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平素は日本角膜学会に多大なるご協力を賜り、

まことにありがとうございます。 

　私が日本角膜学会の理事長を拝命いたしまして、

ちょうど一年が経ちました。理事長就任時に今後二

年間のアクションプランとして、三つのことを提案さ

せていただきました。一つは今まで日本角膜学会の

伝統ある活動を着実に引き継ぐこと、二つ目は若手

会員に活躍の場を更に提供すること、三つ目は、日本

角膜学会の「国際化」です。

　今年度の活動報告としては、この４月に羊膜移植

術が保険医療として承認されたことが挙げられます。

先進医療枠にありました羊膜移植術が保険医療とし

て認められたことは、私どもにとっても大きな喜びで

はありますが、羊膜移植の安全な実施に向けての体

制作りは慎重かつ迅速に行わなければなりません。

現在、私ども日本角膜学会と日本角膜移植学会は日

本組織移植学会と連携して、その準備を進めており、

難治性の眼疾患を治療する先端医療として、多くの

患者さんが恩恵を受けられるようにと全力で取り組

んでいる最中です。

　更にこの春には、厚生労働科学研究費補助金（難

治性疾患等政策研究事業「希少難治性角膜疾患の

疫学調査」）に採択され、今まで研究者レベルで個別

に行われてきた角膜領域の難治性疾患の調査研究

を学会主導で行うことになりました。今後、より質の

高い診断基準や治療ガイドラインの策定を全国規模

で進めて参ります。これによって、診療の標準化が図

られ、難治性角膜疾患の医療水準の向上や患者さ

んの予後の改善に繋げていければと考えています。

　若手会員の活躍の場としては、第38回日本角膜学

会総会が沖縄で開催されたことが挙げられます。本

総会は、島﨑潤学会長（東京歯科大学市川病院教

授）のアイデアと工夫により、264題の演題と1,006

名の参加者があり大成功を修めたことは記憶に新し

いところです。本学会が沖縄で開催されるのは初め

てであり、発表や質疑応答、座長などにおいて、例年

にも増して、若手会員が大活躍されている姿が印象

的でした。

　また、4月の第 3 4 回 国 際 眼 科 学 会 Wo r l d 

Ophthalmology Congress（WOC）開催三日目に、

丸の内ビル35階SENS&SAVEURSにて日本角膜学

会主催の招宴を開催したところ、海外招待者55名、

日本角膜学会評議員などと合わせて90名ほどの参加

があり、打ち解けた雰囲気のなかで交流が行われま

した。日本角膜学会が世界中の角膜学会のなかで最

大であることが改めて認知され、日本角膜学会のプレ

ゼンスを示すことができたのではないかと思っており

ます。国際化は急にできるものではありません。大切

なことは、Face to Faceでコミュニケーションする機

会をできるだけ多くもつことだと考えます。一つひとつ

の積み重ねが、やがて、真の意味で国際的な視野を

もつ医療人を育成することに繋がるのだと思います。

　更に一年、良き伝統を守りながら、日本角膜学会の

プレゼンスを社会的にも国際的にも上げるよう尽力す

る所存です。これからも会員のみなさまのご支援、ご協

力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

理 事 長 挨 拶
大阪大学 

西田幸二
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角膜カンファランス2014（第38

回日本角膜学会総会、第30

回日本角膜移植学会）を2014年1月

30日（木）～ 2月1日（土）に沖縄コン

ベンションセンターで開催させていた

だきました。遠く離れた沖縄の地での

開催ということで、どのくらいの参加

者においで頂けるか案じておりました

が、264題の演題と1,006名の参加

者を得て盛大に開催することができま

した。私どものわがままを聞き入れて

くださった日本角膜学会、日本角膜移

植学会の理事、評議員、会員の皆さ

ま、そしてお忙しいなか懇親会で乾杯

の労をおとり下さった琉球大学の澤口

昭一教授に御礼申し上げます。この季

節の沖縄は天候不順なことが多いと

聞いておりましたが、開催期間中ずっ

と天候に恵まれました。参加者の方々

のパワーがもたらした幸運と感じてお

ります。

　今回の開催にあたっては、「角膜カ

ンファランスらしさの追求」を第一に

考えました。個人的にも、過去25年に

わたって大きな刺激を受け、多くの先

生方とお知り合いになる機会をもたら

してくれた本学会に育てられた、とい

う気持ちを強くもっています。一つの

会場で共通の話題について、大学も

キャリアの垣根も越えてディスカッショ

ンを重ねることが重要と考え、一会場

での開催としました。プログラムも会員

参加を主体としたいと考え、「Contro-

versies in Cornea」という討論形式

のシンポジウムと「達人たちのマイブー

ム」という大御所の先生方に面白いと

感じていることを語っていただく特別

セミナーを作りました。会を盛り上げる

ために壇上に上がっていただいた諸

先生方、全体をマネージしてくださっ

た座長の先生方に厚く御礼申し上げ

ます。もう一つのシンポジウムは、アイ

バンクを取り上げました。再生医療を

はじめとして新しい角膜治療が脚光を

浴びていますが、アイバンクは私達角

膜専門医のベースの一つであり、パー

ツ移植の時代となって更に新しい役

割が求められている分野であると考え

ます。「アイバンクシンポジウム」と「コ

メディカルプログラム」を通じて、眼科

医だけでなく臓器移植ネットワーク、

厚生労働省、コーディネーターなど多

方面からのご参加を頂いたことは有意

義であったと思いますし、今後も何ら

かの形で継続していくことが重要と感

じました。

　特別講演は、シンガポールのDon-

ald Tan先生にお願いしました。彼は、

今回の講演の主題であった“Corneal 

Lamellar Surgery”のアジアにおける

第一人者であるとともに、Asia Cor-

nea SocietyのPresidentとしても活

躍されています。彼は、「この学会は

世界で最大の角膜学会であり、Asia 

Cornea Societyともより一層の連携

を図るべきだ」と熱く語っていました。

今回の角膜カンファランスでは、海外、

特にアジアからの参加者を意識して、

講演スライドは英語でお願いしまし

た。近い将来に、角膜カンファランスが

海外への日本の角膜研究の発信、お

よび海外研究者との交歓の場となるこ

とを祈っています。

角膜カンファランス2014
（第38回日本角膜学会総会、第30回日本角膜移植学会）
を主催して

東京歯科大学
島﨑潤
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角膜カンファランス2014　
学会レポート
東京歯科大学市川総合病院　山口剛史

