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本角膜学会の年次報告書をお届

います。そのため、以前から、そろそ

けします。

ろ「角膜カンファランス」ではなく、「角

1995年 に 結 成 さ れ た 日 本 角 膜 学 会

も 今 や1,200名 を 超 え る 会 員 を 擁 す る

「角膜カンファランス」という学会員の

の眼科臨床、研究における活躍はめざ

皆さんに親しまれた名称を変えるべき

ま し い も の が あ り、 こ の 勢 い が 様 々

ではないという意見も多く寄せられて

なところで評価されてきています。こ

いました。そこで、「角膜カンファラン

の4月 に は エ キ シ マ レ ー ザ ー に よ る

ス」を「日本角膜学会総会」と改称し、
「日

phototherapeutic keratectomy（PTK）

本角膜学会総会」と「日本角膜移植学会」

が保険診療可能になるとともに、角膜

を合わせて「角膜カンファランス」と呼

移植術の保険点数も大幅にアップされ

ぶという案が生まれ、来年日本医科大

ました。また、木下茂先生がARVOの

学の高橋浩先生が主催される学会から、

Vice Presidentに選ばれたことや、西田

この名称でいくことになりました。こ

幸二、天野史郎両先生がそれぞれ大阪

れで、内輪では「角膜カンファランス」

大学、東京大学の教授に選ばれたこと、

と呼ぶ状態は変わらず、対外的には「日

第2回アジア角膜学会総会の京都での開

本角膜学会総会」といういかめしい名前

催などは、現在の角膜学会の隆盛を示

で、その存在を誇示することができる

す一つのあらわれだと思います。

ようになります。

角膜カンファランスの参加者も増加

ともあれ、日本角膜学会が日本の眼

の一途をたどっています。まず何より

科臨床や研究、更には世界の角膜研究

もその楽しい学会の雰囲気が若い先

において果たす役割は今後も増すこと

生方をひきつけるきっかけになって

はあれ、減じることはないと思われま

いると思いますが、いざ参加してみる

す。会員の先生方がそのことを自覚し

と、 そ の 発 表 内 容 の レ ベ ル の 高 さ が

て、各自今後も研鑽を積まれることが

彼 ら を 大 い に 鼓 舞 し、 角 膜 を 自 分 の

角膜学会の土台として最も重要ですが、

subspecialtyにしようというmotivation

その基礎的な力を一つにして、内外に

を芽生えさせるのに役立っているので

おける日本角膜学会の地位の向上と発

はないでしょうか。ただ、この楽しい

展につなげるべく、我々、理事・評議員

学会を象徴し、長く親しまれてきた「角

も尽力していきたいと考えています。

対外的な点からいうと少し問題があり、
小さな研究会と勘違いされることも多
く、1,000名 を 優 に 超 え る 現 在 の 状 態
から少しかけ離れるようになってきて
●
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いかという議論がありました。しかし、

大きな学会に成長してきました。会員

膜カンファランス」という名称も、こと
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膜学会」という名称に改めるべきではな
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009年2月19日～ 21日の3日間、ザ・

