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Greetings
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　慶應大学医学部眼科学教室年次報告書の発刊おめでとう

ございます。坪田先生率いる慶應の眼科学教室が毎年素晴

らしい業績を築かれている様子をいつも頼もしく拝見して

おります。

　坪田先生とは、日本抗加齢医学会の理事として、また、

坪田先生が編集委員長のアンチエイジング医学雑誌で私が

編集委員を務めさせていただくなど、いっしょに仕事をさ

せていただいております。数年前に糖尿病の最新の研究に

ついて慶應で講演をさせていただいた折、坪田先生をはじ

め、石田晋先生や教室員の皆さんとともに素晴らしいディ

スカッションをさせていただいたことをよく覚えておりま

す。その後、石田先生が北海道大学の教授になられました

が、慶應の臨床と研究の質の高さはそのディスカッション

でも強く感じ、心に残っております。

　私が専門とする糖尿病は、眼科では後天的失明の原因と

して極めて重要な糖尿病網膜症を引き起こします。日頃か

ら眼科とは連携して治療と研究に取り組んでいることから

深い繋がりがありますが、超高齢社会にとって非常に重要

な分野ということができます。外科的な治療法は進歩して

まいりましたが、しかしこれからの医療を考えるときには予

防医療、とくに加齢に焦点を当てた抗加齢医学的アプロー

チは重要と考えています。この点、早くから未来を見据え

て抗加齢の視点を眼科学に取り入れ、一流のサイエンスを

展開している貴教室には敬意を評するものです。

　私共は、アディポネクチンの働きがメタボリックシンドロ

ーム・糖尿病予防に重要なことを報告し、更に、アディポネ

クチン受容体を同定して、その作用機序解明に取り組んで

います。また、食品成分であるオスモチンがアディポネクチ

ンの代替をする可能性を突き止めています。抗加齢医学の

一環として、医農連携プロジェクトについても取り組みを

はじめており、新しい医と食のサイエンスについても坪田

先生とはよくディスカッションをしています。今後、眼科へ

の応用などで一緒に研究が出来ればと考えているところで

す。

　最後にお知らせになりますが、2012年10月にレオナル

ド・ガランテ先生と一緒にエイジングのキーストンシンポ

ジウムを日本で開催します。この開催決定に至るまで、坪

田先生には大変お世話になりました。坪田先生には、この

会で大きな役割を果たしていただくことになりますが、貴

教室の先生方も多く参加していただくことを期待していま

す。これを機に、日本におけるエイジングサイエンスがます

ます成熟して大きな成果をあげることを望むものです。

 Congratulations on the publication of the 2011 
Annual Report. I always look forward to reading about 
the remarkable accomplishments achieved each year 
by the department, led by Professor Tsubota. I have 
had the pleasure of working with Professor Tsubota 
during his tenures as vice-chief director of the Japanese 
Society of Anti-Aging Medicine and editor-in-chief of 
the Journal of Anti-Aging Medicine, for which I served 
as an editor. Several years ago, I had the opportunity 
to speak at Keio University on leading-edge diabetes 
research, and participated in a fruitful discussion with 
Professor Tsubota, Professor Susumu Ishida, and other 
colleagues from the Department of Ophthalmology. I 
still recall how impressed I was with the quality clinical 
and research work being performed at Keio.
 Diabetes, my specialty, causes diabetic retinopathy, 
which leads to acquired blindness. This has created 
a strong link between professionals in the fields of 
diabetes and ophthalmology in treatment and research, 
and is increasingly critical as we deal with the "super-
aging society." Although we have seen advances in 
surgical treatment, future care should emphasize an 
anti-aging approach focusing on preventive medicine, 
particularly for the elderly. Let me express my 
admiration for Keio University Hospital clinics, for their 
early recognition and continued integration of the anti-
aging science into ophthalmology.
 In the Department of Diabetes and Metabolic 
Diseases at The University of Tokyo, we continue 
reporting on the significance of adiponectin in the 
prevention of metabolic syndrome and diabetes, 
identifying adiponectin receptors and clarifying action 
mechanisms. We are also pinpointing the potential for 
the food component osmotin to serve as a replacement 
for adiponectin. We recently began collaborating on 
a new project linking agriculture and medicine as 
part of our anti-aging research, including discussions 
with Professor Tsubota concerning the new science 
of medicine and food. I look forward to further such 
collaborations to benefi t the ophthalmological fi eld.
 Finally, I would like to announce that the Keystone 
Symposia meeting on "Aging and Diseases of Aging" 
will be held in Japan in October 2012, co-hosted by 
Professor Leonard Guarente, of the Massachusetts 
Institute of Technology, and myself. Professor Tsubota 
provided invaluable assistance in the decision to hold 
the symposium in Japan, and I am sure he will remain 
centrally involved. As we go forward, I am certain that 
Japan will continue to produce excellent advances in 
anti-aging science.

門 脇   　孝

東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科教授
東京大学医学部附属病院病院長

日本糖尿病学会理事長

Professor, Department of Diabetes and Metabolic Diseases, 
Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

Director, University of Tokyo Hospital
Chairman of the Board of Directors, Japan Diabetes Society

Takashi Kadowaki, MD, PhD
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　坪田先生、そして慶應義塾大学医学部眼科学教室の輝か

しい成果にお祝いの言葉を贈ります。坪田先生が多岐に渡

る世界的なリーダーシップを発揮し、このように世界に認

められた教室、研究室を運営されていることに敬服してお

ります。

　医学の分野は、いろいろな意味でやりがいがあり、そし

て心躍るものがあります。我々は研究、臨床、教育におい

て最善を尽くすように常に努力を重ねていますが、これら

のいずれの分野においても坪田先生は卓越した成果を上げ

てこられました。眼表面疾患の基礎科学と臨床科学に対す

る坪田先生の貢献は長年に渡り大変素晴らしいものです。

　坪田先生は、これまで長きにわたり基礎研究および臨床

研究（トランスレーショナル・リサーチ）を続けてこられ、

社会に多大な寄与をされて、そしてその科学としての貢献

をさらに高度のレベルへと高められています。若い研究者

たちをしっかりと支える臨床と研究の優れたプログラムに

よって、その成果をより充実させていらっしゃいます。こう

したチーム育成、革新活動、指導、および教育を結び付け

ることが坪田先生の素晴らしい功績であり、坪田先生なら

ではのものです。

　これらの功績に加え、角膜と眼表面学での坪田先生のリ

ーダーシップは、Tear Film and Ocular Surface Society 

(TFOS) などの活動を通して遺憾なく発揮され、また重要

な多数の査読委員会でも、その力は大いに生かされていま

す。

　新たな年を迎えるにあたり、坪田先生と貴眼科学教室の

ますますのご活躍を期待いたしますとともに、皆様の素晴

らしい業績に対し、私個人としても心よりお祝いを申し上

げます。

 It gives me great pleasure to congratulate you and 
your team for another phenomenal year of success at the 
Keio University Department of Ophthalmology. Running a 
world-class institution, such as yours, requires world-class 
leadership in many dimensions, and it is evident that you 
have been very successful in providing just that.

 The academic world in medicine is challenging, and 
thus exciting, in many ways. We strive for excellence in 
discovery research, patient care, and teaching. There is 
no doubt that you have achieved superlative distinction in 
all of these areas. Your contributions to the fundamental 
and clinical sciences of ocular surface disease have shone 
for years. 

 At the Keio University Department of Ophthalmology 
you have taken your scientific contributions to new 
heights by continued signifi cant contributions to our fi eld 
in both the basic and translational dimensions of research. 
Additionally, you have complemented these achievements 
by promoting growth in your department's clinical 
care and research programs through strong advocacy 
and generosity toward your junior colleagues. It is this 
bringing together of team building, innovation, mentoring 
and teaching that is remarkable, and emblematic of your 
career. In addition to all of these contributions to our fi eld, 
your leadership in the cornea and ocular surface world , 
whether in the context of the Tear Film and Ocular 
Surface Society (TFOS), or any of the many other peer-
review committees whose functioning is so vital to our 
specialty, reflects your outstanding citizenship in the 
world of ophthalmology.

 As we embark on a new year, we anticipate 
continued groundbreaking contributions from you and 
your department, and I personally congratulate you, 
Kazuo, and your preeminent team at the Keio University, 
for the amazing job you have done.

レザ ダナ

ハーバード大学医学部 クラエス ドールマン教授
マサチューセッツ眼科・耳鼻科病院　角膜部門所長

スケペンス眼科研究所　上席研究員、ハーバード大学医学部　眼科学副部長

Claes Dohlman Professor of Ophthalmology, Harvard Medical School
Director, Cornea Service, Mass. Eye & Ear Infi rmary

Senior Scientist & W Clement Stone Scholar, Schepens Eye Research Inst.

Reza Dana, MD, MPH, MSc
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　ここに、慶應義塾大学医学部眼科学教室2011年の活動

をご報告申し上げます。2011年は、３月に東日本大震災が

発生し、かつてない大規模の災害に直面いたしました。被

災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

　震災のショックと悲しみに対抗すべく、我々はMission 

Vision Vanの活動で一歩を踏み出しました。岩手医大の黒

坂大次郎先生、東北大学の中澤徹先生たちとともにVision 

Vanで被災地医療に取り組みましたが、困難の中で大きな

力と感じたものは、人と人との繋がりです。二つ返事で

Vision Vanを貸し出してくれた親友のDr.アルフォンソ、

無償でバスを緊急空輸してくれたロシアのヴォルガ社、返

却の支援をしてくださったトヨタ社、そして日本眼科医会

の高野繁会長、眼科医で代議士の吉田統彦先生をはじめ、

たくさんの方々にお世話になりました。心より御礼を申し

上げます。ありがとうございました。ここで得た多くの経

験は、きっと明日の眼科医療につながるものと信じていま

す。

　教室の活動報告といたしまして、去る９月に第47回日本

眼光学学会が根岸一乃准教授の大会長により盛況に開催

されました。ご指導いただきました先生方、関係諸氏に厚

く御礼申し上げます。

　人事においては、藤島浩先生が鶴見大学歯学部教授に、

小川葉子先生が慶應の特任准教授に着任いたしました。

　嬉しいニュースとして、川北哲也先生が慶應から２人目

のロート賞を受賞しました。教授への登竜門と言われてい

る名誉ある賞です。さらに、ドライアイリサーチアワード

を、樋口明弘さん、川島素子先生が受賞しました。

　本年度も研修医が９名入局し、教室はますます活気づい

ています。研究では、経産省との大きな２つのプロジェク

トがスタートしました。ひとつは、小沢洋子先生の網膜チ

ームでルテインの眼底測定、根岸一乃先生の度数のないコ

ンタクトレンズの開発で、それぞれ産官学連携の新しいプ

ロジェクトです。ご期待ください。また、文部科学省の再

生医療実現化ハイウエイの実施機関として選ばれ、榛村重

人准教授をリーダーに再生医療もさらに邁進しています。

フードファクターを中心とした予防医学への取り組みも活

発に進めております。

　2012年の第116回日本眼科学会も近づいて参りました。

当誌にてご案内の記事を掲載させて頂きました。是非たく

さんの先生方、コメディカルスタッフの方々にご参加いた

だければ嬉しく思います。

 The following summarizes activities of the Department of 
Ophthalmology at Keio University's School of Medicine during 
2011. The Great East Japan Earthquake struck in March 2011, 
leaving an unprecedented trail of damage in its wake. Our sincere 
sympathies go out to those who suffered in this disaster.
 Immediately following the disaster, our fi rst outreach involved 
the Mission Vision Van. We joined forces with Iwate Medical 
University's Professor Daijiro Kurosaka and Professor Toru Nakazawa 
of Tohoku University to bring ophthalmic medical care to the disaster 
area via the Vision Van. In the midst of the tragic aftermath, we 
sensed a remarkable strength emanating from interpersonal ties. 
Help was immediate. My good friend Dr. Alfonso arranged to lend 
us the Vision Van, Russia's Volga-Dnepr Airlines provided free 
emergency airlift to Japan, and Toyota Motor Corporation provided 
extensive support in returning the van to the US. We also received 
tremendous assistance from Chairman Shigeru Takano of the Japan 
Ophthalmologists Association̶and many others throughout the 
ordeal. Allow me to express my sincere gratitude for the help and 
kindness shown by all. I truly believe that the valuable experiences 
we gained here will resonate in future ophthalmic treatment. 
 In terms of departmental activities, Associate Professor 
Kazuno Negishi organized the highly successful 47th Annual 
Meeting of the Japanese Society of Ophthalmological Optics, 
held in September. Our heartfelt thanks go out to all those who 
provided guidance throughout this event.
 Our department also experienced some personnel changes this 
year. Dr. Hiroshi Fujishima took on a professorial post at Tsurumi 
University's Graduate School of Dental Medicine, and Dr. Yoko Ogawa 
became a specially appointed associate professor here at Keio.
Congratulations go out to Assistant Professor Tetsuya Kawakita, 
the second person at Keio University to be honored with the Rohto 
Award. This award recognizes excellence in ophthalmic research 
at Japanese universities and is considered the gateway to success 
for professorships in Japan. In addition, Mr. Akihiro Higuchi and Dr. 
Motoko Kawashima jointly received the Dry Eye Research Award.
 This year, the department welcomed nine new residents, 
infusing our work with renewed energy. We have started two 
major research projects in collaboration with the Ministry of 
Economy, Trade and Industry (METI). Dr. Yoko Ozawa's retinal 
team is establishing routine ocular fundus measurements, while 
Dr. Kazuno Negishi's group is developing contact lenses without 
refractive power. We can expect brilliant results from these 
new research projects, which intersect industry, government, 
and academia. The Keio Ophthalmology Department has also 
been selected to conduct regenerative medical research in 
collaboration with the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT), led by Associate Professor 
Shigeto Shimmura. We also continue with our efforts in preventive 
medicine, focusing on the "food factor."
 Finally, the 116th Annual Meeting of the Japanese 
Ophthalmological Society is just around the corner. Please be 
sure to read the article in this Annual Report detailing this April 
event. We look forward to the participation of many professors, 
doctors and other healthcare providers at the four-day meeting.
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慶應義塾大学医学部 眼科学教室 教授

Professor and Chairperson, Department of Ophthalmology,
Keio University School of Medicine

Kazuo Tsubota, MD



小口  芳久
Yoshihisa Oguchi

名誉教授
Professor Emeritus

榛村  重人
Shigeto Shimmura

准教授
Associate Professor

川北  哲也
Tetsuya Kawakita

講　師
Assistant Professor

坪田  一男
Kazuo Tsubota

教　授
Professor and Chairperson

村戸 ドール
Murat Dogru

特任准教授
Project Associate Professor

小川  葉子
Yoko Ogawa

特任准教授
Project Associate Professor

篠田　  肇
Hajime Shinoda

助　教
Research Associate

芝     大介
Daisuke Shiba

助　教
Research Associate

尾関  直毅
Naoki Ozeki

助　教
Research Associate

市橋  慶之
Yoshiyuki Ichihashi

助　教
Research Associate

小沢  洋子
Yoko Ozawa

講　師
Assistant Professor

内田  敦郎
Atsuro Uchida

助　教
Research Associate

持丸  博史
Hiroshi Mochimaru

助　教
Research Associate

遠藤 安希子
Akiko Endo

助　教
Research Associate

松本  幸裕
Yukihiro Matsumoto

講　師
Assistant Professor

出田  真二
Shinji Ideta

助　教
Research Associate

永井  紀博
Norihiro Nagai

助　教
Research Associate

厚東  隆志
Takashi Koto

助　教
Research Associate

鳥居  秀成
Hidemasa Torii 

助　教
Research Associate

教室主任
診療部長

根岸  一乃
Kazuno Negishi

准教授
Associate Professor

診療副部長

小野  岳志
Takeshi Ono

助　教
Research Associate
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西  　恭代
Yasuyo Nishi

後期研修医
Resident

鳥山  直樹
Naoki Toriyama

後期研修医
Resident

藤井  祥太
Shota Fujii

後期研修医
Resident

山下  和哉
Kazuya Yamashita

後期研修医
Resident

川島 弘彦
Hirohiko Kawashima

後期研修医
Resident

常吉 由佳里
Yukari Tsuneyoshi

後期研修医
Resident

堀野 　 武
Takeshi Horino

後期研修医
Resident

小林  文貴
Fumitaka Kobayashi

後期研修医
Resident

林　  李恵
Rie Hayashi

後期研修医
Resident

福井  正樹
Masaki Fukui

助　教
Research Associate

安達  さやか
Sayaka Adachi

後期研修医
Resident

宇井  理人
Rihito Ui

後期研修医
Resident

結城  賢弥
Kenya Yuki

大学院生
Graduate Student

海道  美奈子
Minako Kaido

大学院生
Graduate Student

小島  隆司
Takashi Kojima

大学院生
Graduate Student

羽藤　  晋
Shin Hatou

大学院生
Graduate Student

成松  俊雄
Toshio Narimatsu

大学院生
Graduate Student

佐伯 めぐみ
Megumi Saiki

大学院生
Graduate Student

渡邊  一弘
Kazuhiro Watanabe

大学院生
Graduate Student

平山  雅敏
Masatoshi Hirayama

大学院生
Graduate Student

谷口  紗織
Saori Yaguchi

大学院生
Graduate Student

6
Staff
スタッフ紹介



重野 雄太
Yuta Shigeno

視能訓練士
Orthoptist

今田  敏博
Toshihiro Imada

大学院生
Graduate Student

佐野  こころ
Kokoro Sano

大学院生
Graduate Student

伊藤  香織
Kaori Ito

大学院生
Graduate Student

北 　和典
Kazunori Kita

電気生理学検査技師
ElectroPhysiological Technician

川合 美穂
Miho Kawai

視能訓練士
Orthoptist

永塚 恵理
Eri Nagatsuka

視能訓練士
Orthoptist

荻野  理香
Rika Ogino

視能訓練士
Orthoptist

大門  一海
Kazuumi Daimon

視能訓練士
Orthoptist

平田  聡美
Satomi Hirata

視能訓練士
Orthoptist

大木 奈津美
Natsumi Oki

視能訓練士
Orthoptist

吉田  　怜 
Rei Yoshida

大学院生
Graduate Student

高橋  矩子
Noriko Takahashi

大学院生
Graduate Student

稲垣  絵海
Emi Inagaki

大学院生
Graduate Student

稲福  沙織
Saori Inafuku 

大学院生
Graduate Student

伴  　紀充
Norimitsu Ban

大学院生
Graduate Student

鴨下 　 衛
Mamoru Kamoshita

大学院生
Graduate Student
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大西  梨菜
Rina Onishi

視能訓練士
Orthoptist

植木 小百合
Sayuri Ueki

視能訓練士
Orthoptist

亀井 彩恵子
Saeko Kamei

視能訓練士
Orthoptist

徳重 明日香
Asuka Tokushige

視能訓練士
Orthoptist

吉田 美由紀
Miyuki Yoshida 

視能訓練士
Orthoptist

関  麻依子
Maiko Seki

視能訓練士
Orthoptist

鈴木  　舞
Mai Suzuki

視能訓練士
Orthoptist

安  　昌子
Masako Yasu

アイバンク
コーディネーター

Eye Bank Coordinator

柳  ゆかり
Yukari Yanagi

アイバンク
コーディネーター

Eye Bank Coordinator

山田 進太郎
Shintaro Yamada

教授秘書室室長
Chief Administrator

（2011年12月31日現在）



医学部 客員教授　Visiting Professor

ディミトリー アザール Dimitri Azar

非常勤講師　Part-time Lecturers

明尾 　潔  Kiyoshi Akeo

綾木 雅彦 Masahiko Ayaki

有田 玲子 Reiko Arita

安藤 靖恭  Yasutaka Ando

石田 　晋  Susumu Ishida

井手 　武  Takeshi Ide

井上 　真  Makoto Inoue

今村 　裕  Yutaka Imamura

宇津見 義一  Yoshikazu Utsumi

大出 尚郎 Hisao Ode

加藤 直子  Naoko Kato

川島 素子 Motoko Kawashima

木村 　至  Itaru Kimura

黒坂 大次郎  Daijiro Kurosaka

後藤 英樹  Eiki Goto

篠田 　啓  Kei Shinoda

島﨑 　潤  Jun Shimazaki

下山 　勝  Masaru Shimoyama

高橋 　広  Hiroshi Takahashi

陳 　進輝 Shinki Chin

戸田 郁子  Ikuko Toda

中村 邦彦  Kunihiko Nakamura

深川 和己  Kazumi Fukagawa

藤島 　浩  Hiroshi Fujishima

真島 行彦  Yukihiko Mashima

ビッセン宮島 弘子  Hiroko Bissen-Miyajima

山田 昌和  Masakazu Yamada

米井 嘉一  Yoshikazu Yonei

非常勤医師　Doctors on Rotation

石岡 みさき  Misaki Ishioka

石田 玲子  Reiko Ishida

内野 美樹 Miki Uchino

小川 旬子  Junko Ogawa

蕪城 晃子  Akiko Kaburaki

河合 正孝  Masataka Kawai

助教（育児支援）　Instructor（child support）

鴨居 瑞加 Mizuka Kamoi

戸坂 果林 Karin Tosaka

永井 香奈子 Kanako Nagai

非常勤講師・非常勤医師（五十音順）
Visiting physicians

Schepens Eye Research Institute

大本 雅弘 Masahiro Omoto

Schepens Eye Research Institute

小川由佳子 Yukako Ogawa

Washington University School of Medicine

久保田俊介 Shunsuke Kubota

Washington University School of Medicine

久保田みゆき Miyuki Kubota

The Scripps Research Institute

栗原 俊英 Toshihide Kurihara

Centre for Eye Research Australia
The University of Melbourne Department of Opthalmology

佐々木真理子 Mariko Sasaki

 Immune Disease Institute Harvard Medical School

山口 剛史 Takefumi Yamaguchi

海外留学
Studying Abroad

角膜細胞生物学グループ 
Laboratory of Corneal Cell Biology（CCB Lab)

共同研究員

五十嵐 安弥子 Ayako Igarashi

 研究員

伊藤 明子 Akiko Ito

 特任助教

稲葉 隆明 Takaaki Inaba

 研究員

大西 絵梨奈 Erina Onishi

 共同研究員

岡田 直子 Naoko Okada

 秘書

佐藤 智子 Tomoko Sato

 研究員

関口 友美 Tomomi Sekiguchi

 医学研究科専攻生

玉木 修作 Shusaku Tamaki

研究員

只木 真衣 Mai Tadaki

 共同研究員

中村 　滋 Shigeru Nakamura

  共同研究員

比嘉 一成 Kazunari Higa

 特任助教

樋口 明弘 Akihiro Higuchi

 特任助教

宮下 英之 Hideyuki Miyashita

 共同研究員

武笠 　毅 Takeshi Mukasa

 研究員

安田 実幸 Miyuki Yasuda

 特任助教

吉田 　悟 Satoru Yoshida

研究員

柳　 　櫻 Liu Ying

網膜細胞生物学グループ
Laboratory of Retinal Cell Biology（RCB Lab)

 特任研究員

佐藤 博江 Hiroe Sato

特任助教

鈴木 美砂 Misa Suzuki

共同研究員

平沢 　学 Manabu Hirasawa

 研究員

馬渕 春菜 Haruna Mabuchi

 共同研究員

三宅 誠司 Seiji Miyake

  特任助教

吉田 　哲 Tetsu Yoshida

眼表面眼光学視機能グループ
Laboratory of Ocular Surface, Visual Optics and Function（OSVOF Lab)

研究員（非常勤）

オサマ モハメドアリ イブラヒム Osama Mohamed Aly Ibrahim
 訪問研究員

佐藤 エンリケ アダン Enrique Adan Sato
 秘書

菅野季代子 Kiyoko Kanno

 実験補助員

永田 妙子 Taeko Nagata

研究員

教授秘書　 Professor's Staff

大島 キャサリン Catherine Oshima

菅沼 明美 Akemi Suganuma

鈴木 誉子 Motoko Suzuki

高橋 晶子 Akiko Takahashi

医局秘書　Department Secretary

井上 和子 Kazuko Inoue

研究秘書　Research Secretary

北條 久美 Kumi Hojo

畑中鐵丸法律事務所

畑中 鐵丸 Tetsumaru Hatanaka

秘　　書

顧問弁護士

Administrative Assistants

Legal Adviser

Researchers

▶ 

朝
の
症
例
検
討
風
景
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Ophthalmic Meetings Organized by Keio

　2012年４月５-８日に東京国際フォーラムで開催される

第116回総会の総会長を坪田一男教授が務めることとな

り、我々、慶應義塾大学医学部眼科学教室が運営を担当す

ることになりました。総会のテーマは「世界に開かれた日

眼 "Moving Beyond National Boundaries: Transnational 

Congress of the Japanese Ophthalmological Society"」。

そのシンボルとしてのイメージビジュアルを、TIME誌で

世界で最も影響力のある100人にも選ばれた村上隆氏にお

願いしました。

　グローバルな視点に立ち、国際的な眼科専門家や科学者

と、知識や先端技術・意見を交換する場となるよう、国際

メンバーシップ制度を設けて、海外からの一般演題も受付

けました。メイン会場には終日同時通訳を入れ、国際的な

討論の場となるように準備しています。

　会長枠のシンポジウム「Aging Science」「Stem Cell 

Science」では最先端の医学を紹介します。長寿遺伝

子「サーチュイン」の研究における権威Leonard P. 

Guarente先生の来日講演も予定しています。

　合計20のシンポジウム、ARVO-JOSシンポジウム、教

育セミナー、スキルトランスファー、サブスペシャリティ

サンデーなど、多くの魅力的なセッションが組まれていま

す。評議員会指名講演のテーマは「神経眼科の進歩」で

す。特別パネルディスカッションでは、昨年に引き続き、

震災と眼科医療について討議をいたします。会場には、お

いしいカフェも常設。16時からのポスターセッションでは

シャンパンがサービスされます。

　学会の最終日午後には、市民の皆様に向けた公開講座を

開催いたします。アイバンクについてご理解を深めていただ

くことを目的として、2008年から毎年公演されているチャリ

ティミュージカル『パパからもらった宝もの』を上演いたし

ます。お子様からお年寄りまでお楽しみいただける舞台で

す。たくさんの皆様にご覧いただければ幸いです。

英語サイト    http://www.mediproduce.jp/116jos/eng/index.html

第116回 日本眼科学会総会
The 116th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society 

会期  2012年4月5～8日
会場  東京国際フォーラム

Special Report I  The 116th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society by Keio
特集1   第116回日本眼科学会総会

"Moving Beyond National Boundaries: 
  Transnational Congress of the Japanese Ophthalmological Society"

特集1
Special  Reports 1

  The Department of Ophthalmology at Keio 
University School of Medicine is proud to serve as host 
organization, supporting Professor Kazuo Tsubota as 
president of the 116th Annual Meeting of the Japanese 
Ophthalmological Society, to be held at the Tokyo 
International Forum from April 5 to 8, 2012. This 
year's theme is "Moving Beyond National Boundaries: 
Transnational Congress of the Japanese Ophthalmological 
Society." This concept is uniquely expressed in the 2012 
meeting symbol created by Takashi Murakami, the only 
visual artist selected as one of Time magazine's "100 
Most Infl uential People" in 2008.
  This year we introduced international memberships 
to our organization, welcoming speeches by international 
members as well in hopes of facilitating the exchange 
of knowledge and cutting-edge technology with 
international ophthalmic specialists and scientists and 
promote communication from a global perspective. 
Simultaneous interpretation will be provided in the main 
presentation hall as we hope to encourage international 
discussions among participants throughout the event. 
  One of the key highlights of the event will be the 
President's Special Symposium, featuring state-of-the-art 
medical advancements in Aging Science and Stem Cell 
Science. MIT Professor Leonard P. Guarente, foremost 
research authority on the sirtuin gene, commonly 
known as a longevity gene, is scheduled to speak at the 
Chairman's Symposium. The program offers a total of 20 
other symposia and presentations, promising an enticing 
session line-up for all interests, including the ARVO-
JOS Symposia, Educational Seminar, Skill Transfer, and 
Sub-Specialty Sunday. This year's Board of Councilors 
Nominated Lectures will be based on the "Progress of 
Neuro-Ophthalmology." Special Panel Discussions will 
continue last year's focus on ophthalmology responses to 
earthquake crises. The venue runs a wonderful café, and 
champagne will be served from late afternoon for the 
Poster Sessions. 
  On the final afternoon of this academic meeting, 
the public is invited to an open lecture and the annual 
performance of our charity musical, Gifts from Daddy . 
This fun and educational show for all ages has been 
performed since 2008 to help people learn more about 
the eye banks. We hope you all stay to enjoy the show!

日本語サイト http://www.mediproduce.jp/116jos/

「世界に開かれた日眼」
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特別講演・招待講演など

  特別講演１　Special Lecture 1
      April 7 (Sat) 14:40-15:40 Hall C (Room 1)

  座長：石橋 達朗（九州大）
  Chairperson: Tatsuro Ishibashi (Kyushu Univ)

 「視神経疾患の新しい展開」
 New Development of Studies 
     in the Field of Optic Nerve Diseases

  根木　 昭（神戸大）
  Akira Negi (Kobe Univ)

  招待講演１　Invited Lecture 1
      April 6 (Fri) 13:25-14:25 Hall C (Room 1)

  座長：吉冨 健志（秋田大）
  Chairperson: Takeshi Yoshitomi (Akita Univ)

 「Visual Suppression 
 　　　     in Strabismus」
  Jonathan C. Horton
       （Univ of California - San Francisco）

 「iPS細胞を用いた心筋再生と心臓病の病態解明」
 Analysis of the Pathophysiology of Heart Disease and its Regeneration Using Human iPS Cells

 「神経眼科の進歩」   Progress of Neuro-Ophthalmology

福田 恵一（慶應大・循環器内科）
 Keiichi Fukuda (Dept of Cardiology, Keio Univ)

座長：高橋 政代（理研CDB）  Chairperson: Masayo Takahashi (CDB, RIKEN)

座長：寺崎 浩子（名古屋大）
Chairperson: Hiroko Terasaki (Nagoya Univ)

  招待講演３　Invited Lecture 3
    April 7 (Sat) 11:40-12:40 Hall C (Room 1)

  日本眼科学会評議員会指名講演　Board of Councilors Nominated Lectures
    　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  April 7 (Sat) 15:40-18:10 Hall C (Room 1)

  招待講演２　Invited Lecture 2
      April 7 (Sat) 10:40-11:40 Hall C (Room 1)

  座長：坪田 一男（慶應大）
  Chairperson: Kazuo Tsubota (Keio Univ)

 「Challenges of the Aging Eye」
  Jonathan Guy Crowston
       （Univ of Melbourne, Centre for Eye Research Australia）

  特別講演２　Special Lecture 2
      April 6 (Fri) 14:25-15:25 Hall C (Room 1)

  座長：山下 英俊（山形大）
  Chairperson: Hidetoshi Yamashita (Yamagata Univ)

 「網膜の微細な形態・機能解析への
 　　　　    挑戦とその輝かしい未来」
 Noninvasive Analysis of Retinal Microstructure
       and Function: Challenges and its Promising Future

  吉田 晃敏（旭川医大）
  Akitoshi Yoshida (Asahikawa Med Univ)

 1. 「非動脈炎性虚血性視神経症：動物モデル作成と治療への応用」
   Non-arteritic ischemic optic neuropathy: Animal model development and treatment applications

        中馬 秀樹（宮崎大） Hideki Chuman (Miyazaki Univ)

 2. 「瞳孔とメラノプシンによる光受容」
   Pupil and melanopsin photoreception

        石川 　均（北里大） Hitoshi Ishikawa (Kitasato Univ)

 3. 「視神経炎 －免疫学的アプローチによる病態の解明と新規治療法の開発－」
   Optic neuritis -immunological approach to elucidate pathogenesis
  　　　　　　　　　　　　　　　　　and develop innovative therapy-
    毛塚 剛司（東京医大）Takeshi Kezuka (Tokyo Med Univ)

ポスターセッションでは
シャンパンサービス
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市 民 公 開 講 座

ミュージカル ストーリー

アイバンクで働く新人の移植コーディネーターの成長とともに、角膜移植にかかわる
人々の人間ドラマをミュージカルでリズミカルに描いた舞台です。お子様からお年寄
りまで、楽しんでいただけます。ぜひご家族お誘いあわせてご来場ください。

ミュージカル「パパからもらった宝もの」
                Musical  "Gifts from Daddy"
 日　時 2012年4月8日（日）14：00～16：30
   　　　　　 （開場13：30）定員800名 
　会　場 東京国際フォーラム　ホールC
　

 開会挨拶 高野 　繁（日本眼科医会会長）

   【第１部】  目の再生（14：00～14：20）
   座長  濱崎　 陞（東京都眼科医会会長）
   講師  木下　 茂（京都府立医科大学眼科学教室教授）

   【第２部】  ミュージカル（14：30～16：30） 
 閉会挨拶 坪田 一男（第116回日本眼科学会総会総会長）

入場無料
先着順です。事前申込はありません。

  特別パネルディスカッション　Special Panel Discussion
    　　　　　　　　　　　　April 5 (Thu) 10:40-12:10 Hall C (Room 1)

 「危機に対応する日本の眼科学 －即時対応から放射線問題まで－」
 Japanese Ophthalmic Community Response to the Crisis -From immediate action to radioactivity-

 　オーガナイザー：坪田 一男（慶應大）・澤口 昭一（琉球大）Organizer: Kazuo Tsubota (Keio Univ), Shoichi Sawaguchi (Ryukyu Univ)

C a f e
おいしいカフェも
　ご用意しています。

世界で初めて長寿遺伝子
サーチュインを発見した
レオナルド・ギャランテ博士
（MIT）の来日講演もあります！

Symposium 15『Ageing Science』
　　　　　　　　　　　  April 7 (Sat) 9:00-10:30 Hall C (Room 1)

“SIRT1 in NeuroDegenerative Diseases”
Leonard P. Guarente（Massachusetts Inst of Technology）

エイジング・サイエンス
に興味のある人は必聴!!