はじめに
　2014年1月30日～2月1日まで、沖
縄コンベンションセンターにて角膜カ
ンファランス2014（学会長島﨑潤教
授）を開催させていただきました。学
会のテーマは開催地の沖縄の言葉で

「ちゃーがんじゅーちゅら角膜」、こ
れは「いつも健康で・美しい角膜」と
いう意味です。角膜カンファランスと
いえば1～ 2月の寒い冬のイメージが
ありますが、今回、38年にわたる長い
角膜カンファランスの歴史のなかで

初の沖縄での開催となりました。沖
縄という新しい試みにもかかわらず、
参加登録者数は1,000人を超え（一
般口演66演題、ポスター発表198演
題）、Controversies in Corneaと
いう学会長企画のシンポジウムでは
翼状片・ドライアイ・血清点眼という
従来の話題からフェムトセカンドレー
ザーやiPS細胞の角膜治療への応用
などの新しい話題まで、その分野のエ
キスパートの先生方の熱い議論もあ
り、盛大な学会とすることができまし

た。これもひとえに学会員の先生方な
らびに関係者のご協力の賜物です。こ
の場をお借りして、心よりお礼申し上
げます。

初の沖縄での開催
　角膜カンファランス2014（第38回
角膜学会総会、第30回角膜移植学
会）は、この学会の長い歴史のなかで
初めての沖縄での開催となりました。
歴史を紐解くと、これまでの日本角膜
学会総会は京浜（東京・横浜）で14
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回、京阪神で12回、北関東・東北で4

回、中国・四国で4回、北海道・東海・
九州でそれぞれ1回の開催、日本角膜
移植学会は京浜（東京・横浜）で11

回、京阪神で8回、中国・四国で4回、
北関東・東北で3回、北海道・東海・
九州でそれぞれ1回、開催されていま
す。なぜ、微妙に各地方での開催回
数が異なるかですが、日本角膜移植
学会発足から3年、日本角膜学会と独
立して開催していたためのようです。
　過去の学会報告書をみると、「今年
の学会当日は例年どおり見事に雪が
降り…」との記載もあるように、角膜
カンファランスは寒く雪が降るという
印象があるそうですが、今回沖縄で
の開催と聞いただけで、ビーチリゾー
ト、琉球料理と泡盛を思い浮かべ、た
だでさえ明るく楽しい角膜カンファラ

ンスが一層楽しみになった先生も少
なからずいらっしゃったそうです。と
はいえ、2月の沖縄、平均気温は20度
前後で海水浴には寒く、1週間の半分
以上が雨のことが多いとのこと、主幹
校として大勢の先生方に来て楽しん
でいただけるか、学会が始まるまで内
心不安でした。しかし、1月29日沖縄
に到着すると、満天の空に星がきれい
に見え、暖かい！ 幸い、学会期間3日
間は晴天続き、特に会場そばのビー
チで開催したドッジボール大会、学

会最終日のフェアウェルBBQでは天
候に恵まれ、気温も20度を超え沖縄
らしい心地のよい気候が続きました。
最終日には会場の宜野湾の沖縄コン
ベンションセンター横の野球場で春
キャンプインした横浜DeNAの選手
たちを見ることもできました。帰りの
飛行機が羽田に向けて那覇空港から
離陸する直前で雨が降り出しました
が、天気にも恵まれ沖縄での開催は
よかったと感じました。

角膜カンファランスは寒く雪が降るという印
象があるそうですが、今回沖縄での開催と聞
いただけで、ビーチリゾート、琉球料理と泡
盛を思い浮かべ、ただでさえ明るく楽しい角
膜カンファランスが一層楽しみになった先生
も少なからずいらっしゃったそうです。
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学術プログラム
～学会の国際化にむけた
取り組み～
　学術プログラムでは、国際的にも
著名なシンガポールの眼科医で、長
年の学会長の友人でもあるDonald 

Ta n 先 生に特 別 講 演に来ていた
だき、「Innovations in Corneal 

Lamellar Surgery for Asian 

Corneal Diseases」という題で、
昨今の角膜移植術の進歩について
ご講演いただきました。また、角膜の

大御所の先生方による「達人たちの
マイブーム」、「Controversies in 

Cornea」など面白い企画がありまし
た。「達人たちのマイブーム」では特
に、愛媛大学大橋裕一教授の角膜の
中の渦状の水の流れとコロナサイン
が興味深く、佐々木香る先生が「渦
状の流れは角膜神経が関係していな
いですか」と質問されていたことが印
象的で、コロナサインという新発見と
角膜における「水流」「神経」「内皮細
胞機能」の関係の可能性に奥深さを

感じました。京都府立医科大学木下
茂教授のROCK阻害剤の臨床応用
までの道のりと将来の展望と、木下
教授ご自身の角膜移植後の多数例
の長期経過の結果は圧巻の内容で
大変勉強になりました。慶應義塾大
学坪田一男教授の「ブルーライト」と

「アイシャンプー」やDonald Tan先
生の「小児におけるアトロピン点眼に
よる近視進行抑制」の講演では、一
流の角膜臨床・研究医の「角膜」に
とどまらない自由な知的好奇心から
研究を精力的に進めていることに感
銘を受けました。学術奨励賞講演で
は愛媛大学の鈴木崇先生が「角結
膜感染症の治療エビデンスの検討
と新規治療法の開発」、日本大学の
﨑元暢先生が「角膜疾患におけるメ
タロプロテアーゼ — 分析とプロセッ
シング —」について講演されました。