て、田野保雄前教授が2009年1月31日

リッツ・カールトン大阪におきまし

に御逝去されました。あまりに突然で、

て第33回角膜カンファランスおよび第

大きな悲しみに包まれているなか、本

25回日本角膜移植学会を担当させて頂

学会をどのように運営させて頂くべき

きました。大阪大学眼科学教室が本学

か正直悩みましたが、しんみりとした

会を担当しましたのは、1988年に宝塚

会にして、参加された方の期待はずれ

ホテルにて眞鍋禮三名誉教授が第12回

となることを田野先生は決して望んで

の角膜カンファランスを日本角膜移植

おられないと考え、黙祷をさせて頂い

学会と初めて併催の形で開催されて以

た以外は、アスレチック大会や懇親会

来、実に21年ぶりでした。

を含め予定どおりに行いました。

本学会の特徴を一言で表現するとす

このように不安を抱えたなかで始

れ ば「 参 加 し て 楽 し い 」と い う こ と に

まった学会でありましたが、一般講演

尽 き る と 思 い ま す。 学 術 プ ロ グ ラ ム

は216題もの多数の演題のご応募を頂

は、角結膜の基礎から臨床まで実に多

き、いずれも本学会にふさわしいもの

くの領域がカバーされていて、しかも

で あ り ま し た。 そ し て、2つ の シ ン ポ

それぞれの演題が世界レベルのクオリ

ジウム、学術奨励賞受賞記念講演、コ

ティーであることに加えて、建設的な

メディカルプログラム、セミナーなど、

意見の交換がなされ知的好奇心を満足

どれも充実した内容で、会場は大いに

させてくれますし、アスレチック大会

盛り上がりました。また、アスレチッ

や懇親会などのイベントも充実してお

ク大会や懇親会にも多くの方にご参加

り、多くの研究者と親睦が深まります。

頂き、盛況でした。

日本角膜学会および日本角膜移植学

至らぬ点も多々ありましたが、多くの

会の会員、代々の会長と主催校のご努

方からお褒めのお言葉を頂戴し、主催者

力によって培われたこのような自由か

としては感激のうちに学会を終えるこ

つ和やかな雰囲気の素晴らしさによっ

とができました。これもひとえに、大阪

て、角膜の臨床や研究に誘い込まれ、

府眼科医会をはじめ協賛関係各社、すば

あるいは自分の専門に決めた人は、私

らしいホスピタリティを発揮して頂い

を含め枚挙にいとまがないのではない

たザ・リッツ・カールトン大阪、運営事務

かと想像しますし、大げさに言えば、

局のJCOMのご協力と、大阪大学眼科学

現在日本の角膜に関する臨床や研究が

教室のスタッフの努力のおかげであり

世界で誇れるレベルにある理由の一つ

ます。本当にありがとうございました。

は、この独特のムードのおかげのよう

最後に、このような機会を与えて頂

な気さえしております。
それだけに我々主催校にかかるプ
レッシャーは相当なものでした。加え

きました日本角膜学会および日本角膜
移植学会の会員の皆様に深謝し、お礼
の言葉とさせて頂きます。
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2