※3歳以下のお子様はご入場できません。

Special Report I  The 116th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society by Keio
特集1   第116回日本眼科学会総会

http://www.mediproduce.jp/116jos/kouza.html
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坪田：日本眼科学会は、日本の医学会において、最古参と

もいえる歴史と伝統のある団体で、今回、私が名誉ある会

長を務めさせて頂いて非常に光栄です。その上、今回、世

界的に有名な村上隆先生の作品を総会のイメージビジュア

ルとして使わせていただき、こちらも非常に名誉なことだ

と思っています。ありがとうございます。

村上：こちらこそ、ありがとうございます。

坪田：村上先生の作品には、「目」が象徴的に描かれるこ

とが多いと思うのですが、村上作品において「目」や、「見

える」ことの意味について、どのように考えられていますか。

村上：奇遇なことなのですが、小さな頃から「目」が沢山

ある作品に関心がありました。幼少期に読んだマンガなど

の影響もあるのかもしれません。芸術家としての活動を経

て思うのは、「目」を描いた作品は非常に西洋の方に人気

があるという点です。海外での私の作品の評価は「目」を

描いた作品で決まっていると言えると思います。目が描か

れた作品の絵の前に立って、人は何を思うのか。私は、人

はその作品の前で、己を思うのではないか、「見られてい

る」自分を感じるのではないかと、考えています。

坪田：作品に「見られる」ことで自己を認識すると。

村上：はい、アーティストが「我思う故に我あり」という

ことを主張するのではなく、逆に作品に見られることで、

「あなたはここにいますよ」ということを表現することを

試みています。自己を中心にした西洋人の世界観の中で、

自分は見る立場だったのに、絵からウォッチされるという

立場をアートに見出したのではないかと思うのです。目を

題材にした作品は、自分にとっても実験的な試みだったの

ですが、実存主義の逆をいくということで、成功したので

はないかと考えます。「あなたはここにいます」と作品が

訴えるのです。坪田先生から見て、見ること、アートはど

ういったものだと思いますか？

坪田：芸術は癒しの役割だと思っています。医学的にいえ

ば、芸術に触れることで、副交感神経優位になると考えま

す。今回、いくつかの作品をイメージとしてご提案頂いた

のですが、この作品を選ばせて頂いたのは、キャラクター

としてのインパクトの強さ、そしてよく観察していくと、

色々な目、花が描かれていてとても楽しいし、いくら見て

も飽きないと感じたからです。

村上：実は、この絵は、視線がどこに行くのかを考えて構

図が組まれているのです。まず、多くの人は左目に目が行

きます。その後に、この渦巻のお腹のおへそ辺りへ視線が

移り、端にあるピンクなどの強い色が目について、という

ように、中を見て、外を見るように視線が拡散するように

考えています。普通は視線は上から下へと行くところに仕

掛けがしてあるのです。

坪田：このキャラクターが何より好きだったのですが、そ

う言われてみると、キャラクターを見ながら色々なところ

に視線が行って、不思議な感覚になるところにも惹かれて

いたのかもしれません。感覚で見ていたのですが、実は誘

導されていたんですね（笑）。 

膨大な情報から相応しい
アウトプットを

－芸術と医学の接点－　　
坪田：タイム誌などでも、世界に影響力のある100人に選

ばれている村上先生ですが、東京藝術大学では、日本画家

を専攻されていたと伺っています。どうして、その後、現

代美術の道を選ばれたのですか？

村上：日本画を６年やって、博士の学位も取得しているの

ですが、在籍中に現代美術に専攻をかえたんです。日本画

博士号として第１号だったのですが、尊敬する現代美術の

先生にお目にかかり、進むべき方向を変えました。

坪田：日本画のバックグラウンドを持ちながら村上作品は

生まれる訳ですね。ものすごい情報量の中から１つの作

品を描く方向性を作られていくには、どんな過程があるの

アーティスト 村 上　 隆 氏

視線とアートの関係 
 －見ること、
　　 　見られること－

インタビュー   Interview

© 2011 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.第116回日本眼科学会総会
イメージビジュアル担当
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か、まったく異なる世界にいると分からないのですが…。

村上：医師も患者の症状を見て、ご自分たちの知識や経験

を関連づけて、それはあらゆる情報量の中から、患者の診

察をされる訳ですよね。

坪田：はい。それが、診断ということになると思います。

村上：私が坪田先生に最初にお目にかかったのは、頭痛な

どの酷い不定愁訴に悩んだ末に、たまたま紹介を受けたの

が最初でした。私の様々な症状をお話すると、ドライアイ

ではないかということで、検査を受け、すぐにドライアイ

だと診断していただき、プラグ治療というのをすぐに受け

ました。帰りには、頭痛があっという間になくなり、肩の痛

みもとれてしまいました。今まで色々な先生に診ていただ

いて、きちんとした診断も治療もなく、痛みに苦しんでい

たので、本当に先生の慧眼というか、鋭さに驚きました。

分野や作業は違いますが、その過程や最後の直感的な部分

というのは、非常に近いのではないかと考えたりします。

坪田：たまたまドライアイが専門でしたので、お役に立て

て嬉しいです。芸術でも、医学でも、色々な分野で膨大な

情報量から、正しい１つのことを取捨選択して伝えると

いうことは、確かに直感的なことが多いと思います。そし

て、その直感を活かすには、膨大な知識や経験が必要にな

るというところは、お互いの世界で共通していますね。今

回、「世界に開かれた日眼」というのが総会のテーマなの

ですが、世界で活躍している村上先生から是非に学びたい

と思います。これから世界へ羽ばたく若手眼科医も多いと

思うのですが、何かメッセージを頂けますか？

村上：世界と一言でいっても、アメリカやヨーロッパ、中

東など様々な文化というものがあるので、テクノロジカル

なプレゼンテーションの改変というのが必要だと考えてい

ます。例えば、私の場合、メディアに出る時の露出の仕

方、話す内容などを少しずつ変えています。それは、その

文化に届けやすい伝え方があると考えているからです。で

も、何よりもやはり、分かりやすさが大切でしょうか。そし

て、知識と経験に基づいた正しい「直感力」を培ってほし

いと考えます。日本で受けるかどうかは別問題として（笑）。 

　 略　歴

 1993年 東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程修了 

 1988年 東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了

 1986年 東京藝術大学美術学部日本画科卒業 

　 プロフィール

1962年、東京生まれ。世界で活躍する現代アーティス

ト。「スーパーフラット」セオリーの発案者としても知ら

れる。パリのルイ・ヴィトンや、ミュージシャンのカニ

エ・ウェスト等とのコラボレーションが話題となる。

2007年～2009年、世界３カ国４ヶ所を巡回する大規模な

回顧展「©MURAKAMI」を開催。他、プンタ・デラ・

ドガーナ（ヴェニス）やテート・モダンでの大規模な企

画展にも参加。2009年のTime紙が選ぶ、世界に影響を

与える100人の１人に選出された。2010年にベルサイユ

宮殿で開催された個展は世界中から注目を集めた。

　 受賞歴

■ 国内
 2003年 第46回FEC賞　特別賞受賞

 2004年 コンパニヨン・デュ・ボージョレー騎士号授与

 2004年 カルチャー部門『タグ・ホイヤー ビジネス・アワ

ード 2004』受賞（ダイヤモンド社）

 2006年 第11回AMDアワード功労賞受賞（Digital 

Contents of The Year'05）

 第56回芸術選奨文部科学大臣新人賞（芸術振

興部門）受賞

 2008年 GQ Men of the Year 2008 受賞

■ 海外

 1994 P.S.1 インターナショナル・スタジオ・プログラ

ム（アジアン・カルチュラル・カウンシル）

 1998年 客員教授（カリフォルニア大学ロサンゼルス校／

School of the Arts and Architecture）

 2005年 文化芸術賞（ニューヨーク／ジャパン・ソサエティー）

 2006年 2006年「ベスト展覧会」受賞（ニューヨーク／AICA）

村上　 隆  Takashi Murakami

-95年

 We asked world-renowned artist Takashi Murakami to 
create a fi tting image to express the theme of the 116th Annual 
Meeting of the Japanese Ophthalmological Society̶“Moving 
Beyond National Boundaries.” The result was the birth of a 
wonderful visual image, a fresh sensation, as only Mr. Murakami 
can create.

 Dr. Kazuo Tsubota, in his capacity as annual meeting 
president, had the unique opportunity of interviewing Mr. 
Murakami. In describing his objectives, the artist comments, “I 
gave this character many eyes as a ploy to move the observer’
s line of vision.” He also remarks that, “Perhaps the common 
denominator between art and medicine is the sharp intuition we 
seem to form through knowledge and experience.” 
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Disasters and Ophthalmology

Lessons learned from the Great East Japan Earthquake
and discussions on ophthalmic actions in the event of future disasters

特集2
Special  Reports 2

 The Great East Japan Earthquake hit on March 11, 
2011, bringing with it a giant tsunami that slammed Japan's 
northeast coast, washed away entire towns and villages in 
seconds, and claimed many casualties. It also triggered a 
major accident at the Fukushima Nuclear Power Plant, cut 
off power, gas, and water, severed roads, and devastated 
major hospitals and clinics in the region. The disaster was 
simply of a scale unparalleled in history

 If a similar earthquake were to hit the Tokyo 
Metropolitan area someday, we would undoubtedly face 
even greater turmoil. With this in mind, the Department 
of Ophthalmology held a round-table discussion in hopes of 
utilizing lessons learned from this disaster to benefi t future 
generations. The discussion covered issues ophthalmologists 
tackled following the earthquake and current measures the 
Keio Ophthalmology Department can adopt to ensure swift 
action when the next disaster occurs.

 Following the disaster, Professor Tsubota's colleague, 
Professor Eduardo C. Alfonso, chairman of Miami University's 
Bascom Palmer Eye Institute, expedited emergency 
export of a Vision Van from the US to facilitate immediate 
ophthalmic care in the disaster zone. Professor Daijiro 
Kurosaka (Iwate Medical University) joined our discussion, 

providing onsite reports from the university hospital which 
anchored medical care in the affected regions. We also 
heard from Drs. Kenya Yuki and Rihito Ui, and from the 
then-subchief of the Ophthalmology Ward, Dr. Yu Ota, all 
dispatched by Keio to provide local medical support. The 
round-table discussion revealed critical experiences gained 
while providing ophthalmic care to disaster victims.

 Reports from the disaster front line indicated that 
most ophthalmic issues involved basic hindrances to daily 
life, such as loss of eyeglasses, contact lenses and eye drops, 
and that extraordinary ailments, such as ocular injury, 
were few. Discussions also emphasized the importance 
of establishing emergency medical care, securing lifeline 
utilities, and resuming regular medical services as early as 
possible. We also learned that Japan needs its own Vision 
Van program, and efforts toward this end are already 
under way.

 We would like to extend our appreciation to Professor 
Alfonso, as well as to Volga-Dnepr Airlines and Toyota 
Motor Corporation for their support in transporting the 
Vision Van, as well as to all those who helped bring the 
Vision Van to Japan as part of the Japan Eye Rescue 
Mission.

東日本大震災を経験して、災害時の眼科医療を考える

「大震災と眼科医療」

2011年３月11日に発生した東日本大震災。広範囲に渡る地震と巨大津波という未曾有の災害を経験し、医療の役割

と今後の対応が課題となっています。

その記憶の新しいうちに風化させることなく将来に繋げていきたいとの思いでこの座談会を開催しました。

Summary
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「それはいいことだ、協力しよう」と言ってくれた。そし

て大型貨物の輸送を行なっているロシアのヴォルガ社を紹

介してくれて、ヴォルガ社のアントノフで運んでくれるこ

とになったのです。

鳥居　Vision Vanは災害時だけに活動するものなのですか？

坪田　普段は僻地医療やエデュケーショナルに使われて

います。先日、マイアミに行ったときにお礼を兼ねてエディ

を尋ねた時に言われた話ですが、ハイチで大きな地震が

あったときにも支援する話になったのだけれど、結局実現

しなかったそう。それで「日本人は凄い。一男から貸して

くれと電話があってOKと言った数日後にはもう飛行機が

そっちに行くと一男から電話があった。本当に日本人は凄

い！」と驚かれました。実際に実現した過程では、たくさ

んの協力があって、たとえば、ものすごい厚さの英語の賃

借契約書を僕の友人の畑中鐵丸先生が担当してくれて、ナ

ンバープレートの取得やら駐車場の確保とかいろんな事務

手続きをメディプロデュース社が引き受けてくれて、往時

はヴォルガ社の飛行機だったけれど、帰りはトヨタ社の支

援により船で帰路に着きました。そのほか、民主党をはじ

め超法規的にプレートを出してもらった国交省や診療室と

して認めてもらった厚生労働省、それから巡回診療に関し

ては、日本眼科学会、日本眼科医会、東北大学の中澤先生

と岩手医科大の黒坂先生、それぞれ医局の皆さん、地域の

先生方、みんなの力で実現しました。本当にたくさんの方

にお世話になり、みんなで実現できたプロジェクトです。

震災の後、原発事故もあって、暗い気持ちになりそうなと

きに、このプロジェクトに取り組むことができたのは本当

に良かったと思います。

鳥居　黒坂先生は実際に現地で2500人あまりの方を診療

されたということですが、実際にどのような疾患が多かっ

たのですか？

黒坂　災害なので怪我をしている人が多いのではないか

鳥居（司会／編集長） 本日は御多忙中お集まり頂き誠に

ありがとうございます。2011年３月11日に発生しました東

日本大震災ですが、地震列島の日本では今後も各地で大

震災が起こる懸念があります。今回の東日本大震災での経

験を後世に生かすため、大震災時にどのような事が眼科医

療として問題となったのか、そして今後の震災時に慶大眼

科が迅速に動くにはどうしたらよいか、という事をこの座

談会で話し合う事ができればと思います。それではまずは

じめに、坪田先生の働きかけにより、アメリカ、ロシア、日本

という国境をまたぐグローバルな眼科医療の支援活動とな

りましたMission Vision Vanについて、坪田先生よりお話

を頂ければと存じます。 

坪田　地震の後、東北の被害の様子をテレビで見て、まっ

さきに思い浮かんだのが、岩手の黒坂先生のこと。すぐに

岩手へ電話をしたら、とにかく大変なことになっていると。

道路は遮断されているし、ガソリンも不足していて動けな

いという状況だった。そこで岩手医大の外科の若林剛先生

の協力も得て、まず慶應の川北哲也先生と２人で点眼薬を

詰めたバッグを持ってなんとか岩手まで行ったのが最初です。

現地の状況を見て、それは言葉を失った。そこで、2005年の

ハリケーン・カトリーナのことを思い出して。あそこで活動

していたVision Vanがあるといいね。そうだ、貸してもらえ

ないかな？と思いたったのです。

鳥居　どのような働きかけをされたのですか？

坪田　まず、どこが所有しているのかと調べたら、ハーバ

ード留学時代に一緒だったエディ（Dr. Eduardo C. Alfonso, 

現マイアミ大学Bascom Palmer Eye Institute教授）のと

ころとわかったので、すぐにエディに電話した。彼は「喜

んで貸すよ！」といってくれて。でも、その後が大変。ア

メリカサイズの巨大なバスをいったい誰がどうやって運ぶ

か！とか、規格外のバスを日本で走らせる許可とか、バス

で診療する許可とか、まあ問題がいろいろあるわけです。

そこで、眼科医で代議士の吉田統彦先生や、以前レーシッ

クを担当させていただいた加藤公一先生に相談して、福

山官房副長官にお会いすることができました。いかにこの

Vision Vanが役に立つのかを説明すると、官房副長官も

被災地の眼科医療支援で
注目されたVision Van

点眼薬、眼鏡、
コンタクトレンズ…
日常診療の継続の重要性

鳥 居 秀 成
慶應義塾大学医学部眼科学教室 助教

司会（編集長）

Hidemasa Torii
Research Associate

Moderator (Editor in chief)

坪 田 一 男
慶應義塾大学医学部眼科学教室 教授

Kazuo Tsubota
Professor and Chairperson
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■ Vision Van（ビジョン・バン）とは？
 Vision Vanは、眼科の診療に必要な機器が搭載され

た眼科診療バスのことです。眼科医療においては、正

確な診断のために様々な検査機器が欠かせません。

そこで、バスに眼科で必要な検査機器や治療に必要

な機材、目薬などを搭載し、医師と検査員が同乗して

診療を行う、いわば移動可能な眼科クリニックです。

　
■ 東日本大震災で立ち上がった
 Mission Vision Van プロジェクト
 2011年３月の東日本大震災では、医療施設も大き

な被害を受け、地域医療がストップしてしまいまし

た。避難生活の長期化が予想される中、被災地域・

鳥居　岩手で診療が通常通りに戻るのにはどのくらいかか

ったのでしょうか？

黒坂　地震後しばらくすると、被災された慢性期疾患の方

がたくさん後方施設に送られる状況になりました。ただ、

後方病院としてどう対応するかは、病院ごとに判断が別れ

るんです。ある施設は、３週間くらい一般診療はせず被災

された患者さんの主に内科的対応のみに特化していまし

た。我々岩手医大は少し被災地から離れていることもあっ

て、３日目くらいから従来通りの診療、白内障の手術など

も開始しました。被災地から少し離れたところでもかかり

つけの病院が一般の患者さんを受け付けないということで

我々のところにいらした患者さんもいました。

鳥居　慶應からいち早く被災地に入られた宇井先生、その

時のお話を聞かせてください。

宇井　私は３月20日、地震から10日目に現地入りしまし

た。すでに超急性期は終わり急性期医療に移り始めてい

ました。対策本部が気仙沼市の市民病院に立ち上がって

いて、各方面からDMAT（Disaster Medical Assistance 

Teamの略。災害派遣医療チーム。）や災害救助の方などが

集まっており、毎朝７時からミーティングが開かれ、今日

はここの会場に慶應チームが行ってくださいとか、振り分

けをされていました。

鳥居　それは眼科としてですか？それとも外科系ドクター

として？

宇井　前もって振り分けはありませんでしたが、避難所に

と最初は思ったの

ですが、実際は一

般的な診療でし

た。今回の震災で

は、地震の崩壊よ

りも津波の被害が

大きく、津波に流

されてお亡くなり

になられた方が多

かった。逃げて無

事だった方は怪我

をしているケース

は比較的少なかっ

た傾向です。です

から、緊急の医療

というよりも一般

診療の長期の提供

が問題となりました。眼科としては、季節的にアレルギー

の人が多かったです。そして今回の震災では、メガネ、メ

ガネケース、コンタクトレンズやそのケア用品、いつも使

っていた点眼薬が流されてしまって、そういったものを求

める声が多かったです。

鳥居　物流がストップして物が不足するなどはなかったの

でしょうか？

黒坂　地震後の経緯としては、最初の数日はわけがわからな

い状況で、停電して、身動きがとれず、その次にガソリンが

なくなってしまいました。今は、どこの病院も院内に物資をあ

まりストックしていません。手術材料も１週間分くらいの在庫

で、欠品があるたびに順次補充されるシステムになっていま

すし、薬剤も１週間から10日のストックしかありません。ガソ

リンがないとモノがこないし、受け取りにもいけません。

黒 坂 大 次 郎
岩手医科大学医学部眼科学講座 教授 「こんな大変な時に目のこと

なんて…」生きたVision Van
のパフォーマンス

被災地に眼科医療を届けよう！ Mission Vision Van

http://www.mediproduce.jp/mvv/index.html

Daijiro Kurosaka
Professor
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避難者の人々に一刻も早く適切な眼科医療を届けた

い。そんな思いから、坪田教授が友人で米国マイア

ミ大学の眼科教授Dr. Eduardo C. AlfonsoにVision 

Vanの提供を依頼し、３か月間のVision Vanによる

被災地での眼科診療が実現しました。

■ 日本にVision Vanを！
 2011年８月、Vision Vanはアメリカへの帰路につ

きました。この経験をもとに今、日本独自のVision 

Vanの整備に向けて準備がすすめられています。災

害時にはいつでも出動できるように。そしていつか

は、他の国への援助ができるように。

は「今日は眼科医がいます」と掲示されていたこともあっ

て、眼科診療をメインに活動しました。

鳥居　スリット（細隙灯顕微鏡）はあったのですか？

宇井　慶應病院

眼科外来のスリ

ットをお借りで

きました。電気

が通っているか

どうかわかりま

せんでしたので

予備のバッテリ

ーも持参しまし

た。

鳥居　実際に診

られた患者さん

の内訳はどうで

したか？

宇井　初日の

午前に受診され

た100人近い受

診者のうち、眼科の受診は３人くらいで、これはおかしいと思

い、午後からその避難所の中を巡回しました。すると30人ほど

が眼に関する訴えをお持ちでした。巡回を重ねるうちに眼科

医がいることが広まり、１日30人ほどが受診されるようにな

りました。ある受診者がおっしゃるには、こんなに大変な

時に目のことなどは言ってはいられないとのことでした。

こういった、我慢されている方を発見してケアしていくこ

とが急性期に求められていることと感じました。

鳥居　宇井先生はスーパーローテート世代で主要な科をま

わられたと思いますが、現地でスーパーローテートの経験

は生きましたか？

宇井　はい。循環器科、外科、精神科などの医師と活動し

ましたが、スーパーローテート研修のおかげで、その医師

達がいま何をしているのかを把握できたので非常に安心で

きました。眼科診療の合間に他科の医師の手伝いをしたの

ですが、褥瘡の管理や、骨折した方の処置や救急搬送な

ど、困ることはありませんでした。

鳥居　結城先生が行かれたのはいつ頃ですか？

結城　４月半ばのゴールデンウィークの前ですね。Vision 

Vanもすでに来ていました。そういう意味ではもうある程

度道筋ができている状態でした。はじめに山田町の公民館

に行きましたが、その公民館の横にVision Vanが停まって

いました。

鳥居　先生が行かれたときは眼科単科としてですか？

結城　はい、眼科単科としてですね。３人で行きまして、

ハンドスリットを主に用いて、疾患もだいぶ通常診療に近

い形に戻っていました。結膜炎とかドライアイとか、やは

り目薬がなくなった方もいました。緑内障の点眼ができな

かった方や、あとは飛蚊症の方で診たら網膜裂孔が見つか

ったケースもありました。早期に通常診療ができる状況を

つくることはすごく大事だと思いました。

鳥居　公民館での診察では、処方したい薬などの在庫は

あったのでしょうか？

結 城 賢 弥
慶應義塾大学医学部大学院生

Kenya Yuki
Graduate student

られた患者さん

の内訳はどうで

したか？

宇井　

午前に受診され

宇 井 理 人
慶應義塾大学医学部眼科学教室
後期研修医

Rihito Ui
Resident
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アメリカでは兵士はレーシックを無料で受けられます。日

本もそうすべきだと被災地から帰ってきて防衛庁長官に提

言書を提出しました。レーシックはヘルメットと同じ位置

づけ、命を守る手段になるし、個人の能力を最大限に発揮

する手段にもなるわけです。震災があってから、特にお子

さんを持ったお母さんがレーシックを希望されるケースが

増えました。お子さんの安全を考えて、レーシックをした

いというわけです。

鳥居　そうですね。私も慶應のレーシック説明会を担当し

ておりますが、震災後は参加者が増え、適応検査に来られ

る方では特に強度近視の方が増えたように思います。強度

近視の屈折矯正手術として有水晶体眼内レンズ治療も今

後必要性が増すと思います。

黒坂　まだ見えるからいいやと思っていた人も、眼鏡やコ

ンタクトレンズの不便さを実感してレーシックに関心を持

ち始めたのですね。老眼も問題です。避難所の掲示板とか

新聞が読めないと情報から取り残されてしまうから非常に

困る。失って初めてわかるということだと思います。

坪田　Vision Vanで女川に行ったとき、１か月ぶりに新聞

が読めたという人がいました。老眼鏡がなくなって作りた

くても眼科も眼鏡店もない、交通手段もないから女川の避

難所にいるしかなかったと。僕たちが行って眼鏡を渡した

ら本当に喜んでいました。

黒坂　今回、屈折矯正関係が一番問題だったといえますね。

鳥居　スーパーローテートの初期研修が終わった後、各専

門科に別れて所属すると、もうその科だけで他の科の研修

はよほどの強い意志が無い限りほとんどしなくなってしま

います。研修システムのそうした問題点を、2007年大阪で

開催された第27回日本医学会総会特別シンポジウムで日本

の研修医代表として、坪田先生に御指導を頂き発表しまし

た。提言した私自身も専門科のみの勉強だけでも四苦八苦

しておりますが、何とか専門科としての眼科のみならず、

せめてACLS（Advanced Cardiovascular Life Supportの

略。二次救命処置。）だけはブラッシュアップしていきたい

との思いで講習会等には適宜参加して勉強しております。ス

ーパーローテート後のその他の科の知識をブラッシュアップ

する研修システムも制度化していくといいと思いますが、そ

のあたりの改正案など、太田先生が考えられている案はござ

いますか？

太田　確かにスーパーローテートでまわった人はACLSの

資格を取っているはずですが、やはり時間が経つと忘れて

しまう人もいると思います。いざという時、医者として救

命医療をきちんとできることは重要です。そういった継続

的な研修のシステムは必要と思います。

結城　薬はVision Vanに装備されていました。患者さん

それぞれ多少の違いがあるものの、系列が同じものがそろ

っていましたので処方はちゃんとできました。そこに関し

ては緑内障学会の方でもホームページに目薬のジェネリッ

クに関してpdfを出していましたので、とても役立ちまし

た。どの薬を使っていましたか？と実際に写真を患者さん

にお見せして「これです」とわかるので、その同じ系列の

薬を処方することができました。

鳥居　４月の時点でそこまで通常診療に戻っていたという

ことですね。

黒坂　我々の方も4月初めの最初のころはハンドスリット

だけでしたが、結城先生がこられた頃にVision Vanの中で

診療できるようになって受け手側の体制が整いました。患

者さんも、最初は水もない、何もない、というところで自

分の目がおかしい、心配だとは言えずに眼科を受診できな

かった方が多かったようなのですが、4月末ころは日頃使

っている薬がなくなり、眼科に行きたいという人が次第に

増えてきている時期でした。さらにVision Vanがテレビの

報道などで皆さんに広く知られるようになったことでも眼

科受診希望者が増えたと思います。6月後半になると、県

でプレハブの仮設の病院が建って稼働しはじめたので、そ

こからはいろいろなサポート態勢ができて、通常の診療が

できるようになりました。６月いっぱいまでは災害援助法

の適用で、７月からは保険診療になりました。もちろん家

を流されたりした被災者の方は別の手続きで診療費が無

償になるなどの対応がされています。 

鳥居　眼外傷の方は実際におりましたか？

黒坂　もちろん、怪我をしてしまった人や網膜剥離を起こ

してしまった方、ブレブ感染の例もありましたが、普段で

もそういうことはあるわけですから、基本的には普通の診

療と変わらないということになります。阪神淡路大震災の

時の報告を見ましたが、比較するとほとんど一緒です。

鳥居　今後、首都圏に直下型地震の可能性も指摘されて

いますが、経験を後に生かすとすると、眼外傷に備えると

いうよりも通常診療体制という方向でしょうか？

坪田　僕達ってメガネやコンタクトレンズを利用している

人が多く、近視とかは病気じゃないと思っているけれど、

メガネがなくなってしまったらどんなに不便かと、今回み

んなすごく感じたと思います。例えば、今ここでメガネが

壊れてコンタクトレンズやそのケア用品の供給が止まっ

たら？メガネはすぐには作れない。清潔な水がない所では

手も洗えないし、コンタクトレンズの装着もできない。今

回、自衛隊でも、コンタクトレンズを取り替えられなかっ

たり、眼鏡が汚れてしまうなど、問題になっていました。

メガネ、コンタクトレンズ
再認識された屈折矯正の
重要性

医師として求められること
その場の状況判断と、
基本は「思い」
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鳥居　最後に、首都圏で大震災が発生した際、慶大眼科

がいち早く動いていくためにはどのようにしていったらよ

いでしょうか？

坪田　まずは慶應の眼科、ホームの外来と病棟がしっか

りと機能することが一番大切なので、これが実は今回僕が

岩手に行ったり、Vision Vanの活動に動けたのは、残って

くれた根岸先生や榛村先生がしっかりホームを守ってくれ

たからです。今回、慶應がチームとして動けたことが非常

に重要だったと思います。もし、東京で災害が起きた場合

は、慶應病院の機能を落とさずに周りをいかに助けられる

か？が課題。今回の経験から、日本独自のVision Vanの必

要性が認識されましたので、僻地医療や企業健診等、平時

にも活用できて、いざという時に稼働できるVision Vanの

整備が求められます。

黒坂　もし首都圏で大地震が起きたら、最初に求められる

のは“医者”です。もしかしたら慶應も被害にあうかもし

れない。その状況の中で、いかに動いていくかということ

が大切ですね。もう一つは、医局員とその家族の安否の把

握も大事です。

太田　今回、東京でも電話がつながらないなど、通信の混

乱がありました。災害地の通信の態勢をしっかりしておく

ことも大事だと思います。

黒坂　一箇所のサーバーがダウンすると、それが復旧す

るまでメールが使えなくなってしまうので、アドレスを複

数にしたり、データを分散させることも必要かもしれませ

ん。この分野の状況は日進月歩なので、たとえば電子カル

テにしてもいろいろと対策は可能でしょう。

太田　薬や水の備蓄、非常用電源、ガソリン

など、災害時を想定して準備が必要と感じま

した。また、震災の時、ちょうど病棟チーフを

担当させて頂いていましたが、率先して現地に

行った宇井先生はもちろん、彼の分の仕事をカ

バーしようと同期の研修医、上の先生方が、と

ても協力をして下さいました。外来・病棟・手

術と、眼科が機能するようそれぞれが助け合

い、できることをするだけでも解決できること

は多く、あの時のことはとても感謝しています。

結城　東京では帰宅難民が街に溢れました

が、患者さんを帰宅させるかとか、安全の確

保なども課題だと思います。

坪田　慶應はロビーを解放して、宿泊の対応をしていた。

そういったマニュアルがあったわけではないけれど、みんな

が自発的にそうした対応をしていたんだよね。医療は目的

がはっきりしているので、きっと決断はしやすいでしょう。

黒坂　慶應の先生方くらいの情熱をもってすれば、それぞ

れのやるべきことを考えて動けると思います。僕は最初は

悩んだんですね、水も何もないところで眼科が行って受け

入れてもらえるのかと。行ったってしょうがないよとも言わ

れましたし。その時、思い切って行って、結果ダメでもいい

じゃないか、と思って動きました。小さな災害であれば組

織で動くことが必要かもしれませんが、あれだけの大震災

みたいなことが起こったら、すべては破壊されていますの

で、それぞれがその場で自分でやれることをやるというこ

とが求められます。独立自尊の精神です。今回、DMATが

行ってあまり活躍できなかった、現場に医者が溢れていて

混乱していたとネガティブにいう人もいます。でも、被災地

に医者が溢れているって、それは誇るべきことです。足ら

ないより余っているほうがいい。情報がまったくない状況

で動くのですから。次に二の足を踏まないでほしいと思い

ます。災害は全部状況が違うわけで、それぞれの思いを形

にしていく。それでいいのではないかと思います。

鳥居　以上をまとめさせて頂きますと、大震災発生時の眼

科医療に関して、眼鏡やコンタクトレンズなどが無い事に

よる日常生活障害、疾患としては震災だからといって特別

なものは少なく日常診療に近い状態の疾患群が多い事、通

常診療には比較的早い段階から戻れる事、等がわかりまし

た。Mission Vision Vanを日本でも持つ事が出来れば災害

時にいち早く眼鏡やコンタクトレンズ処方を含めた日常診

療に近い眼科医療を提供する事ができ、より早期の日常生

活復旧を目指す事ができると思います。また、今度は日本

からMission Vision Vanを世界に向けて提供する事ができ

ればと思いました。本日は御多忙中にお集り頂き誠にあり

がとうございました。将来を見据えたとても有意義な座談

会になったと思います。以上をもちまして座談会を終了と

させて頂きます。

2011年10月９日収録

太 田   　優
慶應義塾大学医学部眼科学教室 助教

Yu Ota
Research Associate
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慶應義塾大学病院眼科では、午前中の一般外来に加えて各疾患を専門とする医師による専門外来を開設しています。

At Keio University Hospital, the outpatient clinic for general ophthalmology is held in the morning,
and subspecialty clinics by specialists in each fi eld are held in the afternoon.

