑内障薬、抗白内障
薬、抗アレルギー薬、抗
生物質、抗炎症薬（ステロイド系、非
ステロイド系）などの医薬品のナノ粒
子化を行い、これを点眼製剤とするこ
とにより眼深部（ぶどう膜内部、網膜
内など）に薬物の送達を可能としてき
ました。しかしながら、この製剤の角
膜上皮への影響については研究され
ていませんでした。今回の研究の結
果より、上記すべての薬物において、

ナノ粒子化は角膜透過性が溶液製剤
より顕著に増大することが判明し、そ
れに伴う薬効も増加しました。
　上記薬物の大半はナノ化すること
による角膜上皮細胞に対する傷害性
はほとんどないことが判明しました
が、インドメタシンのような非ステロ

イド系酸性抗炎症薬はそれらの溶液
に匹敵する細胞毒性のあることが判
明しました。私共は、医薬品の粒子
径200nm以下のものをナノ粒子とし
て定義し、点眼剤を調製してきました
が、ある報告では、400nm以下をナノ
粒子としています。私共の薬物ナノ粒
子調製法は、粒子サイズのコントロー
ルが極めて容易であるので、薬物の毒

性と有効性を鑑みて、今後この200～

400nmの粒子径範囲における薬物の
角膜上皮に対する毒性と眼深部への
薬物の送達性について検討しようと
考えています。
　従来、眼科領域の薬物療法は投与
方法の簡便さから点眼剤が用いられ

てきました。しかし、目的
とする患部への到達性
の悪さ、投与量に定量性
が乏しいこと、点眼後の
眼の痛み、懸濁性製剤で
は目のかすみ、頻回投与
による眼表層の傷害な
どの問題が多数指摘さ
れてきました。ナノ化製
剤は、粒子径の大きさの
調整により目的とする部

位への送達が可能であり、上記問題
点を克服する優れた医薬品の形と考
えられます。
　今回の研究を更に進めることによ
り、眼科領域における効果的で安全
な薬物療法を可能とすることと確信し
ております。今後とも本学会の先生方
のご指導並びにご鞭撻をいただけま
すようお願い致します。

伊藤吉將 （近畿大学薬学部）

｢2013年度 内田賞を受賞して｣

私共の薬物ナノ粒子調製法は、粒子サイ
ズのコントロールが極めて容易である
ので、薬物の毒性と有効性を鑑みて、今
後この200 ～ 400nmの粒子径範囲にお
ける薬物の角膜上皮に対する毒性と眼
深部への薬物の送達性について検討し
ようと考えています。

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者の喜びのコメント
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この度、角膜カンファランス2013

にて学術展示で発表させていた
だいた「膠様滴状角膜ジストロフィ角
膜上皮細胞へのTACSTD2遺伝子導
入・機能発現」で、名誉ある「北野賞」
を受賞させていただくことができ、誠
にありがたく、光栄に存じます。研究
を行うことによって期待される結果が
得られ、研究成果を発表
させていただくことがで
きたことと同時に、今回
のような名誉ある賞をい
ただけたことで、大変充
実した学会となり、今後
の研究における励みとも
なる学会となりました。
　私はコンタクトレンズの製造販売を
行う株式会社シードに入社後、コンタ
クトレンズの研究・開発に携わって参
りました。そうしたなか、コンタクトレ
ンズは最も長い歴史をもつ人工臓器
の一つであり、外科的手術を介さずに
角膜へアプローチすることのできる有
用なデバイスの一つでもあると考えま
した。そこで、コンタクトレンズの治療
用デバイスとしての可能性を探索する
ため、順天堂大学大学院に入学し、眼

科学教室において研究を開始しまし
た。そして、その新たな試みとして研究
している一つが、今回の学会において
受賞に至った、遺伝子導入用デバイス
としての研究になります。
　今回の研究において対象疾患とし
た膠様滴状角膜ジストロフィ（GDLD）
は常染色体劣性遺伝を呈し、角膜上

