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2014年歳入歳出決算報告書(角膜）
（自2014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 6,160,000 +160,000

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 0 -20,000

利息 10,000 1,759 -8,241

WOCパーティ会費 0 390,000 +390,000 

歳入小計 7,730,000 8,201,759 +471,759 

前年度繰越金 7,146,543 7,146,543 0

歳入合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

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 3,000,000 0 -3,000,000

外保連会費

500,000 -500,0000共催懇談会費用

400,000 400,000 0

印刷費 1,500,000 1,443,960 -56,040

会議費 500,000 443,975 -56,025

学術奨励賞 450,000 398,210 -51,790

消耗品費 100,000 245,487 +145,487

通信・発送費 200,000 372,288 +172,288

旅費 200,000 714,501 +514,501

雑費 100,000 147,301 +47,301

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 340,820 -9,180

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,325,520 +25,520

予備費

2,000,000 2,448,908 +448,908WOC関連費用

400,000 0 -400,000

支出小計 13,636,000 10,916,970 -2,719,030

次年度繰越額 1,240,543 4,431,332 +3,190,789

支出の部合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

歳　　出 単位（円）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 3,000,000 3,000,000

外保連会費 400,000 400,000 0

0

共催懇談会費用 500,000 0

印刷費 1,500,000 1,500,000 0

-500,000

+100,000

+100,000

+400,000

+50,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 450,000 450,000 0

消耗品費 100,000 200,000

通信・発送費 200,000 300,000

旅費 200,000 600,000

雑費 100,000 150,000

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 0 -350,000

+35,000

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000

2,000,000

1,335,000

WOC 関連費用 0 -2,000,000

予備費 400,000 400,000 0

支出小計 13,636,000 11,471,000 -2,165,000

次年度繰越金 1,240,543 632,332 -608,211

支出合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

支　出 単位（円）

日本角膜学会2015年度予算案 
（自2015年1月1日至2015年12月31日）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

年会費 6,000,000 6,000,000 0

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利息 10,000 2,000

収入小計 7,730,000 7,672,000 -58,000

-8,000

前年度繰越金 7,146,543 4,431,332 -2,715,211

収入合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

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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2014年歳入歳出決算報告書(角膜）
（自2014年1月1日至2013年12月31日）
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雑収入 20,000 0 -20,000

利息 10,000 1,759 -8,241

WOCパーティ会費 0 390,000 +390,000 

歳入小計 7,730,000 8,201,759 +471,759 

前年度繰越金 7,146,543 7,146,543 0

歳入合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

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 3,000,000 0 -3,000,000

外保連会費

500,000 -500,0000共催懇談会費用

400,000 400,000 0

印刷費 1,500,000 1,443,960 -56,040

会議費 500,000 443,975 -56,025

学術奨励賞 450,000 398,210 -51,790

消耗品費 100,000 245,487 +145,487

通信・発送費 200,000 372,288 +172,288

旅費 200,000 714,501 +514,501

雑費 100,000 147,301 +47,301

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 340,820 -9,180

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,325,520 +25,520

予備費

2,000,000 2,448,908 +448,908WOC関連費用

400,000 0 -400,000

支出小計 13,636,000 10,916,970 -2,719,030

次年度繰越額 1,240,543 4,431,332 +3,190,789

支出の部合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

歳　　出 単位（円）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 3,000,000 3,000,000

外保連会費 400,000 400,000 0

0

共催懇談会費用 500,000 0

印刷費 1,500,000 1,500,000 0

-500,000

+100,000

+100,000

+400,000

+50,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 450,000 450,000 0

消耗品費 100,000 200,000

通信・発送費 200,000 300,000

旅費 200,000 600,000

雑費 100,000 150,000

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 0 -350,000

+35,000

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000

2,000,000

1,335,000

WOC 関連費用 0 -2,000,000

予備費 400,000 400,000 0

支出小計 13,636,000 11,471,000 -2,165,000

次年度繰越金 1,240,543 632,332 -608,211

支出合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

支　出 単位（円）

日本角膜学会2015年度予算案 
（自2015年1月1日至2015年12月31日）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

年会費 6,000,000 6,000,000 0

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利息 10,000 2,000

収入小計 7,730,000 7,672,000 -58,000

-8,000

前年度繰越金 7,146,543 4,431,332 -2,715,211

収入合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

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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日本角膜学会は、世界最大の角膜専門医の集まりで現在1,200名を超える

会員を有しており、ここ数年でも増加してきています。この増加を支え

るのは、眼科医になってまだ日の浅い若手医師です。この若手会員をいかにし

て継続的に角膜の世界に留まってもらうようにするかが重要です。

　自らの経験を振り返ってみても、角膜の世界に足を踏み入れたのはささいな

ことがきっかけでした。それを続けてこられたのは、多くの先輩の励ましがあっ

たことが大きかったと感じます。角膜の世界では、医局の垣根を越えて他大学

の先生と交流する機会が多く、しかもフレンドリーでオープンな先生が多いの

でたくさんの刺激をもらいました。この良い循環を次の世代に続けていくこと

が私たち角膜学会の大事な役割と思います。幸いにして日本角膜学会には、角

膜カンファランスという素晴らしい集いの場があります。毎年主催校は工夫を

こらし、アカデミックで楽しい会を開いてくれています。これからも角膜の世

界の楽しさを発信して、若い眼科医に支持される運営を心掛けていきたいと思

います。

　このところ国際学会や研究会に出席しますと、アジアの若い眼科医に勢いを

感じます。まだまだ日本の角膜診療・研究のレベルの方が優っているところが

多々ありますが、彼らの積極性や真摯な姿勢には、私たちの方こそ学ぶべきも

のが多いと感じます。これからは海外との交流も重要性を増していくことは疑

いがなく、学会としてもそれに即した体制を整備していきたいと思います。

　個人的にも、理事長を拝命して1年近くが経過し、ようやく仕事内容を理解

した状態です。2016年も、多くの頼りになる諸先輩方と仲間の力をお借りして、

日本角膜学会が少しでも良くなるように尽力していく所存でおります。

東京歯科大学
島﨑 潤

理事長挨拶
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角膜カンファランス2015
（第39回日本角膜学会総会、
 第31回日本角膜移植学会）