白内障・屈折矯正

緑内障

　白内障外来では、患者様の個々のライフスタイルに合った白

内障術後屈折矯正を重視した治療をおこなっています。乱視矯

正眼内レンズや多焦点眼内レンズなどの高機能眼内レンズも積

極的に使用しています。当科の成績では、多焦点眼内レンズを

使用した方の86.4％は日常生活で眼鏡がまったく必要ないと

回答され、満足度は大変良好です。また、すでに単焦点眼内レ

ンズ（一般的な眼内レンズ）による白内障手術を終えられた方

に向けて、Add-Onレンズによる治療も行っております。

 「原則的に緑内障の進行を許容しない」を診療のポリシーとし

て、厳密な眼圧下降を試みています。従来の治療法にとらわれ

ずに、幅の広い治療法の中から最も適切な方法を選ぶことを心

　屈折矯正外来では、レーシック（LASIK: laser in situ 

keratomileusis）を含むエキシマレーザー屈折矯正手術はも

ちろんのこと、レーシック適応外の方へは有水晶体眼内レンズ

による治療も行なっています。屈折矯正外来はすべて自費診療

であり、健康保険の適用にはなりません。また完全予約制です

ので、受診ご希望の際はご予約をお取りください（直通電話：

03-3353-0149）。

　円錐角膜外来では、コラーゲンクロスリンキングを含む円錐

角膜に対する最新の治療を行なっています。本外来も完全予約

制になっておりますので、受診ご希望の方はまず一般外来を受

診してください。

がけています。トラベクレクトミーに限らず、流出路手術や、濾

過胞の再建にも積極的に取り組んでいます。緑内障の診察で最

も重要なのは、正確な病型の把握にあると考えています。眼圧

上昇、ないしは緑内障性神経症の原因を的確に見極め、最も効

果的で最も負担の少ない治療の選択を徹底しています。

Subspecialty Clinic

白内障外来 水曜午後･木曜午前Cataract Surgery Clinic Wednesday PM / Thursday AM

円錐角膜外来 木曜午後Keratoconus Clinic Thursday PM

屈折矯正外来 水曜午前･第四土曜午前Refractive Surgery Clinic Wednesday AM / Saturday AM

責任医師： 根岸一乃
担当医師： 鳥居秀成
扱う疾患： 白内障、水晶体疾患

責任医師： 根岸一乃
担当医師： 加藤直子
扱う疾患： 円錐角膜

責任医師： 根岸一乃
担当医師： 加藤直子
扱う疾患： 近視、乱視、遠視、白内障術後の屈折異常、
 屈折矯正手術に関するセカンドオピニオン

Chief:  Kazuno Negishi 
Member:  Hidemasa Torii
Specialty:  Cataract and lens diseases

Chief:  Kazuno Negishi 
Member:  Naoko Kato
Specialty:  Keratoconus

Chief:  Kazuno Negishi 
Member:  Naoko Kato
Specialty:  Refractive errors (myopia, astigmatism), 
  Post-surgical refractive errors

患者様のライフスタイルを考慮した白内障手術を行っています。

円錐角膜の屈折矯正からコラーゲンクロスリンキングまで幅広く円錐角膜の治療を行っている外来です。

レーザーや眼内レンズで近視、乱視、遠視の方の視力向上を図ります。

緑内障外来 水曜午後Glaucoma Clinic Wednesday PM

責任医師： 芝 大介
担当医師： 尾関直毅、小野岳志、戸坂果林、
 田辺佐智子、下山 勝
扱う疾患： 各種緑内障

Chief:  Daisuke Shiba
Members:  Naoki Ozeki, Takeshi Ono, Karin Tosaka, 
  Sachiko Tanabe, Masaru Shimoyama
Specialty:  Glaucoma

より早期な緑内障の発見とより分かりやすい説明を心がけています。

専門外来専門外来専門外来専門外来
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網膜・硝子体

眼形成眼窩

抗加齢眼科外来 木曜午前・午後Anti-aging Eye Clinic Thursday AM / PM

メディカルレチナ外来 金曜午後Medical Retina Clinic Friday PM

網膜変性外来 第2・4金曜午後Retinal Dystrophy Clinic Friday PM

責任医師：小沢洋子（網膜硝子体・午前）、
 川北哲也（角膜・午後）
担当医師：加藤直子（角膜・午後）、芝 大介（緑内障・午前）
扱う疾患：加齢黄斑変性（萎縮型）、網膜静脈閉塞症、
 正常眼圧緑内障、翼状片など

Chief:  Yoko Ozawa (AM), Tetsuya Kawakita (PM)
Members:  Naoko Kato (PM), Daisuke Shiba (AM),
Specialty:  Age-related macular degeneration, Normal-tension
  glaucoma, Retinal vein occulusion, Pterygium

加齢に伴う眼疾患と全身の酸化ストレスや、メタボリックシンドロームとの関係に注目して診療を行っています。

責任医師：小沢洋子
担当医師：篠田 肇、永井紀博
扱う疾患：加齢黄斑変性、糖尿病網膜症、
 網膜静脈閉塞症など

Chief:  Yoko Ozawa
Members:  Hajime Shinoda, Norihiro Nagai
Specialty:  Age-related macular degeneration, Diabetic retinopathy,
  Retinal vein occulusion

光線力学療法や血管新生抑制薬などの治療を提供しております。

責任医師：明尾 潔
扱う疾患：網膜色素変性症、黄斑ジストロフィー、 
 コロイデレミアなど

Chief:  Kiyoshi Akeo
Specialty:  Retinitis pigmentosa, Macular dystrophy, 
  Choroideremia

網膜色素変性にはルテインやビタミンAが進行の抑制に効果がある可能性があります。

網膜硝子体外来 月曜午後Vitreoretina Clinic Monday PM

責任医師：篠田 肇
担当医師：小沢洋子、永井紀博、
 内田敦郎、厚東隆志、持丸博史
扱う疾患：網膜剥離、硝子体出血、糖尿病網膜症、
 網膜静脈閉塞症など

Chief:  Hajime Shinoda
Members:  Yoko Ozawa, Norihiro Nagai, Atsuro Uchida,
  Takashi Koto, Hiroshi Mochimaru
Specialty:  Retinal detachment, Vitreous hemorrhage, Diabetic
  retinopathy, Retinal vein occlusion and other retinal
  diseases

緊急性の高い網膜剥離や糖尿病網膜症など、年間600件前後の手術を行っています。

責任医師：出田真二
担当医師：太田 優
扱う疾患：眼瞼疾患、眼窩腫瘍、涙道疾患、
 甲状腺眼症、義眼床手術

Chief:  Shinji Ideta
Member:  Yu Ota
Specialty:  Eyelid diseases, Orbital tumors, Lacrimal system 
  disorders, Grave's ophthalmopathy, Socket plasty

眼形成眼窩外来 木曜午後Oculoplastic and Orbital Surgery Clinic Thursday PM

　網膜硝子体疾患を対象に、手術・レーザ－治療などを行って

います。近年の手術器具の改良に伴い、硝子体手術はほとんど

の症例を25ゲージ硝子体手術で行っており、以前よりさらに

手術侵襲が少なく、視力回復も早くなってきました。また、患

者様の症状、適応に合わせて、手術が必要な患者様のための

　当外来では眼瞼疾患、眼窩腫瘍、眼窩壁骨折、涙道疾患、義

眼床手術など幅広く対応しています。涙道閉塞症においては涙

道内視鏡を使用して、従来の治療よりも安全で成功率の高い治

療を行っています。

網膜硝子体外来のほかに、メディカルレチナ外来、網膜変性外

来、抗加齢眼科外来などとも連携をとりながら、最新の医療も

含めて患者様にベストな治療を提供できるよう努力しておりま

す。加齢黄斑変性症に対しては、抗VEGF症例と光線力学的療

法（PDT）も症例毎に組み合わせ、最適な治療を行います。ま

た、これまで有効な治療法が確立していない疾患に対し新規の

治療法を取り入れ、新しい治療の選択肢を増やすことも積極的

に行っております。

　涙道や眼瞼の小手術はほとんどを日帰り手術で行っています。

　当専門分野は他科との連携が必要な特殊な領域であり、形成

外科、耳鼻咽喉科、脳神経外科、皮膚科、放射線科、血液内科

などの各科と連携をとり、大学病院ならではの幅広い治療を提

供しています。
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角膜・結膜・眼表面

火曜午後

責任医師：榛村重人
担当医師：川北哲也、松本幸裕、市橋慶之、遠藤安希子、
 福井正樹、島﨑 潤、河合正孝、蕉城晃子
扱う疾患：水疱性角膜症、円錐角膜、角膜変性症など

Chief:  Shigeto Shimmura
Members:  Tetsuya Kawakita, Yukihiro Matsumoto, 
  Yoshiyuki Ichihashi, Akiko Endo, Masaki Fukui,
  Jun Shimazaki, , Masataka Kawai, Akiko Kaburagi
Specialty:  Bullous keratopathy, Keratoconus, Corneal dystrophy

角膜外来 Tuesday PM 

アレルギー外来 火曜午後Allergy Clinic Tuesday PM 

ドライアイ外来 火曜午後Dry Eye Clinic Tuesday PM 

ドライアイコンタクト外来 火曜午後Contact Lens Clinic Tuesday PM 

角膜移植、角膜再生医療を必要とする方を診察する専門外来です。

責任医師:  深川和己
扱う疾患:  アトピー性角結膜炎、春季カタル、
 アレルギー性結膜炎、コンタクトによる巨大
 乳頭性結膜炎、アレルギー性眼瞼炎など

Chief:  Kazumi Fukagawa
Specialty:  Atopic keratoconjunctivitis, Vernal 
  keratoconjunctivitis,  
  Allergic conjunctivitis, Contact lens-induced
  giant papilla conjunctivitis, Allergic blepharitis

春季カタルなどの重症アレルギー性結膜炎を中心に診察しています。

責任医師：小川葉子
担当医師：川北哲也、鴨居瑞加、内野美樹、番裕美子、
 谷口紗織
扱う疾患：ドライアイ（シェーグレン症候群、移植片対宿主病
 （GVHD）、スティーブンス・ジョンソン症候群、
 眼類天疱瘡、マイボーム腺機能不全を含む）

Chief:  Yoko Ogawa
Members:  Tetsuya Kawakita, Mizuka Kamoi, Miki Uchino, 
  Yumiko Ban, Saori Yaguchi
Specialty:  Dry eye diseases (Sjögren's syndrome, 
  graft-versus-host diseases, Stevens-Johnson syndrome, 
  Ocular cicatricial pemphigoid, Meibomain gland 
  dysfunction)

ドライアイの病態や背景を把握し、よい治療を目指します。

責任医師：小川旬子
扱う疾患：シェーグレン症候群をはじめとするドライアイ
 関連疾患、アレルギー性結膜炎、角膜移植後や
 円錐角膜など高度角膜乱視、高度近視、老視

眼表面疾患治療とQOL向上のためのコンタクトレンズ処方を行っております。

Cornea Clinic

Chief:  Junko Ogawa
Specialty:  Dry eye diseases, including Sjögren's syndrome,
  allergic conjunctivitis, severe corneal astigmatism
  (post-keratoplasty, keratoconus), high myopia
  and presbyopia

　ドライアイ、角膜変性症や感染症など幅広い眼表面疾患に対

して、最新の診断と治療を提供しています。角膜移植は本年は

169件実施しており、世界最高峰の技術を誇っています。角膜

内皮移植の比率が増えており、水疱性角膜症の患者さんにとっ

ては朗報と言えます。また、幹細胞不全を認める重症疾患に対

して、厚生労働省のヒト幹細胞指針の承認を得た培養上皮シー

トでの移植を行っております。

その他の専門外来

責任医師：大出尚郎
扱う疾患：視神経疾患、一過性黒内障、
 眼球運動障害、心因性視覚障害、
 眼瞼痙攣など

Chief:  Hisao Ode
Specialty:  Optic neuritis, Amaurosis fugax, ocular movement
  disorders, Psychogenic visual disturbances, 
  Blepharospasm and other neuro-
  ophthalmological diseases

視神経疾患から脳の中枢に起因する視覚障害にいたるまで幅広い領域をカバーしております。

神経眼科外来 火曜午後Neuro-ophthalmology Clinic Tuesday PM

責任医師：小沢洋子
担当医師：専門外来担当医師

Chief:  Yoko Ozawa
Specialty:  Subspecialty clinic doctors

完全予約制となっておりますので、必ずご予約をお願いいたします。ご相談ご希望の方は、03-3353-1139へご連絡ください。

セカンドオピニオン外来 月曜午前Second Opinion Clinic Monday AM
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　2011年９月３日（土）・４日（日）に東京ステーションコン

ファレンスにて第47回日本眼光学学会総会（学会テーマ：

学ぶ、開く、そして未来へ）を主催させていただきまし

た。

　プログラムは、招待講演はSusana Marcos教授（CSIC, 

Spain）、特別講演は魚里博教授（北里大）で、そのほか

一般講演38題、７つのシンポジウム、５つの教育セミナー

を企画いたしました。開催日前日よりの台風で一部交通機

関に乱れが生じたにもかかわらず、単独開催としては過去

最多の653名のご参加をいただき、無事盛会に終了するこ

とができました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と深

く感謝申し上げます。

　学会準備ならびに運営にあたりましては、何かと不行

き届きの点も多々あったかと存じますが、何卒ご寛容の

程、お願い申し上げます。

　拝趨の上お礼申し上げるべきところ、略儀ながらアニュ

アルレポート誌面にて御礼申し上げます。

　今後とも引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い

申し上げます。

第47回日本眼光学学会総会 会長 根岸 一乃

第47回日本眼光学学会総会開催報告
The 47th Annual Meeting of the Japanese Society of Ophthalmological Optics

■ 白内障手術
 Lens Surgery

■ 眼形成眼窩手術
 Oculoplastic
 and Orbital Surgery

 網膜硝子体手術
 Vitreo retinal Surgery

■ 硝子体切除術
 Vitrectomy

■ 強膜バックリング術
 Scleral Buckling

■ その他
 Others

■ 緑内障手術
 Glaucoma Surgery

 角結膜手術
 Corneal Surgery

■ 角膜移植術
 Corneal Transplantation

■ その他
 Others

■ 屈折矯正手術
 Refractive Surgery

■ PDT
■ その他
 Others

1,126 1,231
1,395

1,591

430
332

383

553
537 599

72

78

431

400

84 83

185

156

199
87

186

208

123 189

86

105

101

89

124

106

184

100
159

106

11826 12

48

3

56

721
841

688

634304
188 162

276

2005年

2,819件

2006年

2,917件

2007年

3,054件

2008年

3,383件

単位：件

92

2011年外来患者数
The Number of Outpatients in 2011

　初　診   6,165人
 　1st time patients

2011年眼科手術件数
The Number of Surgeries in 2011

　 3,001件　再　来 65,198人
 　Regular patients

1663
マルチ79
トーリック33

614

60

461

92

148

167
150

47

613

236

2009年

3,519件

69

23

1512
マルチ76
トーリック77

434

465

112

125

169
150

35
1

38

615

232

2010年

3,104件

63

1530
マルチ86
トーリック143

424

408

63

119

157
125

15
3

55

526

259

2011年

3,001件

102

外来と手術件数／主催学会報告

他に硝子体
注射744件（ ）



Introduction of Affi liated Training Hospitals
出向病院紹介

常勤医氏名：川島晋一、日高悠葵
非常勤医氏名：小川旬子、高野洋之、尾関直毅
眼科病床数：１床
年間手術件数：236件／年
来 患 者 数：46人／日
学会参加回数（一人当り）：１～２回／年
学会発表件数：１件／年
論文発表数：和文１件／年

　当院は大江戸線赤羽橋駅から徒歩５分にある病院で、隣りに済生
会中央病院があります。
　白内障や網膜硝子体疾患の診療、手術を主体に行っております。
角膜疾患や緑内障に関しては非常勤として専門医に来て頂いてお
り、幅広い分野に対応出来るようにしております。
　2012年２月より、隣接地に建築した新病院での診療が開始する予
定ですので（執筆時点）、より充実したサービスを提供出来るのでは
ないかと考えております。

大 学 附 属 病 院

１ 国際医療福祉大学三田病院

Introduction of Affi liated Training Hospitals
出向病院紹介24

Introduction of Affi liated Training Hospitals

 神奈川県 12 13 14 15
 大学附属病院 ４

 千葉県 
 大学附属病院 ３

 埼玉県 16 17

 東　京　都 ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
 大学附属病院 １ ２

 栃木県 18 19
Tochigi Prefecture

Saitama Prefecture

Kanagawa Prefecture

Tokyo

Chiba Prefecture

出向病院紹介
慶大眼科の出向病院をご紹介いたします。医局員の出向先の総合病院は

慶大眼科の臨床を支えるネットワークであり、患者様の紹介や研修医の教

育など教室としての根幹を成しています。各病院それぞれに特徴を持ち、

得意とする分野を中心に診療にあたっております。

We would like to introduce our affiliated hospitals. The hospitals are the 
network to support our clinical practice, and form an important role in our 
department for the referral of patients and/or residency training. The hospitals 
each feature and provide clinical practice in their main area of specialty.

〒108-8329 東京都港区三田1－4－3　TEL：03-3451-8121
URL：http://mita.iuhw.ac.jp/

（2011年12月現在）

IUHW Mita Hospital
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常勤医氏名：ビッセン宮島弘子、吉野真未、平沢学
非常勤医氏名：井上真、中村邦彦、鈴木高佳
眼科病床数：３～６床　年間手術件数：約1000件／年
来 患 者 数：40～50人／日
学会参加回数（一人当り）：３～５回／年
学会発表件数：３～５件／年
論文発表数：和文２～３件／年：英文２～３件／年

常勤医氏名：島﨑潤、許斐健二、太田優
眼科病床数：25床　年間手術件数：1,854件／※2010年
来 患 者 数：105人／※2010年
学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：３件／年
論文発表数：和文３件／年：英文20件／年

　JR水道橋駅前にあり眼科一般診療を行っていますが、特に白内障・
屈折矯正手術に関して最先端の技術を導入した治療は国内外で高い評
価を得ています。白内障手術では、先進医療の多焦点眼内レンズある
いは乱視矯正が可能なトーリック眼内レンズ挿入例が全体の半数以上
を占めています。屈折矯正手術ではフェムトセカンドレーザーを用いた
LASIKやLRI、有水晶体眼内レンズ挿入と幅広い治療が可能です。こ
れらの手術については、技術を習得するだけではなく臨床評価を国内
外の学会で発表し論文にまとめることを教育の基本としています。そ
の他、網膜硝子体、角膜移植、眼瞼下垂手術も最新技術を取り入れ、
年々症例数が増えています。

　当科は角結膜など前眼部疾患の専門施設として全国に知られます。
角膜移植件数年間250～300件は日本一であり、パーツ移植や培養上皮
シート移植、フェムトセカンドレーザーでの角膜手術や人工角膜手術な
ど新しい技術を次々に取り入れています。全国から「角膜フェロー」
を受け入れ、アカデミックで風通しのいい医局運営を行っています。
併設の角膜センター・アイバンクでは、３人のコーディネーターを中心
としたドナー角膜の確保と斡旋の他、角膜再生やドライアイの基礎研
究も行っております。３年前から網膜硝子体を専門とする順天堂浦安
病院とのexchanging programを始め、東京歯科大水道橋病院との連
携も緊密に行って広範囲の研修ができるように整備が進んでいます。

大 学 附 属 病 院

大 学 附 属 病 院

常勤医氏名：藤島浩、小坂晃一、御子柴徹郎
非常勤医氏名：後藤英樹、山本祐介
眼科病床数：10床　年間手術件数：387件／年
来 患 者 数：50人／日
学会参加回数（一人当り）：２～３回／年
学会発表件数（全体）：８件／年
論文発表数：和文１件／年：英文２件／年

　平成23年４月より藤島先生が教授として赴任され、後藤先生が臨
床教授として外来や手術に当っております。また自治医大より佐々
木誠先生が新しい眼科のメンバーとして研修をしています。前眼部
疾患の患者様が多いのが特徴ですが、最近は涙道疾患の患者様も多
く紹介受診されており、角膜移植術をはじめとした前眼部手術だけ
でなく涙道内視鏡を使った涙道疾患の手術も行っています。白内障
に関しては遠近両用の人工水晶体挿入術も行うようになりました。
また研究では藤島先生、御子柴先生、佐々木先生がアレルギー疾患の
研究、ドライアイや老視の研究を後藤先生、小坂先生が行っておりま
す。これらの疾患に興味のある先生はいつでも見学にきてください。

大 学 附 属 病 院

２ 東京歯科大学水道橋病院

３ 東京歯科大学市川総合病院

４ 鶴見大学歯学部附属病院

〒101-0061 東京都千代田区三崎町2－9－18　TEL：03-3262-3421
URL：http://www.tdc.ac.jp/hospital/sh/

〒272-8513 千葉県市川市菅野5－11－13　TEL：047-322-0151
URL：http://www.tdc-eye.com/

〒230-8501 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2－1－3　TEL：045-581-1001
URL：http://www.tsurumi-univ-dental-hospital.jp/

Tokyo Dental College Suidobashi Hospital

Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital

Tsurumi University Dental Hospital

Introduction of Affi liated Training Hospitals
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東 京 都

東 京 都

５ 永寿総合病院

６ 北里研究所病院

常勤医氏名：医長／野田徹、医員／秋山邦彦、渡辺健
　　　　　　重安千花　他１名、後期研修医／山崎梨沙　他７名
非常勤医氏名：林康司、望月弘嗣、細田ひろみ 他３名
臨床研究センター（常勤医氏名）：視覚研究部長／山田昌和、視覚生理学研究室長／角田和繁
眼科病床数：14床　年間手術件数：1783件／年
来患者数：150人／日　学会参加回数（一人当り）：２～５回／年
学会発表件数（全体）：65件／年
論文発表数：和文15件／年：英文17件／年

　東京医療センターは、全国の国立病院機構病院の中でも特に感覚器疾患
に関する高度専門医療施設に位置付けられており、感覚器分野の診療と臨
床研究には特に力を注いでいます。診療部門では、白内障、緑内障、網膜
硝子体手術、角膜移植手術からエキシマレーザー屈折矯正手術、ロービジョ
ンクリニックまで、専門性の高い診療を行っています。また、付属の臨床研究
センター（感覚器センター）との連携により、一般臨床研究から遺伝子解析
まで、総合的な視覚研究を行っています。眼科臨床研修は、独自の３年（～
５年）の後期臨床研修プログラムにより、眼科臨床医の育成に努めています
（http://www.ntmc.go.jp/sinryo/ka/17gan/ganka_resident/index.html）。

東 京 都

７ 国立病院機構 東京医療センター

Introduction of Affi liated Training Hospitals
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常勤医氏名：三木恵美子、松田智子、井山千草
非常勤医氏名：秋谷忍
眼科病床数：８床　年間手術件数：560件／年
来 患 者 数：46人／日
学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：１件／年
論文発表数：和文１件／年

　台東区の基幹病院である当院には上野、浅草など下町の患者様が
いらっしゃいます。高齢者が多いので手術は白内障、眼瞼下垂など
が多く、その他には斜視、緑内障などを行います。特殊外来として
大学からお手伝いをいただいて網膜硝子体外来（手術）を行ってお
ります。
　常勤の視能訓練士が３名、看護師が３名おり丁寧な検査、対応を
心がけております。

〒110-0015 東京都台東区東上野2－23－16　TEL：03-3833-8381
URL：http://www.eijuhp.com/

Eiju General Hospital

常勤医氏名：安藤靖恭、小川旬子、高野洋之、鈴木亜鶴
非常勤医氏名：村木康秀、川島晋一、寺尾健一
眼科病床数：３床　年間手術件数：380件／年
来 患 者 数：74人／日
学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：８件／年
論文発表数：和文６件／年：英文４件／年

　当院は、平成20年に北里大学と統合され、学校法人北里研究所 北
里大学 北里研究所病院となり、色々な交流が行われるようになって
います。港区白金にあります中規模病院で、眼科一般について幅広
く診療をおこなっております。特に、ぶどう膜炎、コンタクトレン
ズ・ドライアイ、網膜疾患、角膜・眼アレルギー、白内障について
は専門外来を開設し、専門的な診断、治療を行っております。常勤
医師４名、非常勤医師３名体制で、それぞれ専門分野を持ち、幅広
い疾患に対応できる体制を築いております。

〒108-8642 東京都港区白金5－9－1　TEL：03-3444-6161
URL：http://www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/

Kitasato Institute Hospital

〒152-8902 東京都目黒区東が丘2－5－1　TEL：03-3411-0111
URL：http://www.ntmc.go.jp/

National Hospital Organization Tokyo Medical Center
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常勤医氏名：野村昌弘、西山隆恒、小木曽光洋、西村麻理子
眼科病床数：11床
年間手術件数：560件／年
来 患 者 数：65人／日
学会参加回数（一人当り）：１～２回／年
学会発表件数：１件／年

　白内障を中心に、網膜硝子体、緑内障手術も幅広く施行しており
ます。現在、病院は新棟建設に向けて、がんばっています。

〒190-8531 東京都立川市錦町4－2－22　TEL：042-523-3131
URL：http://www.tachikawa-hosp.gr.jp/

Kyosai Tachikawa Hospital

常勤医氏名：内野裕一
非常勤医氏名：根岸一乃、小沢洋子
眼科病床数：３床　年間手術件数：80件／年
来 患 者 数：25人／日
学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：３件／年
論文発表数：英文２件／年

　2011年３月の福島原発事故以降、病院事務方の賠償部門への転
出と看護師の離職が相次ぎ、本体である会社自体も当然ながら厳し
いリストラが実施されています。東電病院としては、福島県内や福
島原発への医師・看護師などによる現地医療支援を実施したことが
国の第三者委員会から評価された結果、何とか存続することができ
ております。原発復旧と損害賠償に追われる社員とその家族のため
に、できる限り通常通りの診療を継続していきたいと考えておりま
す。

〒160-0016 東京都新宿区信濃町9－2 　TEL：03-3341-7121

TEPCO Hospital

常勤医氏名：緒方雅郎、伏屋美紀、小森景子、藤武淳一
非常勤医氏名：藤島浩、川上陽子、太田優
眼科病床数：13床
年間手術件数：500件／年
来 患 者 数：60～130人／日
学会参加回数（一人当り）：１～３回／年
学会発表件数：０～３件／年

　当院には日本でも有数の糖尿病内科があり、その関係で眼科患者
の8割は糖尿病を合併しており、白内障、糖尿病網膜症などの網膜疾
患、緑内障の治療を中心に診療を行っています。2011年末からは、
あらたな手術装置（アルコン、コンステレーションおよびワイドビュー
システム）を導入し、ハード面も充実しています。
　質の高い診療および手術治療を提供するという“臨床”、「良い臨
床家を育てる」をモットーとする“教育”を二本柱として、日々の
仕事をおこなっています。

〒108-0073 東京都港区三田1－4－17　TEL：03-3451-8211
URL：http://www.saichu.jp/overview/

Saiseikai Central Hospital

８ 国家公務員共済組合連合会 立川病院

９ 東京電力病院

10 東京都済生会中央病院
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常勤医氏名：中島剛、野崎なおみ、富田洋平
 　　　産休・育休：鈴木正子、大場恵美
眼科病床数：８床
年間手術件数：620件／年
来 患 者 数：72人／日　学会参加回数（一人当り）：２回／年
学会発表件数：１件／年
論文発表数：英文２件／年

　当院は733床を有する川崎市南部の基幹病院です。出向病院として
の当院眼科の特徴は疾患に特化せず市中病院としての一般的な疾患
を経験できます。病院が器械整備に積極的で今年度は眼科電子カル
テ（NAVIS）が入りました。

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通12－１　TEL：044-233-5521
URL：http://www.city.kawasaki.jp/83byoin/kawasaki/

Kawasaki Municipal Institution Kawasaki Hospital

常勤医氏名：番裕美子、緒方正虎
非常勤医氏名：仁井誠治
眼科病床数：５床　年間手術件数：240件／年
来 患 者 数：40人／日
学会参加回数（一人当り）：２回／年
学会発表件数：２件／年
論文発表数：和文１件／年：英文１件／年

　日野市立病院は東京の西部に位置し、最寄りの駅は中央線の豊田
駅です。中央特快を利用すれば新宿から豊田駅まで約35分で到着し
ます。受診される方は、近隣のご高齢の患者様が多いです。近隣の
開業医の先生からの紹介も多く、年１回近隣の先生方との地域連携
の会があります。角膜移植術は行っていませんが、角結膜疾患・ド
ライアイを得意としています。ドライアイに対し、血清点眼、涙点
プラグ、涙点縫合術を行っています。手術は主に白内障を行ってい
ます。

〒191-0062 東京都日野市多摩平4－3－1 　TEL：042-581-2677
URL：http://hospital.city.hino.tokyo.jp/