皮細胞間の透過性が亢進することに
より上皮直下にアミロイド沈着が生じ
る、日本人において比較的頻度の高い
難治性疾患です。主に角膜移植により
治療がなされていますが再発傾向に
あり、新規治療法が期待されているこ
とから、新たに合成したコンタクトレン
ズを用いて、本疾患の責任遺伝子で
あるTACSTD2遺伝子の導入の検討
を行いました。その結果、GDLD患者
から採取した角膜上皮細胞に対して

TACSTD2遺伝子の導入およびその機

能発現が認められたことから、角膜移
植に代わる非侵襲的な新規治療法と
して、コンタクトレンズを用いた遺伝
子治療の可能性が示唆される結果を
得ることができました。それとともに、
臨床応用に至るまでの検証すべき課
題は多々ありますが、コンタクトレンズ
が視力補正としての用途のみでなく、

組織に対して直接接触
することのできるデバイ
スとして、様々な可能性
を有することを見い出す
ことができました。
　今回の受賞に際しまし
て、川崎諭先生をはじめ

とした京都府立医科大学、同志社大
学の先生方、日頃よりご指導をいただ
いております順天堂大学眼科学教室
の先生方、そしてご多忙ななか、様々
なアイデアやあたたかいご支援をい
ただいております村上晶教授に、心よ
り感謝いたしますとともに、この場を
借りて厚く御礼申し上げます。そして
今後も、quality of life（QOL）および

quality of vision（QOV）の向上に貢
献することのできる研究に励んでまい
りたいと思います。

松永透 （順天堂大学）

｢2013年度 北野賞を受賞して｣

コンタクトレンズが視力補正としての
用途のみでなく、組織に対して直接接触
することのできるデバイスとして、様々
な可能性を有することを見い出すこと
ができました。
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稲垣絵海 （慶應義塾大学）

｢2013年度 眞鍋賞を受賞して｣

この度は角膜カンファランスに
て眞鍋賞をいただき、誠に有

難うございました。角膜カンファラン
スの皆様方に感謝申し上げます。
　思えば眼科、そして角膜を志す
きっかけに研修医の時に参加した

2006年の角膜カンファランスがあり
ました。Discussionも活発でアカ
デミックな雰囲気と懇
親会が浴衣!?という明
るく気さくな雰囲気に
衝撃を受けました。角膜
カンファランスは今でも
一年のなかで最も楽し
みにしている学会です。
　研究を志しましたのは
小川葉子先生にARVO

に連れていっていただいてから、漠然
といつか研究をしたいと考えていまし
た。その後に子供の出産で進路を悩ん
だ際に“育児しながら大学院生”という
コンセプトを坪田一男教授が勧めてく
ださり、翌年は大学院入学と臨月で専
門医試験、夏に出産、秋に復帰と激動
の一年を過ごし、晴れて研究生活を送
ることになりました。
　大学院では角膜の再生をやろう！ 

ということで榛村重人准教授の研究
室に入り、まずは“角膜実質幹細胞
のin vivoでの細胞移植”をテーマに
実験を始めました。以前、同研究室
で分離に成功した角膜実質細胞を
細胞源として角膜実質細胞への誘
導を試みています。今回ポスターで
発表させていただいたのがその一部

になります。私はマウス恐怖症!?が
あり、そのマウスへ顕微鏡下で角膜
実質内に細胞を移植するのは精神
的な修行を多く必要としましたが、
移植した細胞が無事生着しているの
を蛍光実体顕微鏡で確認したとき
には大変感動しました。
　いざ研究生活に飛び込んでみる
と、想像を絶する失敗や頓挫を日々
経験しておりますが、何か結果が出

たときの醍醐味は筆舌に尽くし難い
ものがあります。結果に一喜一憂し
ながらも事実を検証していく研究の
楽しさを知ることができて幸せに思
います。
　近年、再生医療の研究が飛躍的
に進んでおり、これからの角膜疾患
も組織のTissue Enigineeringや

