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 日本角膜学会年次報告書に一言、ご
挨拶申し上げます。

私の 2 年間の日本角膜学会理事長職も
そろそろ終わろうとしていますが、こ
の間に学会として行ってきた新しい取
り組みの成果についてご報告させてい
ただきます。一つは外科系保険連合
( 外保連 ) への加盟です。外保連は多
くの外科系の学会が参加して、保険診
療報酬など保険診療の大枠を厚生労働
省（厚労省）に提案していく集まりで
す。2012 年に日本角膜学会は外保連
に加盟いたしました。これにより前眼
部関連の検査や処置などの保険診療点
数に関する要望をダイレクトに日本角
膜学会から提案していくことが可能に
なりました。角膜学会としての要望を
ヒアリングなどによって厚労省に直接
伝えることもできるようになったわけ
です。二つめは日本角膜学会のウェブ
サイトの改変です。2012 年に日本角
膜学会評議員の先生方のご協力により、
動画を多く含んだ会員教育用のコンテ
ンツを立ち上げることができました。
新しく作成された日本角膜学会ウェブ
サイトの教育用コンテンツを先生方の
学習にお役立ていただければと思いま
す。三つめは日本角膜学会が主導して
きた研究プロジェクトです。円錐角膜
関連の研究プロジェクト ( 島﨑潤先生
がチーフ )、抗腫瘍薬の眼表面・涙道へ

の影響を調査するプロジェクト（井上
幸次先生がチーフ）、角膜内皮障害に関
する調査プロジェクト（大橋裕一先生
がチーフ）が順調に研究を進めており、
近いうちに学会においてその成果が発
表されると思います。これらのプロジェ
クトに加えて、最近、日本角膜移植学
会と共同でニつの事業を始動させまし
た。一つは、角膜再生医療の最先端と
将来展望について国内のアクティブな
研究者に講演・討論していただき、そ
の内容をまとめることで、広く会員に
角膜再生医療の最先端の研究について
知っていただくことを目的とした懇談
会を 2012 年 12 月に行います。その
内容は、パンフレット、ＤＶＤ、二学
会のウェブサイトへのアップロードと
いった形で日本角膜学会の会員に配布
する予定です。二つめは DSAEK など
角膜移植の国内での現況を調査する事
業です。西田幸二先生がチーフとして
調査をまとめていかれると思います。

日本角膜学会が会員の皆様の役に立
つ学会、そして社会の役に立つアカデ
ミックな集団に、これまで以上になれ
るよう、この 2 年間、微力ではあり
ましたが、理事長として頑張ってきた
つもりです。皆様の御協力の下、今後
も日本角膜学会を発展させていきた
いと思います。よろしくお願い申し上
げます。

東京大学医学部眼科 

天野 史郎

理
事
長
挨
拶
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聖路加国際病院　眼科　
山口　達夫

2012 年 2 月 23 日（木）～ 25 日（土）
まで、ホテルニューオータニにて

角膜カンファランス 2012（第 36 回日
本角膜学会総会、第 28 回日本角膜移植
学会）を主催させていただきました。

会場はアスレチックのために、皇居に
近いこと、また、2 年前から予約ができ
ることより、ホテルニューオータニと
しましたが、JR より離れており、地方
から参加された先生方には少しご迷惑
をおかけしたと存じます。

期日は過去 50 年間で一番雪の少ない日
が 2 月 16 日～ 19 日でしたが、その日

はドバイで国際眼科学会があるため、2
月 23 日～ 25 日となりました。

学会のテーマは " 角膜の進歩、過去、
現在、未来 " とし、2 年前より順天堂
大学の村上晶教授に協力をお願いし、
海老原伸行専任准教授、舟木俊成准教
授とプログラムを協議し、決定しました。