海外からの参加者が増え、国際化に向けた企
画が積み重ねられ、海外に開かれた学会に
なっていく角膜カンファランスの未来が少し
見えた気がしました。
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　今回から始まった学会のユニーク
な試みのひとつとして、特別講演・シ
ンポジウム・一般口演はスライドを英
語で作成（発表は日本語）、ポスター
は英文抄録記載、というルールがあ
ります。以前より日本角膜学会長の
大阪大学西田幸二教授が今後の医療
という大きな見地からは角膜カンファ
ランスの「国際化」をキーワードに挙
げてこられました。学会発表の準備を
始めたころ英文スライドのことをはじ
めに聞いて少し不安でしたが、いざ学
会が始まると一般口演は英語スライ
ドで全く影響なく、熱いDiscussion

となりましたし、ポスター発表で英
文抄録があることは海外からの参加
者に大変好評でした。本学会で一番
遠くからの参加者は、順天堂大学か
らボストン・ハーバード大学に留学
中の猪俣武範先生で、留学中の移植
免疫の最新データの発表をしていた
だきました。このように、海外からの
参加者が増え、国際化に向けた企画
が積み重ねられ、海外に開かれた学
会になっていく角膜カンファランス
の未来が少し見えた気がしました。

アスレチック　
ドッジボール大会
　角膜カンファランスの昔からの伝
統として「よく学び、よく遊ぶ」という
キーワードをよく聞きます。本学会で
もその慣習に則り、宜野湾のビーチを
利用して、砂浜でのドッジボール大会
を企画させていただきました。参加校
を16校と想定しておりましたが、直前
にも参加していただけるチームが増

え多数のチームにご参加いただき、ま
た、この日の天候は晴天で「青い空・
碧の海・白い砂浜」というよい環境で
のドッジボールとなりました。本大会
で特に目を引いたのが、2チーム総勢

16名参加いただいた筑波大学のチー
ムワークのよさと勝負強さでした。も
ともと運動能力の高い先生を優勝ね
らいで集めたわけではない証拠に、
両チームとも一丸となり順当に他の
強豪チームを次々と撃破、決勝戦が
筑波大学Aチームと筑波大学Bチー
ムの対戦となりました。決勝戦にふさ
わしい名勝負となり、大鹿哲郎教授
チームが平岡孝浩先生チームを接戦
で破り優勝しました。小学生以来の
ドッジボールという先生が多かった
ようですが、童心に戻り楽しかったと
いう声を多数いただきました。ま
た、Seattle Eye Bank、Sight 

LifeのCEO（最高責任者）であ
り、今回アイバンクシンポジウ
ムのためにご来日いただ
いたMonty Montoya

先生にも東京歯科大
学角膜センターチー
ムで参加いただき、
大変楽しかったご様
子で、アメリカで
もドッジボール
大会を開催す
ると言ってい
ただけたこと
が主 催 者と
してとてもう
れしく思いま
した。

懇親会　
フェアウェルBBQ
　学会二日目の夜の懇親会は学会展
示会場にステージを特設して、恒例
の大学対抗のC1グランプリ（コント）
と本学会特別企画の沖縄そばトッピ
ング大会が行われました。5,000人
収容できる大きな展示会場は大いに
盛り上がりました。また、最終日のラ
ンチにはビーチに近い会場で、フェア
ウェルBBQが催され、多数の先生方
にご参加いただきました。大阪大学
の高静花先生と東京歯科大学市川総
合病院の田聖花先生がハンマーダル
シマーとピアノのデュオで素敵な演
奏をしてくださり、学会の最後に花を
添えてくださいました。
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高先生・田先生



9 ● ANNUAL REPORT OF JAPAN CORNEA SOCIETY

2 015年の角膜カンファランス（第

39回日本角膜学会総会、第31

回日本角膜移植学会）を「高知市文

化プラザかるぽーと」で開催させてい

ただくこととなりました。地方学会が

めっきり少なくなり、大きな学会を高

知で開催することはないのではないか

と思っておりましたところ、2年前に角

膜カンファランスをやってみないかと

のお声掛けをいただきました。このよう

な名誉ある機会をお与えいただき日本

角膜学会、日本角膜移植学会の理事、

評議員、会員の皆様に御礼申し上げ

ます。

　まずはホームページのロゴマーク作

りから始めましたが、インパクトのある

画像ということ、高知といえば“かつお”

ということの二点から、かつおの角膜

をクローズアップした写真としました。

その結果、テーマは「眼からウロコのサ

イエンス」に決めました。参加してくだ

さる先生方に、近年の研究の進歩に

感動していただければという思いを込

めております。なかなかハードルの高

いテーマとなりましたが、それに負けな

いような内容にすべく、我々の教室が

得意とする免疫・アレルギー関係のシ

ンポジウムなどを組み込んで、充実し

たプログラムとなるように努力していき

たいと考えております。

　開催日ですが、例年は木曜日、金曜

日、土曜日の3日間で執り行われます

が、2015年はAsia-ARVOが2月16

日（月）～ 19日（木）に開催されますの

で、2月11日（水・祝）～ 13日（金）の

3日間とさせていただきました。角膜カ

ンファランス、Asia-ARVOとタイトな

スケジュールとなってしまいますが、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。

　高知といえば、かつおのたたき、日

本酒です。今回の角膜カンファランス

の懇親会は例年とは趣を変えて、航

空会社の機内誌にも取り上げられた

「ひろめ市場」を会場とする予定で

す。高知城のすぐ前で、土佐藩家老の

屋敷跡付近にあり，屋敷が消えた明

治維新後もその一帯は親しみを込めて

「弘人屋敷（ひろめやしき）」と呼ばれ

ていたことから、「ひろめ市場」と名づ

けたそうです。学会場から懇親会場ま

では少し距離がありますが、路面電車

を使っていただき、高知の雰囲気を味

わいながら移動してもらえればと思っ

ております。

　高知はとても遠いように感じられる

かもしれませんが、東京、名古屋、大

阪、福岡から1時間ほどあれば飛行機

でのアクセスが可能です。高知での角

膜カンファランスへ、たくさんの先生方

がご参加くださることを楽しみにお待

ちしております。

角膜カンファランス2 0 1 5に
ようこそ

高知大学
福島敦樹



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

2013年 第11回
﨑元暢 日本大
鈴木崇 愛媛大

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年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年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年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

