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理事長挨拶

東京大学医学部眼科

天野 史郎

日

本角膜学会年次報告書に一言、

す。サイト内の会員のみが閲覧できる

ご挨拶申し上げます。日本角膜

エリアに教育用の診療関連動画を多く

学会では、学会としていくつかの新し

のせることで、会員の教育にも役立つ

い取り組みを始めています。一つ目は

ウェブサイトにしていきたいと考えて

外 科 系 保 険 連 合(外 保 連)へ の 加 盟 で

います。三つ目は研究プロジェクトの

す。外保連は多くの外科系の学会が参

立ち上げです。これまでに学会として

加して、保険診療報酬など保険診療の

取り組んできた円錐角膜関連の研究プ

大枠を厚生労働省に提案していく集ま

ロジェクト(島﨑潤先生がチーフ)に加

りです。これに参加することにより前

えて、抗腫瘍薬の眼表面・涙道への影

眼部関連の検査や処置などの保険診療

響を調査するプロジェクト（井上幸次

点数に関する要望をダイレクトに日本

先生がチーフ）を日本涙道・涙液学会

角膜学会から提案していくことが可能

と共同で取り組み始めました。

になります。これまでは日本角膜学会
としての保険診療報酬上の要望は日本

また角膜内皮障害に関して調査するプ

眼科学会に対して行い、日本眼科学会

ロジェクト（大橋裕一先生がチーフ）も

が眼科全体を取りまとめるという構図

始動しています。こうした研究プロジェ

でした。

クトでは、アンケートへの回答など会
員の皆様のご協力が不可欠であります

日本眼科学会が眼科全体の取りまとめ

ので、是非ご協力をお願いいたします。

をするということは変わらないのです
が、外保連に加盟することで角膜学会

これまでの活動に加えて、こうした新

としての要望をヒアリングなどによっ

しい取り組みによって、日本角膜学会

て厚生労働省に直接伝えることもでき

が会員の皆様の役に立つ学会、そして

るようになります。二つ目は日本角膜

社会の役に立つアカデミックな集団

学会のウェブサイトの改変です。これ

に、これまで以上になれるよう頑張っ

までの角膜学会のウェブサイトは学会

て行きたいと考えています。今後とも

から外部の人達にメッセージを伝える

皆様のご協力をよろしくお願い申し上

ような内容が主であったように思いま

げます。
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角 膜 カンフ ァランス

日本医科大学眼科

高橋 浩

２

011年2月17日（木）〜 19日（土）

Wound Repair: Role of Basement

ま で、品 川 プ リ ン ス ホ テ ル に て

Membrane」というやはり創傷治癒を

角膜カンファランス2011 ～第35回日

テーマとした講演をしていただきまし

本角膜学会総会・第27回日本角膜移植

た。

学会～を主催させていただきました。

2 0 1を
1 主 催して

今 回 の 学 会 テ ー マ は「Access to the

2日目の午後には角膜カンファランス

ocular surface science!」でした。会

恒例のアスレチック大会が開催されま

場となった品川プリンスホテルはアク

した。会場は品川プリンスホテル内の

セ ス の 良 さ は 最 高、そ れ な ら こ の 際、

ステラボールというイベントホールで

角膜専門でない眼科医の皆さんにも多

す。学会場から歩いて３分というこれ

数参加していただきたいという呼びか

またアクセスの良さが好評でした。今

けを込めたテーマでもありました。お

回は趣向を変えて東西対抗運動会を企

かげさまで、3日間トータルでは1,070

画、大玉転がしからフォークダンスま

人を超える参加者数となりました。

で、参加者皆様に楽しんで頂けたよう
でした。引き続いて行われた懇親会で

演 題 は 一 般 講 演 が71題、ポ ス タ ー が

は、これも恒例となりつつある大学対

129題の計200題でした。いつもの角膜

抗の出し物大会、大橋・大鹿両教授バ

カンファランスと同様に、和やかで活

ンド演奏などで盛りあがり実に楽しく

発なディスカッションが繰り広げられ

忘れがたいひとときとなりました。角

ました。シンポジウムは三つ企画しま

膜カンファランスは学術関係以外の企