を主催して

角膜カンファランス2015（第39

回日本角膜学会総会、第31回

日本角膜移植学会）を2015年2月11日

（水）～2月13日（金）に「高知市文化プ

ラザかるぽーと」で開催させていただ

きました。地方で学会が行われること

がめっきり減少しているなか、227題

もの演題をご登録いただき、900名の

方にご参加いただき、盛大に開催する

ことができました。大過なく無事に学

会を終えることができたこと、日本角

膜学会、日本角膜移植学会の理事、評

議員、会員の皆さまのおかげであり、

御礼申し上げます。南国土佐でも2月

はどんよりした天候のことが多いので

すが、参加者の方々の活気のおかげで、

開催期間中ずっと天候に恵まれました。

　今回の開催にあたっては、「高知の

オリジナリティを前面に出し、記憶に

残る学会」を目標にしました。インパ

クトのあるテーマということで、高知

ならカツオ、ならば、「眼からウロコの

サイエンス」といたしました。学術的

には、本角膜カンファランスの期間中

に、炎症・免疫研究の面白さを参加者

に理解してもらえるようにプログラム

を組みました。招待講演には Scheffer 

Tseng 先生にお越しいただき、羊膜に

よる炎症抑制の分子メカニズムについ

て詳しくお話していただきました。シ

ンポジウムは二つ企画させていただき

ました。シンポジウム１では「眼から

ウロコの前眼部疾患新常識」と題して、

オキュラーサーフェス疾患の診断・治

療に関するパラダイムシフトにチャレ

ンジしていただきました。今後、５年、

10年先の眼科医療をイメージできた

のではないかと思います。シンポジウ

ム２は、「眼からウロコのサイエンス　

～炎症・免疫の最先端～」と題して、日

本免疫学会を背負って立つ世界のトッ

プランナーの先生方にお越しいただき

ました。何を疑問にもち、どのように

アプローチして研究を進めていくべき

か、大きな夢をもつことの大切さを教

えていただけたと思いました。昨年企

画されました、「アイバンクシンポジ

ウム」と「コメディカルプログラム」を

継承した「アイバンクウェットラボプ

ログラム」には、眼科医だけでなくコー

ディネーターの方々にもご参加いただ

き、たいへん盛況でした。

　角膜カンファランスの素晴らしい点

は会員の多くの先生が一堂に集い、和

気あいあいと話し合うことだと思いま

す。懇親会は非常に重要な社交の場で

あると考え、南国土佐の風土に育まれ

た食文化・商い文化を受け継いだ「ひ

ろめ市場」で開催しました。懇親会参

加者数は560名と「ひろめ市場の」席

数をオーバーし、あふれんばかりの笑

顔にお会いでき、主催者としてこの上

ない喜びを感じました。

　昨年同様、一般口演はすべて英語で

スライドを、ポスター発表は要約を英

語で貼付するようにお願い致しました。

英語のスライドを用いて日本語で話す

ことに対する違和感もなくなってきた

のではないかと思います。この発表形

式を継承することにより、角膜カンファ

ランスから世界に向けて、これまで以

上に、質の高い新たな情報が発信され

ることを祈念しております。

高知大学
福島敦樹
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はじめに

　2015年2月11日（水）～2月13日（金）

まで「高知市文化プラザかるぽーと」

にて角膜カンファランス2015（第39回

日本角膜学会総会、第31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

移植学会の会員の皆様に厚く御礼申し

上げます。

　学会のロゴマーク、ポスターをみら

れた先生のなかには「何の学会？、なん

で魚？、これ何の魚？」と思わず目をぱ

ちくりされたのではないでしょうか。

これまでにない “ インパクトのある画

像 ”、高知といえば “ かつお ” というこ

との二点から、かつおの角膜にクロー

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』に決まりました。「眼からうろこが

落ちる」の由来は、イエス・キリストの

奇跡により盲目の男が見えるようになっ

た、という新約聖書の記述から生まれ

た言葉だそうです。現在は「何かがきっ

かけになって、急に物事の実態などが

よく見え、理解できるようになるたとえ」

として使われます。よく考えられた学

会テーマ、と思っていただいた先生方

ありがとうございます。しかし、実はす

べてが決定してから辞書をひき安堵し

た、という呑気な事務局でした。

高知大学眼科
福島敦樹

事務局代表
角 環

角膜カンファランス2015学会レポート
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学会の様子

　一般演題は口演73題、ポスター154

題の計227題とほぼ例年どおりでした。

すべての口演を聴講していただけるよ

う口演はメインホール一会場のみの直

列プログラムとしました。昨年同様、

一般口演はすべて英語でスライドを、

ポスター発表は英文抄録記載をお願い

いたしましたが、とくに大きな問題は

ありませんでした。英語のスライドを

用いて日本語で話すことに対する違和

感もなくなってきたのではないかと思

います。以前からこのスタイルなのか

しらと思ってしまうほど進行もスムー

ズでしたので、角膜カンファランスに

ご参加の先生方の柔軟性にあらためて

感銘いたしました。一般口演での質疑

応答も角膜カンファランスらしい和や

かですが熱い Discussion が聞かれまし

た。ポスター討論も１日目、２日目と

もに会場は先生方であふれ、むんむん

の熱気でした。ポスター会場は講演会

場から少し離れておりましたが、討論

時間以外にも多くの先生が足を運んで

下さり、ポスターの前でメモをとる姿

が多くみられました。ポスター会場近

くに客寄せを目的にドリンク、休憩コー

ナーを設け土佐銘菓やゆずジュースの

提供を行っておりましたが、実際は不

要でした。眞鍋賞は京都府立医科大学、

稲冨勉先生の「Descemet membrane 

endothelial keratoplasty における角

膜厚と視力推移の検討」、内田賞は東

京医科大学、高橋広樹先生の「マウス

角膜におけるランゲルハンス細胞の

動態 」、北野賞 は 京都府立医科大学、

北澤耕司先生の「CRISPR/Cas9 を用い

て PAX6 をノックアウトしたヒト角膜

上皮細胞の検討」でした。たくさんの

興味あるホットな演題のご登録本当に

ありがとうございました。

　シンポジウム１では「眼からウロコ

の前眼部疾患新常識」と題し前田直之

先生、堀裕一先生にオーガナイザーを

お願いしました。オキュラーサーフェ

ス疾患の診断・治療に関してこれまで

の常識と異なる六つのパラダイムシ

フト（福田憲先生：花粉症をお米を食

べて根治できる日がくるかもしれない、

鈴木崇先生：PCR で角膜感染症は怖く

ない、加藤直子先生：円錐角膜は角膜

クロスリンキングで進行しない、小泉

範子先生：水疱性角膜症を点眼や細胞

注入で治せる日がくるかもしれない、

神谷和孝先生：フェムトセカンドレー

ザーでトレパン不要の角膜移植、宮田

和典先生：Boston KPro は 角膜移植 の

last resort）にチャレンジしていただき

ました。シンポジウム２では中山俊憲

先生と福島敦樹先生にオーガナイザー

をお願いし「眼からウロコのサイエン

ス～炎症・免疫の最先端」と題し疾患

PHOTO REPORT
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の本質に迫り治療を考える上でバッ