初日は雨に降られましたが、3 日間で
1,090 人の先生方にご参加頂きました。
演題は 214 題でした。演題数が増えた
ため、一般演題を二会場にするという
考え方もありましたが、私の一存で一
会場とさせて頂きましたので、一般演
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催
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皇居周回マラソンの参加者の皆さん（桜田門前）
１位：愛媛大学、 2 位：東京医科大学、 3 位：慶應義塾大学
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題は 56 題となりました。そのためにポ
スター演題が 158 題と多い数になりま
した。

今年度より、ポスター演題の眞鍋賞、北
野賞、内田賞の三賞を日本角膜学会の評
議員と日本角膜移植学会の理事の投票に
よって決めることになりましたが、愛媛
大学の大橋裕一教授のご尽力で無事三賞
を選出することができました。

一般演題、ポスター演題ともに、活発
なディスカッションが繰り広げられま
した。

シンポジウムは二つ企画し、一つは順
天堂大学の海老原伸行専任准教授にア
レルギー性結膜炎を、もう一つは東京
大学の山上聡専任准教授に角膜内皮細
胞をオーガナイズしていただきました。
両シンポジウムともに、各シンポジス
トより最新の情報が示され、レベルの
高いシンポジウムとなりました。

招待講演としては日本大学の羅智靖教
授にアレルギー性結膜炎のシンポジ
ウムをご講演頂き、今までで一番充実
したアレルギー性結膜炎のシンポジウ

ムになりました。もう一人は、ルイ
ジアナ州立大学でお世話になりまし
た Kaufman 教授に来ていただき、先
生の数々の業績のご紹介と、これまで
の研究をどのように思いついたか、ま
た、どのようにしてそれらを現実の成
果としたのか、若い先生方に研究の進
め方や、成果を出すための道筋等をご
講演いただきました。Kaufman 教授の
spirit を若い先生方に感じていただけた
かと存じます。

2 日目の午後には、恒例のアスレチック
大会として、皇居周回マラソンを開催し
ました。１年前より丸の内警察、麹町警
察、皇宮警察の許可を取っての開催でし
た。11 チームが参加され、二重橋前か
らスタートし、竹橋で襷をリレーして 4
人で皇居を 2 周していただきました。1
位が愛媛大学、2 位が東京医科大学、3
位が慶應義塾大学でした。2 月の寒い季
節でのマラソンのため、万が一を考え、
聖路加国際病院の救急の医師、看護師に
待機してもらっていましたが、事故もな
く無事に終わりました。慶應大学の坪田
教授、東京医科大学の後藤教授も心筋梗
塞を起こすことなく完走され、ほっとし
ました。

懇親会は由紀さおり・安田祥子さんに
30 分のコンサートをしていただきまし
た。1 年前に出演をお願いして、快諾
を得ていたものです。サプライズにし
ておいたため、聴けなかった方もおら
れるかと思いますが、日本の童謡のす
ばらしさを堪能していただけましたら
主催者として大変嬉しいことです。

最後になりましたが、角膜カンファラ
ンス主催の機会を与えていただきまし
た関係各位、学会会員の皆様、またご
協力いただきました順天堂大学眼科学
教室の皆様、また順天堂大学眼科同窓
会の皆様に心より御礼申し上げます。

左から西田幸二先生、井上幸次先生、山口、
前田直之先生、木村泰朗先生

特別講演の演者　Kaufman 教授のご挨拶
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角膜 カ ン フ ァ レ ン ス ２ ０ １ ３ を
２０１３年２月１４日（木）～

１６日（土）の会期で和歌山県白浜町立体
育館で開催させていただきます。光栄な
機会を賜り、日本角膜学会ならびに日本
角膜移植学会の役員の皆様、両学会会員
皆様にあつく御礼申し上げます。教室員
が一丸となって準備に奮闘しています。
これまでの学会の発展と毎年の学術集会
の盛会ぶりを拝見し、主催させていただ
く責任を痛感しています。