した。アクセスというテーマを反映し

画が大変であるというのは代々言われ

た日常臨床的な観点からのシンポジウ

ていることで、今回も実際そうでした

ム と し て「 角 膜 と 視 機 能 」、
「角結膜疾

が、参加者皆様の楽しげな様子を見て

患の薬物治療」、そして、専門的シンポ

何とか伝統を継ぐことができたかなと

ジ ウ ム と し て「 角 膜 と 創 傷 治 癒 」で あ

感じた次第です。

ります。いずれも各シンポジストによ
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る興味深い講演と活発な討論により極

最後になりましたが、開催の機会を与

めて内容の濃いシンポジウムとなりま

えて頂きました角膜学会会員の皆様、

した。また、招待講演としてSchepens

ご支援下さいました関係各位、そして

Eye Research Institute のJames D.

日本医科大学眼科同窓会に心より御礼

Zieske先 生 よ り「Corneal Epithelial

を申し上げます。

品川プリンスホテル

ポスター会場風景 和やかで熱気ある
ポスター会場の様子はカンファ名物です。

PHOTO
REPORT

熱心なディスカッションが繰り広げられました。

角膜カンファランス2011体験記

（第35回日本角膜学会総会、第27回日本角膜移植学会）

高橋 浩
五十嵐 勉

日本医科大学眼科
事務局長

はじめに

錚々たる先生方のご苦労が身に染みて

品川プリンスホテルにて角膜カンファ

らお客さんにたくさん来てもらいたい

（ 第35回日本角膜学会総会・
ランス2011

と願うのは、イベント界の常識であり

71題、ポスターが129題の計200題でし

第２７回日本角膜移植学会）を主催させ

ます。そこで、考えたのは「アクセス」

た。いつもの角膜カンファランスと同

ていただきました。まずもってこのよ

というテーマでした。今回会場に選ん

様に和やかで活発なディスカッション

うな名誉ある機会をお与え頂きました

だ品川プリンスホテルは、羽田空港に

が繰り広げられました。一般演題では

日本角膜学会および日本角膜移植学会

直結し東海道新幹線も停まる品川駅前

毎年ホットなトピックスが登場します

の会員の皆様に篤く御礼申し上げます。

徒歩 3分にあります。交通手段を問わ

が、今年はなんといっても角膜内皮移

角膜カンファランスは長きにわたり

ず日本各地からこれ以上アクセスしや

植に関する話題が多く、近年日本でも

日本角膜学会の年次集会でありました

すいホテルはない、更に角膜専門でな

かなり広まってきたDSAEKはもちろん

が、諸般の事情により、今回より正式

い眼科医の皆さんにも参加していただ

のこと、むしろ日本が世界の先頭を走っ

に日本角膜学会総会と名称を変えるこ

くためには、より日常診療に直結する

ているといえる培養角膜内皮移植に関

ととなりました。そこで、長く愛され

シンポジウムを組む方がよい、等々の

する新しい知見が注目を集めました。

た「角膜カンファランス」を共催年次集

思惑を込めてプログラムを組み、テー

会の総称とし、後ろに開催年度をつけ

マ は「 Access to the ocular surface

る形式に統一されることとなりました。

science!」と な り ま し た。 結 果 は ど う

今回がその第1回目、角膜カンファラ

だったかといいますと、初日の時点で

ンス2011でした。

事前登録も含めて700人超のご参加を

2011年2月17日（木）～ 19日（土）まで、

わかった次第です。どうせ苦労するな

さて本学会は、学術集会そのものの

いただき、3日間トータルでは1,070人

中身はもちろんのこと、付随するアク

を超える参加者数となりました。何と

ティビティも充実した内容が要求され

か企みは成功したかという感想です。

るなかなか大変な学会であり、主催者

ご参加いただいた皆様、心より御礼申

に な っ て 初 め て、 過 去 に 主 催 さ れ た

し上げます。

学会の様子

一般演題数はほぼ例年並みで、口演が

学会恒例行事として、学会初日の午

学術奨励賞受賞者お二人と井上角膜学会理事長
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いた後、北海道大学遺伝子病制御研究