010年2月11日 ～ 13日 の3日 間、 仙 台 国 際 セ

歴史、現状に関する年表、手術ビデオ、そして未来

ンターにて第34回角膜カンファランスおよび

の手術を想像しアニメーションを作成して展示しま

第26回日本角膜移植学会を担当させて頂きました。

した。日本の角膜移植、アイバンクの発展に多大な

角膜カンファランスは30年以上前に開始されまし

る貢献をなされました今泉亀撤先生に生前にお願い

たが、その伝統的な特徴は、
「自由に討論できる会」

し、角膜移植を始められた当時のビデオや写真、手

「若い先生方の登竜門となる会」「世界的な独創的

術器具も展示させて頂きました。この場を借りて深

成果が報告される会」であり、根本の精神は「楽し

謝いたします。この企画は若手医局員が全力で取り

く学ぶ」ということです。これらの伝統を維持しな

組んだもので、
そのクリエイティビティ、
イマジネー

がら、学術面で何か新しい試みをやってみたいと

ションが存分に発揮されていたと思います。彼らの

いう意欲で臨みました。私は学会の会長を担当す

力に感服した次第です。

るのが初めてでしたので、東北大学眼科学教室の

また、角膜カンファランスでは、毎年アスレチッ

スタッフや研修医の先生方と2年以上前から話し合

ク大会や懇親会などのイベントが充実しています。

いを開始し、学術ワーキンググループ、アスレチッ

もちろん、これらは学術プログラムのサブの事項

ク大会ワーキンググループなどと称して分担を決

ではありますが、そのおかげで多くの医師、研究

めて、様々なアイデアを出しあって、鋭意準備を

者が大学の枠を越えて親睦が深まります。イベン

して臨みました。

トを成功させなければならないという主催校にか

まず、最も大切であるのは学術プログラムの充

かるプレッシャーは相当なものでした。幸い、学

実です。特に、角膜カンファランスならではの世

内外から多くのアイデアをいただき、例年に劣ら

界最先端の内容と若手の登竜門となるべく、今回、

ない内容にできたのではないかと思います。さら

三つのシンポジウム「角膜検査法の進歩」、「幹細胞

に、私事ながら、懇親会の最後には東北大学眼科

研究と角膜再生医療」、「次世代の角膜手術」を企画

の医局員が、4月から阪大に異動する私に対して、

しました。昨年度のスタイルを継承し、それぞれ

感動的なお別れのイベントを行ってくれ胴上げを

基調講演に続き、3名の新進気鋭の若い先生方の講

してくれました。これは事前にまったく知らされ

演で構成しました。いずれのシンポジムにおいて

ていないことで、これまでの人生で最も感動した

も、基調講演のみならず若い先生方の講演内容も

時間となりました。東北大学眼科の医局員の先生

非常にレベルの高いものでありました。また、討

方に心から感謝いたします。

論できる時間を増やすために、一般講演の一部を2

至らぬ点も多々あったと存じますが、多くの方か

列で行いましたが、大きな問題なく進めることが

らお褒めの言葉を頂戴し、主催者として無事にそし

できました。

て感激のうちに学会を終えることができました。こ

今回、学会のテーマを
「Evolution & Innovation」

5
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れもひとえに、東北大学眼科同窓会と宮城県眼科医

としました。医学・医療に関する研究では、これま

会の先生方、協賛関係各社、運営事務局のJCOMの

での歴史を学んでそれを発展させることはもちろん

ご協力のおかげであり、 深謝申し上げます。そして

重要ですが、それに加えて、まったく新しい発想か

なにより、東北大学眼科学教室の先生方の多大なご

ら独創的な医療を開発することにチャレンジする熱

努力に心から御礼申し上げます。最後に、このよう

意と勇気が大切だと思います。このようなコンセプ

な機会を与えて頂きました日本角膜学会および日本

トをこの言葉に込めました。このテーマの企画展示

角膜移植学会の会員の皆様に深謝し、お礼の言葉と

として、
「角膜タイムトンネル」
と題し、角膜移植の

させて頂きます。本当にありがとうございました。
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ポスター会場、熱い議論が繰り広げられています

PHOTO
REPORT 1

第 33 回角 膜カ ン ファラ ン ス・
第 25 回日 本角 膜 移植学 会 報告
大

学会開会式挨拶にて、田野先生の御冥福を祈り黙祷

阪 梅 田 の ど 真 ん 中、 ザ・リ ッ ツ

る参加数を得て会場はほぼ満席となり

カールトン大阪におきまして開

ました。前田会長による学会開催挨拶

催しました第33回角膜カンファランス・

にて学会がはじまりました。そのなか

第25回日本角膜移植学会ですが、日程

で、 学 会19日 前 の1月31日 に 大 阪 大 学

中に天候が一時崩れたにもかかわらず、

眼科学教室、田野保雄教授が逝去され

1,030名という非常に多数の先生方にご

たため、会場の皆様とともに黙祷をし

参加いただきました。本学会の学術プ

弔意を表明致しました。

ログラムは、角結膜基礎から臨床まで

一般口演セッションでは、各セッショ

のあらゆる領域が含まれるレベルの高

ンの冒頭に座長による「本セッションの

い62題の一般口演、154題の学術展示

聴き所」と題したオーバービューを行っ

が集まりました。本学会には学会長の

ていただきました。最先端の発表を聴

前田教授を中心とした大阪大学角膜グ

く前に知識整理や背景の確認に大いに

ループの思い入れも深く、開催企画に

役立ちました。内容別には、1日目は涙

関して、この約1年間、学会プログラム、

液11題、オキュラーサーフェイス12題、

アスレチック大会、懇親会をはじめ細

実質その他5題、アレルギー・免疫6題、

部にわたり十分に練り上げて準備して

2日目は感染7題、手術5題、3日目は検

学会本番に臨みました。

（角膜内皮移
査6題、 内 皮5題、DSAEK

学会開催初日の2月19日の朝、参加者

植術）5題と盛り沢山の合計62題の口演

人数が心配されましたが、予想を超え

発表がありました。いずれも粒ぞろい
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中村隆宏先生（同志社大・京都府医大）に
よる培養上皮移植の最前線、井上智之
先生（大阪大）による新しい培養角膜移
植法の試みと角膜手術の先端に関する
発表をいただきました。
コメディカルプログラムは3日目に
「コメディカルのための角膜疾患アップ
デート」が行われました。コメディカル
プログラムにも250名近い参加者があ
り、 演 者4名 に よ る 角 膜 移 植 術、 屈 折
矯正手術、コンタクトレンズ、角膜感
染症と詳しい解説がありました。更に、
セミナーはモーニング、ランチョン、