多くの先生から白浜での開催の打診を
いただきました。リラックスできる雰
囲気のなか、角膜三昧の３日間を過ご
していただくための価値ある選択とし
て、同地での開催を決定させていただ
きました。立派なホテルでの開催はで
きませんが、プログラムの創意工夫で
皆様のご期待にお応えしたいと希望し
ています。懇親会は、白浜町内のホテ
ルで開催したいと思います。日々の研
究、診療では得られない人的交流を通
して臨床・研究のご発展に役立ててい
ただければ幸いに存じます。

１９９３年に、近畿大学医学部眼科学
講座（大鳥利文教授）が白浜町内のホテ
ルで本会を主催され、西田輝夫先生（現
山口大学副学長）が学会実務をご担当に
なられました。当時、大学院生でした
私も演題を発表させていただきました。

会 場 の ホ テ ル は 健 在 な の で す が、
1,000名を超える参加者を学術講演会

場に収容するには無理がありそうでし
た。学会が発展したことを改めて実感
いたします。

学術プログラムでは、米国Cincinnati

大 学 のWinston Kao教 授 と ニ ュ ー
ヨーク州立大学のPeter S. Reinach

教授に特別講演をしていただきます。
また、教育講演にはソウルCatholic

大学のChoun-Ki Joo教授、同志社大
学に席をおかれているEunDuck Kay

先生、日本大学の澤 充教授にお願い
させていただきました。シンポジウム
には、フェムトセカンドレーザー関連、
神経麻痺性角膜症関連、創傷治癒関連
の３本が予定されています。

白浜町は、紀伊半島の中程に位置します
が、新幹線または伊丹空港からですと
新大阪駅から乗り換えなしの特急（スー
パーくろしお、またはオーシャンアロー）
で2時間あまり、関西空港からですと鉄
道で1時間40分程度です。また、羽田—
南紀白浜空港間はジェット機で1時間15

分です。鉄道でお越しの場合、南紀海岸
のすばらしい景色も楽しんでいただける
と思います。リゾート気分に溢れる南国、
白浜で角膜の勉強や学術交流だけでな
く、素晴らしい自然、海の幸、山の幸を
ご堪能いただければ主催者としてこの上
ない喜びです。講演者・座長も含めてスー
ツでなく、ARVOスタイルのカジュアル
な服装でリラックスできる学会を目指し
たいと思っています。多くの先生方のご
参加をお待ち申し上げます。

角
膜
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
２
０
１
３
開
催
に
あ
た
っ
て

和歌山県立医科大学　
医学部　眼科学講座
雑賀 司珠也



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

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

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

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

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

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

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

24 2000年2月17日、
18日、19日

東京ベイホテル東
急 千葉 坪田 一男 184

25 2001年2月8日、
9日、10日

りんくう国際会議
場
全日空ゲートタ
ワーホテル大阪

大阪 下村 嘉一 202

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

27 2003年2月20日、
21日、22日

軽井沢プリンス
ホテル西館 長野 村松 隆次 200

28 2004年2月19日、
20日、21日

米子コンベンション
センター（ビッグシッ
プ）

鳥取 井上 幸次 237

29 2005年2月17日、
18日、19日

徳島プリンスホテ
ル 徳島 塩田 洋 201

30 2006年2月9日、
10日、11日

東京ビッグサイト 
TFT ホール 東京 大鹿 哲郎 200

31 2007年2月9日、
10日、11日

ワールドコンベン
ションセンター 宮崎 宮田 和典 220

32 2008年2月28日、
29日、3月1日

東京ベイホテル東
急 東京 天野 史郎 221

33 2009年2月19日、
20日、21日

ザ・リッツ・カールト
ン大阪 大阪 前田 直之 216

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

35 2011 2月17日、
18日、19日

 品川プリンスホテ
ル 東京 高橋 浩 200

36 2012 2月23日、
24日、25日

 ホテルニューオー
タニ 東京 山口達夫 214

学術奨励賞受賞者
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学術奨励賞受賞者の喜びのコメント

我々は水疱性角膜症に対する新規
治療法の開発を行っています

が、Rhoキナーゼ阻害剤という薬剤
が、培養した角膜内皮細
胞において、細胞増殖促
進、細胞接着促進、アポ
トーシス抑制といった効
果を有していることを明
らかにしました。そこで、
細胞増殖促進作用に着目
してRhoキナーゼ阻害剤
を点眼薬として用いるこ
とで、角膜内皮の創傷治
癒を促進することを動物モデルにお
いて見い出しました。更に、京都府
立医科大学医学倫理審査委員会の承
認を得て2010年5月より、水疱性角
膜症患者に対してRhoキナーゼ阻害