先生が「抗菌薬の使い方と効果判定の考

所マトリックスメディスンの松井裕先

え方」について、更に出田眼科病院の

生が「Alpha9インテグリンは皮膚創傷

佐々木香る先生が「角結膜疾患治療にお

治癒過程において線維芽細胞の遊走及

けるステロイドの影響力とは」につい

び接着を制御し肉芽組織の形成に関与

て、最後に住友病院の井上智之先生が

する」というテーマで皮膚における創

「角結膜炎における抗ウイルス治療」と

傷治癒について、続いて順天堂大学の

いうテーマでとくにヘルペスウイルス

海老原伸行先生が
「無菌性炎症と角膜創

について、それぞれ明日からの診療に

傷治癒」
というテーマで上皮・実質－炎症

役立つ内容の講演をされました。角膜

前、学術奨励賞受賞記念講演が行われ

細胞間のサイトカイン・ケモカインネッ

カンファランスとしては企画ものがや

ました。今年度は森重直行先生（山口大

トワークについて、更に山口大学の木村

や多いタイトなスケジュールとなりま

学）と川島素子先生（慶應大学）のお二人

和博先生が
「細胞外マトリックスによる

したが、いずれのシンポジウムも、各

が受賞されました。森重先生は「第2次

角膜上皮細胞の接着、運動および極性形

シンポジストによる興味深い講演と活

高調波発生を応用した正常角膜および

成とその分子制御」について、最後に慶

発な討論により極めて内容の濃いもの

疾患角膜の3次元構造解析」について、

應大学形成外科の貴志和生先生が
「胎仔

になったと思います。座長、モデレー

川島先生は「加齢性涙液分泌機能低下に

皮膚再生に基づいた皮膚の完全再生」に

ター、シンポジストの先生方に改めて

対する老化制御の研究」についてそれぞ

ついてそれぞれ興味深い講演をされま

御礼申し上げます。

れご講演されました。また、優秀ポス

した。また同日には、招待講演として

ターに対して贈られる3賞ですが、内田

Schepens Eye Research Instituteの

賞は慶應大学の吉田悟先生、北野賞は

James D. Zieske先生に「Corneal Epi-

順天堂大学の松永透先生、眞鍋賞は大

thelial Wound Repair: Role of Base-

ントといえば、もちろん学会2日目に

手前病院の中村孝夫先生が選ばれ、懇

ment Membrane」というやはり創傷治癒

行われるアスレチック大会と懇親会で

親会時に表彰が行われました。

をテーマとした講演をして頂きました。

あります。主催校の評価は学術面もも

シンポジウム2のシンポジストの皆さん

ちろんですが、この催し物をいかに楽

シンポジウムを3つ組みました。まず、

しくスムーズに執り行うかで決まると

学会初日には日常臨床的な観点からの

いっても過言ではありません。こんな

シンポジウムとして「角膜と視機能」を

伝統を作られた先人は、どうかしてい

企画し、座長を筑波大学の大鹿哲郎先

たんでしょう、いや、後に続く主催者

生にお願いいたしました。大阪大学の