一般口演会場、聴衆全員真剣そのもの

で、新しく興味深い内容であり、参加

を牽引しておられる先生方3名、榛村重

者との熱い討論が繰り広げられました。

人先生
（慶應大）
からオキュラーサーフェ

ポスターセッションは2日目の夕方に

イスと酸化ストレス、西田幸二先生
（東

行われ、154題のポスター発表のもとに

北大）からオキュラーサーフェイスとス

多くの参加者が集まり、白熱した議論

テムセル、稲富勉先生
（京都府医大）
から

が印象的でした。レベルの高いポスター

オキュラーサーフェイスの瘢痕化と再建

のなかから、恒例の三賞は、眞鍋賞は

に関するご講演でした。

横川英明先生
（金沢大）
、北野賞は長谷川

7

●

イブニング、フェアウェルと8つが行わ
本学会の名物として、参加者相互の
懇親を深める目的でアスレチック大会
と懇親会の出し物が挙げられます。2
日目に行われたアスレチック大会では、

24チームの参加をいただき、競技は4人
一組での障害物競走でした。アメ食い、

2日目は井上幸次先生（鳥取大）、

美恵子先生
（大手前病院）
、内田賞は三

大鹿哲郎先生（筑波大）のオーガ

村達哉先生
（東京大）
が手にされました。

ナイザーによる、「角膜移植の

角膜学会学術奨励賞受賞記念講演では、

カッティングエッジ」を行い

臼井智彦先生（東京大）による角膜血管

ました。角膜内皮移植術の

新生のメカニズムと制御、平岡孝浩先

先駆者の一人である

生（筑波大）による角膜形状および眼表

Massimo Busin先生

面変化とQuality of Vision、堀裕一先生

に
（Villa Serena Hospital）

（大阪大）によるオキュラーサーフェイ

よる「Beyond Penetrating

スにおける膜型ムチンの発現の３題に

Keratoplasty: The

ついて、第一線の研究業績が評価され

Challenge of Endothelial

ての内容を発表いただきました。

Transplantation」と 題 し

シ ン ポ ジ ウ ム は、1日 目 が 島 﨑 潤 先

た基調講演をいただきま

生
（東京歯科大学）
、渡辺仁先生
（関西ろ

した。更に国内で先進的

うさい病院）にオーガナイザーをお願

な 手 術に 取り組 んで いる

いして、
「眼表面サイエンス」を行いま

4名の先生方によるご講演

した。基調講演は海外招待演者である

をいただきました。小林顕

Ilene K. Gipson先生（ Schepens Eye

先生（金沢大）による日本人

Research Institute）による「The Ocular

眼 に 対 す るDSAEKの 最 適

Surface Barrier」という涙液とムチンに

化、杉田潤太郎先生（眼科杉

関する素晴らしいご講演をいただきまし

田病院）によるFemtosecond

た。続いて国内でオキュラーサイエンス

laserを 使 用 し た 角 膜 移 植、
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懇親会にて

懇親会の後、記

念写真

にて
ック大会
アスレチ

ラムネひと瓶一気飲み、2人でドリブル、

大鹿先生・大橋先生によるロックバンド

バットに頭をつけてその場で回転した

ミニコンサート夢の競演が実現いたし

後全力疾走と盛り沢山の内容で、参加

ました。会場内は大興奮で最高に盛り

者全員、学会本番を凌ぐ本気そのもの

上がったことはいうまでもありません。

でした。結果は筑波大学の2年連続優勝

リッツカールトンホテルの上品で荘

にて幕を閉じました。

厳な雰囲気にも後押しを受けて、大き

2日目夜の懇親会にも多くの先生方に

なトラブルに出くわすこともなく、非

ご参加いただきました。アスレチック

常によい雰囲気で全学会プログラムを

大会の映像が流された後、アスレチッ

終了することができました。今回の学

ク大会の1 ～ 3位、MVPの表彰が行われ

会が参加された皆様に満足していただ

ました。続いてポスターセッションで

け、更に多くの人が角膜に魅了される

の各賞の表彰が行われました。懇親会

ような学会となり得たのではないかと

のイベントは、日本医大、東北大、東

スタッフ一同誇りに思っております。

京大からの演芸、みなみ先生による影
絵が行われました。クライマックスは、

井上 智之（大阪大学眼科学教室）

前田会長による
閉会式挨拶
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文責・横倉 俊二（東北大学眼科）
仙台国際センター

競争

戦車
大会・
チック
レ
ス
ア
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第 34 回角 膜 カンフ ァ ランス・
第 26 回日 本 角膜移 植 学会の 報 告