剤点眼薬を用いた安全性および有効
性に関する臨床研究を開始していま
す。とくに一部の患者においては視

力改善が得られており、本格的な薬
剤としての開発につなげるべく研究
を進めています。

更に、薬物療法のみならず、生体外
で培養した角膜内皮
細胞の移植による再
生医学的手法による
治療法の開発を行っ
ています。我々は培
養角膜内皮細胞の懸
濁液を水疱性角膜症
モデルに対して前房
内注入することによ
り、人工的な基質を
用いずに角膜内皮の
再 建 が 可 能 で あ り、
透 明 治 癒 が 得 ら れ

ることを確認しました。現在、培養
角膜内皮細胞移植の早期の臨床研究
を開始するべく開発を進めています。

ま た、 本 研 究 は2011年9

月に国家基幹研究開発事
業「再生医療の実現化プロ
ジェクト再生医療の実現
化ハイウェイ」の短期で臨
床研究への到達を目指す
再生医療研究に採択され、
生体外で培養したヒト角
膜内皮細胞の細胞移植に
よる再生医学的治療法の

実現化に向けての支援を受けており、
臨床試験の早期開始に向けて全力を
注いでいます。

これらの研究は、木下茂教授（京都府
立医科大学）、小泉範子教授（同志社大
学）をはじめとする多くの先生方のご
指導によるものであり、心よりお礼申
し上げます。また、第9回日本角膜学
会学術奨励賞の受賞者にお選びいただ
きました選考委員の先生方にお礼を申
し上げますと同時に、発展途上である
私への叱咤激励を頂戴したと考え、視
力障害に苦しむ患者さんに喜んでいた
だける治療法の開発を目指して一層努
力を重ねたいと考えております。今後
ともご指導いただけますようお願い申
し上げます。

奥村直毅 （同志社大学、京都府立医科大学）

「選択的Rhoキナーゼ阻害剤を用いた 
角膜内皮再生医療の開発」

培養角膜内皮細胞移植の早期実現化
に向けた取り組みを進めています。
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学術奨励賞受賞者の喜びのコメント

このたびは，日本角膜学会学術奨
励賞という栄誉を賜り，誠にあ

りがとうございます。私のこれまでの
角膜に対する研究をこのような形で評
価していただき，大変光栄に思います。
選考していただいた先生方，共同研究
を行ってきた共著者各位，お世話になっ
た方々に対して，この場を借りて心よ
り御礼申し上げます。また，就任直後
より私の研究に深い理解とご助言をく
ださっている園田康平眼科学教授に厚
く御礼申し上げます。

私が角膜の研究者になり
たいと思ったのは今から
18年前の医学部 5 年で，
眼科を臨床実習していた
時でした。「角膜は透明で
人体で最も美しい組織で，
それが濁るということが
角 膜 の 病 気 だ 」と 教 え ら
れ．角膜創傷治癒の大切さを教わった
ことが最初に角膜に興味をもったきっ
かけでした。国家試験終了と同時に眼
科学教室の研究生として念願の角膜研
究をはじめ，最初はなにもわからずに
研究生活を始めました。外来・病棟が
終わってからの研究生活でしたので，
毎晩のように深夜まで研究室で過ごし
ていましたが，とにかく楽しい研修医
時代を過ごしておりました。研修医１