38 2014年1月30日、
31日、2月1日

沖縄コンベンション
センター 沖縄 島﨑潤 264

学術奨励賞受賞者

ANNUAL REPORT OF JAPAN CORNEA SOCIETY ● 10
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この度、栄えある日本角膜学会
学術奨励賞を受賞させて頂き、

日本角膜学会理事長の西田幸二教
授、選考委員会の諸先生方、角膜
学会の皆様に厚く御礼申し上げます。
　研修医時代、モーレン潰瘍やリ
ウマチ性角膜潰瘍のように周辺部
角膜に潰瘍化を呈し種々の内科的・
外科的治療に対して抵抗性を示す
症例を担当して、なぜ穿孔
を繰り返すのか、 非 感 染
性角膜潰瘍の病態に疑問
と興味をもったのが小生の
研究の原点です。そして大
学院生時代からすべての細
胞外基質分解が可能な酵
素群であるMMP（matrix 

metalloproteinase）の研
究を行ってきました。活性中
心に金属イオンをもつプロテ
アーゼ（メタロプロテアーゼ）
の1種であるMMPは、内因性の阻害
因子であるTIMP（tissue inhibitor 

of metalloproteinase）によって厳
密にコントロールされています。涙
液中のMMP/TIMP発現を検討して
みると非感染性角膜潰瘍においては
MMPが強く発現する一方、TIMPの

発現に変化はないというMMP/TIMP

の平衡性の破綻がみられていること
を明らかにしました。角膜潰瘍だけ
でなく、化学腐食・再発性上皮びら
んなどの病態でも涙液中あるいは組
織中のMMP亢進がみられており、前
眼部の恒常性破綻を示す指標として
のMMPが示す役割は大きいと考えて
います。

　 一 方 、 M M P 研 究を続ける過
程で知ることができた、 A D A M

（a disintegrin and metallo-

proteinase）と呼ばれる他のメタ
ロプロテアーゼにも注目しました。
ADAMは細胞外ドメインシェディ
ングという蛋白プロセッシングを

介して、膜型の蛋白を細胞外へ放
出するという作用をもちます。小
生は、培養角膜上皮細胞やマウス
角膜、ヒト涙液中において炎症性
サイトカインのレセプターである
TNFR（tumor necrosis factor 

receptor）1やIL-6RがADAM依
存性に放出・存在することを明らか
にしてきました。これら細胞外へ放

出された可溶性レセプター
は炎 症 環 境において重 要
な役割を果たしており、抗
IL-6R抗体を点眼すること
で角膜炎症に関連するケモ
カインやサイトカインの発現
を抑制することもわかりまし
た。これらのことは、すでに
サイトカインレセプターを応
用して生物学的製剤として
臨床に用いられている各種
薬剤の眼科的応用にも可能

性を示すものかもしれません。
　今回の受賞を糧に、角膜潰瘍や眼
表面炎症の病態の解明と治療に細々
とながらも邁進していきたいと愚考い
たしております。今後とも先生方の
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。

﨑元暢 （日本大学）

「角膜疾患におけるメタロプロテアーゼ　
  －分解とプロセッシング－」

学術奨励賞受賞者の喜びのコメント
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このたびは、日本角膜学会学術
奨励賞という名誉ある賞を受

賞できましたこと、誠にありがとうご
ざいます。今まで、角膜のなかでも「感
染症」に注目して行った研究を評価し
ていただき、選考していただいた先
生方に厚く御礼申し上げます。
　私が、「感染症」に興味をもったの
は、研修医2年目で大橋裕一教授の
外来についていた時です。教授が「こ
の角膜炎はなんだと思う？」と聞か
れ、当時は角膜が白くなっていること
しか読み取れず答えられなかったと
きに「たぶんカンジダだと思う。鏡検
見てきて」といわれ、細菌検査室に
行き、顕微鏡にて、多くのカンジダ
を確認できた時の衝撃はとても大き
く、「臨床所見から病原体を予測し、
検査で確定させる」という流れに感
動したのを今でも鮮明に覚えていま
す。その後、感染症を的確に診断す
ることを目標に、まず、大阪大学感
染制御部の浅利誠志先生にご指導い
ただき、基本的な微生物検査につい
て学び、さらに大学院に入り、病原
体の遺伝子を網羅的に検出する方法

（PCR+DNAマイクロアレイ）につい
て岐阜大学病原体制御学の江崎孝

行先生にご指導いただきました。
　感染症診断において、臨床所見
を読み取り、的確な検査で確認し、
フィードバックすることで、「診断力」
を養う努力をしたのですが、次に疑
問に感じたのは「治療」に関すること
でした。今まで治療では、ただ漠然
とキノロン薬点眼を処方していたの
ですが、せっかく診断を的確にして
も、治療が画一的では意味がない
のではないかと考えました。そこで、
角膜炎分離株に対して点眼薬とし
て市販されている抗菌薬2種類の併
用効果を調べました。そのことによ
り、グラム陽性菌に関してはキノロ
ン＋セフメノキシム、グラム陰性菌
にはキノロン＋トブラマイシンの組み
合わせが併用効果が高く、empiric 

therapyとして選択すべき治療薬と
考えました。一方、耐性菌、真菌、
アカントアメーバなどによる角膜炎
の治療については、臨床において悩
むことも多く、さらなる研究が必要
と考えました。そこで、ボストンの
ハーバード大学スケペンス眼研究所
に留学し、ボスであるDr Michael 