クグラウンドとなる発症機序に関し

て、３人の免疫学の大家（熊ノ郷敦先

生：セマフォリンの免疫及び網膜ホメ

オスターシスにおける役割、羽生園子

先生：次世代 T 細胞アナジーの分化誘

導と伝承、中山敏憲先生：Pathogenic 

memory Th2細胞とアレルギー性炎症

制御）にご講演いただきました。

　招待講演は Scheffer C.G.Tseng 先生

に「Anti-inflammatory Actions of HC-

HA / PTX3 Purified from Amniotic 

Membrane」（座長：坪田一男先生）と題

し、羊膜による炎症抑制の分子メカニ

ズムについてお話しいただきました。

アイバンクウェットラボプログラム（オー

ガーナイザー：佐竹良之先生）では眼科

医だけでなくアイバンクスタッフの方々

にも参加していただき、四つのブース

（全眼球摘出術、強角膜片作成、角膜内

皮測定、DSAEKグラフト作成）で実践的

なトレーニングを目的としたウェッ

トラボが開催され盛況でした。

　また、学術奨励賞記念講演は、西田

幸二先生 の 座長 で 慶應義塾大学 の

平山雅敏先生が「再生涙腺原基移植

による涙腺器官再生の実現可能性の

実証」、大阪大学の高静花先生が「ド

ライアイの視機能低下の原因解明と

治療法の開発」というタイトルでご講

演されました。

アスレチック、
懇親会の様子

　角膜カンファランスは学会場での勉

強は当然ですが、アスレチックと懇親
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会なしでは語れない、とお思いの先

生も少なくないのではないでしょう

か。学会公式スケジュールにアスレ

チックが設定され、並列イベントは

なしという学会は角膜カンファラン

スだけかもしれません。両者は角膜

カンファランスの伝統である『よく

学び、よく遊ぶ』を象徴する重要なイ

ベントだけに、主催が決まった年よ

り、専任担当者を決め、医局員一同、

失敗は許されないという大きなプレッ

シャーがありました。

　アスレチックの競技はチームの団

結力を大切とする『大縄跳び』とし

ました。学会場内での開催許可が最

後まで下りなかったため、近隣の高

知県立県民体育館での開催となりま

した。バスや徒歩での移動が必要で

したが、速やかな移動と更衣でスケ

ジュールは円滑に進行しました。こ

れもまた恒例行事であるが故の、主

催者と参加者のあうんの呼吸の賜物

です。21大学16チーム、127名の先生

がご参加くださり、どのチームも素

晴らしいチームワークと粘りで、日

ごろの運動不足など感じさせない見

事な『跳び』を披露してくださいまし

た。決勝戦はサドンデス形式で、手に

汗握る接戦でした。チームを越えての

応援で会場も大盛り上がりで、見事1

分30秒跳び続けた山口大学チームが

優勝（２位筑波大学チーム、３位愛媛

大学チーム、東京歯科大学チーム）で

した。

　懇親会は高知で最もホットな観光地

である高知「食」が集う「ひろめ市
い ち ば

場」

で行いました。ホテルでの懇親会もよ

いのですが、高知のかつおのたたきに、

日本酒、そしてよさこい踊りと高知の

飾らない素の良さを肌で感じていただ

きたいという学会長の熱い思いから「ひ

ろめ市場」史上初の貸し切り営業が実

現しました。席数をオーバーする参加

者のため、会場内が非常に混み合いご

迷惑をおかけしました。しかし混み合っ

たがために大学の垣根を越えた交流が

いろいろなところでみられました。終

宴時には鳴子を片手に笑顔で会場を後

にされる先生方のお姿に肩をなでおろ

す医局員でした。

　実は会期終了翌朝にはおまけのイベ

ントがありました。カシオワールドオー

プンで有名な黒潮カントリークラブで

第一回角膜カンファランスゴルフコン

ペが開催されました。これまた学会長

悲願のイベントでありましたので、南

国土佐の青い空と、輝く海をバックに

気持ちのよいプレーができたようです。

最後までご参加いただいた先生方、本

当にありがとうございました。

最後に

　心を込めたおもてなしを目標としま

したが、多くの医局員は角膜カンファ

ランスの参加経験も乏しく、また学会

運営自体が不慣れであったため、たく

さんの至らぬ点があったことをこの場

を借りてお詫びいたします。魚売り場

で “ かつお ” をみられましたら、「あ！

高知、角膜カンファランス2015はなん

か面白かったよね。勉強になったよね。

そうそう目（眼）からうろこがおちたよ

ね」と思っていただけましたら高知大

眼科医局員一同光栄です。ご参加いた

だきました先生方、ご援助、ご協力い

ただきました関係者各位に深く御礼申

し上げます。本当にありがとうござい

ました。

（文責　角環）

PHOTO REPORT
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角膜カンファランス2016
にようこそ

この度、2016年2月18日（木）～

20日（土）に第40回日本角膜学

会総会・第32回日本角膜移植学会を長

野県軽井沢プリンスホテルにて開催さ

せていただく運びとなりました。この

ような名誉ある機会を与えていただき、

日本角膜学会、日本角膜移植学会の理

事、評議員、会員の皆さまに御礼申し

上げます。

　 今 回 の 目 玉 と し て ASIA VIDEO 

SYMPOSIUMがあり、日本、中国、韓国、

台湾の先生方の手術関連のビデオ映像

を主体とした講演を予定しています。

その他、角膜再生医療や角膜疾患の視

機能についてのシンポジウムも鋭意進

行中であります。さらには、峠の釜め

しやASANOYAのベーカリーなど軽井

沢らしい名物も多く御用意したいと考

えています。

　アスレチック大会についても、今回

は軽井沢ということでカーリング競技

を予定しています。カーリングは16世

紀スコットランドが発祥の地とされ、

フェアプレーの精神を大切にする知的

で奥の深いスポーツです。「氷上のチェ

ス」あるいは「氷上のビリヤード」とも

呼ばれています。大御所の先生方が投

じたストーンの前をせっせと若い医局

員の先生方が掃き掃除している姿は、

ある意味日本の医局制度の縮図として

実感できるかもしれません。

　北里大学らしく医局員全員が積極的

北里大学
清水公也

に学会運営に携わって，参加者の皆様

に十分満足していただけるような学

会にしたいと考えています。是非多く

の先生方に本学会へご参加いただけ

ればと思います。2016年2月に軽井沢

でお会いできることを楽しみにして

います！



10ANNUAL REPORT OF JAPAN CORNEA SOCIETY ● 

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

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

回数 日時 場所 世話係 演題数

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

39 2015 2月11日、 
12日 、13日

高知市文化プラザ
かるぽーと 高知 福島敦樹 227

学術奨励賞受賞者一覧表

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

2014年 第12回
高 静花 大阪大

平山雅敏 慶應大

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
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この度は、角膜学会学術奨励賞を