にとって年々ハードルが高くなること

前田直之先生よりKeynoteとして「角膜

など思いもしなかったんでしょう。あ

して頂いた後、東京歯科大学の山口

●

角膜カンファランス恒例の二大イベ

企画ものとしては、招待講演を1つと

疾患の視機能評価」についてご講演を

5

アスレチック、懇親会の様子

招待講演者

Dr. James Zieske

りがたいことです。ともかく引き受け
た以上は適当にお茶を濁すことなど許

剛史先生に
「角膜移植と視機能」につい

学会最終日には再び日常臨床的なシ

されません。このイベント担当になっ

て、筑波大学の平岡孝浩先生に
「涙液変

ンポジウム「角結膜疾患の薬物治療」を

た医局員は他のことはそっちのけで専

化・コンタクトレンズ装用と視機能」
につ

企画、座長を愛媛大学の大橋裕一先生

念せざるを得ませんでした。まずはア

いて、宮田眼科病院の宮田和典先生に
「白

にお願いしました。東京医療センター

スレチックですが、このところ、学会

内障手術・屈折矯正手術後の視機能」
つい

の山田昌和先生よりKeynoteとして「角

場からバスで移動した体育館で大学対

てそれぞれご講演をして頂きました。

結膜疾患の薬物治療：何をどうする？」

抗の障害物競走リレーという形式が続

学会2日目には専門的シンポジウムと

をお話し頂いたあと、日本医科大学の

いていたので、ここは一つ趣向を変え

して「角膜と創傷治癒」を企画し、座長

五十嵐勉が「メカニズムから考えるドラ

ようと考えました。幸い、品川プリン

は高橋が務めました。和歌山県立医科

イアイ治療」というテーマでとくに涙液

スホテルには学会場に直結しているイ

大学の雑賀司珠也先生よりKeynoteと

の高浸透圧から始まるドライアイのメ

ベントホール、ステラボールがあり、

して「実質創傷治癒の制御機構：実質細

カニズムに基づいた現象と治療ポイン

会場からエスカレーターを降りれば2

胞と炎症細胞」についてご講演をして頂

トについて、次に日本大学の稲田紀子

分でアスレチック会場に行くことがで
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運動会にふさわしい？服装で参加された皆さん、
Foot Loose の曲に合わせて準備体操です。

回、前回と大学対抗演芸大会という形
式が続いていたので、これは乗るしか

懇親会演芸大会、角1グランプリ
優勝、大阪大学チーム 学会でこ
んなことができるのは角膜カン
ファランスくらいでしょう。

ないと考えた企画でした。例年どおり、
各施設からの持ち芸を重鎮の先生方に
評価して頂いて優勝を決める形にしま
した。お忙しいなかにもかかわらず、6
施設の参加を頂き、主催者として心か
アスレチック綱引きで奮闘する先生達

ら御礼申し上げます。優勝は、チーム「角
膜クンと虹彩兄さん」
（題名：水晶体ちゃ
んが出ていった、大阪大学）で、会場を
大いに盛り上げて頂きました。その後、
これも恒例となった大橋・大鹿バンドの
演奏が行われ、特別参加プレーヤーに