年目の２月に伊勢の角膜カンファラン
スに参加させていただき，角膜の研究
発表の楽しさを味わったことが角膜研
究への情熱に拍車をかけました。そし
て，大学院に入学して，西田教室の最
大のテーマであった神経麻痺性角膜症
の研究に携わることができました。大
学院2年目より薬理学教室で研究する
機会を頂き，Substance P+IGF-1に
よる角膜創傷治癒に必須となるIGF-1

の最小アミノ酸の同定を試みました。

この作業はInsulinとIGF-1のアミノ
酸配列の違いから， IGF-1のCドメイ
ンに必須部位があることを見い出し，
最終的には4年以上の歳月を費やして
Ser-Ser-Ser-Arg (SSSR)を 突 き 止
めました。次にSSSRの臨床応用を進
めるとともに，フィブロネクチンの第
2細胞接着部位蛋白質Pro-His-Ser-

Arg-Asn (PHSRN)の角膜創傷治癒に
対する作用についての研究を行いまし

た。PHSRNはフィブロネクチンと同
等の角膜上皮伸長を促進する効果を有
するとともに，角膜上皮バリア機構の
再構築を促進する機能があることが証
明されました。角膜の研究は何よりも
楽しいものですが，実験室での発見を
実際の臨床での治療に結びつけて患者
に貢献できたことが何よりも貴重な経
験となりました。

最後になりましたが，日本角膜学会の
会員の先生方には角膜カン
ファランスでの発表や論文
を通じて，多大なご指導を
いただいて参りました。こ
の場をお借りして厚く御礼
申し上げます。また，私が
角膜の研究を行うにあたっ
て，長年にわたり情熱的に
ご指導いただきました西田
輝夫前教授（現山口大学副

学長）に厚く御礼申し上げます。今後も
角膜疾患の病態の解明と治療薬の研究・
開発に力を注いでいく所存ですので，
ご指導ご鞭撻のほど，よろしくお願い
申し上げます。

柳井 亮二 (山口大学大学院医学系研究科眼科学)

「遷延性角膜上皮欠損に対するペプチド療法の 
開発と臨床応用」

PHSRNはフィブロネクチンと同等
の角膜上皮伸長を促進する効果を
有するとともに，角膜上皮バリア
機構の再構築を促進する機能があ
ることが証明されました。

奥村直毅 （同志社大学、京都府立医科大学）

「選択的Rhoキナーゼ阻害剤を用いた 
角膜内皮再生医療の開発」
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内田賞・北野賞・眞鍋賞受賞
1994 ～ 2012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
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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 角膜学会誌第9巻87頁
北野賞 大野 健治（国立東京医療センター） 病状説明でのフルオレセイン･ブルーフリーシステムの有用性 角膜学会誌第9巻71頁
眞鍋賞 遠藤 健一（京都府医大）   羊膜上皮基底膜におけるⅣ型コラーゲンα5鎖の発現-角膜上皮基底膜との類似性- 角膜学会誌第9巻90頁

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

眞鍋賞 中川　紘子（京都府医大） 同一ドナーから提供をうけた２眼を使用した角膜内皮移植での角膜内皮細胞
密度の経過
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2012年 角 膜 カ ン フ ァ ラ ン ス に て
発 表 さ せ て い た だ い た｢ ア カ ン

トアメーバに対するメチレンブルー
photodynamic therapy(PDT)：抗アメー
バ薬との併用効果の検討｣が名誉ある内
田賞に選ばれたことに関して大変光栄に
思っております。愛媛大学
からは小林　剛先生が北野
賞を受賞され、さらに角膜
カンファランス恒例のアス
レチック競技（今年は皇居周
回の駅伝競争でした）にて愛
媛大学チームが悲願の初優
勝を果たしたこともあり、
医局員の一人として例年に
も増して記憶に残る学会と
なりました。