疾病された細胞のみを
移植するような近未来
の治療方法での可能性
を感じています。今、角
膜再生の研究に携われ
る好機を感謝していま
す。”強運の持ち主”とい
われることがあります
が、運と好奇心で貪欲

に研究を続けていきたいと思ってお
ります。
　最後になりましたが、慶應義塾大
学眼科学教室および角膜細胞学教
室の皆様、とくに研究を勧めてくだ
さった坪田一男教授、研究室の監督
である榛村重人准教授、コーチであ
る羽藤晋先生には多大なるご指導を
いただいており、この場をお借りして
感謝申し上げたいと思っております。

いざ研究生活に飛び込んでみると、想像
を絶する失敗や頓挫を日々経験しており
ますが、何か結果が出たときの醍醐味は
筆舌に尽くし難いものあがあります。

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者の喜びのコメント
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日本角膜学会　会則

第１章　名称・事務局
　第１条 本会は日本角膜学会（Japan Cornea Society）と称する。
　第２条 本会の事務局は、〒567-0047 茨木市美穂ケ丘3-6 
 山本ビル302号室日本眼科紀要会内に置く。

第２章 目的および事業
　第３条 本会は角膜・眼表面に関する基礎的、臨床的研究を通して、
 これに関わる疾患の診断と治療の発展に資することを目的 
 とする。
　第４条 本会は第3条の目的を遂行するために次の事業を行う。
 1） 学術集会の開催
 　 評議員会で会長を指名し、その会長が年1回の学術集会 
 　 （日本角膜学会総会）を日本角膜移植学会と併催する。
 2） 学会誌の発行
 　 年1回発行する。
 3） 日本眼球銀行協会、日本失明予防協会などの関係諸団体 
 　 と協力活動を行う。
 4） その他、本会の目的に沿った事業を行う。

第３章　会　員
　第５条 会員は角膜・眼表面の研究に従事する者およびこれに準ずる 
 者で、第６条の所定の手続きを完了したものとする。
　第６条 本会に入会を希望する者は規定の申込用紙に必要事項を記 
 入し、会費をそえて事務局に申込み、理事会の承認を受け 
 ることとする。
　第７条 退会を希望する者は退会届けを事務局に提出しなければな 
 らない。ただし、３年以上会費払い込みのない者は自動退 
 会とする。また、本会の名誉を著しく傷つける行為のあっ 
 た者は理事会の議決を経て除名することができる。
　第８条 休会を希望する者は休会届けを事務局に提出しなければな 
 らない。
　第９条 会員は学術集会に参加し研究発表を行うことができる（筆 
 頭発表者は会員に限る）。
　第10条  本会に法人会員を置くことができる。法人会員は理事の 
 推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。
　第11条 本会に名誉会員を置くことができる。名誉会員は理事会で 
 推薦を受け、評議員会で承認を得なければならない。

第４章　評議員
　第12条 本会に30名の評議員を置く。
　第13条  評議員は有権者の投票にて立候補者から30名選出される 
 （選挙は２年に1回、無記名、10名～ 20名連記で行う）。 
 評議員の選挙は評議員会で選出された4名の選挙管理委員 
 によって施行される。評議員の任期は１月1日から翌年の 
 12月31日とする。なお、有権者とは、会員のうち選挙施 
 行年度の会費の支払いが指定された期日までに終了してい 
 る者とする。

第５章　役員（理事および監事）
　第14条 理事は評議員の中から投票によって8名選出される。理事 

 長は理事の投票によって選出される。理事長は理事以外の 
 評議員の中から監事2名を指名する。
　第15条 理事長は本会の会務を総括する。理事長の任期は1期2年 
 とし、再任は永久に妨げる。また、理事長が任期中、何ら 
 かの事故に遭遇し、その職務を遂行できなくなった場合、 
 理事会がその職務を代行する。理事長ならびに役員は次の 
 理事長ならびに役員が決定するまでその職務を代行する。
　第16条  理事の職務は、会計、編集、渉外、総務、記録の5分野で、 
 各理事が各々の分野の責任者となり、理事長が総括する。
　第17条 役員の任期は、3月1日から翌々年の2月末日までの2年とし 
 再任を妨げないが、連続2期を超えて重任することはでき 
 ない。
　第18条 役員に欠員が生じた場合は、投票結果の次点者を充てる 
 （任期は前任者の任期の残りを充てる）。
　第19条 役員、評議員は無給とする。