最後に

今回のポスターは「ALWAYS・続・三丁

岡山大学白神先生、日本医科大学堀先

目の夕日」という映画のポスターを参考

生も加わっての名演を会場一体となっ

にしました。夕日に照らされた東京の

きる状況でした。まさにアクセスとい

て楽しみました。最後に来年、角膜カ

風景の代わりに、会場である品プリが

うテーマにふさわしい。すばらしいぞ、

ンファランス2012の会長を務められる

夕日に染まっているという構図になっ

品プリ。更に例年にないパターンを目

聖路加国際病院の山口達夫先生からの

ています。オリジナルポスターのキャ

指そうということで、
「懐かしの東西対

ご案内があり、盛会のうちに閉会とな

プションには「昭和34年、日本の空は

抗大運動会」となりました。一時は参加

りました。会場を後にする皆さんが楽

広かった」とあります。ひたすら前を向

校の振り分けに苦労し、南北対抗とし

しげな雰囲気であったのを見てホッと

いて活力あふれる当時の日本のイメー

て緯度で分けるとなぜか鳥取大学が北

した次第です。懇親会を盛り上げてく

ジは確かにそうだったのかもしれませ

チームに入るパターンまで考えました

ださった芸人、プレーヤーの皆さん、

ん。それに比べて今はどうなんだとい

が、幸い東西でうまく編成ができまし

ありがとうございました。

うメッセージでもありましょう。でも、

た。フットルースの曲に合わせた準備

以上、角膜カンファランス2011につ

実は今でも、そしてこの先もずっと、

体 操 に 始 ま り、 大 玉 転 が し、 綱 引 き、

いてご報告申し上げました。ご参加頂

私達の上には昔と変わらず広い空が広

玉入れのあと、最後のチーム代表競歩

いた先生方にこの場を借りて深謝いた

がっています。大震災という大被害に

リレーで勝負が決まるという状況で、

します。ありがとうございました。私

も原発事故という危機にも負けない勤

皆さん盛り上がって楽しんで頂いたよ

どもが、この学会に代々伝わる独特の

勉で誠実で活力ある日本人の上には、

うです。ちなみに、激戦の末、198:195

熱気と楽しさというバトンを何とかつ

広い空があいかわらず広がっていると

で東組が第1回大会優勝の栄冠を手にし

なぐことができたとご評価頂いたなら、

思いませんか。

ました（第2回以降はたぶんない）。また、

これに勝る名誉はありません。ご協力

MVPには本郷青年団（TEAM臼井；東京

頂いた関係各位に深く深く御礼申し上

大学）が選ばれました。最後は運動会に

げます。

はつきもののフォークダンスで、各校
の教授をはじめ有名な先生方と手を組

懇親会の最後を飾る
大橋・大鹿バンドの熱演

んで踊ることができる滅多にない機会
を作れたと自負しております。
引き続き恒例の懇親会が行われまし
た。日本角膜学会から井上幸次先生、
日本角膜移植学会から天野史郎先生の
ご挨拶を頂いた後、木下茂先生のご発
声で乾杯となりました。懇親会のメイ
ン企画は「角-1グランプリ」でした。前々