Hino Municipal Hospital
11 日野市立病院

12 川崎市立川崎病院

13 けいゆう病院
常勤医氏名：川村真理、鈴木浩太郎、川村亮介、細田進悟、
　　　　　　　廣越亜希子
非常勤医氏名：谷野富彦、秦　誠一郎、中村泰久
眼科病床数：19床　年間手術件数：1500件／年
来 患 者 数：130～170人／日　学会発表件数：２件／年

　５人の常勤医師がそれぞれ外来の専用診察ブースを使用して、多
くの外来患者さんを診て、沢山の手術をこなしております。緑内障
と眼窩の専門外来も頑張っています。
　特に力を入れている硝子体手術は年間300件を超えます。全例25G
でwide vewing system（Resight）を使用して行っています。この原
稿がアニュアルレポートに載る頃には硝子体機械Constillationも導入
されているものと思います。
　きちんとした診察と説明を受けて設備の整った施設で治療を受け
たい患者さんにとって、また良い環境の中で最新の機器を使用して
の手術や診療を学びたい先生にとって、けいゆう病院は最適の病院
だと思います。

〒220-8521 神奈川県横浜市西区みなとみらい3－7－3　TEL：045-221-8181
URL：http://www.keiyu-hospital.com

Keiyu Hospital
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常勤医氏名：小玉麻子
非常勤医氏名：清水努
眼科病床数：混合病棟のため定数無し
年間手術件数：144件／年
来 患 者 数：40～60人／日
学会参加回数（一人当り）：１～２回／年
学会発表件数：１件／年　論文発表数：英文１件／年

常勤医氏名：宮田博、原田由美子
眼科病床数：６床
年間手術件数：673件／年
来 患 者 数：80人／日
学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：３件／年

　鉄鋼会社の日本鋼管が1937年に川崎市初の総合病院として創設、
現在は日本鋼管とは独立して運営されています。創立当初より“地
域社会への貢献”を基本理念に、地元に根ざした医療を行う病院で
す。糖尿病の患者が多く、眼科でも糖尿病網膜症の患者さんに蛍光
眼底撮影検査や網膜光凝固術の治療を積極的に行っています。また
斜視の患者が多く視能訓練士と一緒にfollowしています。ドライアイ
にはプラグや自己血清点眼の治療を行っています。日々の診療では
患者さんに丁寧に説明するように心がけ、微力ですがこの地の眼科
医療に貢献できるようスタッフ一同頑張っています。

　緑内障と白内障手術を主体に、毎年600件以上の手術を行っていま
す。22年度の緑内障手術件数は52件でした。ほかに、緑内障発作10
件にその日のうちに白内障手術を行っています。最近、緑内障術後
の濾過胞からの漏出が増加して、昨年度は５件、結膜移植して漏れ
をとめています。昨年になってようやくOCTが導入され、網膜疾患
の診断や緑内障の管理に活用しています。硝子体手術器械がないた
め、網膜疾患や角膜疾患の治療には、近隣の病院や、大学にお世話
になっておりますが、今後ともよろしくお願い申し上げま

〒210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通1－2－1　TEL：044-333-5591
URL：http://www.koukankai.or.jp/

〒240-8555 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町56　TEL：045-331-1961
URL：http://www.city.yokohama.jp/me/byouin/s-byouin/

Nippon Kokan Hospital

Yokohama Municipal Citizens Hospital

常勤医氏名：中島秀登、寺内直毅、白畑麗子、勝村宇博、手島ひとみ
非常勤医氏名：戸坂果林
眼科病床数：10床　年間手術件数：852件／年
来 患 者 数：100人／日　学会参加回数（一人当り）：2.5回／年
学会発表件数：２件／年 論文発表数：和文１件／年

　当院は社会保険病院、厚生年金病院、船員保険病院から成る全国
社会保険協会連合会に属し、JR京浜東北線北浦和駅から徒歩３分の
恵まれた立地で、かつての「埼玉中央病院」の呼称が示す通りさい
たま市の医療の中核を担う施設です。平成23年８月から病院の建て
替え工事が着工し、その第一段階としてまず敷地内に別に建設され
た仮設棟に外来施設が移動し診療環境が一新しました。新病院は平
成28年春完成予定です。
　眼科一般について幅広く診療を行っておりますが、手術は主に白
内障、緑内障、前眼部、眼瞼、網膜硝子体手術等に対応しておりま
す。本年より炭酸ガスレーザーを導入し、外眼部手術の治療の幅も
広がりました。

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和4－9－3　TEL：048-832-4951
URL：http://www1.biz.biglobe.ne.jp/̃saitahp/ 

Saitama Social Insurance Hospital

14 日本鋼管病院

15 横浜市立市民病院

16 埼玉社会保険病院
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常勤医氏名：奥村良彦、窪野裕久、加藤浩士
年間手術件数：600件／年
来 患 者 数：60人／日
学会参加回数（一人当り）：１～２回／年
学会発表件数：１件／年
論文発表数：和文１件／年

常勤医氏名：綾木雅彦、稲福沙織、村松昌弘
非常勤医氏名：高山東洋、熊谷謙次郎、三木恵美子
眼科病床数：３床　年間手術件数：480件／年
来 患 者 数：50人／日　学会参加回数（一人当り）：３回／年
学会発表件数：６件／年
論文発表数：和文２件／年：英文５件／年

　2011年７月にかねてから建設中であった新病院が開院しました。
新病院は555床の病室がすべて個室に生まれかわり、より快適な入院
生活がおくれるようになりました。同時に電子カルテも導入され、
眼科データの整理がより簡便になりました。手術に関しては白内障
手術が大半をしめておりますが、外眼部手術や加齢黄斑変性症に対
し、ルセンティスの硝子体注射もおこなっております。当院では対
応できない疾患、難症例においては慶應義塾大学病院、近隣の大学
病院、関連病院にご指導いただいております。現在、若手眼科医３
人で奮闘中ですが皆で協力しつつ、今後も地域の医療に貢献できる
よう努力していきたいと思います。

　2010年１月に病院が新築され、ハード面が非常に整った350床の病
院に生まれ変わりました。政策医療を地域で実行する施設という基
本方針のもと、患者はもとより医師や職員を大切にしている病院で
す。眼科も地域の中核病院として機能し、手術患者の紹介、入院、
手術、逆紹介という業務サイクルが多いです。常勤は３名で、４名
の非常勤の先生においでいただいています。2010年は英文論文など
の学術活動の貢献度が病院全部門合計の約半分を占め、国立病院機
構内での当院のランキングが急上昇し、眼科がにわかに注目を集め
ています。手術は白内障前眼部中心ですが、北大からいらした村松
先生が網膜硝子体疾患の診療と教育を強化してくれています。

〒326-0808 栃木県足利市五十部284-1　TEL：0284-21-0121
URL：http://www.ashikaga.jrc.or.jp/

〒351-0102 埼玉県和光市諏訪2－1　TEL：048-462-1101
URL：http://www.hosp.go.jp/̃saitamhp/

Ashikaga Red Cross Hospital

National Hospital Organization Saitama Hospital

常勤医氏名：有澤武士、岡本知大
眼科病床数：６床
年間手術件数：433件／年
来 患 者 数：60人／日
学会参加回数（一人当り）：７回／年

　写真の真ん中に写っているナースは、眼科外来に20年も勤務さ
れている櫻井さんです。歴代の先生方の武勇伝などの昔話をして
いただいたり、おにぎりを握っていただいたりとお世話になってい
ます。数年後に退職されることが、残念です。当院は２人体制です
が、足利赤十字病院と車で30分の距離にあり、症例の情報交換（飲
み会）を行っていますので、５人体制のような感じです。空気も食
べ物もおいしく、毎日がハッピーです。

〒327-8511 栃木県佐野市堀米町1728　TEL：0283-22-5222
URL：http://jasanoko.or.jp/

Sanokousei General Hospital

17 独立行政法人 国立病院機構 埼玉病院

18 足利赤十字病院

19 佐野厚生総合病院
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同窓会員・医局員の活躍する総合病院（2011年12月現在）

出向病院以外にも慶大眼科の同窓生・医局員が活躍する病院は数多くあります。日本で最初のアイセンターとしての歴史を誇
る杏林大学、旧帝国大学の一つである北海道大学、東北の雄・岩手医大などに眼科教授を輩出し、慶大眼科と関連の深い施設
がどんどん増えています。これらの施設ともますます連携・交流を深め慶大眼科全体として飛躍したいと考えております。

＊ 帝京大学付属病院の溝田淳先生、根本裕次先生、帝京大学附属溝口病院の石田政弘先生、東邦大学医療センター大橋病院の富田剛司先生、竹内忍先生、順天堂大学
　 医学部付属浦安病院の田中稔先生は学外ですが、以前より医局員・同窓会員が大変お世話になっておりますので、許可を頂いた上で掲載させて頂きました。

杏林大学医学部付属病院 杏林アイセンター（http://www.eye-center.org/index.html）
 〒181-8611　東京都三鷹市新川6-20-2 TEL : 0422-47-5511 FAX : 0422-46-9309

 STAFF：藤原隆明（名誉教授）、平形明人（主任教授）、永本敏之（教授）、井上　真（准教授）、
  気賀澤一輝、富田　香、島﨑　潤、忍足和浩（非常勤講師）他4名（関連病院部長など）

1970年設立、1999年に日本で最初のアイセンターとして稼働、故樋田哲夫教授の精神で、網膜硝子体手術（年間1,100件）、加齢
黄斑変性、特殊な白内障、眼炎症などの治療実績は全国トップクラスです。

北海道大学病院（http://eye.med.hokudai.ac.jp/）
 〒060-8638　北海道札幌市北区北15条西7丁目 TEL : 011-706-5943 FAX : 011-706-5948

 STAFF：石田　晋（教授）、野田航介（講師）、野田実香（助教）、 ほか約30名

北海道全域にわたる地域医療の中核という役割を担いつつ、世界に向けて最新の学術情報を発信していきたいと思います。

岩手医科大学附属病院（http://www.iwate-med.ac.jp/）
 〒020-8505　岩手県盛岡市内丸19-1 TEL : 019-651-5111 FAX : 019-325-7382

 STAFF：黒坂大次郎（教授）、橋爪公平、ほか約40名

自由闊達を目標に頑張っています。

キッコーマン総合病院（http://hospital.kikkoman.co.jp/shinryo/shinryoka/ganka/index.html）
 〒278-0005　千葉県野田市宮崎100 TEL : 04-7123-5911 FAX : 04-7123-5920

 STAFF：尾羽澤実（部長）

帝京大学医学部付属病院（http://www.teikyo-u.ac.jp/hospital/）
 〒173-8606　東京都板橋区加賀2-11-1 TEL : 03-3964-1211 FAX : 03-3964-1402

 STAFF：溝田　淳（教授）＊、根本裕次（准教授）＊、篠田　啓（准教授）、里深信吾（講師）

眼瞼、涙器、斜視、腫瘍等の外眼チーム、水晶体緑内障網膜硝子体の内眼チーム、そして視覚生理チームが仲良く臨床教育
研究をやっています。帝京VRチームでは4人の強力なサージャンと合わせてVRサージャンは7人となりました。Medicalに
興味のあるメンバーも増え、経験や知識を共有しながら楽しくやっています。さらに、大学や施設を超えて楽しく交流し
発展したいと思います。

帝京大学医学部附属溝口病院（http://teikyo-mizonokuchi.jp/index.html）
 〒213-8507　神奈川県川崎市高津区溝口3-8-3 TEL : 044-844-3333 FAX : 044-844-3201

 STAFF：石田政弘（教授）＊、今村　裕（講師）

前任の河野眞一郎教授（京大卒）の網膜外科手術の伝統を継ぎまして、当院では網膜硝子体手術に力をいれています。
さらに高解像度光干渉断層と自発蛍光撮影装置を備え、加齢黄斑変性やその類縁疾患の画像診断のレベルもあげてゆきたいと
考えてます。このほか小児眼科・斜視弱視部門も設置し、板橋の付属病院と緊密な連携をとりながら診療にあたっています。

東邦大学医療センター大橋病院（http://www.ohashi.med.toho-u.ac.jp/）
 〒153-8515　東京都目黒区大橋2-17-6 TEL : 03-3468-1251 FAX : 03-3468-2926

 STAFF：富田剛司＊（教授）、竹内忍＊（客員教授）、矢部比呂夫（准教授）、ほか30名

白内障、網膜剥離など基本的な手術は勿論ですが、眼瞼下垂に対する新たなミューラー筋短縮術を中心とした手術ラインナップ、
皮切しない経鼻的涙囊鼻腔吻合術を中心とした涙器疾患治療法の確立を目指していますのでご紹介のほど宜しくお願いします。

東邦大学医療センター大森病院（http://www.toho-omori.gr.jp/）
 〒143-8541　東京都大田区大森西6-11-1 TEL : 03-3762-4151 FAX : 03-3298-0030

 STAFF：河本道次（名誉教授）、松橋正和（教授）、ほか30名

順天堂大学医学部附属浦安病院（http://www.urayasu-juntendo.gr.jp/）
 〒279-0021　千葉県浦安市富岡2-1-1 TEL : 047-353-3111 FAX : 047-355-5949

 STAFF：田中稔（教授）（今年3月末に退職）＊、木村至（准教授）、ほか31名

田中教授が退職され現在浦安病院の教授不在ですが、本院の村上晶教授の御指導をいただきながら臨床、教育、研究を続け
ています。網膜硝子体疾患の手術件数が多いことで知られ、増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術件数は5年連続日本一を
達成しています。緑内障を専門とする木村（同窓会員）も着任3年目となり、緑内障診療も充実してきています。

三鷹病院（http://www.mitakabyoin.or.jp/）
 〒181-0013　東京都三鷹市下連雀5-1-12 TEL : 0422-47-6101 FAX : 0422-42-7463

 STAFF：別院泰樹（部長）

一般眼科および神経眼科を中心に診察しています。



 １ iPS細胞
　Induced pluripotent stem cells（iPS）は京都大学の山

中伸弥らが世界で初めて報告した話題の万能幹細胞です。

CCBグループでは外胚葉系細胞としての角膜上皮細胞、そ

して、神経堤由来細胞である実質細胞と角膜内皮細胞への

分化誘導を研究しています。今年はマウスiPS細胞から上

皮幹細胞を誘導し、重層化上皮シートの作成とマウスを用

いた移植実験に成功して、論文で報告しました（図1,2）。

また、神経堤細胞の誘導にも成功し、さらには角膜内皮細

胞に類似した細胞を誘導することに成功しました。また、

文部科学省再生医療実現化プロジェクト、「再生医療の

実現化ハイウェイ」事業に採択されました。今後はさらに

iPSを用いた再生医療に力を入れて行きたいと思います。

研究報告
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 2 Corneal epithelial cells
  This year, we published several papers related to 
the homeostasis of the corneal epithelium. 
  Although corneal epithelial stem cells are located 
in the limbal area of the cornea, we found that central 
corneal cells also have the capacity to maintain the 
epithelium for over 1 month (Kawakita et al. 2011). We 
also found that clusterin, one of the most abundant 
proteins expressed by the corneal epithelium, plays a 

角膜細胞生物学グループ

Laboratory of Corneal Cell Biology (CCB Lab)

 2 角膜上皮細胞
　角膜上皮を維持する角膜上皮幹細胞は角膜周辺部の輪

部に存在することが知られていますが、家兎を使った実

験で角膜中央部に存在する角膜上皮細胞だけでも１ヶ月

 グループの理念と目標

　角膜と涙腺を研究対象としながら普遍的な生命現象を

発見することがCCBグループの理念であり、眼科領域にと

どまらず、その垣根を越えた研究を目指しています。角膜

は血管がなく、無色透明な組織であるという、他の組織に

はない魅力的な特徴もあり、生体内現象の観察系として優

れています。

 The CCB group is devoted to research in the fi eld 
of the ocular surface and lacrimal gland pathobiology. 
Through our studies, we hope to elucidate not only 
the physiology of ocular surface cells, but to discover 
new insights into medicine in general. The cornea is a 
transparent, avascular tissue that is ideal to observe 
cellular function in vivo. It is an ideal tissue to study stem 
cell biology, infl ammation and immunology. We hope that 
our research will lead to new therapies, and this year we 
have started a clinical study of cultivated epithelial sheet 
transplantation based on our protocol that was approved 
by the Ministry of Health, Labour and Welfare.

 1 Induced pluripotent stem cells (iPS cells)

  We hope to induce cornea cells from iPS cells for 
therapy of corneal disease using autologous cells. We 
succeeded in engineering a fully stratifi ed epithelial sheet 
from murine iPS cells (Figures 1, 2).We also succeeded 
in inducing neural crest cells from iPS cells, and plan 
to further differentiate these cells into keratocytes and 
corneal endothelial cells.
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以上にわたって上皮の維持ができることがわかりました

（Kawakita et al. 2011）。また、角膜上皮細胞の増殖と創

傷治癒にクラスタリンというタンパクが働いていることも

発見しました（Okada et al. 2011）。角膜上皮細胞が多くの

クラスタリンを発現していることは知られていましたが、

その機能についてはあまり分かっていませんでした。今後

も引き続き、角膜上皮幹細胞と上皮の恒常性維持メカニズ

ムについての研究を続けたいと考えています。

role in epithelial cell proliferation (Okada et al. 2011). We 
hope to further elucidate mechanisms involved in the 
maintenance of the corneal epithelium. 

 3 Corneal stroma and endothelium

  We have succeeded in isolating stem cells from 
human corneal stroma (COPs), although proliferative 
capacity is still limited. We also succeeded in inducing 
corneal endothelium-like cells from murine COPs. We 
hope that this technique can be used to engineer human 
corneal endothelial cells for the treatment of bullous 
keratopathy.

 4 The ocular surface and infl ammation

  Ocular surface cells undergo a phenomenon 
known as epithelial-mesenchymal transition (EMT) 
during disease that causes chronic inflammation 
such as pterygium and graft-vs-host disease. This 
year we also reported the role of oxidative stress in 
neovascularization following infl ammation of the cornea 
(Kubota et al. 2011). Antioxidant therapy may be a new 
strategy in the treatment of ocular surface disease. 

 5 Lacrimal gland regeneration

  We are also involved in research on the regeneration 
of the lacrimal gland since tears are a vital component of 
the ocular surface. This year, we reported how telomere 
length is decreased in lacrimal gland epithelial cells from 
patients with inflammatory disease such as Sjogren's 
syndrome. We hope to identify stem cells in the lacrimal 
gland for use in regenerative medicine.

 3 角膜実質・内皮細胞
　マウス角膜実質細胞Cornea-derived Progenitors（COPs）

と類似した幹細胞をヒト角膜から分離できるようになりま

したが、増殖能をさらに増やす方法について検討を続けて

います。COPsは脂肪細胞などの間葉系細胞、神経系細胞

へ分化しうる多分化能をもつ幹細胞であり、かつ十代以上

継代してからでも角膜実質細胞（keratocyte）へ分化する

ことも可能です。また、マウスCOPsから角膜内皮細胞を

誘導することにも成功し、現在論文の投稿準備中です。角

膜内皮細胞が誘導できれば、角膜移植の対象となる水疱

性角膜症を自分の細胞を使って再生できることも可能にな

るかもしれません。

 4 眼表面と炎症
　眼表面の炎症性・瘢痕性疾患の病態における上皮間葉

系移行（EMT）の役割を研究しています。具体的には翼

状片や、移植片宿主病（GVHD）、スティーブンスジョン

ソン症候群を対象に、瘢痕形成に上皮細胞の異常分化が

関与する仕組みを調べています。また、炎症による病的な

血管新生に酸化ストレスが関与していることを見いだしま

した（Kubota et al. 2011）。抗酸化療法によって血管新生

を抑制できる可能性があり、今後は新たな治療法に結びつ

くことを期待しています。

 ５ 涙腺再生
　涙腺組織の再生技術開発は難治性重症ドライアイを救

うためにも重要なテーマであると考え、涙腺再生に関する

研究をしています。本年度は、シェーグレン症候群のよう

な炎症性疾患では涙腺上皮細胞のテロメアが短縮してい

ることを報告しました（Kawashima et al. 2011）。今後は

さらに、涙腺上皮の幹細胞を同定して再生医療に持って行

きたいと考えています。

図１．マウスiPS細胞由来上皮シート
マウスiPS細胞より重層化上皮シートを形成する、上皮幹細胞の分離に成功。
上皮シートはKeratin 14, involucrin, E Cadherin, ZO-1などの重層化上皮マーカー
を発現する。

Figure 1 : Mouse iPS-derived epithelial cell sheet
We successfully induced epithelial progenitor cells from mouse iPS cells 
that have the ability to form a stratifi ed sheet that expresses the epithelial 
markers Keratin 14, involucrin, E Cadherin and ZO-1.

図２．マウス角膜上で増殖する上皮細胞
蛍光タンパク（EGFP）を発現する上皮幹細胞から、角膜全体に上皮が形成される
過程を示した写真。

Figure 2 : Proliferation of transplanted epithelial cells on the mouse cornea
Fluorescent EGFP expressing-epithelial stem cells were transplanted to 
the mouse cornea, which expanded to form a full epithelial sheet shown in 
green.
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網膜細胞生物学グループ

Laboratory of Retinal Cell Biology (RCB Lab)

 グループの理念と目標

　重篤な視覚障害を来す疾患には、糖尿病網膜症・加齢

黄斑変性・網膜色素変性症・緑内障があり、これらは先進

国の主要な失明原因です。いずれも徐々に進行し、光情報

を受け取る網膜神経組織に不可逆変化を引き起こすことが

知られています。糖尿病網膜症や加齢黄斑変性の本態は、

網膜や脈絡膜の血管新生であり、最近、新しい治療法が普

及しました。しかし、病的血管が鎮静化するまでに生じた

網膜神経組織の障害は残ってしまいます。さらに、網膜色

素変性症では、遺伝子異常により直接、網膜組織の障害が

引き起こされますが、確立した治療法は乏しいのが現状で

す。緑内障では、現存の治療法に加えて進行する神経変性

に対する治療が待たれています。

　そこで我々は、これらの疾患の病態メカニズムを解析す

ると共に、予防を含めた新規治療法の開発を理念としてい

ます。網膜神経組織の変化は、不可逆な場合が多いので、

いずれの疾患でも早期治療が望ましく、発症や進行の予防

法・網膜神経保護療法を開発することを目指しています。

最近の研究により、多くの病態に対する―血管病変・網膜

神経組織変化いずれに対しても―酸化ストレス・炎症の関

与が明らかになってきました。その制御が、介入法の開発

に役立つと考えて研究を進めています。研究室（ベンチ）で

明らかにされた成果を着実に臨床（ベッドサイド）に応用でき

るよう、臨床的アプローチの病態解析も重視しています。

　さらに、このような介入法によっても病態が進行し、網

膜神経組織に不可逆変化を生じた場合には、網膜再生治療

が必要です。そのために、胚性幹細胞（ES細胞）や人工多

能性幹細胞（iPS細胞）などを用いた研究も進めています。

 Our mission is to analyze the mechanism of vision-
threatening retinal diseases* and develop new therapeutic 
strategies. We explore new concepts for preventive 
medicine focusing on oxidative stress and infl ammation 
as key pathogenic mechanisms. Moreover, we are 
also searching ways for regenerative medicine using 
pluripotent stem cells, such as induced pluripotent stem 
(iPS) cells.
 *Our current target diseases: diabetic retinopathy, 
age-related macular degeneration, retinitis pigmentosa, 
and glaucomatous optic neuropathy.

 1 Oxidative Stress
  Excessive oxidative stress has been reported to 
cause cellular malfunction, however, its infl uence and the 
underlying molecular mechanism in the retinal neural 
cells is still obscure. Multiple complications induced 
by diabetes may be associated with oxidative stress, 
however, the pathogenesis of diabetic retinopathy has 
many as-yet-unknown parts. Our recent review article, 
"Neural Degeneration in the Retina of the Streptozotocin-
Induced Type 1 Diabetes Model" (Ozawa et al . , 
Experimental Diabetes Research, 2011, Article ID 108328.) 
(Figure 1) reviews our previous papers by Kurihara et 
al. (Diabetes 2009) and Sasaki et al. (Diabetologia, 2010). 
In this review, the cross-talk between renin-angiotensin 
system (RAS) and reactive oxygen species (ROS) in 
the diabetic retina is described; both factors activate 
extracellular signal-regulated kinase (ERK) and reduce 
synaptophysin protein, an indispensable protein for 
synaptic network activity, to impair visual function. 
These molecular changes in the diabetic retina in the 
early stage finally lead to decrease in the number of 
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 ２ 炎症
　我々はこれまでに、眼炎症が様々な分子を介して、網

膜血管や網膜神経組織に多くの変化を引き起こすこと

を発表してきました。今回は実験的ぶどう膜炎・網膜炎

（Endotoxin-induced uveitis; EIU）モデルマウスを用い、

眼内で引き起こされる炎症性変化が、抗酸化作用を持つこ

とで知られるアントシアニンを多く含むビルベリーにより抑

制されることを示しました。ビルベリーは炎症性サイトカイ

ンであるインターロイキン６（IL-6）の網膜内での発現を抑

制し、同時に、炎症に伴う視細胞の外節部分の構造的変化

retinal neuronal cells including retinal ganglion cells. 
  We also found that reduction in the retinal ganglion 
cells with aging is accelerated in the superoxide 
dismutase 1 deficient mice ("Retinal ganglion cell loss 
in superoxide dismutase 1 deficiency" Yuki et al. 2011). 
Further study on the underlying mechanism is now on-
going using gene-targeted mice. 
  Interestingly, the critical infl uences of the oxidative 
stress in the retina were cancelled by lutein, which is 
an anti-oxidant taken from food and delivered to the 
retina in mammals. We analyze the biological effects of 
lutein, using animal models of diabetes, inflammation, 
and light-exposure ("Biological role of lutein in the light-
induced retinal degeneration" Sasaki et al. 2011). These 
studies fi t to the movement of "Agro-medicine", in which 
highly-functional agricultural crops are utilized for the 
preventive medicine and healthy life. 

 ２ Infl ammation
  We have previously published several papers which 
demonstrate the pathological changes of the retinal 
vascular and neural systems through inflammation. In 
2011, we demonstrated the anti-inflammatory effects of 
anthocyanin-rich billbery extract, using a mouse model 
of endotoxin-induced uveitis (EIU) ("Vision preservation 
during retinal infl ammation by anthocyanin-rich bilberry 
extract: cellular and molecular mechanism." Miyake et 
al. 2011). This extract not only reduces the level of ROS, 
but an infl ammatory cytokine, interleukin-6 (IL-6) in the 
retina during infl ammation. It avoides the infl ammation-
related morphological change in the photoreceptor cells 
(shortening of the outer segment length) (Figure 2) and 
visual dysfunction measured by electroretinogram (ERG). 
We previously reported the similar effects in lutein, 
therefore we also focus in the cross-talk between ROS 
and infl ammatory signals. 
  Another interest is in resveratrol, a polyphenol 
which can be taken from the skin of red grapes. In the 
retina of diabetes model mice, it activated AMP-activated 
protein kinase (AMPK) and suppressed NF-κB, which 
reduced the inflammatory reaction ("Roles of AMP-
Activated Protein Kinase in Diabetes-Induced Retinal 
Infl ammation" Kubota et al. 2011).
  Further investigation are continued to explore the 
molecular mechanism of infl ammation in the retina. 

 3 Induced pluripotent stem cells (iPS cells)
  To study the pathogenesis of genetically abnormal 
diseases requires a system to reconstruct the abnormality 
ex vivo. However, to obtain and expand human retinal 
cells had previously been an impossible task. Here, iPS 
cells, which can be introduced by the patients’ skin 
cells and differentiated into retinal cells, have shed light 
on these kinds of researches. We have generated an iPS 
cell line from a patient with retinitis pigmentosa (Figure 
3), and now we are investigating the mechanism of the 
disease in vitro. iPS cells may also pave the way for 
treating the retina by transplanting healthy retinal cells 
in the future (Figure 4).

 １ 酸化ストレス
　細胞が生命活動を営む以上、活性酸素種（Reactive 

Oxygen Species; ROS）に伴う酸化ストレスは常に発生しま

すが、過度の酸化ストレスは病態を引き起こしたり悪化さ

せたりすることが知られています。その一例として、糖尿

病では酸化ストレスが蓄積し、様々な合併症を引き起こす

ことが知られています。糖尿病における酸化ストレスは、

視機能に対しても影響するはずだと思われてきましたが、

その分子メカニズムには未知の部分が多く残されていまし

た。我々はこのメカニズムの一端を解析し、2010年に論文

を発表しました。我々は既に2009年に、レニン・アンジオテ

ンシン系（Renin-Angiotensin System; RAS）が網膜神経細

胞ひいては視機能に影響を与えることを発表していました

が、酸化ストレスも同様の分子メカニズムに影響していた

のです。そこで、本年2011年は、RASとROSのクロストー

クに関し、総説を発表しました（図１）。現在はさらなる分

子メカニズムの解析を進めています。

　緑内障性視神経症は、加齢に伴い網膜神経節細胞

（retinal ganglion cells; RGC）が異常に減少してしまう疾

患です。我々は酸化ストレスが蓄積しやすいSuperoxide 

dismutase 1（SOD1）欠損マウスのRGCを解析し、このマウ

スでは加齢と共に、RGCが異常に速く減少することを明ら

かにしました。つまり、RGCでは、通常は酸化ストレスが

蓄積しすぎないようにSOD1により処理されていますが、

SOD1が働かないとRGCの生存維持が難しいということが

明らかとなったのです。SOD1の働きが緑内障性視神経症に

関与する可能性があると考えられます。

　我々は、酸化ストレスを解消するための抗酸化物質とし

て、ルテインの効力に注目し、科学的に解析しています。

ルテインは、元来食物から摂取されるFood factorのひと

つで、網膜の黄斑部に取り込まれることが知られており、

我々はその生物学的効果を糖尿病、網膜炎症、光暴露の各

モデルを用いて示してきました。また、次の項に述べるよ

うに、ルテインだけでなく他のFood factorにも注目し、炎

症性疾患における効果も解析しています。このようなFood 

factorに関連した研究は全国的に「医農連携事業」として

注目され始めた分野でもあります。

  2011年の研究の軌跡と業績
　研究成果の主な物を一部抜粋して以下に紹介します。

  

Research Reports
研究報告 35



（短縮）（図２）と機能低下を抑制しました。我々はこれまで

に、ルテインでも類似の効果が期待できることを示してお

り、酸化ストレスと炎症性サイトカインのクロストークにつ

いても、さらなる探究を続けています。

　また我々は、ビルベリーと同じポリフェノールに属するレス

ベラトロールが糖尿病に伴う炎症を抑制することを示しまし

た。これはAMP-activated protein kinase（AMPK）の活性

化に関与し、網膜内の炎症性分子NF-κBを抑制しました。

　炎症のメカニズムは多岐にわたるため、今後も様々な方

面から解析を進める必要があると考えています。

 ３ iPS細胞
　遺伝子異常による網膜障害の病態メカニズムの解析に

は、その遺伝子異常を再現できる系が必要です。一方、網

膜組織や細胞は生検等で採取することができないため、今

まで研究の大きな妨げでした。そこで我々は、遺伝子異常

を持った患者様から皮膚細胞を採取させていただき、iPS

細胞を樹立しました（図３）。これを網膜細胞に分化誘導す

れば、病態メカニズムの解析に役立つはずです。将来的に

は、その細胞を用いて進行予防のための創薬につなげたい

と考えています（図４）。

　さらに、以上のような疾患の予防や進行抑制を目的とし

た治療法が開発されても、すべてを抑制できるとは限りま

せん。そこで、既に障害されて回復の期待できない網膜

神経細胞を、移植により置き換える方法を開発すべく（図

４）、その予備実験を進めています。

図2 網膜炎症による視細胞外節の短縮を、アントシアニン含有ビルベリー抽出
物が阻害した。 (Miyake, Ozawa, et al.) 