2

9

●

トピックス１

010年2月11日（ 木 ）～ 13日（ 土 ）ま

登録も含めて800人超のご参加をいただ

で、仙台国際センターにて
「第34回

き、3日間トータルでは当初見込みを上

角膜カンファランス・第26回日本角膜移

回る908人の方々にご参加いただくこと

ムを行いました。各テーマごとに、ま

植学会」が開催されました。
「角膜カン

ができました。これは昨年よりは少な

ず招待演者の先生から基調講演をいた

ファランス」はご存知のとおり日本角膜

かったものの、例年と同程度の参加数

だき、その後3人のシンポジストの先

学会の年次総会のことでありますが、日

でありました。

生方に発表をいただいた後全体ディス

今回の学会では、三つのシンポジウ

本角膜学会の正式な発足以前から角膜カ

演題は一般口演が56題、ポスターが

カッションを行うという形式をとりま

ンファランスが続けられてきたこともあ

142題の計198題であり、これもほぼ例

した。シンポジストの先生には次世代

り、伝統的にこの名がこれまで正式名称

年と同様の数でありました。角膜カン

の角膜医療を担っていくスターを育て

として使われてまいりました。しかし次

ファランスでは伝統的に口演会場は一

るという意味で、各大学・施設の先生方

回からは
「角膜カンファランス」
の名は通

会場で行われているのが通例ですが、

にお願いして新進気鋭の若手の先生に

称となるとのことで、今回が
「角膜カン

今回はアスレチックのほか懇親会も別

発表をしていただくことと致しました。

ファランス」が正式名称で使われる最後

会場であり、移動時間をとると一会場

学会初日のシンポジウムは「角膜検査

の学会ということになりました。

での口演では演題数が減ってしまうた

法の進歩」というテーマで行いました。

ここ最近の学会開催地がリゾート施

め、できるだけ多くの先生方に口演を

まず招待演者の安野嘉晃先生（筑波大学

設、あるいは高級ホテルでした（2007年

していただくという観点から、初日午

数 理 物 質 科 学 研 究 科 ）に「3D Coronial

宮崎シーガイア、2008年東京ディズニー

後の4セッションのみ並列（二会場で各2

and Anterior Eye Segment OCTの 基

リゾート、2009年ザ・リッツカールトン

セッションずつ）で実施致しました。仙

礎と発展」というテーマでご講演をいた

大阪）ので、そういった要素のない今回

台国際センターは3000人規模の学会が

だきました。現在光干渉断層計（OCT）

の仙台での開催でどの程度ご参加をい

開催可能な規模であるため、各口演会

は網膜のみならず角膜を含めた前眼部

ただけるのか、当日まで非常に心配で

場がかなり大きく作られております。

の撮影が可能となっており、更に得ら

ありました。しかし実際に蓋を開けて

このため例年よりもゆったりと口演を

れたデータを三次元表示することが可

みますと、初日が祝日で天気がよかっ

お聞きいただけたのではないかと考え

能な機種も発売されており、角膜・緑内

たこともあってか、初日の時点で事前

ております。

障の分野で新しい知見が次々と得られ
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生

第一会場

メインホール

先生
野 嘉晃

安

Sonia H Yoo先

中内 啓光
先

生

ております。安野先生には前眼部OCT

学会最終日のシンポジウムは、
「次

は「人工角膜Boston Keratoprosthesis

の原理から、今後前眼部OCTがどのよ

世代の角膜手術」というテーマと致し

移植術」について、それぞれご発表いた

うに発展していくかまでについて、非

ま し た。 基 調 講 演 はBascom Palmar

だきました。

常にわかりやすくご講演いただきまし

研究所のSonia H Yoo先生をお招きし、

トピックス２

た。引き続き小林顕先生（金沢大学）に

「The benefits of femtosecond-laser

は「共焦点顕微鏡を用いた角膜の生体解

enabled keratoplasty（ フ ェ ム ト セ

析」について、高静花先生（大阪大学）に

カンドレーザー角膜移植から得られる

演が行われました。今年度は有田玲子

は「波面センサーと前眼部OCT同時測定

恩恵）」のタイトルで行っていただきま

先生（東京大学）と井上智之先生（大阪

による涙液動態評価」について、神谷和

した。従来の全層角膜移植ではトレパ

大学）のお二人が受賞されました。有田

孝先生（北里大学）には「角膜のバイオメ

ンで垂直にホストおよびドナー角膜を

先生は「非接触型マイボグラフィーの開

カニクス」についてそれぞれご発表いた

切り出すため、十分な数縫合を行って

発とその臨床応用」について、井上先生

だきました。

両者を接合させておく必要があり、縫

は「角膜感染症における分子生物学的診

学会2日目は「幹細胞研究と角膜再生

合糸による合併症（乱視や感染）の問題

断・治療」について、それぞれご講演さ

医療」というテーマでシンポジウムを行

が常に存在します。またドナーとホス

れました。

いました。

トの接着に時間がかかり、強度の面か

ポスター発表は初日と2日目の2回に

最初に招待演者の中内啓光先生（東京

らも問題がありました。フェムトセカ

分けて行いました。一般口演もそうで

大学医科学研究所）が「幹細胞研究から

ンドレーザーは角膜の任意の深さを線

すが、今年は角膜内皮移植術(DSAEK)