学会ポスター
映画「続・3丁目の夕日」
ポスターのパロディです。
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角 膜 カンフ ァランス

聖路加国際病院

山口 達夫

2

011年3月11日 東 日 本 を 襲 っ た 大

JRからは少し離れていますが、地下鉄

地震により未曾有の被害がもたら

が5本通 って います ので、 まずまずの

されました。2011年8月12日現在、死者

locationかと思われます。宿泊代が安く

15,690名、行方不明者4,735人と報道さ

なるよう、交渉中です。

れています。
次に開催日ですが、過去50年間の2月～

開 催 に あ た って
2 012

眼科医である宮城県の田中仁先生が亡く

3月の東京の降雪を調査し、一番雪の少

なられました。亡くなられた方々のご冥

ない週である2月23日～ 25日と決めま

福をお祈りするとともに、御遺族の皆様

した。国際眼科学会が1週間前にアブダ

に心からお悔やみを申し上げます。

ビで開催されますので、それに出席さ
れる先生方には厳しいスケジュールです

いまだに福島原子力発電所を含め、不安

が、宜しくお願い致します。

定な状況にありますが、このようななか、
（第36回
この度角膜カンファランス2012

講演のプログラムに関しましては、順天

日本角膜学会総会、第28回日本角膜移

堂大学の村上晶教授にお願いし、海老原

植学会）を主催させていただくことにな

伸行先任准教授、舟木俊成准教授と相談

りました。

し、特別講演には海外から一人、国内か
ら一人招待してご講演していただく予定

このような機会を与えて頂きました日本

です。シンポジウムは海老原伸行先生に

角膜学会、および、日本角膜移植学会の

「アレルギー」を、また山上聡先生に
「内

会員の皆様に厚く御礼申し上げます。

皮細胞」をオーガナイズしていただく予
定でおります。

1977年に第1回の角膜カンファランスが
開催されましたときには、参加者は数十

大学以外の主催の角膜カンファランス

名であったと記憶しております。今年の

としましては第22回の杉田潤太郎先生、

日本医科大学 高橋浩教授主催の角膜カ

第31回の宮田和典先生以来となります

ンファランスでは千名を超えました。

が、順天堂大学眼科学教室の皆様にご協

会員も増え、会も大きくなり、会を主催

力をお願いし、角膜カンファランスらし

することに重責を感じております。

いフレンドリーな、そして、中身の濃い
学会にしたいと存じます。

会を主催するにあたり、まず会場の選定
ですが、アスレチックで皆さんに是非皇

多くの先生方のご参加をお待ちしており

居一周マラソンを経験して頂きたいと思

ます。

い、皇居周辺の施設をあたり、2年前に
予約が可能であったホテルニューオータ
ニに決めました。
7
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2011年8月12日