受賞することができまして大変

光栄に存じます。研修医のころから継

続して取り組んできた研究を評価して

いただきましたこと、心より嬉しく思

います。

　私が涙液と視機能について興味を

もったのは、研修医のころ、ドライア

イ で tear film break-up や 角膜上皮傷

害があると光学的特性が低下している

ようにみえるのに、実際には矯正視力

は1.0ある…本当に眼表面に異常のな

い正常眼と同じ見え方なのか？と疑問

に思ったことがきっかけです。当時、

ドライアイは「重症でない限り視力低

下を生じない」軽い疾患と考えられて

いたため、涙液と視機能に関してはあ

まり論じられていませんでしたが、ちょ

うどそのころ大阪大学で波面センサー

共同開発プロジェクトが始まり、装置

を実際に使用する機会に恵まれました。

同時に興味をもったのが涙液動態に関

する研究です。基礎研究者から涙液動

態については多数の報告はありました

が、私たちは患者さんの眼を診ている

わけなので、実際の臨床所見に結び付

けながら解き明かす必要がある、と常々

思っていました。そこで、「涙液の変化

に伴う視機能の定量化およびドライア

学術奨励賞受賞者　喜びのコメント

高 静花 （大阪大学）

イの視機能低下」に関する研究に着手

しました。実際の様々な涙液動態（各

種ドライアイ、治療前後など）で測定

を行い、一連の研究において、ドライ

アイでは涙液安定性の低下、角膜中央

部の上皮障害が視機能低下（高次収差、

散乱の増加）に寄与することを定量的

に明らかにしました。

　子連れ留学した光学＆音楽で有名な

ロチェスター（アメリカ）では、波面セ

ンサーと前眼部光干渉断層計（OCT）の

同時測定システムを用いた涙液動態の

研究に従事しましたが、そのほかの様々

な眼光学関連の研究に携わる機会を得

ました。更に、ハンマーダルシマー（打

弦楽器）を習得し、各地でアンサンブ

ル演奏活動を楽しむことができたのは、

角膜学会のモットーである「よく学び、

よく遊べ」を忠実にまもったおかげで

しょうか？！

　私は良くも悪くも「自分の思ったこ

と」に正直に突き進むタイプなのです

が、臨床で「自分が思ったこと、疑問に

思ったこと」を大切にしてきたおかげ

で、「涙液と視機能」という研究テーマ

を楽しみながら続けてこられたと思

います。一連の研究においてお世話に

なったすべての方々に心より御礼申し

上げます。今後も、ドライアイ患者が

より良い視機能を得られるよう、視機

能低下の原因解明と治療法の開発につ

いて研究をより一層進めてまいりたい

と思います。

留学先のラボメンバーと再会（2013 ARVO）
研究の励みになります！

ドライアイの視機能低下の原因解明と
治療法の開発
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平山 雅敏 （慶應義塾大学）