第６章　会　議
　第20条 会議は総会、評議員会、理事会とし、理事長がこれらを招 
 集し、その議長を務める。また、理事会には、役員の他、 
 当年度および次年度の会長が出席する。
　第21条 総会、評議員会、理事会は年1回開催されるが、理事長は 
 必要に応じて臨時に総会、評議員会、理事会を招集するこ 
 とができる。
　第22条 理事会は本会の運営方針に関する重要事項について立案し、 
 評議員会に提案するとともに、評議員会での決定事項を実 
 行する。
　第23条 評議員会は理事会での提案事項を協議し、決定する。
　第24条 総会では、理事長が理事会および評議員会での決定事項を 
 報告する。
　第25条 評議員会は構成員数の2/3の出席をもって成立する（委任状 
 を認める）。
　第26条 評議員会の議事は実出席者の過半数をもって可決される。
　第27条 監事は年1回、会計監査を行い、評議員会にて報告する。

第７章　会　費
　第28条 本会の運営経費は会員の会費、法人会員の会費その他を 
 もって行う。但し非営利的に運営されねばならない。
　第29条 本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。

付　則
　第１条 本会則は1995年1月1日より発効実施される。
　第２条 本会則は評議員会実出席者の2/3以上の同意により変更で 
 きる。
　第３条 本会の会員の年会費は年額5,000円とする。法人会員の年 
 会費は年額50,000円とする。
　第４条 学術集会の会費は当該会長によって決定される。

（1996年2月16日改訂）
 （1999年2月12日改訂）
（2010年2月11日改訂）
（2012年2月23日改訂）
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開催日時 ： 2013年2月13日（水）19：00～ 21：00
場　　所 ： ラフォーレ南紀白浜　3F個室（ステラ）
出 席 者 ： 天野史郎、井上幸次、大鹿哲郎、大橋裕一、澤充、
 坪田一男、前田直之、各理事、高村悦子、山口達夫両監事
 オブザーバー 雑賀司珠也　事務局　三宅啓子　計11名
　　　　　新理事 ： 天野史郎、大橋裕一、木下茂、澤充、島﨑潤、
 西田幸二、前田直之、宮田和典
欠 席 者 ： 下村嘉一　　　　　　　

議　　長 ： 天野史郎理事長
議　　題 ： 
Ⅰ．報告事項
1. 会員の動静 （天野理事長）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1,233名（2013年2月1日現在）、休会者（留学）0名
本  会  員： 1,233名（2012年2月1,218名　15名増）

（医師 1,161名　医師以外 72名）
法人会員：24社（2012年2月 24社　増減なし）

2. 2012年度会計報告 （大鹿理事）
収入：会員会費　催促が2回しかできなかったので減少

ホームページ運営費として昨年の残金＋運営経費を運営積立金
を取崩して充当した。

支出：調査研究費は抗腫瘍薬調査費のみ支払ったため減少
印刷費は年次報告書の支払いが今年度にまわったため減少
会議が多かったため消耗品費、旅費・交通費は増加

3. 評議員・理事選挙結果報告 （天野理事長）
選挙（有権者965名投票総数542票、うち有効532票、無効10票）の結
果、評議員は以下の30名が選出された。
天野史郎、稲富勉、井上幸次、宇野敏彦、大鹿哲郎、大橋裕一、
岡本茂樹、木下茂、小泉範子、小林顕、雑賀司珠也、佐々木香る、
澤充、島﨑潤、清水公也、下村嘉一、楱村重人、杉田潤太郎、
外園千恵、高村悦子、近間泰一郎、坪田一男、西田幸二、秦野寛、
前田直之、宮田和典、山口達夫、山田昌和、横井則彦、渡辺仁　
1月10日締切で理事は評議員30名で選挙をして、以下の8名が選ばれた。
天野史郎、大橋裕一、木下茂、澤充、島﨑潤、西田幸二、前田直之、
宮田和典