Figure 2. Anthocyanin-rich bilberry extract prevents shortening of photoreceptor 
outer segments during infl ammation in the retina.

図1 糖尿病網膜症による視機能低下のメカニズムにおけるRASとROSのクロス
トーク。  

Figure 1. Model of the cross-talk between RAS and ROS in the retinal 
neuro-degeneration induced by diabetes.
RAS, renin-angiotensin system; AT1R, angiotensin II type 1 receptor; ROS, reactive 
oxygen species; ERG, electroretinogram. (Neural Degeneration in the Retina of the 
Streptozotocin-Induced Type 1 Diabetes Model, Ozawa et al. Experimental Diabetes 
Research)

図3 樹立したiPS細胞

Figure 3.
iPS cells derived from a patient.

図４ iPS細胞を用いたプロジェクト

Figure 4. Future plans using iPS cells.

Research Reports
研究報告36



 グループの理念と目標
　眼光学・視機能グループと眼表面眼光学講座の研究グ

ループが2008年に合併し、現在は眼表面眼光学視機能グ

ループとして活動しています。このグループでは、①眼

表面およびコンタクトレンズ関連疾患の教育・研究、②角

膜・水晶体・眼内レンズ・屈折矯正手術関連の光学機能・

視機能研究という２つを大きなテーマとしています。①に

関しては、酸化ストレス、生体共焦点顕微鏡、実用視力、

涙液動態をキーワードとして、現在環境因子、ドライア

イ、コンタクトレンズ装用による涙液及び角結膜上皮の変

化を伴う視機能の変化の研究に全力を尽くしています。②

に関しては、眼光学基礎データの解析結果を踏まえて、眼

科治療におけるQuality of Visionの向上をはかり、ヒトが

生活する上で理想の光学系を構築することを目標としてい

ます。研究成果をもとに、診断検査機器やサージカルデバ

イスを改良することもこのグループの重要な仕事です。

 １ 眼表面およびコンタクトレンズ関連
　ドライアイの基礎研究では酸化ストレス蓄積とドライア

イ発症の関係を継続して研究しています。年齢とともに体

内には酸化ストレスが蓄積し、これによる細胞障害が組

織としての機能を低下させ様々な病態に関係することが

指摘されています。我々は酸化ストレス蓄積モデルマウス

（SOD1(-/-)マウス）において、涙腺、眼表面、マイボーム

腺がどのように変化するか評価しました。各組織において

加齢とともに酸化ストレスが蓄積し、涙腺では腺房上皮細

胞単位の減少、小葉間の炎症細胞浸潤、涙液減少が起き

ていました。結膜は扁平上皮化生が、マイボーム腺は線維

化と炎症細胞浸潤が起きていました。これらは全てドライ

アイを悪化させる方向に働き、総合的に眼表面障害を起こ

すと考えられることを明らかにしました。臨床研究ではド

ライアイ検査において、他のドライアイ検査と組み合わせ

た場合のストリップメニスコメトリー（図１）の感度、特異

度を報告しました（Ibrahim OM, et al. Invest Ophthalmol 

 １ Ocular surface and contact lens research
　Currently, we continue to carry out basic research in 
relation to the oxidative stress and dry eye disease. There 
are various diseases that were reported to be involved 
in the accumulation of oxidative stress. In our oxidative 
stress model mouse, the Sod1-/- mice, we discovered 
increased fibrosis and atrophy of lacrimal glandular and 
meibomian gland tissues concomitant with increased DNA 
oxidative stress damage compared with age matched wild 
type mice. Moreover, 50 week- Sod1-/- mouse showed loss 
of goblet cells and squamous metaplasia in conjunctival 
tissue. The research on Sod1-/- mouse has prospects 
clarifying the pathogenesis of age related dry eye disease. 
In relation to dry eye clinical research, we reported that 
sensitivity and specifi city of strip meniscometry（Figure 1）
in conjunction with conventional tear function test. 

　The Physiological Optics and Visual Function group 
and Ocular Surface and Visual Optics group joined as a 
new research group, “The Ocular Surface, Visual Optics 
and Function (OSVOF) Group” in 2008. The group 
mainly focuses on two themes: One is on the education 
and research of ocular surface diseases and contact lens 
wear, and the other is on the research related to visual 
optics and functions of the cornea, lens, intraocular lens 
and refractive surgery. Regarding the first theme of 
the group, some of the main key words of our research 
activities are oxidative stress, in vivo confocal microscopy, 
functional visual acuity, tear kinetics and cytology, and 
we are carrying out research involving the effects of 
environmental factors, dry eyes and contact lens wear on 
tear and visual functions. Regarding the second theme, 
on the basis of the results of the basic optical analysis, 
we are trying to improve quality of vision, and aim to 
construct the ideal optical system for the human eye in 
daily activities. Based on previous and current research 
results and experience, our focus is on the development 
of new diagnostic machines and the improvement of the 
surgical devices, such as intraocular lenses.
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(Ibrahim OM, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci.) We 
continue evaluating functional visual acuity testing and 
reported basic methodology and age-related changes of 
functional visual acuity（Kaido M, et al. Jpn J Ophthalmol）.

  Other research projects include the relation of ocular 
surface with contact lens. We compared tear function 
and ocular surface abnormalities between contact lens 
wearing and non-contact lens wearing office workers. 
We revealed that contact lens wear and visual display 
terminal work synergistically worsened dry eye symptom 
severity scores.（Kojima T et al. Am J Ophthalmol.）
The tear meniscus height in the contact lens wearer was 
signifi cantly lower than non-contact lens wearers. Control 
adverse chamber experiments revealed that silicon 
hydrogel soft contact lens is superior to conventional 
hydrogel contact lens in relation to the dry eye symptoms 
and tear functions（Figure 2）（Kojima et al. Invest 
Ophthalmol Vis Sci.）.

Vis Sci.）。実用視力は従来から継続して行っており、ド

ライアイ研究の分野では広く認知されてきていますが、測

定の基礎となる方法論と加齢による正常者の実用視力変

化を報告しました（Kaido M, et al. Jpn J Ophthalmol）。

　研究の一つの柱であるコンタクトレンズとドライアイの研

究に関しては、フィールドワーク研究でオフィスワーカーに

おけるコンタクトレンズ装用者と非装用者を比較し、コン

タクトレンズ装用者ではドライアイ症状重症度スコアがよ

り高く、涙液メニスカスの低下が認められることを明らか

にしました。またVDT作業が長いと症状はさらに悪化す

ることを示しました（Kojima T et al. Am J Ophthalmol.）。

また乾燥環境においてソフトコンタクトレンズ（SCL）が

涙液機能や眼表面に与える影響を調査した研究では、シリ

コンハイドロゲル素材SCLが従来のハイドロゲル素材SCL

よりも涙液機能や自覚症状の点で乾燥環境に優れている

ことを示しました（図２）（Kojima et al. Invest Ophthalmol 

Vis Sci.）。

図１．ストリップメニスコメトリーの概略
ストリップメニスコメトリーを涙液メニスカスに接触させると貯留した涙液が
吸収される。5秒間で測定が完了となる、簡便で定量的な涙液メニスカスに
おける涙液貯留量を測定する方法である。

Figure 1
Overview of Strip Meniscometry. Once strip is touched on the tear 
meniscus, retained tear is absorbed into fi lter paper of the Strip 
Meniscometry. It takes only 5 seconds. This examination is very 
convenient, and the quantitative method measures the retained tear 
volume in the tear meniscus.

図２．ソフトコンタクトレンズ装用者の乾燥環境実験の様子。
湿度20%、温度18度の環境で、正面から風速1.2m/sの風を当て、涙液機能、
眼表面障害に及ぼす影響を評価した。

Figure 2
Adverse controlled chamber environment experiment evaluating tear 
function and ocular surface abnormalities in eyes with soft contact lens. 
The room was maintained at 18 degrees Celsius and 20% humidity, and 
stable wind (1.2m/s) was applied straight to the subject's eyes.

 ２ 眼内レンズ関連
 １ 1 .虹彩支持型有水晶体眼内レンズ（Art i san®と

Artifl ex®）挿入術後の炎症（フレア値）の変化を、ベ

タメタゾン点眼とブロムフェナク点眼で比較し前向き

研究で行った結果を報告しました。内眼手術術後の炎

症は人種や虹彩の色により変化し、褐色虹彩では炎症

がより強くなる事が知られています。そのため褐色虹

彩を持つ我々日本人において、直接虹彩を把持する虹

彩支持型有水晶体眼内レンズを挿入する事により、強

い術後炎症・慢性炎症が惹起される可能性が懸念事

項でしたが、そのような結果を認めなかった事を報告し

ました。また、ステロイド点眼と非ステロイド系抗炎

症薬点眼での術後消炎効果に大きな差を認めなかっ

た事も報告しました。（Torii H. et al. Ophthalmology 

2011）

 2 Intraocular lens
 １ We investigated prospectively the status of 
inflammation and compared the effect of steroidal 
(betamethasone sodium) and non-steroidal (bromfenac 
sodium) anti-inflammatory drugs after Artisan® and 
Artiflex® phakic intraocular lens (pIOL) implantation. 
Postoperative inflammation has been reported to vary 
with race and color of the iris and to be more severe in 
eyes with brown irides. Our results showed that there 
was no considerable chronic inflammation after iris-
fi xated pIOL implantation in Japanese eyes with brown 
irides which is a predisposing factor for postoperative 
inflammation. Our results also suggested equal efficacy 
and safety of topical bromfenac as an anti-infl ammatory 
drug when compared with topical steroids. (Torii H. et al. 
Ophthalmology 2011)
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 ３ 円錐角膜
　円錐角膜の専門外来を開設していることもあり、多くの

症例のデータを蓄積しています。円錐角膜眼への有水晶体

眼内レンズ移植は、有効かつ安全であることを報告しまし

た（Kato N, et al. Ophthalmology 2011）。円錐角膜の進行

を停止させる角膜クロスリンキングは、症例が増えてきま

した。適応基準を明確にして、効果があると思われる方に

行っています。研究報告としては、角膜クロスリンキング

施行時の角膜厚の変化について報告しました（Kato N, et 

al. 日本白内障屈折矯正手術学会）。また、円錐角膜眼での

視機能については、正常眼に比べてStraylightが有意に増

加していることも報告しました（加藤ら、眼光学学会）。

 ４ 近視
　小児における軸性近視の進行と周辺視野の低次および

高次の光学特性の関係につきデータを蓄積し、その関係を

明らかにしつつあります（山口ら、東京歯科大市川での前

向き試験）。

　軸外収差抑制眼鏡（近視進行予防メガネ）の多施設共同

単焦点レンズ対照二重盲検無作為化並行群試験の前向き

研究（旭川医科大学、大阪大学、岡山大学、京都府立医科

大学、慶應義塾大学、筑波大学、東京医科歯科大学の７施

設）が現在進行中です（鳥居ら、慶應義塾大学病院にて）。

 ５ その他
　LASIK術後の角膜集団感染症の原因調査を報告しまし

た（Yamaguchi T et al. J Cataract Retract Surg）。

　正常眼と角膜移植後眼の角膜全体（前面＋後面）の光

学特性の解析から生理的な屈折面の平行性の影響を明ら

かにしました（Yamaguchi T et al. Invest Ophthalmol 

Vis Sci）。

 ２ We reported a new method of alignment and 
evaluating rotation errors of toric intraocular lenses (IOL) 
using anterior segment optical coherence tomography. We 
also showed the accuracy of this method. （Watanabe K 
et al. Jpn J Ophthalmol）
 ３ A postoperative refractive error in cataract surgery 
may develop as a result of errors in IOL power 
calculations for the patients with cataract who have 
undergone a previous myopic laser refractive surgery. 
However, accurate calculations are essential, which is not 
required for pre-LASIK data, because most of the patients 
don't have their own pre-LASIK data. In our current 
study, we proposed a new calculation method which does 
not require preoperative data to reduce the postoperative 
refractive error for the patients who have no preoperative 
data. (Saiki et al. the Annual Congress of Japan clinical 
Ophthalmology.)

 ３ Keratoconus
 １ We are monitoring many patients with keratoconus 
in the keratoconus outpatient clinic. We published the 
efficacy and safety of iris-claw IOL implantation to 
keratoconic patients (Kato N et al, Ophthalmology 2011). 
Corneal crosslinking is performed only on patients 
with progressing keratoconus, who meet the criteria. 
We presented the change of corneal thickness during 
corneal crosslinking (Kato N, et al. the Japanese Society of 
Cataract and Retractive Surgery). We reported that value 
of straylight was increased in keratoconic eyes compared 
to the normal subjects (Kato N, et al. the Japanese Society 
of Ophthalmologal Optics).

 ４ Myopia
 １ We conducted the prospective study in normal 
children to investigate the physiological role of lower- and 
higher-order aberrations in myopia progress (Yamaguchi 
T et al. at Tokyo Dental College). 
 １ We are now investigating prospective multicenter, 
double blind clinical trial that compares the spectacle 
lenses to reduce peripheral hyperopic defocus and 
conventional single-vision spectacle lenses at 7 universities 
in Japan (Asahikawa, Osaka, Okayama, Kyoto Prefectural, 
Keio, Tsukuba, and Tokyo Medical and Dental University). 
(Torii H, et al. at Keio University Hospital)

 ５ Other
 １ We retrospectively investigated the microbacterial 
profile and clinical features in outbreak of infectious 
keratitis after LASIK (Yamaguchi T, et al. J Cataract 
Retract Surg). 
 １ We also investigated the importance of physiological 
parallelism of anterior and posterior surfaces of the cornea 
in normal eyes, in that the posterior surface compensates 
the higher-order aberration of the anterior surface, using 
the anterior segment OCT and ray tracing methods. We 
also demonstrated that the contribution of the posterior 
surface varies between the characteristics of various 
methods of keratoplasty (penetrating, deep anterior 
lamellar and endothelial keratoplasty). (Yamaguchi T, et 
al. Invest Ophthalmol Vis Sci)

 ２ トーリック眼内レンズにおける基準軸の決定と、術後

眼内レンズ回旋誤差の評価に、前眼部OCT（CASIA, 

Tomey, Japan）で撮影した虹彩紋理を用いる新た

な方法を報告し、この評価方法の正確性に関する研

究結果を報告しました。（Watanabe K et al. Jpn J 

Ophthalmol）

 ３ LASIK術後における眼内レンズ度数計算は誤差を生

じると言われており、LASIK術前データがあればあ

る程度誤差をなくすことができることは知られており

ますが、実際には、LASIK術前データを持っていな

い方も多く、LASIK術前データがなくとも可能な眼

内レンズ度数計算式が求められてきています。当科で

は、新しい眼内レンズ度数計算式を考案し、術前デー

タがない患者さんの術後屈折誤差を減らすよう研究を

行っております（佐伯ら，臨眼）。

Research Reports
研究報告 39



女性医師レポート（第４回）
　眼科で活躍する女性医師をご紹介しています。第4回となる今号では、GVDH研究の第一人者、若手女性医師の
憧れの小川葉子特任准教授、そして第一子を出産されたばかりの稲垣絵海医師のインタビューをお届けします。

 In this fourth installment featuring female physicians in ophthalmology, we interview Project Associate Professor Yoko Ogawa, a trailblazer in 
GVHD research and pacesetter for many young women on our medical staff, as well as Dr. Emi Inagaki, who recently gave birth to her fi rst child! 

　GVHD研究の第一人者として
知られる小川葉子特任准教授。
新しい治療の道を切り拓かれ、
現在GVHD国際診断基準制定委
員会の委員長としても活躍され
ています。患者様から信頼され
研究者としても世界で注目され
ていて、若手女性医師の憧れの
的です。「そんなことありません。
私など…」と小川特任准教授ら
しく（？）控えめにインタビュー
に答えてくださいました。
　「はじめは一般的なドライアイ
やシェーグレンの患者様を主に
診察していましたが、1995年頃

から移植後の患者様のドライアイをよく拝見するようになりま
した。GVHDの基礎研究を始めたのは、上の子が中学２年生に
なって、研究の時間が作れるようになってからでした。坪田先
生から、GVHDはこれから大事だし、研究者が少ないからやっ
てみない？とすすめられて始めました」。
　坪田教授いわく、「小川先生は本当にコツコツと着実に研究
を積み重ねてきて、素晴らしい成果を出されています。コツコ
ツと着実に歩むことがいかに大事かと自分もお手本にしている
先生です」。
　仕事と家庭の両立について伺ってみました。
「家庭の大変なことは仕事で発散して、仕事の大変なことは
家庭で発散して、ストレスをためない（笑）。子供が小さい時は
朝がんばって早起きし、皆が寝ている間にひと仕事するように
心がけましたが、なかなか難しくコンピューターを駆使して隙
間の時間を活用しdataを蓄積するようにしました。下の子が生
まれた時に、慶應でドライアイ外来が始まりました。その子が
今22歳になりましたので、22年続けてこられたことになります」
　若い先生方へのアドバイスを―。
「研究はひとりではできないので、仲間の先生方や、研究によ
っては他科の先生方とのコミュニケーションも大切です。これ
から若い先生方の時代です。“継続は力なり”は本当だと思い
ます。興味のあることにフォーカスして、続けて蓄積する、あき
らめずに続けることだと思います」。
　高校時代にバレーボール部で鍛えた体力や精神も役立って
いるとのこと。
「迷った時などはその頃からの親友の励ましで元気づけられ
ました。また、坪田先生や入局後お世話になった先輩の先生
方、同級生、時に後輩のアドバイスにも助けられました。周り
の先生方にたくさん感謝しております」。

　入局から５年。昨年

夏に第一子を出産。そ

の２ヶ月後に大学院に

復帰し、育児と仕事に

邁進中の稲垣医師。

  　「妊娠がわかった時、

教授が“大学院にいら

っしゃい”といってくだ

さいました。そんな医

局はなかなかないと思

うので本当に感謝して

います。」。出産直前まで研究をしていた姿（写真）に、榛村准

教授からは“特筆もの”というお褒めのお言葉。確かに写真を

撮影した時、いつ生まれてもおかしくない状況でした（笑）。

　研修時代の感想を伺いました。

　「はじめ慶應で１年半過ごしましたが、とても教育的で有意

義でした。豊富な症例があり手術件数が多い。そして先生方

は熱心に指導してくださいます。同期が12人いたのですが和

気あいあいで、忙しかったけれどみんなで助けあいながら頑

張ることができました。とても貴重な時間だったと思います」。

　その後、関連病院にて第一線で診療と手術をこなしなが

ら臨床経験を重ね、現在は慶應の大学院で研究に取り組ん

でいます。

　「眼科を選んだのは、前期研修の時にRun for Visionに参加

して、移植医療を身近に感じ興味を持ちました。研究と臨床と

手術の３つを両立できるのも眼科の魅力だと思います。また、

患者さんが幸せになる手術が多い。研修医の時に、手術を受

けた患者さんが喜ばれる姿を見て、患者さんと喜びを共有す

ることの素晴らしさを感じました」。

　産休を経て、大学に復帰していかがですか？

　「女性医師は、これからがんばろう！という時期に出産と子

育ての時期が重なってしまい、そこで仕事をやめてしまう人も

いると思います。うちの医局は坪田教授をはじめ、先輩の先生

方が理解し応援してくださるとても恵まれた環境で、夫や家族

のサポートも含めて感謝の気持でいっぱいです。頑張って両

立していきたいと思います」。

　平日、大学で過ごす分、土日は密に子供とスキンシップをと

っているとのこと。これから将来は？

　「研究も子育てもとよくばり（笑）ですが、うまくバランスを

とっていきたいと思っています。まだ模索しているところです

が、自分にフィットするものを見つけて進んでいきたいと思い

ます。今は角膜の再生医療の基礎研究が大きな目標です。多

くの患者さんのためになるような基礎研究をして貢献したいと

思います。」。

▲ 小川葉子 特任准教授
     Yoko Ogawa
1980年慶應義塾大学医学部
卒業。同年、当科入局。

▲ 稲垣絵海 医師  Emi Inagaki
2005年浜松医科大学卒業、初期研修終了後、
2007年当科入局。写真は出産の１週間前！

Woman Doctors Flourishing
女性医師レポート

GVHD（graft-versus-host disease：移植片対宿主病）＝臓器移植に伴う合併症のひとつ。臓器移植における拒絶反応とは逆の免疫応答で、ドナー（血液提供者）の
造血細胞がレシピエントの臓器を攻撃することによって起こる症状といわれている。特に免疫担当細胞を直接移植する造血幹細胞移植（骨髄移植）後や輸血後に多
く、眼科ではドライアイが主たる症状である。
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Woman Doctors Flourishing (4th in a Series)
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 The Department of Ophthalmology aims to cultivate clinicians 
with a firm grounding across various scientific disciplines. While our 
resident physicians master their clinical skills in the outpatient clinic 
and in the ward for inpatients, they are also required to attend many 
lectures organized by the department. This year, as always, residents 
attended a series of lectures on basic ophthalmology throughout the 
year. This past fall, meanwhile, we initiated morning study sessions 
held three times a week from 8 AM. In addition, residents give pre- and 
post-operative presentations two mornings each week. The progress of 
these budding physicians, who stumbled through such presentations 
a year earlier, is reassuringly evident. Finally, semimonthly, residents 
participate in the systematic study of cataract operations through 
practical training sessions using pig eyes.
   Such an intensive residency program may seem extremely 
demanding, yet all signs point to positive results. Upon completion of the 
program, participants say they cultivated a strong sense of camaraderie 
with other resident doctors, greatly improved their diagnostic clinical 
skills, and enhanced their mental and emotional readiness for their 
profession. As part of the department's mid-program follow-up, residents 
and professors enjoy a joint dinner three times a year. In addition, 
advising doctors confer with each other and with participating residents 
for input on program enhancement, with the results refl ected in future 
programs. Such open communication is one of the appeals of the 
Department of Ophthalmology at Keio University School of Medicine.
 One final advantage of the residency program at Keio's 
Department of Ophthalmology is our KIEPO Program (Keio-Illinois 
Exchange Program of Ophthalmology). Applicants are automatically 
accepted for this two-week training in an American medical facility. 
Past participants have called the opportunity irreplaceable, as it features 
fi rsthand experience of American ophthalmological care and facilities. 
Finally, the Autumn Seminar is held each fall, giving residents their fi rst 
opportunity to present in a public forum. 

　当科では、広い視野も持ったサイエンスのわかる臨床医

を育成することを目指しています。研修医の先生には、外

来・病棟における業務を通じて臨床の研鑽を積んでもらう

と同時に、数多くの当科主催の講演会に参加してもらって

います。今年も研修医の先生を対象に一年を通して全国の

非常勤講師の先生方による眼科基礎知識に関する講義が

行われ、秋からは週３回、モーニングクルズスが朝８時か

ら行われています。また週２日、朝のカンファレンスで術

前術後のプレゼンを研修医が担当しています。１年前には

つたないプレゼンをしていた研修医がどんどん腕を上げて

行く姿は頼もしいです。また、白内障手術教育として豚眼

実習も系統的に学べるように月２回行われています。

　当科において、研修プログラムは密度が濃いため、つら

いと感じることもあるかもしれませんが、研修プログラム終

了後の様子を伺っていると、研修医同士につよい仲間意識

が芽生え、診断スキルや臨床能力も向上し、精神面でも強

くなっています。彼らの研修中のフォローアップに、教授と

研修医での食事会も年３回ほど行われています。さらに、よ

りよい研修プログラム作成のため、指導医が集まるのみで

なく、実際に研修を受けている研修医からも生の声を聞き、

次期研修プログラムに反映するようにしています。こういっ

た風通しのよいところも慶大眼科の魅力のひとつです。

　また、慶大眼科で研修する魅力として忘れてならないも

のにKIEPOプログラム（慶應―イリノイ交換留学研修プロ

グラム）があります。２週間の米国研修留学は、希望者は

全員参加できます。参加した先生方は、アメリカの現場の

眼科医療を体験でき、かけがえのない経験ができたと話し

ています。また、研修医の先生が最初に眼科のプレゼンを

する機会として、秋にオータムセミナーを設けています。

教育／カンファレンス  招待講演の風景▶
（世古裕子先生による「近視発症のメカニズム」）

教室外部の専門家による講習会です。基礎医学が中心のしかも最先端の内容ばかりで大変勉強になりました。
ご多忙にもかかわらず、講演のために足をお運びいただきました講師の諸先生方に改めて感謝申し上げます。

■招待講演  Special Lectures

 東京大学医学部附属病院眼科 教授 天野 史郎 先生

 国立障害者リハビリテーションセンター研究所
 感覚機能系障害研究部視覚機能障害研究室
 室長

 慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 神成 淳司 先生  山口大学大学院医学系研究科 眼科学 教授 園田 康平 先生

 University of Illinois at Chicago Nathalie Azar 先生
 Professor

 独立行政法人理化学研究所 島津 忠広 先生 慶應義塾大学医学部 スポーツ
 医学総合センター

「角膜手術の新しいトレンド 」

「近視発症のメカニズム」

「高齢化社会を見据えた科学技術の社会適用」 「眼免疫のサイエンス」

「Importance of Treating Adult Strabismus」

「ミトコンドリア脱アセチル化酵素SIRT3による代謝調節」「骨粗鬆症と栄養・運動・スポーツ」

「クラウドを利用した新しい文献管理サービス
　　　　　　　　　　　－EndNoteの時代の終焉－」

「恐るべし皮下脂肪！
 ～脂肪組織由来再生（幹）細胞を用いた臨床応用の可能性～」

 東京歯科大学口腔科学研究センター 新谷 益朗 先生
 情報支援部 准教授

 サイトリセラピューティクス株式会社 岩畔 英樹 先生
 ディレクター

 北海道大学医学部 眼科学 診療教授 陳 　進輝 先生
「２つの全周シュレム管周辺の手術」

Education / Conferences

Education / Conferences
教育／カンファレンス

世古 裕子 先生

岩本　 潤 先生



 Residents with Dr. Dimitri Azar.  Residents Dinner in Chicago.
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 First, allow me to express my deep gratitude to all 
those involved in the KEIO-ILLINOIS Exchange Program 
of Ophthalmology (KIEPO). This unique experience will 
prove invaluable in expanding my insight as a medical 
professional in the years to come.

 As the Japanese and US medical insurance systems 
greatly differ, I was curious about what motivated 
professionals in the US medical environment, which is 
so different from Japan's. I had the impression that all 
American doctors eventually live the "American Dream"-
that glamorous lifestyle we all see in the movies and TV 
dramas.

 However, Drs. Dimitri and Nathalie Azar, as well 
as the residents, fellows, and attending physicians at 
the University of Illinois at Chicago (UIC), were all such 
wonderful people; I was truly moved by their warmth 
and humanity. They took on their work with sincerity 
at all times, were eager to learn, and showed a strong 
sense of responsibility and pride. The more I conversed 
with each one of them, the more I yearned to know them 
better. 

 Although my unreliable conversational skills 
made me keenly aware of the importance of English in 
cross-cultural communication, KIEPO personalized the 
international world of medical professionals, which had 
always felt so distant, showing a very real connection 
to my own world. This experience has been a positive 
stimulus to my aspirations as a doctor.

 I am grateful to be a part of the Keio medical 
community and for the opportunity to participate in the 
KIEPO training program.

Tomohiro Okamoto, 2nd year resident

KEIO-ILLINOIS Exchange Program of Ophthalmology (KIEPO)

慶應－イリノイ 交換留学研修プログラム〈KIEPO〉体験記

　まず最初に申し上げておかなければならないことは、
このKIEPOに関わっておわられるすべての方々に熱く御
礼申し上げたいということです。
　このような体験をさせていただいたということは、私
における医療人としてのこれから、という意味での見識
を深める上で非常に有用なものでありました。
　日本とアメリカでは医療保険制度が違うので、そのよ
うな日本とは全く違う環境では、どのような人間がどの
ようなモチベーションで仕事をしているかということに
非常に興味があったからです。
　映画やドラマで観るようなまさに一般的なイメージと
してのアメリカンドリーム。アメリカの医師達は全ての
人がそのアメリカンドリームを叶えているような人々だ
と思っていました。
　しかし、Drアザール夫妻をはじめ、UICのレジデン
ト、フェロー、指導医の方々は本当に素晴らしい人ばか
りで、純粋にその人間性に感動しました。
　仕事に対して常に真摯に向き合い、勉強熱心で、責任
感と誇りに満ちあふれていて、彼らと話をすればするほ
どもっと彼らがどういう人達なのか知りたいと思うよう
になりました。
　日常の英会話ですらおぼつかない私にとっては、改め
て異文化交流における英会話の必要性を痛感することに
なりましたが、
　今まではどこか遠い違う世界の話だと思っていた海外
の医師達の活躍が、少し現実味を帯びて自分の人生に関
連してくるということは、自分の医師としての向上心に
とってとてもいい刺激になりました。
　KIEPOという研修プログラムがある慶應に入局できて
心からよかったと思います。

研修医2年目　岡本知大

KIEPO
慶應－イリノイ 交換留学研修プログラム 体験記
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　慶大眼科の教育の大きな特徴の一つとして、月２回開催
される白内障手術の豚眼実習が挙げられますが、この実習
は私達にとって眼科手術の基本を体系的に学ぶ大変貴重な
時間です。
　今年度は角膜移植手術、網膜硝子体手術についても豚眼
実習が行われ、より一層充実した内容となりました。
初年度のため日程は試験的なものでしたが、5～７月に角
膜移植手術1回、網膜硝子体手術３回の実習が開催されま
した。
　今まで幾度となく助手をして見慣れた手技でも、いざ豚
眼を前に自分で行うと思い通りに手が動きません。角膜縫
合時の左手の攝子、硝子体切除中の左手のライトガイドな
ど、絶妙な両手の調和があってこそ円滑な手術が可能であ
ることを体感し、そしてこれはすべての術式に通じる基本
であると再認識しました。
　また術者の視点で顕微鏡を覗くことで、実際の手術で助
手をする際に何をするべきか思いを巡らせることができま
す。実習で学んだことを日々の研修に還元するとともに、
専門手術に触れてみて率直に感じた印象を将来専門分野を
決める際の材料にできたらと思います。

　入局してから４カ月、独立して１カ月ほど
経過しました。よき先輩方、個性的な同期
に恵まれ、忙しくもごきげんに頑張ってい
ます。初期研修で様々な経験を積みました
が、スペシャリティーの高い眼科では未知
のことが多く、ドキドキすることも幾つか経
験しました。たとえば、吸引式開瞼器に酸素
を接続してしまい、吸引するべきところから
酸素が噴出し、びっくりしたこととか、朝の
プレゼンテーションで、視力：30cm/Finger 
Motionという新しい用語をうっかり口にし
てしまったところ、Hand MotionとFinger 
Countの中間ではないかという坪田教授のご
指摘を頂いたりしました。まだまだ手のかか
ることも多いかと思いますが、今後ともご指
導の程よろしくお願いします。

手術教育　～各班ウェットラボ教育について～

新入局員　研修よもやま話

後期研修医2年目  谷口　紫

後期研修医１年目  鳥山 直樹

Resident NOW!!
レジデントNOW!!

レジデントNOW!!