この 度 は 第12回日本角膜学会学

術奨励賞を賜り、誠にありがと

うございます。本賞の関係者各位およ

び選考委員の諸先生方、また、これま

で研究を支えてくださった慶應義塾大

学医学部眼科学教室の坪田一男教授、

理化学研究所多細胞システム形成セン

ターの辻孝先生をはじめ、多くの皆様

に謹んで御礼申し上げます。

　涙腺の機能低下による涙液量の減少

は、ドライアイを引き起こします。ド

ライアイは Quality of Life にかかわる

身近な疾患の一つであり、治療に対す

る社会的需要は増加の一途を辿ってい

ます。私は、慶應義塾大学、東京歯科大

学市川総合病院での前眼部診療の臨床

経験から、重症瘢痕性角結膜疾患にお

ける重症ドライアイにおいて、涙液機

能が視力予後に大きくかかわること、

その涙液分泌を担う涙腺の機能再生が

根本的なドライアイ治療に繋がる可能

性を感じ、東京理科大学総合研究機構

教授（当時）の辻孝先生と機能的涙腺の

器官再生の共同研究を始めました。

　再生医学は、発生学や幹細胞生物学、

組織工学の融合による新しい学問体系

として確立され、次世代の医療として

実現が期待されています。現在の再生

医療では、組織修復機能をもつ組織幹

細胞移入療法や、増殖や分化を誘導す

るサイトカイン療法の臨床応用化が進

められており、眼科においては、角膜

上皮などの成体細胞をシート状に培養

することにより組織を再生・修復する

再生医療も臨床応用化しています。

　一方で、再生医療の大きな目標は、

疾患 や 傷害、加齢 に よ り 機能不全 に

陥った器官を再生した器官で置き換え

る臓器置換再生医療です。器官は、複

数の細胞種からなる機能的な単位であ

り、機能を高効率に果たすための三次

元構造を有しています。この複雑な構

造は、胎児期の器官発生によって形成

され、歯や毛、涙腺といった外胚葉性

器官は、胎児期の未分化な上皮細胞と

間葉細胞の相互作用によって誘導され

る器官原基から発生します。本研究で

は、胎生期のマウス涙腺原基由来の上

皮細胞と間葉細胞を、三次元細胞操作

技術を用いて再配置することにより再

生涙腺原基を作製し、涙腺機能が障害

されたマウスに移植することで、機能

的涙腺を再生する「涙腺再生医療」の

実現可能性を実証することができまし

た。理工系研究室との共同研究により、

異なるバックグラウンドをもつ研究者

と知的相乗効果を生み出すことがで

きた経験は、今後研究を進める上で大

きな力になると思います。論文の発表

に合わせて、研究成果の共同プレスリ

リースを行い、国内外のメディアに取

り上げていただきました。研究の社会

還元を肌で感じる素晴らしい機会とな

りました。

　ヒトにおいて器官原基を再生するた

めには、器官を誘導できる上皮性、間

葉性幹細胞が必要です。器官誘導は胎

児期に起こり、その後、組織の修復の

ために組織幹細胞は一定の頻度で残さ

れるものの、ほとんどの器官では器官

誘導能のある幹細胞は知られていませ

ん。免疫学的な拒絶反応を回避するに

は、患者本人に由来する幹細胞、例え

ば万能細胞を用いて器官を再生するこ

とが期待されており、器官誘導能のあ

る幹細胞シーズの探索研究を進めてい

くことが必要です。臨床応用まではま

だ遠い道のりですが、涙腺器官再生の

最初の扉を開くことができたことを嬉

しく思います。

　これまでも、本会のご発展と先生方

のご活躍に毎回励まされてまいりまし

た。今後も、本会の活動により会員の

繋がりがますます大きくなり、眼科学

を先導する原動力となりますよう、心

からお祈り申し上げます。

ドライアイを根治的に改善する
涙腺再生医療の実現を目指して
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★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

★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

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞
1994～2015年度受賞者一覧表
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★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

★2015年角膜カンファランス（第39回日本角膜学会・第31回日本角膜移植学会）
内田賞 高橋広樹（東京医科大学）　 角膜内ランゲルハンス細胞の動態

北野賞
北澤耕司（京都府立医科大学 /
京都大学 iPS 細胞研究所）

CRISPR/Cas9を用いてPAX6をノックアウトしたヒト角膜上皮細胞の検討

眞鍋賞 稲富 勉 ( 京都府立医科大学 ) Descemet membrane endothelial keratoplasty における角膜厚と視力推
移の検討
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このたび、「角膜内ランゲルハン

ス細胞の動態」に対して内田賞

を受賞させていただきました。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。

　本研究を始めた経緯としては、皮膚

のランゲルハンス細胞とタイトジャン

クションが密接にかかわっているこ

とを知ったことがきっかけになります。

角膜上皮内には、ランゲルハンス細胞

が存在することがすでに知られてい

ますが、その機能や動態についてはい

まだに不明な点が多く残されています。

そこで本研究では、共焦点レーザー顕

微鏡を用いて三次元画像を取得し、正

常マウス角膜上皮内のランゲルハン

ス細胞の動態や樹状突起とタイトジャ

ンクションとの関係について検討し

ました。

　今回の検討では正常時において多く

のマウス角膜上皮ランゲルハンス細胞

が基底細胞層に位置し、樹状突起を上

方に伸展している像が観察されまし

た。この特徴は表皮ランゲルハンス細

胞の特徴と類似していることがわかり

ました。また、一部の角膜上皮ランゲ

ルハンス細胞は翼細胞層に移動してお

り、角膜上皮ランゲルハンス細胞は角

膜上皮内において水平方向の移動のみ

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者　喜びのコメント

高橋広樹 （東京医科大学）

ならず腸粘膜上皮ランゲルハンス細胞

のように垂直方向にも可動性があるこ

とがわかりました。また、皮膚のラン

ゲルハンス細胞では、炎症時にランゲ

ルハンス細胞が上方に移動し、樹状突

起を細胞表面のタイトジャンクション

にドッキングさせ、外来抗原を取得す

ることが報告されています。本研究で

は樹状突起がタイトジャンクションに

ドッキングしている像は確認できませ

んでしたが、表皮ランゲルハンス細胞

のように何らかの刺激により角膜上皮

細胞が活性化することで外来抗原を取

得する可能性も考えられました。今後

は角膜独自の抗原取得機構が存在する

のか否かも含めて、様々な炎症モデル

を用いて角膜のランゲルハンス細胞の

動態について検討していく予定です。

　この研究に関しまして、惜しみなく

最大限のサポートをしていただいた

後藤浩教授をはじめ東京医科大学眼

科学教室の皆様に厚く御礼申し上げま

す。また、研究の面白さや角膜免疫の魅

力、実験手技に至るまで、いつも優しく

ご指導していただきました、服部貴明

先生に心より感謝申し上げます。

2015年度　内田賞を受賞して



北澤耕司 （京都府立医科大学 / 京都大学 iPS 細胞研究所）

この 度 は 角膜 カ ン フ ァ ラ ン ス

2015において「北野賞」を受賞

することができ、審査していただきま

した選考委員の先生方、またいつも支

えてくださっております京都府立医科

大学の木下茂教授をはじめ、医局員の

先生方、また京都大学 iPS 細胞研究所

（CiRA）でいつもご指導いただいており

ます升井伸治先生に厚く御礼を申し上

げます。

　私は2012年から特別研究学生、いわ

ゆる国内留学として CiRA で研究を開

始いたしました。山中伸弥先生の四つ

の転写因子による体細胞からのリプロ

グラミングの発見もあって、CiRA では

転写因子についての研究がさかんに行

われておりました。私が所属していま

す升井研はそのなかでもとくに転写因

子の解析に注目しているラボでした。

そこで私は角膜上皮において重要な

転写因子である PAX6についての研究

を開始しました。また一方で、2012年

には TALEN, 2013年には CRISPR/Cas9

という新しいゲノム編集ツールも急速

に進歩してきたため、その着手も行い

ました。そこで、その両者を組み合わ

せることで、primary 角膜上皮細胞で

PAX6を CRRSPR/Cas9でノックアウト

させることに成功し、PAX6がどのよう

ニケーションが活発です（試薬の貸し

借りもできるぐらい）。また所長の山

中先生がマラソン好きで知られている

ように、マラソン部というものがあっ

て、毎週木曜日の夕方は鴨川沿いで７

km ほど走って練習をします。また大

阪マラソンや京都マラソン、神戸マラ

ソンに出場したり、みんなでたすきを

つないで42.195km を走るリレーマラ

ソンに参加したり、定期的に飲み会を

開催し、親交を深めることができまし

た。マラソン部には修士や博士課程の

学生だけでなく技術員、ポスドクまた

PI、事務員も入っているので、本当に

他分野の人と仲良くなることができま

した。CiRA の３年間は研究もそうです

が、社会のなかの研究の位置づけ、ポ

スドクの現状、再生医療領域の社会的

関心なども知ることができました。こ

のような環境に身を置く機会をあたえ

ていただきました、木下教授に改めて

感謝したいと思います。今後は、少し

でも患者さんや未来医療に貢献できる

研究を進めていければと思いますので、

今後ともご指導のほどよろしくお願い

いたします。

2015年度　北野賞を受賞して

な機能をもっている

かを検討しました。

最初は効率よくノッ

クアウトできなくて

苦労しましたが、幸

いたくさんの指導者

（ラボを越えた友人

達）が周りにいたた

め、なんとかうまく

つくることができま

した。といいますの

も、CiRA ではオープ

ンラボシステムを導

入しているため、ラ

ボをまたいだコミュ
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マラソン部メンバーと



稲富 勉 （京都府立医科大学）

2015年度　眞鍋賞を受賞して
眞鍋賞受賞と大切な２人

内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞者　喜びのコメント
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　この度は名誉ある眞鍋賞を受賞させ