角膜カンファランス過去開催一覧表
回数

日 時

世話係

演題数

回数

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

18

1994年2月18日、 ホテル
19日、20日
浅草ビューホテル

2

1978年2月25日

関電ビル 2Ｆ
関電会館

大阪

眞鍋 禮三

10

19

1995年2月9日、 都ホテル
10日、11日

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

20

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、 日光金谷ホテル
17日

栃木

大原 國俊

56

10

1986年2月28日、 八幡平リゾートホテル
3月1日

岩手

田澤 豊

57

11

1987年2月13日、 大磯プリンスホテル 神奈川
プリンスホール
14日

金井 淳

12

1988年2月19日、 宝塚ホテル
20日

兵庫

13

1989年2月24日、 北海道大学
学術交流会館
25日

14

1990年2月1日、 インターナショナル
2日
ホテル

15

1991年2月8日、 筑波大学大学会館
9日

16

17

場

所

東京ベイヒルトン

1992年1月31日、 パシフィコ横浜
2月1日、2日
1993年1月22

日、
23日、24日

世話係

演題数

東京

宮永 嘉隆

188

京都

木下 茂

180

1996年2月16日、 プレイス内
17日、18日
ザガーデンホール

東京

小口 芳久

187

21

1997年2月7日、 愛媛県県民文化会館
8日、9日

愛媛

大橋 裕一

183

22

1998年2月13日、 賢島 宝生苑
14日、15日

三重

杉田 潤太郎

204

23

1999年2月11日、 宇部全日空ホテル
12日、13日

山口

西田 輝夫

175

24

2000年2月17日、 東京ベイホテル東急
18日、19日

千葉

坪田 一男

184

25

2001年2月8日、 全日空ゲートタワー
9日、10日
ホテル大阪

大阪

下村 嘉一

202

26

2002年2月21日、 パシフィコ横浜
22日、23日

神奈川

澤充

208

27

2003年2月20日、 軽井沢プリンス
ホテル西館
21日、22日

長野

村松 隆次

200

55

28

2004年2月19日、 米子コンベンション
鳥取
センター
（ビッグシップ）
20日、21日

井上 幸次

237

眞鍋 禮三

78

29

2005年2月17日、 徳島プリンスホテル
18日、19日

徳島

塩田 洋

201

札幌

松田 英彦

84

30

2006年2月9日、 東京ビッグサイト
10日、11日
TFT ホール

東京

大鹿 哲郎

200

東京
千葉

北野 周作
崎元 卓

109

31

2007年2月9日、 ワールドコンベンショ
ンセンター
10日、11日

宮崎

宮田 和典

220

32

2008年2月28日、 東京ベイホテル東急
29日、3月1日

東京

天野 史郎

221

33

2009年2月19日、 ザ・リッツ・カールトン
大阪
20日、21日

大阪

前田 直之

216

34

2010年2月11日、 仙台国際センター
12日、13日

仙台

西田 幸二

198

35

2011 2月17日、
18日、19日

東京

高橋 浩

200

茨城

本村 幸子

神奈川 増田 寛次郎

白浜・ホテルシーモア 和歌山

大鳥 利文

114
139

157

日 時

場

所

すみだリバーサイド

恵比寿ガーデン

りんくう国際会議場

品川プリンスホテル

学術奨励賞受賞者
年度

回数

2003年

第１回

2004年

第2回

2005年

2006年

第3回

第4回

受賞者

所属

榛村 重人

東京歯科大

中村 隆宏

京都府立医大

堀 純子

日本医大

川崎 諭

京都府立医大

加治 優一

筑波大臨床医学系

小泉 範子

京都府立医大

川北 哲也

東京歯科大市川総合病院

福田 憲

山口大

年度

回数

2007年

第5回

2008年

第6回

2009年

第7回

2010年

第8回

受賞者

所属

山田 潤

明治鍼灸大

小林 顕

金沢大

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

有田 玲子

東京大、伊藤医院

井上 智之

大阪大

川島 素子

慶應大

森重 直行

山口大
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学 術奨励 賞受 賞者 の喜びのコ メン ト

川島 素子 （慶應義塾大学医学部眼科学教室）
「加齢性涙液分泌機能低下に対する
老化制御の研究」

こ

のたびは学術奨励賞をいただきま

実行する、地道に繰り返す、気がつけば

ンが交わされる環境が、のびのび成長で

して、ありがとうございました。

すこしずつタフになってきました。理解

きる土壌になっていると感じます。臨床

たくさんの方々からお祝いしていただい

ができてくると好きになってくるし、考

と基礎研究がいい感じで入り混じってい

たりうれしいお言葉をいただいたりし

える喜びが、妄想
（アイデア）
がわいてき

るために、参加しているうちに自然と双

て、じわじわ実感がわき、雲の上でふわ

ます。そして積極的に突進したくなりま

方向の視点をもつことを学びました。自

ふわスキップしているような、しーっと

す。妄想を現実化していくのには、びっ

分自身、基礎研究を始めてみて、その思

たしなめても心の中で小人
達がダンスしているような
くすぐったい感覚がしばら
く続きました。多くの方々
の多方面からのサポートを
いただき環境に恵まれてき
たことを深く感謝していま
す。様々な症例を学ばせて
いただき、経験を積んでき

考回路と知識が増えること

基礎研究を始めてみて、その思考

回路と知識が増えることによって、
臨床所見のとり方も深くなったり、
新たな面からの気づきも増えてき
たような気がしています。

によって、臨床所見のとり
方も深くなったり、新たな
面からの気づきも増えてき
たような気がしています。
コツコツとした努力で点が
線になり、線が面になって
いく、そういった積み上げ
ていく喜びを感じながら、