S Gilmoreに徹底指導を受けなが
ら、MRSAの研究に没頭しました。

そのなかで新たなMRSAに対する
抗菌薬についての効果を検討しまし
た。また、ハーバード大学では光線
力学的療法による感染症治療の話を
聞き、ぜひ、眼科でも応用したいと
考え、帰国後に当時大学院生だった
水戸毅先生と一緒にアカントアメー
バに対する光線力学療法を検討しま
した。これらの検討が少しでも、角
膜感染症治療の助けになり、苦しん
でいる患者さんのお役にたてればと
思っています。
　最後になりましたが、一連の研究
に関して、多大なるご協力をいただ
いた共同研究者の先生方、そして、
豊富なアイデアと発想でご指導いた
だき、時に暴走する私を温かく見守っ
ていただいた大橋裕一教授に心より
お礼申し上げます。今後も一層「打
倒！ 角膜感染症」で臨床や研究に邁
進していきたいと思いますので、ご指
導ご鞭撻宜しくお願いします。

鈴木崇 （愛媛大学）

「角結膜感染症の治療エビデンスの検討と
  新規治療法の開発」
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内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞
1994 ～ 2014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

★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
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★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

★2014年角膜カンファランス（第38回日本角膜学会・第30回日本角膜移植学会）
内田賞 近間泰一郎（広島大） 非接触高倍対物レンズを用いたレーザー生体共焦点顕微鏡による

病原微生物の観察
北野賞 森重直行（山口大） 角膜実質コラーゲン線維束構造の解剖学的特徴
眞鍋賞 島伸行（東京大） 角膜の曲率適合型培養ヒト角膜内皮細胞シートの有効性・安全性の評価
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この度は、角膜カンファランス

2014において歴史と名誉ある
「内田賞」をいただきありがとうござ
いました。大変光栄に存じます。
　今回の発表内容は、従来のレー
ザー生体共焦点顕微鏡（Heidelberg 

Retina Tomogragh- III）に広島大
学工学部の協力のもと作成していた
だいたアダプターを介し
て200倍の非接触対物レ
ンズを取り付けて、スライ
ドグラス上に塗布した細
菌などの各種病原微生物
を観察しました。Rostock 

Cornea Moduleを装着し
た従来の撮影でも観察可
能であったアカントアメー
バのシストや酵母型真菌で
あるカンジダなどはより大
きく明瞭に観察ができ、肺
炎球菌にみられる夾膜構造を有する
双球菌の形態などの各種病原微生物
の特徴的所見を捉えられることを発
表しました。現行の接触型の対物レン
ズを用いた場合より約1.6倍（実測値）
の拡大率が得られました。ほとんどの
細菌の大きさ（1～2cm）から考えると

特徴的な形態で存在する細菌であれ
ばその種類を予測することが可能で
す。この観察方法を用いて、実際の臨
床症例で病原微生物の形態学的特徴
を観察できれば、完全非接触であるこ
とから非侵襲性という意味で大きな
メリットとなります。また、病原微生物
の特徴的形態が観察されることで早

期診断と使用薬剤の選択に際して非
常に有利になります。もちろん、病巣
除去と薬剤感受性を知るためには塗
抹検鏡および培養検査との併用は必
須です。現時点では、撮影方法や画像
の処理などまだまだ克服しなければ
ならない点はあります。今後、臨床的

に広く使えるものとなるように工夫や
改良を続けていきたいと思います。
　今回の受賞は、山口大学に在籍して
いた頃から15年以上続けてきている
生体共焦点顕微鏡を用いた研究とそ
の新たな展開に対しての評価であると
思います。この分野の研究をこれから
も続けていく大きなモチベーションに

もなりました。
　最後に、生体共焦点顕
微鏡に接する機会を与え
ていただき、ご指導いた
だきました山口大学前教
授西田輝夫先生ならびに
広 島 大 学で生 体 共 焦 点
顕微鏡による研究の継続
を快くお許しいただいた
木内良明教授に深謝いた
します。この研究は、一人
だけではできません。山

口大学でともに苦労と喜びを分かち
合った角膜グループの先生方、広島
大学で新たな夢に一緒に挑もうとし
ている角膜グループの先生方、今回
の発表にとくに尽力してくれた視能訓
練士の門廣祐子さん、阿部恵梨子
さんにこの場を借りて感謝いたします。

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者の喜びのコメント

近間泰一郎 （広島大学）

｢2014年度 内田賞を受賞して｣
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沖縄県宜野湾市で開催されまし
た角膜カンファランス2014ポ

スターセッションで北野賞を受賞する
ことができました。ご支持下さいまし
た選考委員の先生方に厚く御礼申し
上げます。私は「角膜実質コラーゲン
線維束構造の解剖学的特徴」という
演題を提出いたしました。この研究は，
正常ヒト角膜実質のコラーゲン線維
束の構造のうち、角膜実質の深さにお
ける線維束の幅とボウマン膜に対する
角度に着目して解析を行いました。今
回の検討で，角膜実質の浅層のコラー
ゲン線維束は幅の狭い線維束が様々
な方向性と急峻な角度を有しているこ
と、実質中層以降では線維束幅は広
がり、角膜ともほぼ一定に平坦となる
ことが明らかとなりました。この解析
は、私が2004年から行ってきた第2次
高調波発生顕微鏡を用いた研究の一
部です。第2次高調波発生を励起でき
る多光子顕微鏡は2006年当時山口県
内にはなく、九州大学に設置されてい
るという情報を得て、所有されている
九州大学先導物質研究所教授 高原
淳先生に共同研究のお願いをし、快
諾いただき始めることができたという

エピソードがあります。当時は外来を
縮小して時間を作り、新幹線に乗って
福岡市まで出向き、一人じっと観察を
行ってきました。少しずつ実績を積ん
でいくと、山口大学でも多光子顕微鏡
が設置されるという追い風に恵まれ、
研究を続けることができました。更に、
山口大学医学部のカリキュラムであ
る「自己開発コース」で学生を担当す
ることとなり、担当した学生さんと一
緒に地道に研究を行ってきました。こ
れまで、学生さんと一緒に行った研究
は、2011年と2012年にInvestigative 

Ophthalmology Vision Scienceに
掲載していただくことができました。本
年度は新行内龍太郎君、安積陽也君
が私の研究に参加し、今回の研究のス
キャンと解析を行ってく
れました。今回の受賞は
私だけが頂いたもので
はなくて新行内君・安積
君両君と一緒に頂いた
ものと思っています。
　これまでの経緯を振
り返ってみると、私に
とって大きなラッキーと
支えてくれた方々のお