ていただきありがとうございました。

長く参加する角膜カンファレンスのな

かでも非常に感慨深い学会となりまし

た。今回のポスター発表では新しい角

膜内皮移植である DMEK の臨床成績と

角膜内皮細胞動態についての報告をさ

せていただきました。府立医大での角

膜内皮移植は2007年より DSAEK を開

始し、欧米での変化を肌で感じながら

2012年より DMEK を導入しました。新

しい手術の導入には、その手技の習得

のみならず治療の優位性や安全性を科

学的に検証し治療に還元する必要があ

ります。更に導入後の私の目標として、

日本人に対する DMEK 術式の標準化と

臨床成績の長期評価があります。今回

の受賞はその思いと成果が多くの先生

方にご評価いただけた結果と嬉しく感

じています。

　今回の受賞は別の意味で私にとって

は非常に大切なものとなりました。そ

の理由は手術の立ち上げから研究デー

タのまとめまで、２人の大切な方との

共同作業での成果であることです。そ

の一人は、角膜の臨床と研究にともに

長い時間を過ごしてくれた中川紘子先

生、そしてもう一人がタイからの留学

生である Passara Jongkhajornpong 先

生です。中川先生は DSAEK 時代から角

膜内皮細胞研究を精力的に行い、彼女

自身も DSAEK の臨床成績や接触型広

域スペキュラーでの角膜内皮細胞動態

に関する研究を報告してくれていま

す。彼女はすべての DMEK 症例の手術

助手をしてくれました。Primary graft 

failure なく成し遂げられたのは、動揺

する私を彼女がいつも「ええんちゃい

ますか！」と関西弁で励ましつづけて

くれたおかげです。この持前の明るさ

で彼女は多くの角膜学会の先生方にも

可愛がっていただいたと思います。今

回の受賞も彼女なしでは成し得ない業

績の一つです。Pat 先生は１年間のタ

イからの留学生でしたが、DMEK 解析

ではデータ整理をしながら多くの疑問

を私に投げかけてくれました。教育や

指導の過程で多くの疑問が生まれ、ま

た解決されていくことの重要性を改め

て勉強させてくれました。言語と分化

の異なる異国で精一杯頑張る姿にも私

は大いに刺激を受けました。

　今回の眞鍋賞の受賞はこの二人の協

力なしには成し遂げられませんでした。

またいつも熱く角膜研究や診療をとも

にできる府立医大の角膜グループやバ

プテスト眼科山崎クリニックのみなさ

まに感謝したいと思います。今回の発

表が日本での DMEK 普及や今後の角膜

内皮研究に役立ち、若手の角膜専門医

師に活力を与えてくれれば、それ以上

に幸せなことはありません。

DMEK共同研究者と府立医大角膜グループ
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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、 学術、編集、渉外・社会保険、総務、
研究、記録の7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。
第５条 本会の会員の年会費を年額10,000円に変更する。法人会

費は変更なし。
（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）
（2015年4月9日改訂）
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38 回　2015 年日本角膜学会理事会議事録

開催日時：	 2015年2月10日(火)18：00～21：00
場　　所：	濱長
出		席		者：	大橋裕一、木下	茂、澤	充、島﨑	潤、西田幸二、
	 前田直之、宮田和典、渡辺	仁各理事
　　　　　高村悦子、山口達夫両監事
　オブザーバー（新理事）：
	 井上幸次、大鹿哲郎、木下	茂、島﨑	潤、下村嘉一、
	 西田幸二、山田昌和
　オブザーバー：福島敦樹　事務局　三宅啓子　計16名
欠		席		者：（新理事）坪田一男、（オブザーバー）清水公也						計2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
1,271名（2015年1月20日現在）、休会者（産休）1名
本会員　　　1,271名（2014年1月1,237名　34名増）
（医師　1,175名　医師以外　96名）
法人会員　　	　21社（2014年1月　23社　2社減）

2.	 2014年度会計報告	 澤理事
歳入：法人会費は減少、WOCパーティー会費が増額
歳出：調査研究費、共済懇談会費の支出はなかった。
	 	 WOCパーティー関係費用の支出があった。

3.	 評議員・理事選挙結果報告	 西田理事長
評議員は有権者994名、投票総数558票で、以下の30名に決
まった。
天野史郎、稲富	勉、井上幸次、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、榛村重人、外園千恵、高橋	浩、
高村悦子、近間泰一郎、坪田一男、西田幸二、秦野	寛、堀	裕一、
前田直之、宮田和典、山上	聡、山田昌和、横井則彦、渡辺	仁
理事は上記のうち29名の投票により以下の8名に決まった。
井上幸次、大鹿哲郎、木下	茂、島﨑	潤、下村嘉一、坪田一男、
西田幸二、山田昌和

4.	 第12回学術奨励賞について	 大橋理事
2014年12月20日（土）	アイコニックにて選考委員会
（大橋裕一委員長、﨑元	卓、田川義継、秦野	寛、山口達夫4委
員、杉田潤太郎、林	皓三郎委員は欠席　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
・平山雅敏（慶應義塾大学）
　「再生涙腺原基移植による機能的涙腺の再生」
・高	静花（大阪大学）　
　「ドライアイの視機能低下の原因解明と治療法の開発」

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および角膜移植学会
理事で行う。よろしくお願いします。

6.	 角膜カンファランス2014	学会報告	 島﨑理事
参加人数は1,006名、口演66題、ポスター198題
収支に問題はない。

7.	 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（高知大学眼科）
事前登録508名、招待講演はTseng先生、シンポジウム２題
を行う。