Resident NOW!!
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　平成18年度からスタートした眼科オータムセミナー

は、慶大眼科に入局した後期研修医が初めて研究発

表を経験する場として、また、各研究グループの活動

内容を共有する場として、毎年秋に開催されていま

す。今年も後期研修医10名と研究者４名から学会さ

ながらの発表があり、好評でした。また、今年度のベ

ストクリニックアワード（川北医師、佐伯氏）、ベストペ

ーパーアワード（結城医師、羽藤医師）、ベストインス

トラクションアワード（厚東医師）、ドクターオブザイ

ヤー（鳥居医師）の表彰も同時に行われました。

　昨年同様オータムセミナーと同日の日曜日開催と

し、多数の同窓生の参加をいただきました。若手研究

奨励賞は同窓会幹事の厳正な選考により、山口剛史

君が受賞し、小口名誉教授より表彰を受けました。

　平成24年度も同時期にオータムセミナーと同時開

催が予定されております。オータムセミナーともども

多数の先生方にご参加いただけるものと確信してお

ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成23年度 同窓会総会・懇親会／第６回 眼科オータムセミナー
2011年10月30日（日）京王プラザホテルにて開催

▲ 眼科オータムセミナーでの発表風景（上）

　オータムセミナーアワード受賞者、坪田教授と並んで（下）

Alumni Association / Autumn Seminar

Alumni Association / Autumn Seminar
同窓会総会／オータムセミナー
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今年の慶大眼科の角膜移植件数は157件。慶應義塾大学病院眼球銀行はそのすべての角膜の
手配を行っています。慶大眼科での今年の角膜移植待機期間は、およそ3.9ヶ月でした。

Keio University Hospital Eye Bank provided all corneas for the 157 corneal transplant surgeries performed in the 
Ophthalmology Department this year. The waiting period at Keio University Hospital averaged 3.9 months.

　今年の当アイバンクへの献眼ドナーは27名、このうち10

名が慶應病院内でのご提供でした。外科、内科を中心に現

在7診療科で行われている主治医によるオプション提示の結

果です。今後は全病棟への拡大を目指していきます。また

今年から関連病院への啓発活動を始めました。地道な活動

を通して、献眼についての理解を深めていただければと思

っております。

　慶大眼科の角膜移植手術で使用されるドナー角膜は、当

アイバンクへの献眼と日本国内のその他のアイバンクから

の斡旋、アメリカのアイバンクからの斡旋がありますが、

国内ドナー角膜（慶應と国内他バンク）の割合が年々増加

し、今年は60%でした。国内ドナーを増やすために、私たち

は各方面との連携を一層強めていくつもりです。

　９月には、大阪、東京で、チャリティーミュージカル『パ

パからもらった宝もの』（移植・再生医療を支える会主催）

が再演、10月には、恒例の「ドナーファミリーの集い・ラン

フォービジョン」（角膜センターアイバンク主催、慶應病院

共催）が開催されました。ご家族が「献眼して良かった」

と思ってくださるように、これからも活動して参ります。

　慶應義塾大学病院眼球銀行は昭和38年10月7日に設立された日本で最も長い歴史を持つアイバンクです。眼球提供登録者は開設以来19,110名、献眼数は
2,394眼にのぼります。日本組織移植学会および日本アイバンク協会認定コーディネーターが24時間体制で献眼情報に対応しています。
　9月にホームページをリニューアルしました。ページ数を大幅にアップし、角膜移植と献眼の両サイドからの情報を発信しております。なお「活動支援お願
い」ページでは、アイバンクへの指定寄付用紙をダウンロードできますのでどうぞご利用いただければ幸いです。当眼球銀行へのご寄付は、特定公益増進法
人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。

URL　http://www.keio-eye.net/eyebank/index.html

 Keio University Hospital Eye Bank was established on October 7, 1963, and is the oldest eye bank in Japan, and has had 19,110 
registered eye donors and 2,394 corneal donations since its foundation. The staff certifi ed as coordinators by the Japan Society of Tissue 
Transplantation (JSTT) and by the Japan Eye Bank Association, respond to donor information 24 hours a day. 
 Please visit our redesigned web site above. On the web site, you may access the information from the perspective of both recipient 
and donor, and furthermore, please complete the application form for contribution to support our mission. Donations to Keio University 
Hospital Eye Bank are tax deductible.

ドナー登録・ご寄付のお問合せは　For donor registration and further information:

phone　03-5363-3942（直通）　e-mail　keioeyebank@info.keio.ac.jp

ドナー情報・献眼のご連絡は For donor referral:

phone　03-3353-1211（病院代表）  03-3353-1208（夜間22：00～8：00／休日19：00～8：00） 

 Keio University Hospital Eye Bank had 27 donors 
including 10 donors introduced by four departments 
at Keio Hospital this year. We deeply thank the 
departments for joining the Routine Referral System 
(RRS) and will extend the RRS to the entire hospital 
eventually. 
 Keio University Hospital Eye Bank has dealt in 
corneas not only from domestic donors but also from 
US donors for the last several years. However, the ratio 
of domestic donors to US donors has been incereasing, 
and this year, over 60% of corneas came from domestic 
donors, compared to 27% in 2005. Our endeavor to obtain 
more donors has led us to focus on the departments 
at Keio Hospital and introduce our eye bank to other 
hospitals as well. We have started visiting Keio-related 
hospitals to ask for their cooperation. 
 In September, the charity musical, "Gifts from 
Daddy" was presented again in Osaka and Tokyo. 
Then, in October, the co-hosted annual events, "Donor 
Family Meeting" and "Run for Vision" were held. We are 
resolved to work harder to give the donor families relief 
and satisfaction. 

Keio University Hospital Eye Bank (Keio University Eye Bank)

慶應義塾大学病院眼球銀行（慶大眼球銀行）

 「第14回ドナーファミリーの集い」
　  ティータイムの様子

 「第14回ランフォービジョン
　   スタート風景」

Keio University Hospital Eye Bank
慶應義塾大学病院眼球銀行
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業績
※1.インパクトファクターとは、雑誌の単位記事当たりの引
用比率。当該雑誌に掲載されたそれぞれの論文が、発
表後2年間という短期間に、1年当たり引用された回数の
平均値に相当する。

Achievements

１. 英文論文（54）  Original Articles
前眼部（角膜・水晶体）関連：計44編  総IF 135.058  Anterior Segment of the Eye (Cornea/Crystalline Lens)
 1. Ban Y, Ideta S, Dogru M, Ogawa Y, Goto E, Shimazaki J. Surgical management of severe canaliculitis due to intracanalicular plug migration using 

fi sh-hook-type retractors: A report of two patients. Jpn J Ophthalmol. 2011 55(1):68-70.
 2. Ban Y, Ogawa Y, Ibrahim OM, Tatematsu Y, Kamoi M, Uchino M, Yaguchi S, Dogru M, Tsubota K. Morphologic evaluation of meibomian glands in 

chronic graft-versus-host disease using in vivo laser confocal microscopy. Mol Vis. 2011 Feb;17:2533-2543.
 3. Dogru M, Ward SK, Wakamatsu T, Ibrahim O, Schnider C, Kojima T, Matsumoto Y, Ogawa J, Shimazaki J, Tsubota K. The effects of 2 week 

senofi lcon-A silicone hydrogel contact lens daily wear on tear functions and ocular surface health status. Cont Lens Anterior Eye. 2011 
Apr;34(2):77-82.

 4. Goto E, Dogru M, Sato E. A, Matsumoto Y, Takano Y, Tsubota K. The sparkle of the eye: the impact of ocular surface wetness on corneal light 
refl ection. Am J Ophthalmol. 2011 Apr;151(4):691-696.

 5. Hara S, Kojima T, Ishida R, Goto E, Matsumoto Y, Kaido M, Shimazaki J, Dogru M, Tsubota K. Evaluation of tear stability after surgery for 
conjunctivochalasis. Optom Vis Sci. 2011 Sep;88:1112-8.

 6. Hatou S, Dogru M, Ibrahim OM, Wakamatsu T, Sato EA, Shimmura S, Negishi K, Tsubota K.　The application of in vivo confocal scanning laser 
microscopy in the diagnosis and evaluation of treatment responses in Mooren's ulcer. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Aug 24;52(9):6680-9.

 7. Hatou S, Shimmura S, Shimazaki J, Usui T, Amano S, Yokogawa H, Kobayashi A, Zheng X, Shiraishi A, Ohashi Y, Inatomi T, Tsubota K. 
Mathematical projection model of visual loss due to Fuchs corneal dystrophy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Oct 7;52(11):7888-93.

 8. Higa K, Takeshima N, Moro F, Kawakita, T, Kawashima M, Demura M, Shimazaki J, Asakura T, Tsubota K, Shimmura S. Porous silk fi broin fi lm 
as a transparent carrier for cultivated corneal epithelial sheets. J Biomater Sci Polym Ed. 2011 22:2261-2276.

 9. Higuchi A, Ito K, Dogru M, Kitamura M, Mitani F, Kawakita T, Ogawa Y, Tsubota K. Corneal damage and lacrimal gland dysfunction in a smoking 
rat model. Free Radic Biol Med. 2011 Dec 15;51(12):2210-6.

 10. Higuchi A, Kawakita T, Tsubota K. IL-6 induction in desiccated corneal epithelium in vitro and in vivo. Mol Vis. 2011 17:2400-6.
 11. Hosaka E, Kawamorita T, Ogasawara Y, Nakayama N, Uozato H, Shimizu K, Dogru M, Tsubota K, Goto E. Interferometry in the evaluation of 

precorneal tear fi lm thickness in dry eye. Am J Ophthalmol. 2011 Jan;151(1):18-23.

総インパクトファクター: Total impact factor 190.84
一篇あたり: Average impact factor 2.98
英文論文数: Number of English papers 64

2011年サマリー
Summary of 2011

インパクトファクター ※1 Impact Factor

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A
ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY
ATHEROSCLEROSIS
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY
FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEMATOLOGY
JOURNAL OF BIOMATERIALS SCIENCE-POLYMER EDITION
Journal of Neuroinfl ammation
PLoS One
　　　　　合計  Total

一般誌
Academic Journals

AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS
BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY
CONTACT LENS AND ANTERIOR EYE
CORNEA
CURRENT OPINION IN OPHTHALMOLOGY
EYE
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE
JAPANESE JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY
JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY
JOURNAL OF OCULAR PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS
MOLECULAR VISION
OPHTHALMOLOGY
OPTOMETRY AND VISION SCIENCE
Allergol Int
　　　　　合計  Total

7
1
1
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1
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1
1
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3
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4
1
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    -
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 12. Ibrahim OM, Dogru M, Ward SK, Matsumoto Y, Wakamatsu TH, Ishida R, Tsuyama A, Kojima T, Shimazaki J, Tsubota K. The effi cacy, sensitivity, 
and specifi city of strip meniscometry in conjunction with tear function tests in the assessment of tear meniscus. Invest Ophthalmol Vis Sci. 
2011 Apr 6;52:2194-8.

 13. Inagaki E, Ogawa Y, Matsumoto Y, Kawakita T, Shimmura S, Tsubota K. Four cases of corneal perforation in patients with chronic graft-versus-
host disease. Mol Vis. 2011 Feb 25;17:598-606.

 14. Kaido M, Ishida R, Dogru M, Tsubota K. The relation of functional visual acuity measurement methodology to tear functions and ocular surface 
status. Jpn J Ophthalmol. 2011 Sep;55:451-459.

 15. Kaido M, Matsumoto Y, Shigeno Y, Ishida R, Dogru M, Tsubota K. Corneal fl uorescein staining correlates with visual function in dry eye patients. 
Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Dec 16;52(13):9516-22.

 16. Kaido M, Toda I, Ishida R, Konagai M, Dogru M, Tsubota K. Aged-related changes in functional visual acuity in healthy individuals. Jpn J 
Ophthalmol. 2011 May;55(3):183-189.

 17. Kamoi M, Ogawa Y, Uchino M, Tatematsu Y, Mori T, Okamoto S, Tsubota K. Donor-recipient gender difference affects severity of dry eye after 
hematopoietic stem cell transplantation. Eye (Lond). 2011 Jul;25(7):860-865.

 18. Kaneko H, Anzai T, Morisawa M, Kohno T, Nagai T, Anzai A, Takahashi T, Shimoda M, Sasaki A, Maekawa Y, Yoshimura K, Aoki H, Tsubota 
K, Yoshikawa T, Okada Y, Ogawa S, Fukuda K. Resveratrol prevents the development of abdominal aortic aneurysm through attenuation of 
infl ammation, oxidative stress, and neovascularization. Atherosclerosis. 2011 Aug;217(2):350-7.

 19. Kato N, Toda I, Hori-Komai Y, Sakai C, Arai H, Tsubota K. Phakic intraocular lens for keratoconus. Ophthalmology. 2011 Mar;118(3):605
 20. Kawakita T, Higa K, Shimmura S, Tsubota K, Shimazaki J. Fate of Corneal Epithelial Cells Separated from Limbus InVivo. Invest Ophthalmol 

Vis Sci. 2011 Oct 17;52(11):8132-7.
 21. Kawashima M, Kawakita T, Maida Y, Kamoi M, Ogawa Y, Shimmura S, Masutomi K, Tsubota K. Comparison of telomere length and association 

with progenitor cell markers in lacrimal gland between Sjögren syndrome and non-Sjögren syndrome dry eye patients. Mol Vis. 2011 
Feb;17:1397-1404.

 22. Kojima T, Ibrahim OM, Wakamatsu T, Tsuyama A, Ogawa J, Matsumoto Y, Dogru M, Tsubota K. The Impact of Contact Lens Wear and Visual 
Display Terminal Work on Ocular Surface and Tear Functions in Offi ce Workers. Am J Ophthalmol. 2011 Dec;152(6):933-940.

 23. Kojima T, Ishida R, Sato EA, Kawakita T, Ibrahim OM, Matsumoto Y, Kaido M, Dogru M, Tsubota K. In vivo evaluation of ocular demodicosis using 
laser scanning confocal microscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Feb 1;52(1):565-9.

 24. Kojima T, Matsumoto Y, Ibrahim OM, Wakamatsu TH, Uchino M, Fukagawa K, Ogawa J, Dogru M, Negishi K, Tsubota K. The Effect of Controlled 
Adverse Chamber Environment Exposure on Tear Functions in Silicon Hydrogel and Hydrogel Soft Contact Lens Wearers. Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2011 Nov 11;52(12):8811-7.

 25. Kubota M, Shimmura S, Kubota S, Miyashita H, Kato N, Noda K, Ozawa Y, Usui T, Ishida S, Umezawa K, Kurihara T, Tsubota K. Hydrogen and 
N-acetyl-L-cysteine rescue oxidative stress-induced angiogenesis in a mouse corneal alkali-burn model. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jan 
21;52(1):427-33.

 26. Matsumoto Y, Dogru M, Kojima T, Shimazaki J, Tsubota K. The comparison of solitary topical micafungin or fl uconazole application in the 
treatment of Candida fungal keratitis. Br J Ophthalmol. 2011 Oct;95:1406-9.

 27. Mori T, Kato J, Yamane A, Aisa Y, Kawata Y, Ichimura M, Tsuneyama C, Yashima T, Ogawa Y, Tsubota K, Shigematsu N, Shimizu T, Okamoto 
S. Prevention of cytarabine-induced kerato-conjunctivitis by eye rinse in patients receiving high-dose cytarabine and total body irradiation as a 
conditioning for hematopoietic stem cell transplantation. Int J Hematol. 2011 Sep;94(3):261-265.

 28. Niibe K, Kawamura Y, Araki D, Morikawa S, Miura K, Suzuki S, Shimmura S, Sunabori T, Mabuchi Y, Nagai Y, Nakagawa T, Okano H, Matsuzaki 
Y. Purifi ed mesenchymal stem cells are an effi cient source for iPS cell induction. PLoS One. 2011;6:e17610.

 29. Ohba E, Dogru M, Hosaka E, Yamazaki A, Asaga R, Tatematsu Y, Ogawa Y, Tsubota K, Goto E. Surgical punctal occlusion with a high heat-
energy releasing cautery device for severe dry eye with recurrent punctal plug extrusion. Am J Ophthalmol. 2011 Mar;151(3):483-7.

 30. Ohnuma K, Kayanuma H, Lawu T, Negishi K, Yamaguchi T, Noda T.  Retinal image contrast obtained by a model eye with combined correction of 
chromatic and spherical aberrations. Biomed Opt Express. 2011 Jun 1;2(6):1443-57.

 31. Okada N, Kawakita T, Mishima K, Saito I, Miyashita H, Yoshida S, Shimmura S, Tsubota K. Clusterin promotes corneal epithelial cell growth 
through upregulation of hepatocyte growth factor by mesenchymal cells in vitro. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 May 2;52(6):2905-10.

 32. Satake Y, Higa K, Tsubota K, Shimazaki J. Long-term outcome of cultivated oral mucosal epithelial sheet transplantation in treatment of total 
limbal stem cell defi ciency. Ophthalmology. 2011 Aug;118(8):1524-30.

 33. Shimazaki J, Den S, Omoto M, Satake Y, Shimmura S, Tsubota K. Prospective, randomized study of the effi cacy of systemic cyclosporine in 
high-risk corneal transplantation. Am J Ophthalmol. 2011 July;152:33-39.

 34. Takamura E, Uchio E, Ebihara N, Ohno S, Ohashi Y, Okamoto S, Kumagai N, Satake Y, Shoji J, Nakagawa Y, Namba K, Fukagawa K, 
Fukushima A, Fujishima H. Japanese guideline for allergic conjunctival diseases. 2011 Mar;60(2):191-203.

 35. Torii H, Negishi K, Dogru M, Saiki M, Yamaguchi T, Watanabe K, Kato N, Tsubota K. Infl ammation after Phakic Implants. Ophthalmology. 2011 
118(2):2518.

 36. Uchino M, Nishiwaki Y, Michikawa T, Shirakawa K, Kuwahara E, Yamada M, Dogru M, Schaumberg DA, Kawakita T, Takebayashi T, Tsubota K. 
Prevalence and risk factors of dry eye disease in Japan: Koumi study. Ophthalmology. 2011 Dec;118(12):2361-7.

 37. Uchino Y, Shimmura S, Yamaguchi T, Kawakita T, Matsumoto Y, Negishi K, Tsubota K. Comparison of corneal thickness and haze in DSAEK and 
penetrating keratoplasty. Cornea. 2011 Mar;30(3):287-90.

 38. Wakamatsu TH, Tanaka M, Satake Y, Dogru M, Fukagawa K, Igarashi A, Fujishima H. Eosinophil cationic protein as a marker for assessing the 
effi cacy of tacrolimus ophthalmic solution in the treatment of atopic keratoconjunctivitis. Mol Vis. 2011 Apr 13;17:932-8.

 39. Wakamatsu TH, Yamaguchi T, Negishi K, Kaido M, Matsumoto Y, Ishida R, Kojima T, Ibrahim OM, Saiki M, Dogru M, Tsubota K. Functional visual 
acuity after neodymium:YAG laser capsulotomy in patients with posterior capsule opacifi cation and good visual acuity preoperatively. J Cataract 
Refract Surg. 2011 Feb;37(2):258-64.

 40. Yaguchi S, Yaguchi S, Asano Y, Kozawa T, Miyawaki T, Negishi K, Tsubota K. Repositioning and scleral fi xation of subluxated lenses using a 
T-shaped capsule stabilization hook. J Cataract Refract Surg. 2011 Aug;37(8):1386-93.

 41. Yamaguchi T, Bissen-Miyajima H, Hori-Komai Y, Matsumoto Y, Ebihara N, Takahashi H, Tsubota K, Shimazaki J. Infectious keratitis outbareak 
after laser in situ keratomileusis at a single laser center in Japan. J Cataract Refract Surg. 2011 May; 37(5): 894-900.
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 42. Yamaguchi T, Ohnuma K, Tomida D, Konomi K, Satake Y, Negishi K, Tsubota K, Shimazaki J.  The contribution of the posterior surface to the 
corneal aberrations in eyes after keratoplasty. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Aug 5;52(9):6222-9.

 43. Yoshida S, Yasuda M, Miyashita H, Ogawa Y, YoshidaT , Okano H, Tsubota K , and Shimmura S. Generation of stratifi ed squamous epithelial 
cells from induced pluripotent stem cells. PLoS One. 2011;6(12):e28856.

 44. Yoshimoto K, Tanaka M, Kojima M, Setoyama Y, Kameda H, Suzuki K, Tsuzaka K, Ogawa Y, Tsubota K, Abe T, Takeuchi T. Regulatory 
mechanisms for the production of BAFF and IL-6 are impaired in monocytes of patients of primary Sjogren's syndrome. Arthritis Res Ther. 
2011 13:R170.

後眼部（網膜・緑内障）関連：計10編  総IF  26.682  Posterior Segment of the Eye (Retina/Glaucoma) 
 45. Hirasawa M, Noda K, Noda S, Suzuki M, Ozawa Y, Shinoda K, Inoue M, Ogawa Y, Tsubota K, Ishida S. Transcriptional factors associated with 

epithelial-mesenchymal transition in choroidal neovascularization. Mol Vis. 2011 Feb;17:1222-1230.
 46. Kawamura R, Inoue M, Shinoda H, Shinoda K, Itoh Y, Ishida S, Tsubota K. Incidence of increased intraocular pressure after subtenon injection of 

triamcinolone acetonide. J Ocul Pharmacol Ther. 2011 Jun;27(3):299-304.
 47. Kubota S, Ozawa Y, Kurihara T, Sasaki M, Yuki K, Miyake S, Noda K, Ishida S, Tsubota K. Roles of AMP-Activated Protein Kinase in Diabetes-

Induced Retinal Infl ammation. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Nov 25;52(12):9142-8.
 48. Noda M, Noda K, Ideta S, Nakamura Y, Ishida S, Inoue M, Tsubota K. Repair of blowout orbital fl oor fracture by periosteal suturing. Clin 

Experiment Ophthalmol. 2011 May-Jun;39(4):364-9.
 49. Numabe H, Sawai H, Yamagata Z, Muto K, Kosaki R, Yuki K, Kosaki K. Reproductive success in patients with Hallermann-Streiff syndrome. Am 

J Med Genet A. 2011Sep;155A(9):2311-2313.
 50. Ozawa Y, Kurihara T, Tsubota K, Okano H. Regulation of posttranscriptional modifi cation as a possible therapeutic approach for retinal 

neuroprotection. J Ophthalmol. 2011;2011:506137. Epub 2010 Nov 7.
 51. Shinoda H, Koto T, Fujiki K, Murakami A, Tsubota K, Ozawa Y. Clinical fi ndings in a choroideremia patient who underwent vitrectomy for retinal 

detachment associated with macular hole. Jpn J Ophthalmol. 2011 Mar;55(2):169-71.
 52. Suzuki M, Ozawa Y, Kubota S, Hirasawa M, Miyake S, Noda K, Tsubota K, Kadonosono K, Ishida S. Neuroprotective response after 

photodynamic therapy: Role of vascular endothelial growth factor. J Neuroinfl ammation. 2011 8(1):176.
 53. Tanabe S, Yuki K, Ozeki N, Shiba D, Abe T, Kouyama K, Tsubota K. The association between primary open-angle glaucoma and motor vehicle 

collisions. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 June, Vol 52; 4177-4181.
 54. Yuki K, Ozawa Y, Yoshida T, Kurihara T, Hirasawa M, Ozeki N, Shiba D, Noda K, Ishida S, Tsubota K. Retinal ganglion cell loss in superoxide 

dismutase 1 defi ciency. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Jun 13;52(7):4143-4150.

２. 英文著書・総説：計11編  総IF 29.102 Review Papers/Book Chapter
 1. Dogru M, Tsubota K. Pharmacotherapy of dry eye. Expert Opin Pharmacother. 2011 Feb;12(3):325-34.
 2. Geerling G, Tauber J, Baudouin C, Goto E, Matsumoto Y, O'Brien T, Rolando M, Tsubota K, Nichols KK. The international workshop on 

meibomian gland dysfunction: report of the subcommittee on management and treatment of meibomian gland dysfunction. Invest Ophthalmol 
Vis Sci. 2011 Mar 30;52(4):2050-64.

 3. Hatou S. Hormonal regulation of Na+-/K+-Dependent ATPase Activity and Pump Function in Corneal Endothelial Cells. Cornea. 2011 Oct;30 
Suppl 1:S60-6.

 4. Kawashima M, Tsubota K. Effect of calorie restriction on change in lacrimal gland with age. Cornea. 2011 Oct;30 Suppl 1:S29-33.
 5. Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, Glasgow BJ, Dogru M, Tsubota K, Lemp MA, Sullivan DA. The international workshop on meibomian gland 

dysfunction: executive summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Mar 30;52(4):1922-9.
 6. Ozawa Y, Kurihara T, Tsubota K, Okano H. Regulation of posttranscriptional modifi cation as a possible therapeutic approach for retinal 

neuroprotection. J Ophthalmol. 2011;2011:506137.
 7. Schaumberg DA, Nichols JJ, Papas EB, Tong L, Uchino M, Nichols KK. The international workshop on meibomian gland dysfunction: report of 

the subcommittee on the epidemiology of, and associated risk factors for, MGD. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Mar 30;52(4):1994-2005.
 8. Tsubota K, Inoue Y, Oshika T. "Concluding my term as president with great appreciation and satisfaction" 16th Annual Meeting of the Kyoto 

Cornea Club, December 3-4, 2010. Cornea. 2011 Oct;30 Suppl 1:S1-2.
 9. Tsubota K, Yoshida T, Kurosaka D, Lee RK, Alfonso EC, Nakazawa T. Miami to Japan eye-care rescue mission: vision van helps with relief 

efforts. Am J Ophthalmol. 2011 Nov;152(5):886-7.
 10. Tsubota K. New Approaches for the Management of Dry Mouth and Dry Eye in Sjogren's Syndrome in Japan. In Robert I. Fox and Carla M. Fox, 

editors. Sjogren's Syndrome. Practical Guidelines to Diagnosis and Therapy. New York: Springer; 2011:415-421.
 11. Yamaguchi T, Negishi K, Tsubota K. Functional visual acuity measurement in cataract and intraocular lens implantation. Curr Opin Ophthalmol. 

2011 Jan;22(1):31-6.

３. 国際学会  International Meetings
6th International Congress of Corneal Crosslinking.  Milan, Italy, 22 Jan 2011
 1. Kato N, Sakatani K, Konomi K, Arai H, Shimazaki J, Negishi K, Tsubota K. Decrease of corneal thickness during instillation of ribofl avin solution 

for corneal crosslinking.
Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting. Fort Lauderdale, FL, USA, 1-5 May 2011
 1. Hatou S, Yoshida S, Higa K, Miyashita H, Shimmura S, Tsubota K. Tissue engineered corneal endothelium derived from cornea-derived precursor 

(COPs).
 2. Higa K, Kato N, Yoshida S, Ogawa Y, Shimazaki J, Tsubota K, Shimmura S. Aquaporin 1 positive mesenchymal cell imply existence of cornea 

limbal niche cells.
 3. Hirasawa M, Noda K, Suzuki M, Ozawa Y, Tsubota K, Ishida S. Cytokine regulation of transcriptional factor snail in human retinal pigment 

epithelium.
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 4. Ibrahim O, Dogru M, Kojima T, Matsumoto Y, Wakamatsu T, Igarashi A, Shimizu T, Shimazaki J, Tsubota K. Evidence for accelerated apoptosis 
and altered meibomian glandular differentiation in the sod1 knock-out mice novel model for age related dry eye disease.

 5. Inaba T, Hisatsune C, Kawakita T, Sasaki Y, Ogawa Y, Mikoshiba K, and Tsubota K. Role of muscarinic acetylcholine receptors and Ca2+ 
signaling in tear secretion.

 6. Kato N, Kubota M, Miyashita H, Kawakita T, Yoshida S, Tsubota K, Shimmura S. The role of p38 MAPK phosphorylated activation by reactive 
oxygen species in corneal epithelial cells.

 7. Kawakita T, Kobayashi S, Kawashima M, Okada N, Ito M, Mishima K, Shimmmura S, Saito I, Tsubota K. Lacrimal gland regeneration by their 
progenitor cells.

 8. Kawashima M, Kawakita T, Inaba T, Watanabe M, Shinmura K, Shimmura S, Tsubota K. Oral lactoferrin improves age related dry eye disease in 
mice.

 9. Kubota M, Kubota S, Miyashita H, Tomohiko U, Tsubota K, Shimmura S. Hydrogen rescues oxidative stress-induced angiogenesis in a mouse 
corneal alkali-burn model.

 10. Kubota S, Ozawa Y, Kurihara T, Sasaki M, Yuki K, Miyake S, Noda K, Ishida S, Tsubota K. Resveratrol attenuates diabetes-induced retinal 
infl ammation by regulating an AMP-activated protein kinase/nuclear factor-κB axis.

 11. Miyake S, Takahashi N, Kobayashi S, Tsubota K, Ozawa Y. Oral administration of bilberry extract reduces retinal infl ammation and protects visual 
function in mice.

 12. Miyashita H, Shimmura S, Kubota M, Tsubota K. Inhibition of hypoxia inducible factor 2 alpha in human corneal epithelial cells delays cell cycle at 
G2 phase even under normoxia.

 13. Narimatsu T, Kubota S, Miyake S, Hirasawa S, Kurihara T, Ishida S, Ozawa Y, Tsubota T. Translocation of beta-catenin in the retinal pigment 
epithelium after light-exposure.

 14. Ogawa Y, Shimmura S, Morikawa S, Mabuchi Y, Yaguchi T, Inaba T, Kawakami Y, Okano H, Matsuzaki Y, Tsubota K. A signifi cant role of 
mesenchymal stem cells in immune processes and pathogenic fi brosis in ocular chronic graft versus host disease.

 15. Omoto M, Shimmura S, Yoshida S, Kawakita T, Shimazaki J, Tsubota K. A semaphorin 3a inhibitor accelerates cornel reinnervation following 
penetrating keratoplasty on mice.

 16. Saiki M, Negishi K, Dogru M, Kato N, Arai H, Toda I, Ohnuma K, Tsubota K. Central - peripheral corneal curvature ratio no-history method for 
intraocular lens power calculation after excimer laser refractive surgery.

 17. Sasaki M, Yuki K , Kubota S, Miyake S, Kobayashi S, Ishida S, Tsubota K, Ozawa Y. Neuroprotective effect of an antioxidant lutein in the diabetic 
retina.

 18. Sugawara T, Yamamoto S, Nakazawa M, Machida S, Murakami A, Nao-i N, Wada Y, Miyake Y, Mashima Y. Humphrey Perimetry 10-2 
assessment of retinitis pigmentosa patients in phase 2 study of UF-021 (JapicCTI-090748).

 19. Suzuki M, Ozawa Y, Kubota S, Hirasawa M, Miyake S, Narimatsu T, Noda K, Tsubota K, Kadonosono K, Ishida S. Role of vascular endothelial 
growth factor induced by photodynamic therapy.

 20. Tatematsu Y, Ogawa Y, Shinmura S, Dogru M, Nagai T, Yaguchi S, Yamazaki K,  Kameyama K, Kawakami Y, Tsubota K. Mucosal microvilli in dry 
eye patients with chronic graft-versus-host disease.