4. 第10回学術奨励賞について （大橋理事）
2012年12月8日（土）ウェスティン都ホテルにて選考委員会（大橋裕一
委員長、雑賀司珠也、﨑元卓、田川義継、近間泰一郎、林皓三郎、
堀純子6委員、事務局三宅啓子）を開催した。応募者6名を慎重に
選考し、下記の2名に決定した。
受賞者
・ 羽藤晋（慶應義塾大学）
　「角膜実質幹細胞およびiPS細胞由来神経堤細胞から角膜内皮細

胞への分化誘導」
・ 中司美奈（京都府立医科大学）　　
　「TACSTD2遺伝子による角膜上皮タイトジャンクション機能制御機構の解明」

5. 日本角膜学会優秀ポスター賞 （大橋理事）
昨年同様優秀ポスター賞を評議員全員で行います。よろしくお願いいた
します。
第一次審査：眞鍋賞、内田賞、北野賞  各領域を５演題ずつ選ぶ。　
第二次審査　最終決定をする。　懇親会のときに表彰する。

6. 角膜カンファランス2013学会について （雑賀 司珠也会長）
名　　称： 第37回日本角膜学会総会・第29回日本角膜移植学会
日　　時： 2013年2月13日（木）～ 2月15日（土）
会　　場： 白浜町立体育館
会　　長： 雑賀司珠也（和歌山県立医科大学眼科）
事前登録： 会員 218名、非会員 174名、医師以外 35名　計427名
229演題

7. 角膜カンファランス2014学会について （島﨑潤会長）
名　　称：第38回日本角膜学会総会・第30回日本角膜移植学会

第35回2013年第1回日本角膜学会理事会議事録
日　　時：2014年1月30日（木）～ 2月1日（土）
会　　場： 沖縄コンベンションセンター（沖縄県宜野湾市）
会　　長： 島﨑潤（東京歯科大学市川総合病院眼科）
一般演題申込締切が早まる。特別講演 ：Donald Tan

8. 角膜カンファランス2015学会について （福島敦樹会長）
Asia ARVOを坪田先生が2015年2月16日（月）～ 19日（木）横浜で開
催される。その前に行う。

9. ウェブサイト関連 （前田理事）
• ウェブサイト教育コンテンツ　掲載済分、未掲載分のリスト公表

未掲載部分の担当の評議員の先生方、作成をお願いします。
• ウェブサイトへの角膜カンファランス2013の主な発表のアップロード
• シンポジウムと特別講演など。角膜学会会員はログインして視聴でき

る。学会参加者数に影響がないように、学会後期間をあけて開始し、期
間限定とする。

• 期間は学会後2カ月くらいから開始して、2～3カ月くらいでよいのでは
ないか。

10. 日本角膜移植学会との共催懇談会、研究会
• 共催懇談会

理事会、評議員会の承認を得た後、2012年12月に日本角膜移植学
会との共催で懇談会「角膜再生医療の最先端と将来展望」を行った。
その内容はパンフレットにして、角膜カンファランス、日本眼科学会、
日本臨床眼科学会で配布する。また2学会のウェブサイトにPDFファ
イルとしてアップロードの予定。

• DSAEK調査
西田幸二をチーフとして調査が開始された。
日本の現状を調査する。数大学の若い先生に集まってもらってアン
ケートを出す。
第二段階としてDSAEKを多く行っているところの調査を行う。

11. 日本眼科学会から来た治験候補薬・機器の推薦依頼 （島﨑新理事）
「リボフラビン点眼を用いた角膜クロスリンキング」を推薦した。メー
カー主体では例数が少ないので治験は無理なため。