かげで第2次高調波発生を応用した
研究を継続することができたと思っ
ています。上 述いたしました九州
大学 高原淳先生、新行内龍太郎君・
安積陽也君に加え、これまで一緒に頑
張ってくれた山口大学 山田直之先生、
守田裕希子先生、学生の高木雄基君、
山田典宏君に深謝します。また、惜し
みなく最大限のサポートをしてくだ
さっている園田康平教授に厚く御礼申
し上げます。角膜とは何か、研究とは
何か、を厳しくそして熱くご指導くださ
いました西田輝夫先生に厚く御礼を
申し上げます。今回は兄弟子である広
島大学 近間泰一郎先生も内田賞を受
賞されており、西田門下生として恥じ
ぬ研究を続けていきたいと思います。

森重直行 （山口大学）

｢2014年度 北野賞を受賞して｣
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このたびは私達の研究成果に対
して真鍋賞を選考して頂き誠に

有難うございました。このような栄誉
を賜り、私にとって記念すべき学会と
なり、今後の研究に向けても大いに励
みとなりました。
　私は今から10年程前の大学講師
時代にホルマリン中毒を患い、研究人
生を諦め故郷の製薬会社に転職しま
した。そこで事業開発を担当していた
頃、東京大学の山上聡准教授らの培
養角膜内皮に関する一連の画期的な
研究を知りました。その後、幸いにも
自ら本研究に携わることができるチャ
ンスが巡って参りました。このように
本研究は私にとって研究人生復活の
きっかけともなった重要なテーマでも
ありました。
　私が研究を開始した当初、ヒト角膜
内皮の培養にはウシの角膜内皮が産
生するECMが必須とされておりまし
た。ところが牛の目は狂牛病のハイリ
スク部位に指定されているため臨床
研究には使用できないとわかり、種々
検討の結果、ウシECMを使わなくても
アスコルビン酸2リン酸を用いることで
角膜内皮が培養できるようになりまし

た。細胞移植法につ
いても比較検証した
結果、細胞懸濁液を
移植する方法は虹彩
や脾臓等に移植細胞
が散見されるため安
全性に危惧があると
考えられ、キャリアな
しに細胞シート移植は移植時の物理
的侵襲に細胞シートが耐えられないこ
とが判明し、最終的にキャリア付細胞
シートを選択しました。細胞シートを
移植する方法については、灌流液を満
たした前房内に専用のインジェクター
を用いて細胞シートを挿入し、空気で
シートを角膜裏面に貼り付ける方法
が最も効果的でした。この方法は細胞
を空気にさらす必要があるため空気
曝露による細胞障害を抑える方法を
検討し、粘弾性物質を細胞表面に塗
布することで問題解決できました。開
発当初は平面のシートを細胞キャリア
としておりましたが、移植時にシート
外周部に皺が発生することがあり、そ
の皺から水が侵入してシートが剥離し
たり、有効性に影響することがありま
した。そこで角膜の曲率に適合する曲

面型の細胞キャリアを新たに開発し、
たわませた曲面シート上に細胞播種
することで曲面上に均一に細胞を播
種することができるようになりました。
そしてこの曲面単層細胞シートは、家
兎水疱性角膜症モデルで有意に有効
性を示し、炎症細胞の浸潤等の炎症
反応も認めませんでした。これら一連
のデータを取りまとめ、厚生労働省に
臨床研究実施計画書を提出し、本年3

月に承認を得ることができました。今
後は臨床研究に向けて益々忙しくなる
と覚悟しておりますが、是非とも本研
究を成功させたいと念じております。
今後とも本学会の先生方にはご指導
のほど宜しくお願い致します。末筆な
がら、本研究の機会を与えて下さいま
した天野史郎教授、山上准教授に心
より感謝申し上げます。

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者の喜びのコメント

島伸行 （東京大学）

｢2014年度 眞鍋賞を受賞して｣

新たに角膜の曲率に
適合する曲面型の

細胞キャリアを開発。
細胞の均一播種が可能に。
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WOC角膜学会懇親会 レポート
大阪大学　高静花

2 014年4月にWorld Ophthal-

mology Congress 2014 Tokyo

（以下 WOC）が開催されました。世
界各国の先生方が日本に一堂に集ま
られるチャンスはそう滅多にありませ
んし、日本角膜学会でもぜひWOCに
参加される世界各国から来られる角
膜の専門の先生方をお招きしてパー
ティを催そうということになりました。
評議員会議において開催決定したの
が1月末の角膜カンファランスのとき
で、準備期間はわずか2カ月。会場の
選定、招待客のリスト、招待状の作成、
出欠確認、プログラムの作成に大わら
わでしたが、2014年4月3日に東京丸
の内ビルディング35Ｆのサンス・エ・
サブールにて、ホスト側の日本角膜
学会の医師35名、海外ゲスト約55名

と合わせておよそ90名が一堂に会す
る、盛大なJapan Cornea Society 

Dinnerを催すことができました。
　開演まで歓談の後、角膜学会理
事長の西田幸二先生にOpen ing 

remarksをいただき、来賓としてDr. 