新しい医療へ」のタイトルで、再生医療

状のみならず面状にも切開できるのが

の演題が非常に多かったため、「手術」

全体についての現状について基調講演

最大の特徴であり、これによりホスト

のカテゴリーから独立して「DSAEK」の

をされました。再生医療の臨床応用は、

およびドナー角膜の接合部を三次元的

カテゴリーを用意いたしました。つい

角膜の分野では日本が世界をリードし

にジグザクに切り出すことが可能です。

数年前に本邦でも施行されはじめた本

ておりますが、それ以外の分野（中内

このため両者が丁度はまり込むような

術式が、急速に普及していることを裏

先生の御講演では血液疾患や神経難病

デザインでホストおよびドナー角膜を

付けるものと考えられました。優秀ポ

の治療など）に関してはかなり欧米に差

切開し、互いをはめ込むことで、少な

スターに対して送られる内田賞・北野

をつけられているのが現状とのことで、

い縫合で全層角膜移植を行うことが可

賞・眞鍋賞にはそれぞれ、山田直之先生

官学挙げた支援体制の早急な確立が必

能になり、前述のような問題をクリア

（山口大学）・竹田一徳先生（京都府立医

要であるとのことでした。その後奥村

できるとのことでした。またこのよう

科大学）・田中寛先生（京都府立医科大

直毅先生（京都府立医科大学）には「選択

なレーザーの特性から、表層角膜移植

学）が選ばれ、懇親会時に表彰が行われ

的Rhoキナーゼ阻害薬を用いた角膜内

などのいわゆる「パーツ移植」を行う上

ました。

皮再生医療の開発」について、川北哲也

でも重要なツールとなり得るとのこと

先生（慶應義塾大学）には「角膜上皮幹細

でした。その後、堀裕一先生（東邦大・

会期中器械展示場にて「角膜タイムトン

胞研究から角膜上皮再生へ」について、

佐倉）には「角膜内皮移植術（DSAEK）」

ネル」を展示しました。元々のコンセプ

林竜平先生（東北大学）には「角膜上皮幹

について、加藤直子先生（日本医大・武

トとしては、先ごろお亡くなりになら

細胞と幹細胞ニッチ」についてそれぞれ

蔵小杉）には「円錐角膜の新しい手術」に

れた今泉亀撤先生の診療風景を再現し

ご発表いただきました。

ついて、森洋斉先生（宮田眼科病院）に

よう、というものだったのですが、皆

学会初日の午後、学術症例賞受賞講

また、今回の学会独自の企画として、

ANNUAL REPORT OF JAPAN CORNEA SOCIETY

●

10

PHOTO REPORT 2

故・今泉亀撤先生の手術器具

各施設から持ち芸を披露していただき、

映しました。

日本角膜学会・日本角膜移植学会の重鎮

本展示に関連して、貴重な手術映像

の先生方に点数をつけていただいて優

と手術器具をお貸し頂いた今泉亀撤先

勝を決める形式にしました。実際の番

生は、とくに戦後間もなくから日本に

組ではかなり評点が甘い印象なのです

おいて角膜移植手術を積極的に行われ、

が、こちらは「小笑い」にすらならない

患者本位の医療姿勢で積極的にアイバ

ような点数も出て、かなり真剣に採点

ンク活動の発展にも御尽力されました。

していただきました。6施設に参加いた

の間に急速に進歩を遂げた角膜移植術

今泉先生のご活動により今日の日本の

だき、うち3施設が満点を獲得したので

の歴史を学びつつ、現代の最先端の術

角膜移植医療の繁栄の礎が築かれたと

すが、審査員の一人である井上幸次先

式、更には未来の角膜移植術の姿まで

いっても過言ではないと思います。こ

生に最終決定していただき、京都府立

を一度に俯瞰することができる展示を

の場をお借りしまして、ご冥福をお祈

医科大学が見事優勝となりました。そ

作る、という方向に話が進み、最終的

り申し上げます。

の後愛媛大学の大橋教授と筑波大学の

りました。
トンネルの入り口をくぐるとあらわ

アスレチック、懇親会

大鹿教授によるロックバンドの演奏が
行われ、玄人はだしの名演に皆真剣に

2日目には仙台市青葉体育館でアス

聞き入っていました。本バンドは昨年

れる、過去の角膜移植の部分には角膜

レチック大会が開かれました。かつて

大阪での角膜カンファランスに引き続

移植の歴史を記した年表を配し、その

は駅伝大会がメインだったようですが、

いての登場であり、他の学会にもその

向い側に今泉亀撤先生が保有されてい

救急車が出動するほどハードな勝負が

存在が知られつつあるとの噂です。

た非常に貴重な当時の手術器具と実際

繰り広げられるようになるに至り、現

の手術映像を展示しました。かなり貴

在の体育館での障害物競走に落ち着い

重なものばかりでしたので多くの参加

たようです。しかしそうはいっても各

者の方が見入っておられました。トン