12. 日本眼科学会からの学生用スライド作成
臼井智彦先生に担当してもらい作成、提出した。　

13. 各ワーキンググループの進捗状況
• 抗腫瘍薬による眼表面障害について（井上理事）

200例以上集まったので、3日目の「症例研究」で発表し、日眼会誌に
投稿する予定。
プロスペクティブ・スタディについては角膜学会主導ではなく、別の枠
組みで行う。大鵬薬品に働きかけをした。

• 円錐角膜ワーキンググループの活動について（島﨑新理事）
厚生労働省の難治性疾患から始まった。今度のARVOに発表する予
定である。若手がクロスリンキングの勉強会をしている。円錐角膜研
究会を立ち上げた。角膜学会の関連研究会として活動することに決
まった。角膜学会から資金的な援助はしたい。日本角膜学会のホー
ムページとリンクを張る。

• 角膜内皮障害実態調査ワーキンググループについて（大橋理事）
角膜内皮スペキュラー　木下新理事の指針の補完的なデータとし
て、日本人の正常値、異常値をいえればよい。健診で来られる人達の
データを集める。白石先生ともう少し詰めたい。木下新理事の指針を
今日の日付で厚生労働省に出すことを認めてほしい。

14. 日本角膜学会年次報告書の発行 （天野理事長（下村））
昨年末に発行、今年のはじめに会員および各大学に送付した。

15. 日本眼科学会総集会プログラム委員会組織 （大鹿理事）　
日本涙道・涙液学会が角結膜に入り、日本コンタクトレンズ学会が屈折
に移動した。平成27年からこの体制になる。

16. その他
• 外保連に加盟した。

要望事項　技術の新設：精密涙液検査、マイボーム腺検査
これまであったものの改正：角膜内皮スペキュラー適応疾患の修正、
PTKの有床病院でないといけないというしばりをなくす
総務：山上聡先生、手術：楱村重人先生、検査：山田昌和先生、
処置：高村悦子先生にお願いした。

• 日本眼科学会の専門学会の社保委員会に各学会から３つ重点項目
を出す。A評価があるとすべて保険収載が通る。　
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開催日時 ： 2013年2月14日（木）7：30～ 8：30
場　　所 ： ラフォーレ南紀白浜 3F びく亭
出 席 者 ： 天野史郎、稲富勉、井上幸次、宇野敏彦、大鹿哲郎、
 大橋裕一、岡本茂樹、木下茂、小泉範子、小林顕、
 雑賀司珠也、佐々木香る、澤充、島﨑潤、清水公也、
 楱村重人、杉田潤太郎、外園千恵、高村悦子、近間泰一郎、
 坪田一男、西田幸二、秦野寛、前田直之、宮田和典、
 山口達夫、山田昌和、横井則彦、渡辺仁　　　　　
 事務局　日下部香奈、三宅啓子　計32名
欠 席 者 ： 下村嘉一　　　　　　

議　　長 ： 天野史郎理事長
議　　題 ： 
Ⅰ．報告事項
1～3の途中までは理事会と同様
3. 西田幸二が理事長に選ばれた。3月からの任期である。
 後日、役割分担が以下のように決まった。
 天野史郎：総務、大橋裕一：学術、木下茂：渉外・社会保険、
 澤充：会計、島﨑潤：関連研究、前田直之：記録・HP、
 宮田和典：編集
4～7までは理事会と同様
8. 角膜カンファランス2015学会について （福島敦樹会長）
 Asia ARVO　2015年2月16日（月）～ 19日（木）
 その前2015年2月11日（水）～ 13日（金）に行う予定。
9～10理事会と同様
11. 日本眼科学会から来た治験候補薬・機器の推薦依頼 （島崎新理事）

「リボフラビン点眼を用いた角膜クロスリンキング」を推薦した。
マーケット、採算性などで企業の治験にかかりそうにないものをリスト
アップして、将来の治験ができる下準備としての位置づけと考える。