8.	 角膜カンファランス2016	学会について	
	 	 清水公也会長（西田理事長）
名称：第40回日本角膜学会総会・第32回日本角膜移植学会
日時：2016年2月18日（木）～2月20日（土）
会場：軽井沢プリンスホテル　ウエスト
会長：清水公也（北里大学）

9.	 角膜カンファランス2017	学会について	
	 	 内尾英一会長（西田理事長）
名称：第41回日本角膜学会総会・第33回日本角膜移植学会
日時：2017年2月9日（木）～2月11日（土）
会場：福岡国際会議場・福岡国際センター
会長：内尾英一（福岡大学）

10.	ウェブサイト関連	 前田理事
2年前に評議員にウェブサイト教育コンテンツをお願いした。
もう少しで完成する。
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、是非作成をお願いしたい。

11.	各ワーキンググループの進捗状況
角膜内皮移植実態調査ワーキンググループについて
	 西田理事長

全国の施設に第1段としてDSAEKを施行している施設の調
査を行った。
今後、一定例数以上DSAEKを行っている施設に詳細なアン
ケートを行う。
角膜移植学会主催の調査である。
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

涙液・涙道学会主導の調査。先行している4-5施設はIRBを取
得して始めている。

12.	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。
WOCパーティーの報告を高先生にお願いした。

13.	厚生労働省科学研究費について	 西田理事長
昨年から2年間の予定で行っている。希少難治性角膜疾患の
疫学調査。網膜の班は日本網膜学会が、緑内障の班は日本緑
内障学会が行うこととなった。
以前に厚生労働省科研で行った難治性疾患をブラッシュアッ
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プする。
全体会議は昨年行ったので、あとはそれぞれの担当座長に進
めてもらうようお願いしている。
角膜内皮症については西田と山上先生に、角膜形状異常症は
島﨑先生と前田先生に、特発性周辺部角膜潰瘍は木下先生と
坪田先生に、角膜ジストロフィは村上先生と川崎先生に、角膜
上皮幹細胞疲弊症については大橋先生と川崎先生にお願いし
ている。

14.	用語委員会	 前田理事
2014年11月18日に日本眼科学会に送付した。
大橋、小林、島﨑、庄司、近間、外園、山田先生を委員として、
リストを送った。
本になる用語集とwebの用語集と2本立てとなる。

15.	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）夕方　サンス・エ・サヴールにて行った。
大阪大学の角膜グループが中心となって、東京大学の先生に
場所を教えてもらって行った。海外の先生からの評判はよ
かった。

Ⅱ．協議事項

1.	 2015年度予算	 澤理事
収入：WOC関連が減少したくらいで2014年度と大きな違い

はない。
支出：例年どおりである。選挙費用、WOC関連費用はない。

収支は大幅な赤字である。
会費の値上げなど、次の執行部で考えてほしい。
会長招宴は会長マターである。

2.	 羊膜移植の保険収載への対応	 	西田理事長
混乱しながら進めてきたが、必要な書類を列記している。
ガイドライン2014のコメントについては羊膜委員で話し合
いたいと思う。
保険点数の増加に向けて進めたい。積算の根拠が必要である。

3.	 診断基準、治療ガイドラインについて	 西田理事長
昨年度外園先生から提案のあったSJS、TEN、サイトメガロウ
イルス角膜内皮炎、特発性周辺部角膜潰瘍、膠様滴状角膜ジ
ストロフィについて日本眼科学会に審議を依頼した。日本眼
科学会雑誌に掲載される予定である。

4.	 2018年学会について	 西田理事長
広島大学の近間泰一郎先生が立候補している。
今後、立候補用紙などを決めて、角膜学会員であれば自薦、他
薦を募るようにしていく。

5.	 学術奨励賞選考委員について	 大橋理事
4年間の任期で再任されない、と決めた。卒業された先生に
委員をお願いした。
コンセプトを決めてほしい。学術担当理事は投票に加わらず、
どうしても決まらないときだけ、採決する。次の委員の選出
は次の学術担当理事にお願いする。

6.	 その他
・	理事長：島﨑	潤
総務：西田幸二、学術：下村嘉一、渉外・社会保険：木下	茂、
会計：大鹿哲郎、研究：山田昌和、記録・HP：坪田一男、
編集：井上幸次
任期を日本角膜学会総会の終了時に変更する。
今後、角膜カンファランス期間中に新理事会を公式に行い、
理事長の選出、今年度の事業計画、来年度の事業計画を議
論することとする。
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2014年歳入歳出決算報告書(角膜）
（自2014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 6,160,000 +160,000

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 0 -20,000

利息 10,000 1,759 -8,241

WOCパーティ会費 0 390,000 +390,000 

歳入小計 7,730,000 8,201,759 +471,759 

前年度繰越金 7,146,543 7,146,543 0

歳入合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

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 3,000,000 0 -3,000,000

外保連会費

500,000 -500,0000共催懇談会費用

400,000 400,000 0

印刷費 1,500,000 1,443,960 -56,040

会議費 500,000 443,975 -56,025

学術奨励賞 450,000 398,210 -51,790

消耗品費 100,000 245,487 +145,487

通信・発送費 200,000 372,288 +172,288

旅費 200,000 714,501 +514,501

雑費 100,000 147,301 +47,301

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 340,820 -9,180

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,325,520 +25,520

予備費

2,000,000 2,448,908 +448,908WOC関連費用

400,000 0 -400,000

支出小計 13,636,000 10,916,970 -2,719,030

次年度繰越額 1,240,543 4,431,332 +3,190,789

支出の部合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

歳　　出 単位（円）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 3,000,000 3,000,000

外保連会費 400,000 400,000 0

0

共催懇談会費用 500,000 0

印刷費 1,500,000 1,500,000 0

-500,000

+100,000

+100,000

+400,000

+50,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 450,000 450,000 0

消耗品費 100,000 200,000

通信・発送費 200,000 300,000

旅費 200,000 600,000

雑費 100,000 150,000

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 0 -350,000

+35,000

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000

2,000,000

1,335,000

WOC 関連費用 0 -2,000,000

予備費 400,000 400,000 0

支出小計 13,636,000 11,471,000 -2,165,000

次年度繰越金 1,240,543 632,332 -608,211

支出合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

支　出 単位（円）

日本角膜学会2015年度予算案 
（自2015年1月1日至2015年12月31日）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

年会費 6,000,000 6,000,000 0

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利息 10,000 2,000

収入小計 7,730,000 7,672,000 -58,000

-8,000

前年度繰越金 7,146,543 4,431,332 -2,715,211

収入合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

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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第 23 回 2015 年日本角膜学会評議員会議事録