Donald Tan （Cornea Society、Asia 

Corneal Society）、Dr. Jose Guell 

（EuCornea） から来賓のご挨拶を
いただきました。次に、木下茂先生に
よるご発声で乾杯！ ビュッフェスタイ
ルの食事を楽しみながら、皆さんグラ
スを片手にコミュニケーションの輪が
広がっていきました。歓談、写真撮影
をまじえて宴は大変盛り上がりました。

「角膜」でつながった仲間たちならで
はの、熱い時間が流れていたように思
います。最後は島﨑潤先生にClosing 

remarksをいただき、しめとなりまし
た。WOC期間中のご多忙なスケジュー
ルのなかで別の会合と重なっているに
もかかわらず、ぎりぎりまで参加してく
ださり、名残惜しそうに去っていかれ
る先生方もいらっしゃいましたが、皆
様に満足していただけたようで、開催
者側としてはほっとした次第です。
　今回のパーティの開催は、日本角
膜学会のプレゼンスの向上に貢献で
きたように思います。今後、日本角膜
学会から、国際的な交流も含めて学
術的にもどんどん発信するきっかけに
なればと思います。この度は、短い準
備期間のなかで多くの先生方にご協
力をいただきましてありがとうござい
ました。この場をお借りして、厚く御礼
申し上げます。

PHOTO REPORT

日本角膜学会主催の国際パーティーは初めてだそうです。台湾の先生方
は12月に行われるACSのアピールもしっかりとされていました！ 特に、今後は
アジアの先生方との交流はますます盛んになるのではないかと思います。
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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：2014年1月29日（水）18：30～ 21：00
場　　所：ラメールリッシュ　クルージング
出 席 者 ：天野史郎、大橋裕一、木下茂、澤充、島﨑潤、西田幸二、
 前田直之、宮田和典各理事、高村悦子、山口達夫両監事
 オブザーバー　福島敦樹　事務局　三宅啓子　計12名
　　　
議　　長：西田幸二理事長

議　　題：

Ⅰ．報告事項

1. 会員の動静 （西田理事長）

1,237名（2014年1月7日現在）、休会者（留学）0名
本会員：1,237名（2013年2月1,233名　4名増）

（医師 1,153名　医師以外 84名）
法人会員：23社（2013年2月 24社　1社減）

2. 2013年度会計報告 （澤理事）

歳入： 個人会費、法人会費ともに若干減少気味である。
歳出：調査研究費は抗腫瘍薬ワーキンググループのみの出費であった。
共催懇談会費用は減少、旅費は学術奨励賞を独立して行ったため増
加、予備費、運営積立金は支出しなかった。

3. 第11回学術奨励賞について （大橋理事）
2013年11月23日（土）
東京ステーションホテル エノテカノリーオにて選考委員会

（大橋裕一委員長、﨑元卓、杉田潤太郎、田川義継、秦野寛、林皓三郎、
山口達夫6委員、事務局三宅啓子）を開催した。応募者4名を慎重に選
考し、下記の2名に決定した。
＜受賞者＞

・鈴木崇（愛媛大学）
「角結膜感染症の治療エビデンスの検討と新規治療法の開発」
・﨑元暢（日本大学）　
「角膜疾患とメタロプロテアーゼ －分解とプロセッシング－」

4. 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。明日、明後日に予備
審査を行い、明後日最終審査を行う。今回はモチベーションをあげるた
め、最終日の朝（プログラムの前）に表彰を行い、3分間のプレゼンテー
ションを行う。

5. 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
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）
事前登録は704名、応募演題数は265題で、取り下げが2題あった（口
演66題、ポスター 197題）。

6. 角膜カンファランス2015 学会について （福島敦樹会長）
名称：第39回日本角膜学会総会・第31回日本角膜移植学会
日時：2015年2月11日（水）～ 2月13日（金）

会場：高知文化プラザかるぽーと
会長：福島敦樹（高知大学）
当日運営はコングレである。

7. 角膜カンファランス2016 学会について
会長：清水公也（北里大学）
海外で学会を行ってはいけないのだろうか。明日の評議員会で話され
る。若手の先生へのサポートをしてもらえるなら。

8. ウェブサイト関連 （前田理事）
若手の先生に学会に入会してもらいたいのでウェブサイト教育コンテン
ツをはじめた。掲載済分、未掲載分のリストを公表した。シンポジウム、
セミナーなど同意の得られた先生の動画を会員のサイトに掲載する。
内容をチェックの上10月くらいからアップする。

9. 日本角膜移植学会との共催懇談会、研究会 （西田理事長）
・DSAEK調査（日本角膜移植学会主導）　
資料は個人情報が含まれているので取り扱いに注意をしてほしい。
日本角膜移植学会員、日本角膜学会員の施設にDSAEKを行っている
かどうかをアンケートした（第1段階）。第2段階として施設を選んで調べ
る。社会的に教育材料に使えるように、学会員に配る予定である。

10. 各ワーキンググループの進捗状況

• 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）
3年前に立ち上げた。角膜内皮障害が日本にどのくらいあるかを調べ
ようとしたのだが、頓挫している。西田理事長を代表者として若手に
任せたい。スペキュラーを持ち込んで測ることは可能である。

• ＴＳ-1多施設スタディワーキンググループについて （大橋理事）
日本涙道・涙液学会主導で、20施設、外科、内科などの先生に1症
例1万円くらいの協力金を支払って行いたい。シスラプチンと併用す
ると涙道障害が起こる。京都府立医大の渡辺先生を入れてほしい。

11. 日本角膜学会年次報告書の発行 （宮田理事）

昨年末に発行し、会員・各大学に送付した。会員以外に法人会員にも
配布したらどうか。英語版を作ったら海外にも配れる。製薬協の企業に
配ってはどうか。会員数、法人会員の名前、歴史も書いたらどうか、との
意見が出た。

12. 厚生労働省科学研究費について （西田理事長）

厚生労働省の難病の研究費の募集があり、石橋理事長と連絡をとっ
て、学会主導で申し込むことになった。角膜、網膜、緑内障の３者で出
す。ガイドラインを作った学会を中心に申し込んだ。角膜内皮もこの研
究に入れている。３月になれば採否がわかる。

Ⅱ．協議事項

1. 2014年度予算 （澤理事）

収入：前年度と同じように組んでいる。
支出：調査研究費 TS-1多施設スタディワーキングに200万円
WOC関連経費に300万円　角膜関係の外国の先生方との懇親、評議
員からは一定の額を徴収して行ってはどうか。

第37回2014年日本角膜学会理事会議事録
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2. 羊膜ガイドラインについて （木下理事）