私は2008年に大学院に進学し、人生で
初めて研究生活を送ることになりまし
た。その当時ちょうど全国的にアカ
ントアメーバ角膜炎症例数の増加が
みられていたころでしたので、アカ
ントアメーバに関連した研究がで
きれば面白いのではないかと興味
をもちました。しかし医局にはア
メーバの実験をしている人間はおら
ず、メニコン社の総合研究所まで出
向くなどして一からアメーバの扱い
方を教えていただきました。当初は
多目的用剤（MPS）などのアカント

アメーバに対する効力試験などを行って
スリーサムで発表もしましたが、ある程
度実験にも慣れてきたところでより独創
性のある研究が必要と考えていたところ
photodynamic antimicrobial therapy 

(PACT)のことを知りました。眼科にお

けるPDTは光感受性物質であるベルテポ
ルフィンを用いた加齢黄斑変性の治療法
として市民権を得ていますが、実は以前
からほかの光感受性物質を用いたPDTに

よる酸化ストレスが抗微生物作用を示す
ことが多数報告されており、このPACT

が感染症領域において注目されていまし
た。今回我々は、in vitroにおいて光感
受性物質であるメチレンブルーを用いた
PDTが抗アメーバ作用を示すことを明ら

かにしました。現在は動物
実験での検討を進めていま
すが、角膜は外部に露出し
た器官であるため点眼など
局所投与が可能なこと、そ
して光照射も容易であるこ
とより、アカントアメーバ
のみならず薬剤耐性菌や真
菌などによる感染性角膜炎
に対してもPDTはよい適応

になるのではないかと考えています。

最後になりますが豊富なアイデアで研
究を指南して下さった大橋裕一教授に

心より深謝いたします。そしてご
指導いただいた研究にかかわるす
べての先生方に心より感謝申し上
げたいと思います。苦労して行っ
た実験を論文という形にして雑誌
にアクセプトされたときの喜びや、
このような賞を受賞することで得
られる自信が今後の研究推進への
原動力となることを実感しつつ、
これからも努力してまいりたいと
考えています。

水戸　毅 愛媛大学医学部視機能外科学

｢2012年度内田賞を受賞して｣

in vitroにおいて光感受性物質であ
るメチレンブルーを用いたPDTが
抗アメーバ作用を示すことを明ら
かにしました。
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この度、北野賞という名誉ある賞を
受賞できましたこと、誠に光栄

に存じます。しかも、愛媛大学からは
水戸毅先生の内田賞と合わせて2件の受
賞、更には皇居周回マラソンの優勝も
加わり、思いがけず嬉しい学会となり
ました。

薬学出身である私が眼科で
の研究を始めたのは5年前
のことであり、それ以来愛
媛大学大橋裕一教授のもと
で白石敦先生、林康人先生
らとともに角膜上皮の再生
医療の研究に取り組んでき
ました。眼科に来る前は細
菌学の研究がメインであった私にとっ
て、細胞分裂や分化を厳密にコントロー
ルしながらの動物細胞の培養は難しく、
新鮮な驚きの連続であり、好奇心をか
き立てられる存在となっています。ま
た、角膜カンファランスは毎年最も楽
しみにしている学会の一つであり、基
礎研究から臨床までの幅広いハイレベ
ルな発表と自由闊達な議論はとても刺
激的であり、この学会での受賞は私に
とって非常に励みとなるものでした。

今回、受賞対象となりました研究は角
膜上皮再生に関する一連の研究のうち、
自家移植を目指した試みとして、形質

転換した自己表皮細胞の利用を検討し
たものです。自己の組織、たとえば表
皮細胞を培養条件により角膜上皮に形
質転換して移植できれば、自己の細胞
を十分な量利用可能であり、拒絶反応
の問題もないと考えられます。そこで、

本研究ではマウス表皮細胞が角膜上皮
細胞へ形質転換可能かどうかについて
検討を行い、マウス表皮細胞がK12を発
現する角膜上皮様細胞
へ形質転換可能である
こと、更にその形質転
換には角膜輪部の環境
が重要である可能性を
示すことができました。
幸運だったのは、同研
究室の林康人先生が作
製し飼育されていたTg