施設とも本気で勝負をしてきますので、

ネルの中央に配置した現代の手術の部

怪我をしにくく、かつ競り合いになる

分にはモニターを複数配置し、日本の

ような競技を考えるのに苦心致しまし

トップサージャンの先生方から快く貸

た。今回は4人1組で、球運び→牛タン

していただいた現代の最先端の角膜手

喰い競争→長縄くぐり→プラスチック

術映像を上映しました。学会でも一度

製のキャタピラに入っての戦車競争を

に最新の術式をまとめてみる機会はそ

行いました。最後の戦車競争はゆっく

うないと思われ、こちらも足を止めて

りと戦車が走りながら勝負がつくだろ

真剣にみられる方がたくさんおられま

うと予測していたのですが、実際はさ

した。そして最後に未来のコーナーで

にあらず、映画「ベン・ハー」を思わせる

はレーザーとロボットによる手術がい

ような大スペクタクルが繰り広げられ、

景

」審査風
ーペット
レッドカ
く
の
ち
「み

●

ト」が行われました。実際の番組同様、

トで作成した、フルCGの手術映像を上

で議論を重ねるうちに、ここ50年ほど

にこのような形（タイムトンネル）にな

11

ずれ主流になるだろうというコンセプ
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西田先生の
胴上げ

最後に、本年3月をもって東北大学教

決勝も大逆転で優勝が決まり大いに盛

授を辞任されて大阪大学教授に就任が

り上がりました。

決まっていた、学会長の西田幸二先生

その後には勝山館で懇親会が行われ

に医局員から花束贈呈と胴上げが行わ

ました。日本角膜学会会長・井上幸次先

れるというサプライズがあり、感動の

生と日本角膜移植学会会長・澤充先生の

涙で懇親会が締めくくられました。

ご挨拶に続き、招待演者の一人である

以上、「第34回角膜カンファランス・

Sonia H Yoo先生にご挨拶をいただきま

第26回日本角膜移植学会」につきまして

した。次に懇親会のメイン企画として、

御報告申し上げます。御参加いただき

お笑い番組「爆笑！レッドカーペット」

ました先生方、誠にありがとうござい

を模した「みちのく！レッドカーペッ

ました。

角 膜 カンフ ァランス

日本医科大学眼科学教室
主任教授
高橋 浩

こ

の度、角膜カンファランス2011

開催年度をつける形式に統一されること

（第35回日本角膜学会総会・第27

となりました。今回がその第１回目、角

回日本角膜移植学会）を主催させて頂く

膜カンファランス2011であります。

ことになりました。このような名誉ある

角膜カンファランスはもともと角膜の

機会をお与え頂きました日本角膜学会お

専門家が集まって熱い議論を交わすよう

よび日本角膜移植学会の会員の皆様に篤

な雰囲気の学会でありました。しかしな

く御礼申し上げます。

がら、角膜学会の会員数はもはや千名を

2 0 1開
1 催 に あ た って

さて、この年次集会の正式名はカッコ

軽く超え、年次集会の規模もますます大

内に記されたものですが、角膜カンファ

きくなってきているのが現状です。それ

ランス2011はその総称かつ愛称であり

ならば、せっかく東京で開催するわけで

ます。歴史を繙きますと、1977年に大

すから、より多くの参加者に来て頂ける

阪大学・眞鍋禮三教授が第1回角膜カン

学会にしたい、角膜の専門家以外の先

ファランスを開催され、また、1985年

生方に覘いてみたいと思わせるような

に京都府立医科大学・糸井素一教授が

学会にしたいということで、本学会の

第1回日本角膜移植学会を開催されて

テーマは “Access to the ocular surface

両学会がそれぞれ歩みを開始しました。

science!” としました。アクセス！という

1988年、第12回角膜カンファランス・第

テーマに則り、学会場は品川プリンスホ

4回日本角膜移植学会の同時開催を契機

テル、交通手段を問わず日本各地からア

に両学会は共催されることとなり、そ

クセスしやすいロケーションとしました。

の後歴史を重ねて2011年には角膜カン

また、テーマにふさわしいシンポジウム、

ファランスは35回目、日本角膜移植学

すなわち日常診療にフィードバックしや

会は27回目を迎えます。このように角

すいシンポジウムとして
「角膜と薬物治

膜カンファランスは長きにわたり日本角

療」
「角膜と視機能」
を企画しました。更

膜学会の年次集会でありましたが、諸般

に、学術専門的なシンポジウムとして
「角

の事情により、今回より正式に日本角膜

膜と創傷治癒」
を設け、透明治癒をめざす

学会総会と名称を変えることとなりまし

眼科医の夢の一端に触れて頂こうと考え

た。もちろんその歴史は引き継がれます