見直しが必要である。木下がたたき台を作成する。

3. 羊膜移植の保険収載への対応 （木下理事）

• 今年の4月から保険収載の予定。現在先進医療として認められてい
る。中医協も通った。北村惣一郎先生と相談をした。透明性、追認性

（トレーサビリティ）が問題となる。
• 手術そのものは眼科専門医であり、日本角膜学会会員、日本角膜移

植学会会員、日本眼科学会の講習を受けた人なら手術ができるよう
にしたい。

• 羊膜の斡旋：開業医の先生が行うとき、京都府立医大から供給し
てもらわなければならない。骨移植、死体からの皮膚移植は日本組
織移植学会が認定してきた。第三者機関が追認しなければならな
い。レジストリを作らなければならない。移行期間が1年くらいでは
ないか。

• 業者が販売をしようとしている。 

4. 診断基準について （木下理事（外園））

5. WOC角膜学会主催パーティーについて （前田理事）

2014年4月3日（木）18時からを予定。サンス・エ・サブール（丸ビルの
最上階）は景色がよい。レセプション形式で行う。そのあとIMCLCでディ
ナーを食べるというプランがよいのではないか。
各大学の先生方が留学していた人達を呼ぶ。6割くらいは夫婦同伴で
ある。

6. 用語委員会について （前田理事）

日本眼科学会の用語委員会から改訂をいってこられた。各学会に委嘱
している。
委員長：前田直之、副委員長：大橋裕一、委員として宇野敏彦（愛媛
大）、小林　顕（金沢大）、島﨑　潤（東京歯科大）、庄司　純（日本大）、
近間泰一郎（広島大）、外園千恵（京都府医大）、山田昌和（杏林大）に
お願いする。

7. 2017年学会について

福岡大学の内尾英一先生から申し出があり、お願いすることになった。

第22回2014年日本角膜学会評議員会議事録

開催日時：2014年1月30日(木)7：30～ 8：30
場　　所：ラグナガーデンホテル　2F　明海の間
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、
  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、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
  オブザーバー　福島敦樹　事務局　日下部香奈、三宅啓子　
  計29名
欠 席 者：雑賀司珠也、下村嘉一、坪田一男、渡辺仁　計4名

議　　長：西田幸二理事長
議　　題：
1～ 6までは理事会と同様
7. 角膜カンファランス2016　学会について （清水公也会長）

• 開催地をグアムにしたい。飛行機だと沖縄へ行くよりも安い。4時間く
らいで行ける。

• コンベンションセンターが今年の6月にできる。若手の人達の金銭的
支援を行いたい。

• 台湾、韓国などのアジアの人達の参加を促したい。日本眼科学会の
専門医の点数についてOKかどうか。専門医制度委員会の審議があ
るので、根回しをしなければならない。前例もなく、考えたこともない
との日本眼科学会の回答であった。企業のコンプライアンスを確認し
てほしい。40回の節目であるので、行う方向で検討したい。

8～ 12までは理事会と同様

Ⅱ．協議事項
1～ 3までは理事会と同様
4. 診断基準について （外園理事）

• 厚生労働省科学研究費で診断基準を作成した。学会が承認公開を

してほしい。
• 学会としてのルール決めが必要である。ワーキングを作って提出され

た診断基準が適正かどうかを決める。学会員に対して意見を募る。そ
ののち認める。

• 平成23年にSJS、TEN、特発性周辺部角膜潰瘍については学会員に
諮ったので、日付が入ったもので認めてほしい。

5～ 7は理事会と同様

第37回2014年日本角膜学会理事会議事録
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2013年歳入歳出決算報告書
（自2013年1月1日至2013年12月31日）

科　　目 予 算 額 歳 入 額 前年度に
比し増減

年会費 6,000,000 5,690,000 -310,000

法人会員会費 1,200,000 1,150,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 16,291 -3,709

利息 10,000 11,347 +1,347

歳入小計 7,830,000 7,467,638 -362,362 

前年度繰越金 8,418,376 8,418,376 0

歳入合計 16,248,376 15,886,014 -362,362

歳　　入 単位（円）

科　　目 予 算 額 歳 出 額 前年度に
比し増減

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 1,000,000 325,500 -674,500

外保連会費 400,000 400,000 0

共催懇談会費用 500,000 277,095 -222,905

印刷費 2,000,000 2,041,980 +41,980

会議費 500,000 504,138 +4,138

学術奨励賞 450,000 507,395 +57,395

消耗品費 100,000 48,980 -51,020

通信・発送費 200,000 162,565 -37,435

旅費 200,000 411,596 +211,596

雑費 100,000 116,232 +16,232

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 20,000 10,190 -9,810

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,297,800 -2,200

予備費 400,000 0 -400,000

運営積立金 1,000,000 0 -1,000,000

支出小計 10,806,000 8,739,471 -2,066,529

次年度繰越額 5,442,376 7,146,543 +1,704,167

支出の部合計 16,248,376 15,886,014 -362,362

歳　　出 単位（円）

科　　目 2013年度
予算額

2014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 3,000,000 +2,000,000

外保連会費 400,000 400,000 0

共催懇談会費用 500,000 500,000 0

印刷費 2,000,000 1,500,000 -500,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 450,000 450,000 0

消耗品費 100,000 100,000 0

通信・発送費 200,000 200,000 0

旅費 200,000 200,000 0

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 20,000 350,000 +330,000

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,300,000 0

WOC 関連費用 0 2,000,000 +2,000,000

予備費 400,000 400,000 0

運営積立金 1,000,000 0 -1,000,000

支出小計 10,806,000 13,636,000 +2,830,000

次年度繰越金 5,442,376 1,240,543 -4,201,833

支出合計 16,248,376 14,876,543 -1,371,833

支　出 単位（円）

日本角膜学会2014年度予算案 
（自2014年1月1日至2014年12月31日）

科　　目 2013年度
予算額

2014年度
予算額 差  　額

年会費 6,000,000 6,000,000 0

法人会員会費 1,200,000 1,100,000 -100,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利息 10,000 10,000 0

収入小計 7,830,000 7,730,000 -100,000

前年度繰越金 8,418,376 7,146,543 1,271,833

収入合計 16,248,376 14,876,543 -1,371,833

収　入 単位（円）

*調査研究費はTS-1多施設プロスペクティブWG費用の追加
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