12～15までは理事会と同様
16. その他

• 社会保険として、外保連に加盟した。
日本眼科学会の社会保険委員会などと　精密涙液検査、マイボーム
腺検査、スペキュラーマイクロスコープの適応疾患が、水疱性角膜
症が対象なのを角膜内皮減少眼に改正してほしい、と要望した。エキ
シマレーザーの施設基準としては有床となっているが、実情に合わ
せて無床に変更してほしい、と要望した。

• 小児眼科学会は来年の12月に国際学会の合同学会を行うので、角
膜関連の演題を何か出してほしい。

開催日時 ： 2013年4月7日（日）13：30～15：00
場　　所 ： 東京国際フォーラム　ガラス棟　G506
出 席 者 ： 天野史郎、大橋裕一、木下茂、澤充、島﨑潤、西田幸二、
 宮田和典　事務局 三宅啓子　計８名
欠 席 者 ： 前田直之　　　　　　　

議　　長 ： 西田幸二理事長
議　　題 ： 
担当　天野史郎：総務、大橋裕一：学術、木下茂：渉外・社会保険、
澤充：会計、島﨑潤：関連研究、前田直之：記録・HP、宮田和典：編集

Ⅰ．2012年度事業積み残し （天野前理事長）
① ウェブサイト教育コンテンツ　未掲載分の催促
② 2月の学会の講演の主なもののウェブへのスライド、

および内容を掲載　2か月くらいアップする
③ 社会保険関係　26年度改正に向けて要望事項が決まっている

精密涙液検査
スペキュラー適応疾患　角膜内皮機能不全などに
エキシマレーザー　ＰＴＫ　麻酔医が必要であることを外す
白内障手術に併設して行うときに保険点数を増やすのに現在の角膜
切開術をやめるのはよくないと思う

④ 研究事業
円錐角膜ワーキングについては卒業　　
抗腫瘍薬ワーキング　日眼会誌に投稿すれば終了
角膜内皮障害の概念　日眼会誌に投稿する
角膜内皮細胞の数のデータを集める　現在とまっている
DSEAKについては西田理事長が行っている（日本角膜移植学会主導）

Ⅱ．2013年度事業計画
　 国際化をテーマにしたい

① HPの英語化　見積もりをとる （前田理事担当）
② 来年の学会の英語化 （島﨑理事担当）

現在は若手のリクルートができている（よく学びよく遊ぶ）ので、
まずスライドを英語にすることからはじめる

③ 角膜学会で教科書を作りたい（アジアに向けて） （宮田理事担当）
Chapterごとに作ってネットに掲載する

④ アジアへの支援　１～ 3カ月くらいの短期留学
参天製薬などにファンドを作って寄付してもらう

⑤ 2年ぐらいかけて一般社団法人にする （澤理事担当）
税金は8万円である

⑥ 外園先生のスティーブンスジョンソン症候群の診断基準　
角膜学会がオーソライズしてほしい（日眼会誌の掲載料を補助する）

⑦ 渉外　学会活動が行政とリンクできたらと考えている

第21回2013年日本角膜学会評議員会議事録

第36回2013年第2回日本角膜学会理事会議事録

Ⅱ．協議事項
1. 2は理事会の2、3と同様
3. その他

• 名誉会員について
現在、眞鍋先生お一人だが、金井淳先生、西田輝夫先生のお二人を
名誉会員に推薦する。承認された。後日、お二人から就任を受託する
旨の返事があった。

• 開催を西、東の順にこだわる必要があるのか、新体制で協議をお願
いしたい。

• できるだけ一会場が望ましい。
プログラムとして一般口演が一番大事だということを忘れないでほし
い。承認された。臨床眼科学会は教育学会であり、角膜学会は学術
集会という色彩を大事にしたい。会場についてはその時の総会長が
どう考えるかに任せるということで承認された。

• 厚生労働省、診断基準を作成した。それを角膜学会でオーソライズ
し、日眼でオーソライズしたら日本の診断基準となるのではないか。
ドライアイについての診断基準　パブコメを設け全国に発信する。