マウスを利用できたこ
と、更に表皮細胞の培
養についてご指導いた

だいた愛媛大学皮膚科においてすでに
マウス細胞を使った実験を行っていた
ことが今回の結果につながったと感じ
ております。角膜上皮再生における形
質転換細胞の利用にはクリアしなけれ
ばならない課題がまだまだありますが、

臨床応用を目標とした研究
を進めていきたいと考えて
います。

本研究を遂行するにあた
り、多大なるご指導ご助言
をいただきました大橋教授
はじめ、研究にご協力いた
だいたすべての先生方に心
より感謝致します。この度

の受賞を励みとし、今後も研究業務に
努めて参りたいと思います。

小林　剛  愛媛大学大学院医学系研究科視機能再生学
   （南松山病院）寄附講座

｢2012年度北野賞を受賞して｣

マウス表皮細胞がK12を発現する
角膜上皮様細胞へ形質転換可能で
あること、更にその形質転換には
角膜輪部の環境が重要である可能
性を示すことができました。
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この度、2012年2月にホテルニュー
オータニで開催されました第36回

日本角膜学会総会、第28回日本角膜移
植学会の学術展示で「眞鍋賞」を受賞させ
ていただきました。角膜カンファランス
には毎年参加させていただいております
が、今回初めてこのような
大変名誉ある賞をいただき、
大変な喜びを感じるととも
に今後更に研究を続けてい
くモチベーションにもなり
ました。

今回の発表タイトルは「同
一ドナーの両角膜を用い
た角膜内皮移植施行例に
おける角膜内皮細胞密度の経過」でし
た。ドナーの角膜内皮細胞の長期予後
に影響を与える因子として、ドナー条

件、手術侵襲、術後炎症、ホスト原疾
患などがありますが、どの要素が大き
く影響しているのかはまだ議論の余地
のあるところです。また術前のドナー
の角膜内皮細胞密度だけでは評価でき
ない角膜内皮細胞自体のviabilityも影

響を与えている可能性があります。現
時点では術前にドナーの角膜内皮細胞
のviabilityを正確に評価する基準はな

いため、同じviability

であれば術後の角膜内
皮細胞密度の長期経過
も同様であるのかをま
ず検討することとしま
した。同一ドナーから
の両角膜では手術まで
の条件およびviability

がほぼ同じであると考
えられるため、同一ド
ナーから提供を受け
た両眼の角膜グラフト

の移植後の経過を比較しました。18対
36眼での検討を行いました結果は、18

対のうち14対(75％ )が類似した減少パ
ターンを示し、4対（25%）は異なる減
少パターンを示しました、このうち3対
で角膜内皮細胞密度が低い方のホスト

の原疾患が緑内障手術関連
水疱性角膜症であり、緑内
障術後眼の場合には原疾患
がECDの経過に影響を与え
ていることが示唆されまし
た。移植後の角膜内皮細胞
の長期生着にはドナー角膜
の角膜内皮細胞数や角膜内
皮細胞自体のviabilityと術
後のホスト前房環境などの

因子が関与していると考えられました。
この結果より、今後更に長期経過での
検討を行っていき、また術前にドナー
の角膜内皮細胞のviabilityの評価を行
う方法についても更に研究を進めてい
きたいと思います。

今回の受賞は、お忙しい中多大な時間を
さいて直接ご指導いただきました稲富勉
先生や、京都府立医科大学眼科角膜グ
ループの先生方、そして日頃よりあたた
かくご指導いただいております木下茂教
授のご支援のおかげであり、深く感謝い
たしますとともに、この場を借りまして
厚く御礼申し上げます。

中川 紘子 京都府立医科大学眼科

｢眞鍋賞受賞のよろこび｣

優秀ポスター賞のプレゼンターと受賞者の記念撮影
ただし、代理受賞あり。

今 後 は ド ナ ー 角 膜 内 皮 細 胞 の
viabilityの評価を行えるようにす
ることが重要である。