たなかで得た日常診療での
感覚をベースに基礎研究の分野に思い

くりするほどたくさんの障壁があること

好奇心を大事に、欲張りに、情熱的に、

立って飛び込んでみましたが、何事も始

も知りました。一人では萎えたり頓挫し

そして遊び心をもって
「ナミダのナゾ」
を

めるのに遅くはないと改めて実感しま

てしまうことでも、知りたい欲求
（情熱）

探っていきたいです。今現在はやっとの

す。最初はかなり戸惑いましたが、固定

をもとに切り開こうともがいているとた

ことで点が線になった気がしたところで

観念・偏見をもたずにまずは何事も受け

くさんの人達が助けてくれることを知り

ぐちゃぐちゃに絡まってこてこて転んで

入れてみる、そしてよく調べ深く考える、

ました。枠にとらわれず、視野を広くも

いる状況なのです
（苦笑）
が、最初は何も

てば世界が広くて近いことも知り

なかった原点を忘れずに、丁寧にほぐし

ました。人見知りながらもたくさ

ながら、多くのことを吸収して変化して

んのことをたくさんの人達と共有

いき続けたいと思います。温かく見守り

し共感しているうちに仲間が増え

続けてくださっている諸先輩方に日々感

てきてうれしい限りです。

謝して、後輩にもこの喜びを伝えられる
ように！ そして、ドライアイ・角膜界で

9
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角膜カンファランスの楽しい枠の

パラダイムシフトを起こせるような新た

ない雰囲気が、また刺激的な発表

な発見・治療方法を日本から発信できる

と温かく建設的なディスカッショ

ように！

学術奨 励賞受賞者 の喜 びの コ メント

森重 直行 （山口大学大学院医学系研究科眼科学）
「日本角膜学会学術奨励賞を受賞して」

角

膜カンファランス2011におきま

所の高原淳教授に使用の御許可をお願

して、
「第二次高調波発生を応用

いし、何とか観察にまでこぎつけまし

した正常角膜および疾患角膜の3次元構

た。附属病院の職員でありながら大学病

造解析」という研究テーマに対し、2010

院の角膜外来を閉じて福岡市まで馳せ参

年度日本角膜学会学術奨励賞を受賞させ

じ、部屋を真っ暗にして角膜から発生す

されていらっしゃる先生方にご紹介でき

ていただきました。日本角膜学会学術奨

るSHGを収集していきました。当初は、

ればそれで十分だとも思っております。

励賞が始まったのはまだ私が大学院生の

手探りで始めた研究でしたが、色々な興

ころで、慶應大学の榛村重人先生と京都

味深い結果に結び付いていく過程は、ま

SHGで証明できる現象、SHGでなけれ

府立医科大学の中村隆宏先生が受賞され

さに研究の醍醐味でした。そうやって得

ば観察できない現象というものが数多く

その講演を拝聴し、いつか自分も、とあ

られたデータをもとに、第二次高調波発

存在します。角膜実質はなぜ混濁する

こがれていたのを覚えています。歴代の

生という漢字が多く馴染みのない現象に

のか？ という疑問に対し、今後もSHG

受賞者の先生方も錚々たる

を一つの検出系として応用

顔ぶれで、角膜研究を志す

し、できれば確立していき

若手研究者が目指す栄誉あ
る賞を受賞することができ
大変うれしく思います。
私が受賞いたしました研
究 テ ー マ は、 第 二 次 高 調
波発生
（Second Harmonic

当初は、手探りで始めた研究でし
たが、色々な興味深い結果に結び
付いていく過程は、まさに研究の
醍醐味でした。

Generation 以下 SHG）を 用

たいと考えています。これ
まで厳しくそして親身にご
指導くださいました山口大
学副学長 西田輝夫先生に心
より深謝いたします。また，
継続して研究をご支援して
いただいている九州大学先
導物質研究所教授 高原淳先

いた角膜実質コラーゲンの可視化およ

関して、角膜カンファランスに演題を毎

生、新たな視点からご指導いただいてい

び立体構築解析に関するものでした。

年毎年提出し、角膜の世界でSHGが何

る山口大学大学院医学系研究科眼科学教

SHGを観察するためには，多光子顕微

とか市民権を得られるようにと努力して

授 園田康平先生に心より深謝いたしま

鏡システムという数千万円
（億に近い）
も

まいりました。SHGと言い始めて数年

す。また、
これまで一緒に角膜研究を行っ

の高額な研究設備が必要です。山口とい

が経ち、SHGがやっと市民権を得るこ

てきた山口大学角膜チームのメンバーに

う地方の辺鄙な大学ではそれほどのシス

とができたと思っていますが、実際は就

も心より感謝したいと思います。SHG

テムは当然整備されておらず、近辺でど

労ビザ程度で、まだグリーンカードには

が、角膜実質コラーゲンの構造をディス

こか持っていないかと調べ、海の向こう

程遠いのかもしれません。私といたしま

カッションする上で不可欠な検出系とな

の九州大学に整備されていることを聞き

しては、角膜実質コラーゲンがSHGで

るように、今後も研究を前進させていき

つけ、所有される九州大学先導物質研究

観察されたときの衝撃を、角膜の研究を

たいと考えています。
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内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞
1994 ～ 2011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
北野賞

眞鍋賞

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。
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

（京都府医大）
①足立 和加子

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

（大阪大）
①渡辺 仁

★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）
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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
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★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

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

眞鍋賞

遠藤 健一
（京都府医大）

角膜学会誌第9巻87頁
角膜学会誌第9巻71頁

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
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