　　　　　　　　　
Ⅱ．協議事項
1. 次期の理事長について （天野理事長）　　　　　　　　　　　　　

票数から西田幸二先生に決まった。各担当は以下のとおりである。
天野史郎：総務、大橋裕一：学術、木下茂：渉外・社会保険、
澤充：会計、島﨑潤：関連研究会、前田直之：記録・HP、
宮田和典：編集。
監事を決める。
ある程度の年限の人を名誉会員にしてはどうか。次回の選挙までに整
備する。

2. 2013年度予算 （大鹿理事）
収入：運営積立金取崩がなくなる。
支出：外保連、共催懇談会費用を設ける。

印刷費は年次報告書が2年分となる。
ホームページ経費は月々の経費のみとなる。

3. 2016年学会について （天野理事長）
北里大学の清水公也先生にお願いしたい。
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2012年歳入歳出決算報告書
（自2012年1月1日至2012年12月31日）

科　　目 予　算　額 歳　入　額 前年度に比し増減

本会員会費 6,300,000 5,705,000 -595,000 

法人会員会費 1,200,000 1,250,000 50,000 

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0 

雑収入 20,000 19,870 -130 

受取利息 10,000 13,652 3,652 

運営積立金取崩 3,360,000 3,710,107 350,107 

歳入小計 11,490,000 11,298,629 -191,371 

前年度繰越金 7,094,697 7,094,697 0 

歳入合計 18,584,697 18,393,326 -191,371 

歳　　入 単位（円）

科　　目 予　算　額 歳　出　額 前年度に比し増減

学会担当校へ補助 700,000 700,000 0 

調査研究費 1,000,000 315,000 -685,000 

外保連会費 0 200,000 200,000 

印刷費 2,400,000 106,522 -2,293,478 

会議費 500,000 479,803 -20,197 

学術奨励賞 300,000 377,326 77,326 

消耗品費 70,000 177,935 107,935 

通信・発送費 200,000 221,960 21,960 

旅費交通費 100,000 383,516 283,516 

雑費 100,000 116,280 16,280 

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0 

選挙関係費用 150,000 340,952 190,952 

会計監査料 200,000 200,000 0 

ホームページ経費 3,570,000 3,169,425 -400,575 

予備費 400,000 0 -400,000 

運営積立金 1,000,000 1,350,231 350,231 

歳出小計 12,526,000 9,974,950 -2,551,050 

次年度繰越額 6,058,697 8,418,376 2,359,679 

支出の部合計 18,584,697 18,393,326 -191,371 

歳　　出 単位（円）
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科　　目 2012年度予算額 2013年度予算額 差  　額

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 1,000,000 1,000,000 0

外保連会費 0 400,000 +400,000

共催懇談会費用 0 500,000 +500,000

印刷費 2,400,000 2,000,000 -400,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 300,000 450,000 +150,000

消耗品費 70,000 100,000 +30,000

通信・発送費 200,000 200,000 0

旅費 100,000 200,000 +100,000

雑費 100,000 100,000 0

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 150,000 20,000 -130,000

会計監査料 200,000 100,000 -100,000

ＨＰ経費 3,570,000 1,300,000 -2,270,000

予備費 400,000 400,000 0

運営積立金 1,000,000 1,000,000 0

支出小計 12,526,000 10,806,000 -1,720,000

次年度繰越金 6,058,697 5,442,376 -616,321

支出合計 18,584,697 16,248,376 -2,336,321

支　出 単位（円）

日本角膜学会2013年度予算案 
（自2013年1月1日至2013年12月31日）

科　　目 2012年度予算額 2013年度予算額 差  　額

年会費 6,300,000 6,000,000 -300,000

法人会員会費 1,200,000 1,200,000 0

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利　　息 10,000 10,000 0

運営積立金取崩 3,360,000 0 -3,360,000

収入小計 11,490,000 7,830,000 -3,660,000

前年度繰越金 7,094,697 8,418,376 +1,323,679

収入合計 18,584,697 16,248,376 -2,336,321

収　入 単位（円）
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