 21. Tsubota K. Special Interest Group: A Radical Approach to Aging Eye Disease. Anti-aging approach for the treatment of dry eye.
 22. Uchino M, Nishiwaki Y, Michikawa T, Shirakawa K, Kuwahara E, Yamada M, Dogru M, Debra A Schaumberg, Kawakita T, Takebayashi T, Tsubota 

K. Prevalence and risk factors of dry eye disease in Japan; Koumi study.
 23. Uchino Y, Kawakita T, Miyazawa M, Ishii T, Onouchi H, Yasuda K, Ogawa Y, Shimmura S, Ishii N, Tsubota K. The role of intracellular oxidative 

stress in the mechanism of the dry eye disease.
 24. Yaguchi S, Ogawa Y, Shinmmura S, Tsubota K. Lacrimal gland infl ammation and fi brosis in murine model of ocular graft versus host disease.
 25. Yoshida T, Koizumi H, Yuki K, Hirabayashi Y, Suzuki K, Mitani K, Tsubota K, Shimmura S, Ozawa Y, Okano H. A gene therapy for a gene mutation 

in human iPS cell using helper-dependent adenoviral vector.
 26. Yamamoto S, Sugawara T, Nakazawa M, Machida S, Murakami A, Nao-i N, Wada Y, Miyake Y, Mashima Y. Microperimetry Shows Protection of 

Central Vision in Retinitis Pigmentosa Patients treated with UF-021: a Phase 2 Study (JapicCTI-090748).
 27. Yoshida S, Yasuda M, Miyashita H, Yoshida T, Okano H, Tsubota K, Shimmura S. Generation of stratifi ed squamous epithelial cells from induced 

pluripotent stem cells.
 28. Yuki K, Ozawa Y, Yoshida T, Tsubota K, Okano H. Isolation of retinal progenitor cells Derived from mouse iPS cells transfected with a promoter-

Rx-DsRed.
International Lactoferrin Conference. Mazatlan, Mexico, 8-11 May 2011
 1. Kawakita T. Ichihashi Y, Ando K, Tsubota K. The effect of oral lactoferrin in dry eye patients.
International Society for Stem Cell (ISSCR) 9th Annual Meeting. Toronto, Ontario Canada, 15-18 June 2011
 1. Kawakita T, Kobayashi S, Kawashima M, Okada N, Ito M, Mishima K, Shimmura S, Saito I, Tsubota K. Lacrimal gland regeneration potential by 

their progenitor cells.
 2. Shimmura S, Hatou S, Yoshida S, Higa K, Miyashita H, Tsubota K. Induction of corneal endothelial cells from mouse adult neural crest stem cells. 
 3. Yoshida S, Yasuda M, Miyashita H, Yoshida T , Okano H, Tsubota K, Shimmura S. Generation of stratifi ed squamous epithelial cells from mouse 

induced pluripotent stem cells.
World Glaucoma Congress. Paris, France, 29 June – 2 July 2011
 1. Tanabe S, Yuki K, Ozeki N, Shiba D, Kouyama K, Tsubota K. The association between primary open-angle glaucoma and motor vehicle 

collisions.
 2. T. Ono, K. Yuki, D. Shiba, N. Ozeki, K. Tsubota. Incidence, risk factor and the effect of fl at anterior chamber after trabeculectomy.
American Society of Retina Specialists 29th Annual Meeting. Boston, MA, USA, 20-24 Aug 2011
 1. Koto T, Uchida A, Inoue M. Inhibition of ocular infl ammation in endotoxin-induced uveitis with the calcium channel blocker nilvadipine but not 

diltiazem.
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XXIX Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons. Vienna, Austria, 17-21 Sept 2011
 1. Yaguchi S, Yaguchi S, Kabayama J, Asano Y, Negishi K, Tsubota K. Classifi cation of zonular weakness based on lens movement during 

capsulorhexis.
Korea-Japan Joint Cornea Conference. Seoul, Korea, 14 Oct 2011 
 1. Hatou S, Shimmura S, Shimazaki J, Usui T, Amano S, Yokogawa H, Kobayashi A, Zheng X, Shiraishi A, Ohashi Y, Inatomi T, Tsubota K. 

Mathematical projection model of visual loss due to Fuchs corneal dystrophy.
1st Ocular cGVHD International Consensus Meeting. KEIO Global Clinical Research Program. Orlando, FL, USA. 20 Oct 2011
 1. Ogawa Y, Kamoi M, Uchino M, Tatematsu Y, Ban Y, Yaguchi S, Inagaki E, Tsubota K. Ocular GVHD. 1st ocular cGVHD international Consensus 

meeting.

４. 国際招待講演  International Symposia-Invited Speakers
 Asia ARVO: Meeting on Research in Vision and Ophthalmology. Singapore, 20-21 Jan 2011 
 1. Tsubota K, Kawashima M, Inaba T, Dogru M, Ogawa Y, Nakamura S, Shinmura K, Higuchi A, Kawakita T. Anti-aging approach for the treatment 

of dry eye.
 2. Tsubota K, Kato N, Kawakita T, Sakai C, Toda I. Topography-guided conductive keratoplasty for the treatment of keratoconus.
Gordon Research Conference, 8th Salivary Glands and Exocrine Biology, Galveston, TX, USA. 6-11 Feb 2011
 1. Kawakita T. Lacrimal gland regeneration.
The 26th Asia Pacifi c of Ophthalmology Congress. Sydney, Australia, 20-24 March 2011 
 1. Ozawa Y. Involvement of renin-angiotensin system with neuronal dysfunction in diabetic retinopathy.
16th Scientifi c Meeting of the International Society for Contact Lens Research. Napa, CA, USA. 21-26 Aug 2011 
 1. Tsubota K, Dogru M. The impact of silicon hydrogel soft contact lens wear and environmental conditions on tear functions and ocular surface.
The 24th Asia-Pacifi c Association of Cataract and Refractive Surgeons (APACRS) Annual Meeting in Conjunction with the 2011 Korean
 Society of Cataract and Refractive Surgery (KSCRS) Symposium. Seoul, Korea, 13-16 Oct 2011
 1. Negishi K. Cataract Symposium. A new formula for IOL power calculation after LASIK.
 2. Shimmura S. New Wave in Anterior Segment Surgery. Long-term results of non-Descemet's stripping endothelial keratoplasty (nDSAEK) in 

Asian eyes.
 3. Shimmura S. Cornea Session in Conjunction with KEEDS. Long-term results of deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) by the visco-

bubble technique.
American Academy of Ophthalmology. Orlando, FL, USA, 24 Oct 2011
 1. Shimmura S. Skill Transfer Course: Visco-dissection method. Anterior lamellar keratoplasty: principles and practice.
University of Florida. Department of Aging & Geriatric Research. Invited Lecture. Gainesville, FL, USA. 25 Oct 2011
 1. Tsubota K. Anti-aging approach for the treatment of dry eye.
The 11th International Ocular Infl ammation Society Congress. Goa, India, 15 Nov 2011
 1. Ozawa Y. Infl ammatory Signals in the Pathogenesis of Diabetic Retinopathy.
The 17th Annual Meeting of the Kyoto Cornea Club. Kyoto, Japan, 2 Dec 2011
 1. Tsubota K. Keynote Lecture: New challenges for dry eye.

５. 和文論文（7）  Original Papers (Japanese)
 1. 石岡みさき, 島﨑潤, 八木幸子, 坪田一男. チモロール点眼の防腐剤有無による眼表面と涙液機能への影響. あたらしい眼科28(4):559-562, 2011.
 2. 石田晋、持丸博史、永井紀博、野田航介、小沢洋子. 実験的脈絡膜血管新生に対するカルテオロール塩酸塩の効果. 日眼会誌 115: 355-361, 2011.
 3. 市橋慶之, 榛村真智子, 山口剛史, 島﨑潤. 角膜内皮移植術後の屈折と眼内レンズ度数誤差. あたらしい眼科28(8):1202-1205, 2011.
 4. 緒方正虎, 川北哲也, 榛村重人, 坪田一男. Mooren角膜潰瘍に対し羊膜移植術と表層角膜移植術が奏功した1例. 眼科手術24(4):483-485, 2011.
 5. 鈴木亜鶴, 松本幸裕, 内野裕一, 川北哲也, 榛村重人, 坪田一男. 重症周辺部角膜潰瘍の予後不良因子. 日本眼科学会雑誌115:116-21, 2011.
 6. 高山徹也, 佐々木香る, 宇野毅, 出田隆一, 真島行彦. 再発翼状片に対する初回手術の影響　臨床眼科65:1435-1440, 2011.
 7. 平山雅敏, 大口剛司, 松本幸裕, 手島ひとみ, 上遠野保裕, 村田満, 川北哲也, 榛村重人, 坪田一男. アムビゾーム® とブイフェンド® による治療を行
った角膜真菌症の1例. あたらしい眼科(28)10:115, 2011.

６. 和文著書・総説（49）  Review Papers (Japanese)
 1. 井手武, 不二門尚, 前田直之, 大鹿哲郎, ビッセン宮島弘子, 黒坂大次郎, 戸田郁子, 荒井宏幸, 岡本茂樹, 稗田牧, 魚里博, 根岸一乃, 坪田一男, 老眼
研究会. 老視の定義と診断基準2010. あたらしい眼科28:985-988, 2011.

 2. 出田真二. Text眼科学 画像診断と内視鏡検査：70-72, 2011.
 3. 出田真二. 見た目のアンチエイジング 見た目の‘目’のアンチエイジング: 105-109, 2011.
 4. 稲垣絵海, 篠田肇, 内田敦郎, 川村亮介, 鈴木浩太郎, 野田航介, 石田晋, 坪田一男, 小沢洋子. 滲出性網膜剥離に対してベバシズマブ硝子体内投与
が奏効した転移性脈絡膜腫瘍の1例 あたらしい眼科28(4):587-592, 201.

 5. 稲葉隆明, 島﨑潤, 坪田一男. ケルセチンと眼疾患. Functional Food Vol.5 No2 139-143, 2011.
 6. 内野美樹. 基本手技シリーズ  ドライアイ診療―問診のコツー. Frontier in Dry Eye 6(2):52-56, 2011.
 7. 内野裕一, 坪田一男. ドライアイと眼精疲労. 日常診療でよくみる症状・病態 －診断の指針・治療の指針－  総合臨床 60:189-192, 2011.
 8. 小川葉子. ドライアイリサーチアワード  受賞論文  ヒト眼慢性移植片対宿主病における上皮間葉転換  Frontiers in Dry Eye.  2011 秋号  6(2); 64-69.
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 9. 小川葉子. 渡辺仁ドライアイリサーチアワード  第6回受賞者決定  Vol.2 Frontiers in Dry Eye.  2011 秋号  6(2); 63.
 10. 小沢洋子. 抗VEGF療法 (Pegaptanib). 専門医のための眼科診療クオリファイ4.  加齢黄斑変性：診断と治療の最先端.
 11. 小沢洋子. 新生血管に対する抗VEGF療法　Pharma Medica 特集「加齢黄斑変性」.
 12. 小沢洋子. Pharma Medica 老年医学2011年4月号  特集  「加齢黄斑変性の診断治療の最近の進歩」Topics. 加齢黄斑変性と酸化ストレス制御.
 13. 小沢洋子, 坪田一男. キサントフィル生体調節機能に着目した健康長寿に役立つ高機能型農産物創出のための研究開発. 日本抗加齢医学会雑誌

7(6):847, 2011.
 14. 海道美奈子. ドライアイ最近の話題2011：BUT短縮タイプのドライアイに対する治療法. 眼科53(10).
 15. 加藤直子. 円錐角膜の治療「眼科診療：5年前の常識は、現在の非常識！」. 臨床眼科65(11)　124-128, 2011.
 16. 川北哲也. 眼科からみたアディポネクチンとアンチエイジング  アンチエイジング医学̶抗加齢医療学会雑誌7（3）:49-52, 2011.
 17. 川北哲也. 日本眼科学会学術奨励賞受賞論文総説  角膜上皮シート作成方法の開発日本眼科学会雑誌　115.(11):1007-1014, 2011.
 18. 川北哲也. 眼科最新手術  角膜移植  DALK  眼科2011年9月臨時増刊号53; 10; 1427-1431.
 19. 川北哲也. Tea Tree oilによる眼瞼清浄  新しい治療と検査シリーズ  あたらしい眼科  28(9): 1293-1294.
 20. 川島素子, 坪田一男.「アンチエイジング医学」p47-50、「外来で診る老年期の医学と疾患」慶應義塾大学薬学部薬剤師継続学習通信講座テキスト, 2011.
 21. 川島素子, 坪田一男. アンチエイジング 知っておきたいアンチエイジングの知識「眼とアンチエイジング」総合臨床 60(3): 430-434, 2011.
 22. 木下茂, 坪田一男, 横井則彦, 島﨑潤, Reza Dana, Christophe Aaudouin. 各国におけるドライアイの診断・治療方法. Frontiers in Dry Eye6(1):15-

21, 2011.
 23. 佐々木真理子. 「サプリメント」. 眼科医のための先端医療. あたらしい眼科10:1441-1443, 2011.
 24. 佐々木真理子, 小沢洋子, 坪田一男. 「サプリメント」. 眼科診療クオリファイ4．加齢黄斑変性：診断と治療の最先端:182-186, 2011.
 25. 島﨑潤, 坪田一男, 荒井宏幸, 坂谷慶子, 稗田牧, 篠崎尚史, 天野史郎, 木下茂. フェムト秒レーザーによる角膜移植術の医療経済分析. Pharma 

Medica 29(6): 141-146, 2011.
 26. 坪田一男. 若々しさを保つために 眼の若さを維持する. CLINICIAN(58):30-33, 2011.
 27. 坪田一男, 不二門尚. 老視アップデート. あたらしい眼科28(5):603-604, 2011.
 28. 坪田一男. 眼科医にすすめる100冊の本 怒らないこと アルボムッレ・スマナサーラ著. あたらしい眼科28(1):95-96, 2011.
 29. 坪田一男. 特集ドライアイ最近の話題2011  序論. 眼科10(53)11:1551-1552, 2011.
 30. 鳥居秀成, 根岸一乃. Toric IOLによる乱視矯正白内障手術. 眼科53 (10)臨時増刊号, 1401-1409, 2011.
 31. 鳥居秀成, 根岸一乃. 多焦点眼内レンズの度数ずれ. あたらしい眼科28 (7), 995-996, 2011.
 32. 鳥居秀成、根岸一乃：LASIKの周術期管理．日本白内障屈折矯正手術学会雑誌編集部,大阪, IOL&RS 24 (4) ,580-584, 2010.
 33. 鳥居秀成、不二門尚、宇津見義一：学校近視の現況に関する2010年度アンケート調査．日本の眼科81 (12)，付録，2010.
 34. 鳥居秀成：屈折矯正の新しい流れ　C.水晶体摘出後の眼内レンズ-2.調節眼内レンズa.種類と適応．メディカル葵出版, 東京, あたらしい眼科28
  （臨増）, 243-246, 2011.
 35. 鳥居秀成, 根岸一乃. 多焦点眼内レンズ入れ替え症例の検討. IOL&RS 25 (1) ,13-16, 2011.
 36. 鳥居秀成, 不二門尚, 宇津見義一. 学校近視の現況に関する2010年度アンケート調査報告．日本の眼科82(4), 531-541, 2011.
 37. 鳥居秀成, 根岸一乃. さまざまな軸マーキング法と手術手技  眼科手術24(3):277-285, 2011.
 38. 根岸一乃. 1.視力・形態覚の生理1）～3）眼科学〈Ⅰ〉Ⅱ機能とその病態 A.視力・形態覚　680-693, 2011.
 39. 根岸一乃. 白内障・屈折矯正手術分野における光学シミュレーションの意義（総説）. IOL&RS  25:372-375, 2011.
 40. 根岸一乃. エキシマレーザー角膜近視矯正手術後の眼内レンズ度数計算（総説）.視覚の科学, 2011.
 41. 根岸一乃. 屈折矯正手術 こう考えれば手術は上達する 眼科手術のロジック. 新ES NOW No.5:120-125, 2011.
 42. 根岸一乃. 小児白内障手術 きれいな小児眼科手術 これであなたも悩まない！. 新ES NOW No.6:102-107, 2011.
 43. 羽藤晋, 榛村重人, 坪田一男. シリーズ再生医療  眼科における再生医療. あいみっく32(2):25-28, 2011.
 44. 深川和己. スギ花粉アレルギー性結膜炎に及ぼす各種点眼液の影響. アレルギー・免疫 巻:18号:2頁:250-255, 2011.
 45. 深川和己. アレルギー患者の教育指導と支援―治療のサポートシステム―5）アレルギー性結膜疾患. 月刊アレルギーの臨床 号:414頁:310-314, 2011.
 46. 松本幸裕. 特集・マイボーム腺研究、臨床の最前線  マイボーム腺機能不全診断へのコンフォーカルマイクロスコープの応用. あたらしい眼科 28:1094-

1098, 2011.
 47. 松本幸裕. 特集  ドライアイ最近の話題2011  新しいドライアイ治療薬ジクアス®の使い方. 眼科 53:1581-1588, 2011.
 48. 村戸ドール. 世界におけるマイボーム腺機能不全の考え方：Tear fi lm Ocular Surface Studyの概略 あたらしい眼科28(8):1063-66, 2011.
 49. 結城賢弥. 悪性緑内障  眼科診療クオリファイ 3. 緑内障診断ガイド: 197-199, 2011.

７. 和文執筆・編集（63）  Books / Chapters (Japanese)
 1. 小川葉子. 平成23年度医療講演会【膠原病と目】全国膠原病友の会千葉支部編  SSKS  増刊  通巻5293号  千葉なんれんNo.31.p9-23. 2011/9/10
 2. 小沢洋子. 記事. 薬事日報社大阪支社　加齢黄斑変性とサプリメント.
 3. 小沢洋子. 眼科ケア  インフォームドコンセント・セカンドオピニオン.
 4. 川島素子. 編集協力 「神経眼科-臨床のために」第3版 2011.
 5. 川島素子. 監修 ドクターQ&A 加齢と目の疲れ Doctor's Eye, ジャパンライフシステムズ20:36-39, 2011.
 6. 川島素子. 監修 加齢と目の疲れ セルフドクター ジャパンライフシステムズ 56:36-39, 2011.
  7. 久保田俊介, 小沢洋子, 坪田一男. Functional Food 15 医農連携と機能性食品3  肥満と糖尿病  網膜症を気にする人に機能性食品は役立ちますか？.
 8. 佐伯めぐみ, 根岸一乃.【これ1冊ですべてわかる!  新人スタッフのための眼科の検査・手術機器完全マニュアル】(1部)眼科検査機器 (1章)視力検
査.  眼科ケア2011夏季増刊:20-21, 2011.
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 9. 坂本泰二編集. 稲谷台, 加治優一, 加瀬諭, 園田康平, 園田祥三, 根岸一乃編集協力. 「眼科診療：5年前の常識は、現在の非常識！」臨床眼科増刊
号65(11), 2011.

 10. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 秘書チームで屈折矯正手術、流行る. 眼科ケア 13(1): 62-63, 2011
 11. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. ごきげんのサイエンス アップデート：2種類のごきげん「体験とメモリー」について. 眼科ケア 

13(2): 162-163, 2011.
 12. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 最近やっていていいこと：①CPAP. 眼科ケア 13(3): 246-247, 2011
 13. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 最近やっていていいこと：②運動を真剣にやる. 眼科ケア 13(4): 386-387, 2011.
 14. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 自分の100歳を想像してみよう. 眼科ケア 13(5): 502-503, 2011.
 15. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. “Vision Van”で被災地に眼科医療を！. 眼科ケア 13(6): 586-587, 2011.
 16. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. トライアスロンにチャレンジする！. 眼科ケア 13(7): 714-715, 2011.
 17. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 特定保健用食品がドライアイに効く？. 眼科ケア 13(8): 806-807,2011.
 18. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 進化するドライアイメガネ. 眼科ケア 13(9): 910-911, 2011.
 19. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. メディアの功罪　-NHKスペシャルでのレスベラトロール報道-. 眼科ケア 13(10): 1022-1023, 2011.
 20. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. 健康科学「ヘルスサイエンス」. 眼科ケア 13(11):1142-1143, 2011.
 21. 坪田一男. ごきげんナースとごきげんドクター. Positive Psychology―ポジティブ心理学―. 眼科ケア 13(12): 1250-1251, 2011.
 22. 坪田一男. 編集委員に訊く　日本の知恵を探る  第7回  腹八分に病なし. アンチエイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌7(2):095, 2011.
 23. 坪田一男. 編集長のページ. SERT3のお話. アンチエイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌7(2):096-099, 2011.
 24. 坪田一男. 編集長のページ. 被災地支援とアンチエイジング医学：MVVプロジェクトのお話. アンチエイジング医学－日本抗加齢医学会雑誌

7(3):101-104, 2011.
 25. 坪田一男. 編集長のページ. NHKスペシャル：「あなたの寿命は延ばせる～発見！長寿遺伝子～」の光と影. アンチエイジング医学－日本抗加齢医
学会雑誌7(4):094-095, 2011.

 26. 坪田一男. INTERVIEW10 角膜のエキスパートに訊く  ドライアイの未来  木下茂先生  大橋裕一先生. Frontiers in Dry Eye6(1):1-5, 2011.
 27. 坪田一男, David A.Sullivan, 鈴木智, 小野眞史. 座談会  ドライアイ基礎研究の重要性. Frontiers in Dry Eye6(1):8-13, 2011.
 28. 坪田一男. 連載第92回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 脳のためにも、糖の摂り過ぎに注意！～脳のエネルギー源は、糖質だけではない！
～. 経済界1.11:120-121, 2011.

 29. 坪田一男. 連載第93回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 体温は低いほうがいい？高いほうがいい？～省エネモードで長生きしよう！～. 経
済界1.25:120-121, 2011.

 30. 坪田一男. 連載第94回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 満足人間 サティスファイサーを目指そう！～選択肢が多すぎると、人はかえって
不幸せになる？！～. 経済界2.8:108-109, 2011.

 31. 坪田一男. 連載第95回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 4つの身体機能で、長寿を予測できる!?～毎日簡単にできる、身体能力の鍛え方～. 
経済界2.22:100-101, 2011.

 32. 坪田一男. 連載第96回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- ゴマペプチドは、ドライアイにも効果的!?～「特定保健用食品」の可能性を探れ！
～. 経済界3.8:116-117, 2011.

 33. 坪田一男. 連載第97回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- メディカル・ハブ視察記！～アジア発の医療ツーリズムが熱い！～. 経済界
3.22:100-101, 2011.

 34. 坪田一男. 連載第98回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- あなたも100歳になる日が来る!?～元気でごきげんな百寿者になるための戦略本、
登場！～. 経済界4.5:104-105, 2011.

 35. 坪田一男. 連載第99回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 今こそ、各分野の叡智を結集しよう！～東北地方太平洋沖地震・眼科学からのア
プローチ！～. 経済界4.19:96-97, 2011.

 36. 坪田一男. 連載第100回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 日本の食文化を見直し、守っていこう！～世界が注目するおいしいフードサイエ
ンス～. 経済界5.10:104-105, 2011.

 37. 坪田一男. 連載第101回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 動く眼科診療室「ビジョン・バン」がやってきた！～米マイアミ大が無償提供！
～. 経済界5.24:96-97, 2011.

 38. 坪田一男. 連載第102回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 放射線ストレスには、抗酸化物質で対抗！～放射線被害の本当の敵は、活性酸素
だった!?～. 経済界6.7:104-105, 2011.

 39. 坪田一男. 連載第103回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 夜は暗闇の中で眠ろう！～概日リズムと寿命の関係！～. 経済界6.21:100-101, 
2011.

 40. 坪田一男. 連載第104回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 塩分と高血圧の関係が、ついに解明された！～高血圧治療に新たな光!?～. 経済
界7.5:96-97, 2011.

 41. 坪田一男. 連載第105回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- ～. 失われていなかった20年～アンチエイジングで日本経済を復活させよう！～
経済界7.19:100-101, 2011.

 42. 坪田一男. 連載第106回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 老化抑制だけでなく、若返りも可能になる!?～テロメーゼ活性で、「老化時計」
が逆回転を始める!?～. 経済界8.2:112-113, 2011.

 43. 坪田一男. 連載第 107回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- なぜ、日本人は幸せを実感できないのか？ ～幸福と所得のパラドックス再考!?～
. 経済界8.23:108-109, 2011.

 44. 坪田一男. 連載第 108回 老けるな！-トライアスロンのススメ～新しいことにチャレンジしよう!?～. 経済界9.6:100-101, 2011.
 45. 坪田一男. 連載第 109回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- PCワーカーのための新ドライアイメガネ登場！～「JINS Moisture」誕生秘話～
～. 経済界9.20:100-101, 2011.

 46. 坪田一男. 連載第110回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 人類は走るために生まれた!?～裸足で走れば、衝撃は少ない!?～. 経済界
10.4:100-101, 2011.

 47. 坪田一男. 連載第111回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 運動で脳を鍛えよう！～『脳を鍛えるには運動しかない』～. 経済界10.18:102-
103, 2011.
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 48. 坪田一男. 連載第112回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険-「ごきげん仮説」がサイエンスになった！～人生やビジネスを変える、ポジティブ
心理学の潮流～. 経済界11.1:96-97, 2011.

 49. 坪田一男. 連載第113回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 幸せな脳を作る瞑想のサイエンス！～瞑想で脳と健康をコントロールできる!?～. 
経済界11.15:104-105, 2011.

 50. 坪田一男. 連載第114回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 炭水化物を減らそう！～理想的な食生活の誤解と真実！～. 経済界11.29:100-
101,2011.

 51. 坪田一男. 連載第115回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 完走！　ロタ島・トライアスロン日記～トライアスロンはアンチエイジングになる
か？！～ 経済界11.29:110-111,2011.

 52. 坪田一男. 連載第116回 老けるな！-日常生活のメディカル冒険- 納豆で若返れ！② ～日本食は、世界でも類を見ない「高ポリアミン食」だった！
～ 経済界12.20:120-121,2011.

 53. 坪田一男. 「ありがとう」 感謝の気持ちが不満や怒り消す 若さを保つ豆知識26. 公明新聞1.13,2011.
 54. 坪田一男. ごきげんな気分 「私は幸せ」と思えば得られる. 公明新聞1.27,2011.
 55. 坪田一男. まずは形から 笑顔つくれば幸せな気持ちに 若さを保つ豆知識27. 公明新聞2.10,2011.
 56. 坪田一男. 書籍： 人は誰でも「元気な100歳」になれる 長寿遺伝子活性化の秘訣. 小学館101新書. 4, 1, 2011.
 57. 坪田一男. 書籍：「老いない」生き方. 三笠書房. 10, 26, 2011.
 58. 坪田一男. 書籍：老眼革命. 日本評論社. 12, 10, 2011.
 59. 坪田一男. 「30代から要注意！老眼の真実」 NHKあさイチ. 4,2, 2011.
 60. 坪田一男. 「ここが聞きたい！名医にQ  ～中高年の目の病気～：角膜の再生医療 」 NHK 名医にQ. 4,23,  2011.
 61. 坪田一男. 「被災地をはしる眼科バス～ボランティア医療最前線～」 フジテレビ スーパーニュース. 5,4,  2011.
 62. 根岸一乃. コンサルテーションコーナー　エキスパートに聞く. IOL & RS25:116-120, 2011.
 63. 根岸一乃. 日本眼科社会保険会議シンポジウム報告  平成24年度診療報酬改定-日本白内障屈折矯正手術学会からの要望- 日本の眼科82(5):61-67, 2011.

８. 国内学会  Domestic Meetings
第15回眼科分子生物学研究会　宮崎　2011/1/22-1/23
 1. 鈴木美砂, 小沢洋子, 久保田俊介, 平沢学, 石田晋. PDTにおけるVEGFの役割.
第34回日本眼科手術学会総会　京都　2011/1/28-1/30
 1. 川北哲也. 角膜移植の基本手技　層状切除の基本手技（インストラクションコース）.
 2. 西恭代, 篠田肇, 結城賢弥, 内田敦郞, 厚東隆志, 小沢洋子, 坪田一男. 視力1.0以上の網膜上膜に対する実用視力測定の有効性.
 3. 根岸一乃. 灌流つきトーリック眼内レンズマニピュレーターの施策と使用経験.
角膜カンファランス2011／第35回日本角膜学会総会・第27回日本角膜移植学会　東京　2011/2/17-2/19
 1. 稲葉隆明, 久恒智博,川北哲也, 佐々木恭正, 小川葉子, 御子柴克彦, 坪田一男. ムスカリン性アセチルコリン受容体欠損マウスの涙液分泌.
 2. オサマイブラヒム, 村戸ドール, 小島隆司, 松本幸裕, 高野洋之, 若松タイス, 海道美奈子, 小川旬子, 坪田一男, 藤島浩. OCTの涙液メニスカスの測定.
 3. 内野美樹, 西脇祐司, 道川武紘, 川北哲也, 村戸ドール, デボラシャンバーグ, 坪田一男. 日本におけるドライアイの有病率と危険因子：小海スタディー.
 4. 内野裕一, 川北哲也, 宮沢正樹, 尾内宏美, 安田佳代, 石井恭正, 小川葉子, 榛村重人, 石井直明, 坪田一男. Tet-mev-1マウスを用いた細胞内酸化スト
レスによるドライアイ発症メカニズムの解析.

 5. 大本雅弘, 榛村重人, 吉田悟, 川北哲也, 島﨑潤, 坪田一男. Semaphorin3A 阻害薬による角膜グラフトへの神経再生促進.
 6. 岡田直子, 川北哲也, 川島素子, 宮下英之, 吉田悟, 美島健二, 斎藤一郎, 坪田一男, 榛村重人. 間葉系細胞からのHGF発現増強を介したClusterinの
角膜上皮細胞の増殖促進効果.

 7. 小川葉子, 榛村重人, 森川暁, 馬渕洋, 谷口智憲, 鈴木禎史, 河上裕, 岡野栄之, 松崎有未,坪田一男. 眼慢性移植片対宿主病におけるドナー由来線維
芽細胞の細胞源の検討.

 8. 海道美奈子, 富永真知子, 石田玲子, 村戸ドール, 坪田一男. ドライアイに対するパンクタルプラグFTMの効果とその特性.
 9. 加藤直子, 久保田みゆき, 川北哲也, 宮下英之, 吉田悟, 坪田一男, 榛村重人. 酸化ストレスによる角膜上皮細胞のアポトーシスとp38活性化による保護.
 10. 川北哲也, 小林真也, 川島素子, 岡田直子, 美島健二, 斎藤一郎, 榛村重人, 坪田一男. 生体マウス涙腺上皮細胞の分離培養方法の確立.
 11. 川島素子, 川北哲也, 稲葉隆明, 渡辺光博, 伊藤正孝, 榛村重人, 坪田一男. 高脂肪食負荷した糖尿病モデルマウスにおける涙腺機能の解析.
 12. 久保田みゆき, 宮下英之, 久保田俊介, 臼井智彦, 坪田一男, 榛村重人.水素分子還元作用によるマウス角膜血管新生の抑制.
 13. 小坂晃一, 坪田一男, 島﨑潤. 再発翼状片手術に対する羊膜移植のプロスペクティブスタディー.
 14. 小島隆司, 松本幸裕, 海道美奈子, 石田玲子, 村戸ドール, 坪田一男. プレヒーティング法によるキープティア挿入効果の検討.
 15. 佐竹良之, 山口剛史, 平山雅敏, 許斐健二, 田聖花, 比嘉一成, 坪田一男, 島﨑潤. 角膜輪部機能不全に対する他家培養輪部上皮移植の長期成績.
 16. 坪田一男. ランチョンセミナー　行列のできる角膜難治症例相談所.
 17. 羽藤晋, 吉田悟, 比嘉一成, 宮下英之, 坪田一男, 榛村重人. 角膜実質幹細胞から角膜内皮細胞への分化誘導.
 18. 番裕美子, 小川葉子, オサマイブラヒム, 立松由佳子, 鴨居瑞加, 内野美樹, 谷口紗織, 村戸ドール, 坪田一男. 生体共焦点顕微鏡による眼慢性GVHD
症例のマイボーム腺の観察.