開催日時： 2015年2月11日(水)7：30～8：30
場　　所： ホテル日航高知旭ロイヤル　2F　あけぼの
出  席  者： 天野史郎、稲富 勉、井上幸次、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、下村嘉一、榛村重人、
外園千恵、高橋 浩、高村悦子、近間泰一郎、西田幸二、
秦野 寛、堀 裕一、前田直之、宮田和典、山上 聡、山田昌和、
横井則彦、渡辺 仁

　オブザーバー　福島敦樹　事務局　日下部香奈、三宅啓子　計31名
欠 席 者： 清水公也、坪田一男　 計２名

議　　長： 西田幸二理事長
議　　題：

Ⅰ．報告事項

1～10までは理事会と同様

11.  各ワーキンググループの進捗状況
・ 角膜内皮移植実態調査ワーキンググループについて 
 西田理事長

第1弾アンケート：DSAEKを施行している施設を調査。
今後、一定例数以上DSAEKを行っている施設に詳細なアンケー
トを行う。
角膜移植学会主催の調査である。

・ 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

涙液・涙道学会主導の調査、IRB取得のできた4-5施設がすでに
始めている。他科の患者さんにお願いしている。

12～15までは理事会と同様

Ⅱ．協議事項

1 は理事会と同様

2.　羊膜移植の保険収載への対応 西田理事長
時間の制約があり、皆さまにはご迷惑をおかけしました。
書類をまとめて添付している。羊膜移植を実施する機関、羊膜
を提供する機関に分かれている。日本組織移植学会のとりきめ
は厳しい。ある程度は緩和してもらい、カテゴリーⅡを作って
もらった。
羊膜移植ガイドライン2014を羊膜委員会で変更した部分を皆さ
まにメーリングリストで送っている。コメントについては羊膜
委員会で議論することとする。
-80度以下のディープフリーザーを持っていない施設もあるので、
使うことが決まってから送っている。どこまでが送付側の責任
かを明記してほしい。
最初の先進医療に提出するときの基準が甘かった。
本年度、保険点数の増加について対応していく。

3.　診断基準、治療ガイドラインについて 西田理事長
10年前に日本皮膚科学会雑誌に掲載された。昨年度外園先生か
ら提案のあったSJS、TEN、サイトメガロウイルス角膜内皮炎、特
発性周辺部角膜潰瘍、膠様滴状角膜ジストロフィについて日本眼
科学会で審議され、日本眼科学会雑誌に掲載される予定である。

4.　2018年学会について
開催希望を出している広島大学の近間泰一郎先生にお願いする
ことで決定した。海に面している。町中からは遠いが、角膜カン
ファランス開催にはよいのではないか。
2018年2月8日（木）～10日（土）にグランドプリンスホテル広島
にて。
今後は正式なルールを決めて開催希望を出してもらうこととする。

5 は理事会と同様

6.　その他
・ 財務について

会費の値上げについて　会計担当理事が他学会の状況を調べる。
後日（4月9日）持ち回り評議員会で10,000円にすることが認め
られた。

・ 羊膜の保険収載
カテゴリーⅡについて混乱がある。Q&A を早くホームページ
にアップしてほしい。

・ 優秀ポスター賞について
後日（4月9日）持ち回り評議員会で選考の割り振りをすること
が決まった。
角膜学会ポスター賞の選考は以下の手順で行う。
1） 評議員を10人ずつ３組に分け、各々が内田賞、北野賞、眞鍋

賞の第一次審査を行う。
2） 評議員の組み分けは、事務局および担当理事が行う。
3） 第二次審査は、評議員全員で行う。

・ ポスター賞は基礎部門、臨床部門に分けることはせずに、従来
通り各賞１名ずつの受賞者とする。

・ 評議員と学術奨励賞受賞者は選考対象に含めない。
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科　　目 予 算 額 歳 入 額 前年度に
比し増減

年会費 6,000,000 6,160,000 +160,000

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 0 -20,000

利息 10,000 1,759 -8,241
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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 3,000,000 0 -3,000,000

外保連会費

500,000 -500,0000共催懇談会費用

400,000 400,000 0

印刷費 1,500,000 1,443,960 -56,040

会議費 500,000 443,975 -56,025

学術奨励賞 450,000 398,210 -51,790

消耗品費 100,000 245,487 +145,487

通信・発送費 200,000 372,288 +172,288

旅費 200,000 714,501 +514,501

雑費 100,000 147,301 +47,301

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 340,820 -9,180

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000 1,325,520 +25,520

予備費

2,000,000 2,448,908 +448,908WOC関連費用

400,000 0 -400,000

支出小計 13,636,000 10,916,970 -2,719,030

次年度繰越額 1,240,543 4,431,332 +3,190,789

支出の部合計 14,876,543 15,348,302 +471,759

歳　　出 単位（円）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

担当校へ補助 700,000 700,000 0

調査研究費 3,000,000 3,000,000

外保連会費 400,000 400,000 0

0

共催懇談会費用 500,000 0

印刷費 1,500,000 1,500,000 0

-500,000

+100,000

+100,000

+400,000

+50,000

会議費 500,000 500,000 0

学術奨励賞 450,000 450,000 0

消耗品費 100,000 200,000

通信・発送費 200,000 300,000

旅費 200,000 600,000

雑費 100,000 150,000

事務委託費 1,836,000 1,836,000 0

選挙関係費用 350,000 0 -350,000

+35,000

会計監査料 100,000 100,000 0

ＨＰ経費 1,300,000

2,000,000

1,335,000

WOC 関連費用 0 -2,000,000

予備費 400,000 400,000 0

支出小計 13,636,000 11,471,000 -2,165,000

次年度繰越金 1,240,543 632,332 -608,211

支出合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

支　出 単位（円）

日本角膜学会2015年度予算案 
（自2015年1月1日至2015年12月31日）

科　　目 2014年度
予算額

2015年度
予算額 差  　額

年会費 6,000,000 6,000,000 0

法人会員会費 1,100,000 1,050,000 -50,000

ＨＰ広告料 600,000 600,000 0

雑収入 20,000 20,000 0

利息 10,000 2,000

収入小計 7,730,000 7,672,000 -58,000

-8,000

前年度繰越金 7,146,543 4,431,332 -2,715,211

収入合計 14,876,543 12,103,332 -2,773,211

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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