ています。もちろん、今までの
「カンファ」

ので、2011年は第35回日本角膜学会総

に負けないようなアクティビティも十分

会・第27回日本角膜移植学会の共催年次

楽しんで頂けるよう企画中です。

集会ということになります。しかしなが

日本医科大学眼科学教室が、名称変更

ら、角膜カンファランスは研究内容のレ

の第１回目にあたる集会、角膜カンファ

ベルの高さは言うに及ばず、その活発な

ランス2011を開催させて頂くことはこ

討論や参加者の熱気、学会以外の楽しい

の上ない名誉であります。伝統と独特の

アクティビティなど、
「角膜カンファ」
と

熱気をもつ本学会の開催を担う重責に身

して多くの参加者に愛されてきた学会で

の引き締まる思いでありますが、充実し

す。その名称をなくすのは忍びない！と

た学会になるよう教室員一同、精一杯努

いうことで、この共催年次集会はその愛

力致しますので、多くの先生方のご参加

称として
「角膜カンファランス」を戴き、

をお待ちしております。
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角膜カンファランス過去開催一覧表
回数

日 時

場

所

世話係

演題数

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

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

大阪

眞鍋 禮三

21

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

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

回数

日 時

場

所

すみだリバーサイド

世話係

演題数

18

1994年2月18日、 ホテル
19日、20日
浅草ビューホテル

東京

宮永 嘉隆

188

19

1995年2月9日、 都ホテル
10日、11日

京都

木下 茂

180

20

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

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

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

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

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

恵比寿ガーデン

りんくう国際会議場

9

1985年2月16日、 日光金谷ホテル
17日

10

1986年2月28日、 八幡平リゾートホテル
3月1日

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

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

札幌

14

東京ベイヒルトン
1990年2月1日、 インターナショナル
日
2
ホテル

東京
千葉

北野 周作
崎元 卓

109

15

1991年2月8日、 筑波大学大学会館
9日

茨城

本村 幸子

114

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

16

1992年1月31日、 パシフィコ横浜
2月1日、2日

139

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

17

1993年1月22日、 白浜・ホテルシーモア 和歌山
23日、24日

157

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

栃木

大原 國俊

56

田澤 豊

岩手

57

金井 淳

55

眞鍋 禮三

78

松田 英彦

神奈川 増田 寛次郎

大鳥 利文

84

学術奨励賞受賞者
年度

回数

2003年

第１回

2004年

第2回

2005年

第3回

2006年

13

●

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
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年度

回数

2007年

第5回

2008年

2009年

第6回

第7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