 19. 比嘉一成, 加藤直子, 吉田悟, 小川葉子, 島﨑潤, 坪田一男, 榛村重人. N-cadherin 陽性の角膜輪部上皮基底細胞直下に存在するニッチ様細胞.
 20. 松本幸裕, 村戸ドール, 小島隆司, 島﨑潤, 坪田一男. 真菌性角膜炎の危険因子についての検討.
 21. 宮下英之, 久保田みゆき, 吉田悟, 関口友美, 坪田一男, 榛村重人. ヒト角膜上皮細胞における、HIF-2Aによる細胞周期制御.
 22. 谷口紫, 松本幸裕, 深川和己,  藤島浩, 佐竹良之, 坪田一男. アトピー性角結膜炎の治療中にMRSA角膜炎を合併した1例.
 23. 吉田悟, 安田実幸, 吉田哲, 羽藤晋, 岡野栄之, 坪田一男, 榛村重人. 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.
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第10回日本再生医療学会総会　東京　2011/3/1-3/2
 1. 岡田直子, 川北哲也, 川島素子, 宮下英之, 吉田悟, 美島健二, 斎藤一郎, 坪田一男, 榛村重人. 角膜上皮細胞のin vitro培養におけるCLUの有用性の検討.
 2. 榛村重人, 宮下英之, 比嘉一成, 大多茂樹, 坪田一男. ヒト幹細胞臨床研究：培養角膜上皮シート移植の初期成績.
 3. 川北哲也, 小林真也, 川島素子, 岡田直子, 榛村重人, 美島健二, 斎藤一郎, 伊藤正孝, 坪田一男. マウス成体涙腺上皮細胞の培養方法と表現型の解析.
 4. 羽藤晋, 吉田悟, 比嘉一成, 宮下英之, 坪田一男, 榛村重人. 角膜実質幹細胞から角膜内皮細胞への分化誘導.
 5. 宮下英之, 久保田みゆき, 吉田悟, 関口友美, 坪田一男, 榛村重人. 角膜上皮前駆細胞における、HIF2Aによる細胞周期G2進行制御.
 6. 吉田悟, 安田実幸, 吉田哲, 羽藤晋, 岡野栄之, 坪田一男, 榛村重人. マウスiPS細胞由来の上皮幹細胞を用いた重層化上皮シート作製.
 7. 吉田哲, 小泉春菜, 結城賢弥, 平林由香, 鈴木啓一郎, 三谷幸之介, 小林哲郎, 大山学, 天谷雅行, 岡田洋平, 赤松和土, 坪田一男, 榛村重人, 小沢洋子, 
岡野栄之. ヘルパー依存型アデノウイルスを用いたヒトiPS細胞の遺伝子変異治療.

北海道アンチエイジングクラブ2011　北海道　2011/3/4-3/6
 1. 坪田一男. アンチエイジングアップデート2011.
 2. 坪田一男. アンチエイジング医学はこう進む1.
第115回日本眼科学会総会　東京　2011/5/12-5/15
 1. 小川葉子, 榛村重人, 森川暁, 馬渕洋, 谷口智憲, 鈴木禎史, 河上裕, 岡野栄之, 松崎有未,坪田一男. 眼慢性移植片対宿主病の発症機構におけるドナ
ー間葉系幹細胞の役割.

 2. 大本雅弘, 榛村重人, 吉田悟, 川北哲也, 島﨑潤, 岡野栄之, 坪田一男. マウス角膜移植モデルにおけるsemaphorin 3A阻害薬による角膜神経再生促進.
 3. 海道美奈子, 松本幸裕, 重野雄太, 石田玲子, 根岸一乃, 村戸ドール, 坪田一男. シェーグレン症候群における眼表面所見と実用視力、波面収差の関係.
 4. 加藤直子, 久保田みゆき, 川北哲也, 宮下英之, 吉田悟, 坪田一男, 榛村重人. 酸化ストレスによる角膜上皮細胞におけるP38の活性化とその役割.
 5. 川北哲也. 日本眼科学会学術奨励賞受賞講演 より質の高いヒト角膜培養上皮シート作成方法の開発.
 6. 久保田俊介, 小沢洋子, 栗原俊英, 佐々木真理子, 結城賢弥, 三宅誠司, 野田航介, 石田晋,坪田一男. 糖尿病網膜症におけるAMPキナーゼの役割に
ついて.

 7. 久保田みゆき, 宮下英之, 坪田一男, 川島素子, 川北哲也, 榛村重人. 前駆細胞マーカーABCG2遺伝子の角膜上皮細胞における酸化ストレス耐性へ
の関与（学術展示優秀賞受賞）.

 8. 菅原岳史, 山本修一, 中澤満, 町田繁樹, 村上晶, 直井信久, 和田裕子, 三宅養三, 真島行彦. 網膜色素変性に対する UF-021 点眼液の臨床試験 (PII) 
：ハンフリー視野計評価.

 9. 比嘉一成, 加藤直子, 吉田悟, 小川葉子, 島﨑潤, 坪田一男, 榛村重人. 角膜輪部ニッチ様細胞と接する角膜輪部上皮Tiny cellsの解析.
 10. 三宅誠司, 髙橋矩子, 佐々木真理子, 小林沙織, 坪田一男, 小沢洋子. ビルベリーエキスによる眼炎症抑制効果の解析.
 11. 谷口紗織, 小川葉子, 榛村重人, 坪田一男. 眼移植片対宿主病(GVHD)モデルマウスにおける涙腺の炎症と線維化.
 12. 山本修一, 菅原岳史, 中澤満, 町田繁樹, 村上晶, 直井信久, 和田裕子, 三宅養三, 真島行彦. 網膜色素変性に対する UF-021 点眼液の臨床試験 (PII) 
における微小視野計の評価.

 13. 結城賢弥, 吉田哲, 栗原俊英, 平沢学, 小沢洋子, 坪田一男. SOD1ノックアウトマウスにおける網膜神経節細胞数の減少.
第11回日本抗加齢医学会総会　京都　2011/5/27-5/29
 1. 久保田俊介, 小沢洋子, 栗原俊英, 佐々木真理子, 結城賢弥, 三宅誠司, 野田航介, 石田晋,坪田一男. 糖尿病網膜症におけるAMPキナーゼの役割.
 2. 三宅誠司, 佐々木真理子, 結城賢弥, 栗原俊英, 小林沙織, 坪田一男, 小沢洋子. 光障害モデルマウスにおけるルテインの網膜保護作用.
第32回日本炎症再生医学会　京都　2011/6/2-6/3
 1. 三宅誠司, 佐々木真理子, 結城賢弥, 栗原俊英, 小林沙織, 坪田一男, 小沢洋子. マウス光障害網膜におけるルティンのアポトーシス抑制効果.
第16回シェーグレン症候群セミナー　東京　2011/6/4
 1. 内野裕一, 川北哲也, 宮沢正樹, 尾内宏美, 安田佳代, 石井恭正, 小川葉子, 榛村重人, 石井直明, 坪田一男. ミトコンドリアとドライアイ.
第26回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　福岡　2011/6/17-6/19
 1. 荻野理香, 佐伯めぐみ, 根岸一乃, 村戸ドール, 鳥居秀成, 加藤直子, 荒井宏幸, 戸田郁子, 大沼一彦, 坪田一男. Camellin-Calossi式によるLASIK術後
眼内レンズ度数計算の精度.

 2. 佐伯めぐみ, 大西梨菜, 根岸一乃, 村戸ドール, 鳥居秀成, 加藤直子, 渡邊一弘, 坪田一男. Laser in situ keratomileusis術後眼に対するOKULIXによる
眼内レンズ度数計算精度.

第50回日本白内障学会総会　福岡　2011/6/17-6/19
 1. 加藤直子, 坂谷慶子, 許斐健二, 荒井宏幸, 根岸一乃, 島﨑潤, 坪田一男. 角膜クロスリンキング施術中の角膜厚の検討.
第9回信濃町網膜研究会　東京　2011/7/1
 1. 厚東隆志, 篠田肇, 永井紀博, 内田敦郎, 持丸博史, 小沢洋子. まどのむこうのそのまたむこう.
喫煙科学研究財団研究発表会　東京　2011/7/22
 1. 小島隆司. 喫煙による眼表面障害における酸化ストレスおよびKeap1-Nrf2制御の検討.
第47回日本眼光学会総会　東京　2011/9/3-9/4
 1. 大西梨菜, 根岸一乃, 佐伯めぐみ, 村戸ドール, 鳥居秀成, 渡邊一弘, 大沼一彦, 坪田一男.白内障手術におけるOKULIXによる眼内レンズ度数計算精度.
 2. 加藤直子, 佐伯めぐみ, 根岸一乃, 坪田一男. 円錐角膜におけるStraylightの測定.
 3. 鳥居秀成, 根岸一乃, 渡邊一弘, 山口剛史, 佐伯めぐみ, 村戸ドール, 荒井宏幸, 坪田一男. Laser in situ keratomileusisと有水晶体眼内レンズ挿入術
後の屈折変化.

 4. 日高悠葵, 根岸一乃, 鳥居秀成, 佐伯めぐみ, 渡邊一弘, 稲福沙織, 村戸ドール, 坪田一男. 白内障手術前後の角膜球面収差の変化.
第27回日本眼科看護研究会　宮崎　2011/9/10-9/11
 1. 斎野泰代, 平沢学, ビッセン宮島弘子, 熊谷知子, 大木伸一, 吉野真未. 東京歯科大学水道橋病院眼科における周術期の安全対策~各部署との連携
を中心に~.

第22回日本緑内障学会　秋田　2011/9/23-9/25
 1. 田辺佐智子, 結城賢弥, 細田進悟, 尾関直毅, 芝　大介, 坪田一男. 緑内障患者における運転頻度の対照群との比較.
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 2. Yuki K, Ono T, Hosoda S, Tanabe S, Ozeki N, Shimoyama M, Shiba D, Abe T, Kouyama K, Tsubota K. Postoperative Flat Anterior Chamber; 
Incidence and Effect on The Long-term Success of Trabeculectomy.

 3. 小野岳志, 結城賢弥, 細田進悟, 田辺佐智子, 尾関直毅, 下山勝, 芝大介, 坪田一男. マイトマイシンC併用線維柱帯切除術後前房出血が術後成績に
与える影響.

第65回日本臨床眼科学会　東京　2011/10/7-10/10
 1. 岡本知大, 太田優, 出田真二, 坪田一男. 眼窩に発生したくも膜嚢胞の一例.
 2. 海道美奈子, 村戸ドール, 坪田一男. ジクアホソルナトリウム点眼が視機能に与える影響.
 3. 加藤直子. 円錐角膜の新しい治療  シンポジウム1  QOV向上を目指した角膜手術.
 4. 川合美穂, 渡邊一弘, 根岸一乃, 鳥居秀成, 荻野理香, 大西梨菜, 亀井彩恵子, 吉田美由紀,佐伯めぐみ, 坪田一男. 乱視が実用視力に与える影響.
 5. 川北哲也. ラクトフェリンの効果とドライアイへの応用（インストラクションコース）.
 6. 佐伯めぐみ, 根岸一乃, 荻野理香, 鳥居秀成, 加藤直子, 荒井宏幸, 戸田郁子, 坪田一男. Laser in situ keratomileusis術後の白内障眼に対する新しい
眼内レンズ度数計算式.

 7. 佐竹良之, 比嘉一成, 田聖花, 坪田一男, 島﨑潤. 培養口腔粘膜上皮移植眼に対する二期的角膜移植後の眼表面炎症.
 8. 島﨑潤, 前田直之, 坪田一男, 稗田牧, 西田幸二, 村上晶, 大橋裕一. ペルーシド角膜辺縁変性の全国調査に見る臨床像の特徴.
 9. 清水努, 山口剛史, 平山雅敏, 大本雅弘, 許斐健二, 川島晋一, 佐竹良之, 榛村重人, 島﨑潤. DSAEK術前に見られる角膜前面の屈折力変化が屈折に
及ぼす影響.

 10. 鈴木美砂, 佐々木真理子, 厚東隆志, 持丸博史, 内田敦郎, 永井香奈子, 永井紀博, 篠田肇,坪田一男, 小沢洋子. 加齢黄斑変性に対するラニビズマブ
治療における無効症例の検討.

 11. 羽藤晋, 吉田悟, 比嘉一成, 宮下英之, 坪田一男, 榛村重人. 角膜実質幹細胞から角膜内皮細胞への分化誘導.
 12. 平沢学, ビッセン宮島弘子, 野中亮子, 大木伸一, 南慶一郎. 斜乱視例への回折型多焦点眼内レンズ挿入.
 13. 日高悠葵, 根岸一乃, 松島博之, 鳥居秀成, 佐伯めぐみ, 渡邊一弘, 稲福沙織, 坪田一男.白内障術後眼内レンズ表面散乱光増加により視機能低下を
きたした一例.

 14. 谷口紫, 鳥居秀成, 渡邊一弘, 佐伯めぐみ, 根岸一乃, 坪田一男. エキシマレーザー治療的角膜切除術後白内障手術の眼内レンズ度数計算式の精度.
 15. 結城賢弥, 小野岳志, 細田進悟, 田辺佐智子, 尾関直毅, 下山勝, 芝大介, 坪田一男. 輪部基底結膜弁vs円蓋部基底結膜弁マイトマイシンC併用線維
柱帯切除術の術後成績.

第772回東京眼科集談会　東京　2011/11/10
 1. 山下和哉, 松本幸裕, 市橋慶之, 川北哲也, 榛村重人, 坪田一男. サイトメガロウイルス角膜内皮炎の2例.
第40回日本免疫学会総会 千葉 2011/11/27-11/29
 1. Ogawa Y, Shimmura S, Morikawa S, Mabuchi Y, Yaguchi T, Inaba T, Suzuki S, Yaguchi S, Kawakami Y, Okano H, Tsubota K, Matsuzaki Y. ド
ナー間葉系幹細胞と慢性移植片対宿主病の発症機構/Donor mesenchymal stem cells trigger chronic graft-versus-host disease following minor 
antigen-mismatched bone marrow transplantation.

第50回日本網膜硝子体学会総会　東京　2011/12/2-12/4
 1. 川島弘彦, 篠田肇, 持丸博史, 内田敦郞, 厚東隆志, 永井紀博, 小沢洋子, 坪田一男. 内境界膜剥離併用硝子体手術で中心窩網膜分離が改善したX染
色体性若年性網膜分離の1例.

９. 国内招待講演  Domestic Symposia
 1. オサマイブラヒム. The application of In Vivo Confocal Microscopy in Diagnosis and Evaluation of Dry Eye Disease. オキュラーサーフェス研究会 
第65回日本臨床眼科学会.  2011/10/7-10/10. 東京.

 2. 内野美樹.「ドライアイの最新の知見と今後の展望」. 新潟市医師会眼科医会10月例会. 2011/10/24. 新潟.
 3. 内野美樹.「ドライアイの最新の知見と今後の展望」. 島根県西部地区ドライアイ研究会. 2011/11/24. 島根.
 4. 小川葉子. 膠原病と目  全国膠原病友の会  千葉支部  医療講演会. 2011/6/12. 千葉.
 5. 小川葉子.  シンポジウム①From Basic Science. Infl ammationとドライアイの接点－基礎研究の本質を見抜く  箱根ドライアイクラブ. 2011/6/24. 神奈川.
 6. 小川葉子, 番裕美子, 坪田一男, シェーグレン症候群における3つの診断基準（日本基準、アメリカヨーロッパ基準、SICCA基準）の検定  ―眼科
からー  拡大シェーグレン症候群分科会. 2011/7/29. 東京.

 7. 小川葉子, 番裕美子, 坪田一男. 厚生労働科学研究費  難治性疾患克服研究事業「自己免疫疾患に関する調査研究」 班会議  シェーグレン症候群の
国際統一基準作成、病態の加齢的解析. 2011/12/9. 東京.

 8. 小沢洋子. AMD ノバルティス社内講義. 2011/1/25. 東京.
 9. 小沢洋子. ルテインの網膜神経保護効果  メディカルレチナリーグ. 2011/2/26. 東京.
 10. 小沢洋子. 組織切片を解析する～免疫染色とin situ hybridization～   第115回日本眼科学会 スキルトランスファー. 2011/5/12. 東京.
 11. 小沢洋子. 日常診療に必要な加齢黄斑変性の知識  足立区opeの会. 2011/5/25. 東京.
 12. 小沢洋子. 加齢黄斑変性とサプリメント  第11回日本抗加齢医学会総会  分科会共催シンポジウム2「眼科における抗加齢医学の実際」.2011/5/27. 京都.
 13. 小沢洋子. 抗酸化サプリメントの可能性を科学する～ルテインの網膜神経保護効果～  メディカルレチナリーグ. 2011/7/16. 札幌.
 14. 小沢洋子. Neuroprotective response after PDT ‐Role of vascular endothelial growth factor‐  Novartis研究会. 2011/8/5. 東京.
 15. 小沢洋子. 加齢黄斑変性(AMD)に対する治療を考える　長野県集談会. 2011/9/10. 松本.
 16. 小沢洋子. ルテインによる網膜疾患予防・視機能保護の可能性　カロテノイド研究会　招待講演. 2011/9/13. 筑波.
 17. 小沢洋子. 網膜分野から 食品因子への期待  眼科医に必要なサプリメント（食）の基礎知識. 第65回臨床眼科学会インストラクションコース. 

2011/10/10. 東京.
 18. 小沢洋子. 抗VEGF療法アップデート　慶大眼科症例検討会. 2011/10/13. 東京.
 19. 小沢洋子. 網膜神経保護治療の開発に向けて～網膜疾患から緑内障まで～　北大眼科カンファレンス. 2011/10/17. 札幌.
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 20. 小沢洋子. ルテイン  わかもと社内講義. 2011/11/30. 東京.
 21. 小沢洋子. 糖尿病網膜症に対するあたらしい分子標的療法の可能性  ～網膜神経保護治療、網膜症予防の観点から  TEAM 2011  3学会合同学会
シンポジウム  糖尿病と糖尿病網膜症治療戦略. 2011/12/2. 東京.

 22. 小沢洋子. 加齢黄斑変性におけるマクジェン活用の可能性  TEAM 2011・3学会合同学会共催ランチョンセミナー  ファイザー. 2011/12/2. 東京.
 23. 加藤直子. 円錐角膜の診断と治療  特別講演. 第178回埼京眼科学術集会. 2011/10/29. 川越.
 24. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 埼玉県眼科教育講演会. 2011/1/30. 埼玉.
 25. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 第12回川崎眼科フォーラム. 2011/2/26. 川崎.
 26. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ （社）東京都病院薬剤師会　診療所例会. 2011/5/31. 東京.
 27. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 南多摩眼科医会学術講演会. 2011/6/1. 東京.
 28. 川北哲也. 私のチャレンジ～涙腺機能の再生～　箱根ドライアイクラブ. 2011/6/24-6/25. 小田原.
 29. 川北哲也. 角膜再生医療の変遷～全層移植からパーツ移植へ～　杏林大学オープンカンファレンス. 2011/7/13. 東京.
 30. 川北哲也. 涙腺再生へのチャレンジ　Tokyo Ocular Surface Forum. 2011/7/15. 東京.
 31. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 困幡路眼科研究会. 2011/9/8. 鳥取.
 32. 川北哲也. フードファクター　ラクトフェリン　第5回眼抗加齢医学研究会. 2011/9/18. 東京.
 33. 川北哲也. 角膜再生医療アップデート　港区眼科医会学術講演会. 2011/9/30. 東京.
 34. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 第9回長野県眼科学術講演会. 2011/10/15. 諏訪.
 35. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 中野区医師会眼科分科部講演会. 2011/11/17. 東京.
 36. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 門司眼科医会講演会. 2011/11/18. 門司.
 37. 川北哲也. 涙液から見たドライアイ　～最新の知見と今後の展望～ 小平市眼科医会学術講演会. 2011/11/30. 東京.
 38. 川島素子. 大正製薬女性記者懇談会「ドライアイと老化」. 2011/1/27. 東京.
 39. 川島素子. 日本角膜学会学術奨励賞受賞講演「加齢性涙液分泌機能低下に対する老化制御の研究」、角膜カンファランス2011. 2011/2/17. 東京.
 40. 川島素子. カロリー制限による涙液分泌機能維持のメカニズム解明．資生堂女性研究者サイエンスグラント式典2011. 2011/6/2. 横浜.
 41. 川島素子. ドライアイリサーチアワード受賞講演「Calorie restriction: A new therapeutic intervention for age-related dry eye disease in rats.」日本
臨床眼科学会 専門別研究会. 2011/10/7. 東京.

 42. 川島素子. 感覚器のアンチエイジング「視覚の老化とアンチエイジング」第6回日本美容抗加齢医学会. 2011/11/27. 横浜.
 43. 久保田みゆき, 榛村重人, 久保田俊介, 宮下英之, 加藤直子, 野田航介, 小沢洋子, 臼井智彦,石田晋, 梅澤一夫, 栗原俊英, 坪田一男. 水素分子とN-ア
セチルシステインによる角膜血管新生の抑制. 第11回日本抗加齢医学会総会. 2011/5/27-5/29. 京都.

 44. 久保田みゆき, 宮下英之, 坪田一男, 川島素子, 川北哲也, 榛村重人. 前駆細胞マーカーABCG2遺伝子の角膜上皮細胞における酸化ストレス耐性へ
の関与（第115回日本眼科学会での学術展示優秀賞受賞講演）. 第65回日本臨床眼科学会　東京　2011/10/7-10/10.

 45. 小島隆司. ドライアイ　イグノーブル　こんな診断、こんな治療　第5回箱根ドライアイクラブ 2011/6/24-25. 小田原.
 46. 小島隆司. 眼科の基礎と重要疾患・外傷の知識　日本損害保険協会医療セミナー 2011/12/9.修善寺.
 47. 厚東隆志. EPA/DHA. 第5回眼抗加齢医学研究会講習会. 2011/9/18. 東京.
 48. 厚東隆志. 麻布高等学校2011年度リレー講座「現代医療について考える」. 2011/9/24. 東京.
 49. 榛村重人. シンポジウム「角膜パート移植のサイエンス」DALKのサイエンス．第115回日本眼科学会総会. 2011/5/12. 東京.
 50. 榛村重人. シンポジウム「次世代の再生医療と手術手技」角膜内皮細胞移植の手術手技．第115回日本眼科学会総会. 2011/5/13. 東京.
 51. 榛村重人. 角膜内皮移植手術. 第15回千葉臨床眼科フォーラム. 2011/7/23. 千葉.
 52. 榛村重人. 角膜パーツ移植の適応と術式. 第3回上越眼科研究会. 2011/9/2. 上越市.
 53. 榛村重人. 角膜疾患の手術適応. 第4回北大阪眼科フォーラム. 2011/11/12. 大阪.
 54. 坪田一男. 抗加齢医学の今後の展望. 衆議院議員吉田つねひこ新春互礼会. 2011/1/16. 名古屋.
 55. 坪田一男. アンチエイジング医学によるドライアイ治療戦略. 第11回北海道眼科フォーラム. 2011/2/12. 札幌.
 56. 坪田一男. 老けるな！～科学に基づいたアンチエイジングの実践法～. 取手市医師会 生活習慣病予防市民公開講座. 2011/2/19. 茨城.
 57. 坪田一男. 美しく元気で120歳. キャピタル・アドバイザリー株式会社　ヒラリン63. 2011/2/20. 東京.
 58. 坪田一男. 眼科医のできる要望医療-老眼対策から水銀排出まで-. 第4回東京眼科アカデミー. 2011/2/26-2/27. 東京.
 59. 坪田一男. 抗加齢学からみた食品成分の可能性. 日本栄養評議会　第62回　勉強会・交流会. 2011/3/10. 東京.
 60. 坪田一男. 美しく元気で120歳. たかの友梨ビューティクリニック 全国支店長会議. 2011/4/1. 東京.
 61. 坪田一男. 最新の科学に基づいた遺伝子ダイエット. 日本プレジデント協会 第110回特別講演. 2011/4/28. 東京.
 62. 坪田一男. ランチョンセミナー8「MUCで行こう！PartⅢ 広がるジクアスの世界」.角膜力を高めるジクアス点眼液3%とは？. 第115回日本眼科学
会総会. 2011/5/12-5/15. 東京.

 63. 坪田一男. 目の疲れとドライアイ. 第84回産業衛生学会 ランチョンセミナー7「知ってますか？ライフスタイルとVDT症候群」. 2011/5/20. 東京.
 64. 坪田一男. 分科会共催シンポジウム2「眼科における抗加齢医学の実際」. ドライアイへのアンチエイジング指導. 第11回日本抗加齢医学会総会　
京都　2011/5/27-5/29

 65. 坪田一男. シンポジウム4　カロリーリストリクション戦略による疾病治療の可能性. CRによるドライアイ治療. 第11回日本抗加齢医学会総会　京
都　2011/5/27-5/29

 66. 坪田一男. 参天製薬アフタヌーンセミナー　各科におけるアンチエイジングUP To Date. アンチエイジングとドライアイ. 第11回日本抗加齢医学会
総会　京都　2011/5/27-5/29

 67. 坪田一男. 重金属・酸化ストレスとアンチエイジング. 環境省国立水俣病総合研究センター　国水研セミナー. 2011/6/17. 熊本.
 68. 坪田一男. 老眼に対する新しいアプローチ. 第26回日本白内障屈折矯正手術学会総会市民公開講座 よりよい視力を保つために. 第50回日本白内障
学会総会　福岡　2011/6/17-6/19
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 69. 坪田一男. 老けない食べ方. 経済同友会　産業懇談会6月月例会. 2011/6/23. 東京.
 70. 坪田一男. 目によい食べ物. 第5回箱根ドライアイクラブ 特別講演. 2011/6/25. 神奈川.
 71. 坪田一男. ドライアイと実証実験の結果説明.  株式会社ジェイアイエヌ　JINS機能性アイウエアシリーズ発表会. 2011/7/13. 東京.
 72. 坪田一男. アンチエイジング医学のサイエンス. 三井業際研究所　スローエージング調査研究委員会 講演会. 2011/7/29. 東京.
 73. 坪田一男. 見るサイエンス. サイエンス映像学会第4回大会 全体発表7. 2011/7/31. 東京.
 74. 坪田一男. 理系のための研究生活ガイド. 大阪歯科大学大学院　50周年記念講演会. 2011/9/16. 大阪.
 75. 坪田一男. 世界一受けたい目の授業. わかさ生活チャリティーミュージカル パパからもらった宝もの. 2011/9/17. 大阪.
 76. 坪田一男. アンチエイジングアップデート. 第11回抗加齢医学の実際 session02 2011/9/18-9/19. 東京.
 77. 坪田一男. 世界一受けたい目の授業. わかさ生活チャリティーミュージカル パパからもらった宝もの. 2011/9/24. 東京.
 78. 坪田一男. 目を若く保つ Yes Eye Can be Young!. 市民公開講座　いつまでもよく見えるために. 第65回日本臨床眼科学会 2011/10/7-10/10. 東京.
 79. 坪田一男. 先制医療！抗加齢医学と再生医療の可能性. 鶴見大学先制医療研究センター設立記念シンポジウム. 2011/11/4. 神奈川.
 80. 坪田一男. アンチエイジング最前線. 第7回キレーション治療セミナー応用編. 2011/11/6.東京.
 81. 坪田一男. 医療分野のアンチエイジングの現状と将来展望. かわさきサイエンス&テクノロジーフォーラ2011 俯瞰講演. 2011/11/16. 神奈川.
 82. 坪田一男. ヘルスサイエンスの科学. 川崎病院　院内講演. 2011/11/15. 神奈川.
 83. 坪田一男. アンチエイジングをコーチングする. 日本コーチ教会　第13回年次大会　講演. 2011/11/26. 東京.
 84. 坪田一男. レスベラトロール再検証！. 日本抗加齢医学会　専門医・指導士認定委員会 講習会. 2011/11/27. 東京.
 85. 坪田一男. 目によい食べもの. 第3回食と医科学、そして健康長寿　基調講演. 2011/12/7.東京.
 86. 根岸一乃. 老視対策. 第34回日本眼科手術学会　シンポジウム　今日の白内障手術の論点. 2011/1/28-1/30. 京都.
 87. 根岸一乃. 角膜菲薄化疾患・屈折矯正手術後への応用. 第34回日本眼科手術学会　シンポジウム　有水晶体眼内レンズの現状と新たな展開. 

2011/1/28-1/30. 京都.
 88. 根岸一乃. 平成24年度診療報酬改定-日本白内障屈折矯正手術学会からの要望-　第34回日本眼科手術学会　日本眼科社会保険会議シンポジウ

ム報告. 2011/1/28-1/30. 京都.
 89. 根岸一乃. 屈折矯正手術の種類. 第34回日本眼科手術学会　教育セミナー　屈折矯正手術の基本. 2011/1/28-1/30. 京都.
 90. 根岸一乃. トーリック眼内レンズのウソ？ホント？. 第34回日本眼科手術学会　ランチョンセミナー. 2011/1/28-1/30. 京都.
 91. 根岸一乃. 近視矯正手術の最新情報～レーシックについて～.　越谷市医師会　学術講演会. 2011/2/16. 埼玉.
 92. 根岸一乃. トーリック眼内レンズの現実. 第4回東京眼科アカデミー セクション6白内障治療. 2011/2/26-2/27. 東京.
 93. 根岸一乃. 白内障・屈折矯正手術～最近の話題.　第55回Tokyo Ophthalmology Club. 2011/2/28. 東京.
 94. 根岸一乃. 角膜屈折矯正手術. 第28回日本医学会総会2011  シンポジウム  白内障・屈折矯正手術の進歩と問題点（インターネット公開）. 

2011/4/8-4/10. 東京.
 95. 根岸一乃. トーリック眼内レンズの最新情報. 第5回屈折矯正・白内障／網膜硝子体合同諮問会議. 2011/4/16. 鹿児島.
 96. 根岸一乃. 眼内レンズ（多焦点・調節）. 第115回日本眼科学会総会　シンポジウム　老視治療の進歩. 2011/5/12-5/15. 東京.
 97. 根岸一乃. 有水晶体眼内レンズ. 第115回日本眼科学会総会　サブスペシャリティサンデー. 2011/5/12-5/15. 東京.
 98. 根岸一乃. Phakic IOL手術の術後管理. 第115回日本眼科学会総会　ランチョンセミナー. 2011/5/12-5/15. 東京.
 99. 根岸一乃. 屈折矯正手術の歴史. 第115回日本眼科学会総会　屈折矯正手術講習会. 2011/5/12-5/15. 東京.
 100. 根岸一乃. トーリックレンズa. 第50回日本白内障学会総会、第26回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　メインシンポジウム1 付加価値眼内レン

ズの最終検証. 2011/6/17-6/19. 福岡.
 101. 根岸一乃. 前房型（虹彩支持）レンズ. 第50回日本白内障学会総会、第26回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　シンポジウム 有水晶体眼へのイ

ンプラント：その種類と成績. 2011/6/17-6/19. 福岡.
 102. 根岸一乃. 屈折矯正としての白内障手術適応. 第50回日本白内障学会総会、第26回日本眼内レンズ屈折手術学会総会　教育セミナー 視力が良好

な白内障の手術適応. 2011/6/17-6/19. 福岡.
 103. 根岸一乃. No history法によるLASIK術後白内障眼の眼内レンズ度数計算. 2011リフラクティブ関西研究会. 2011/7/23. 京都.
 104. 根岸一乃. 眼内レンズの光学. 2011眼光学チュートリアルセミナー. 2011/7/23-7/24. 東京.
 105. 根岸一乃. 眼内レンズの臨床. 2011眼光学チュートリアルセミナー. 2011/7/23-7/24. 東京.
 106. 根岸一乃. Pentacamのインデックスの見方. 第47回日本眼光学学会総会ランチョンセミナー　Advanced Technology IOLの光学特性と患者満足

度向上のポイント. 2011/9/3-9/4. 東京.
 107. 根岸一乃. 乱視矯正と瞳孔径の関係. 第47回日本眼光学学会総会イブニングセミナー　マルマルもりもり乱視矯正のおきて. 2011/9/3-9/4. 東京.
 108. 根岸一乃. 白内障・眼内レンズ手術最新情報. 静岡県遠州眼科医会放談会　特別講演Ⅱ. 2011/9/10. 静岡.
 109. 根岸一乃. 多焦点眼内レンズ術後. 第65回日本臨床眼科学会　シンポジウム 屈折矯正手術後の視機能を再評価する. 2011/10/7-10/10. 東京.
 110. 根岸一乃. 最新眼内レンズ選択法. 第65回日本臨床眼科学会　シンポジウム 最新の白内障手術. 2011/10/7-10/10. 東京.
 111. 根岸一乃. 視機能低下のみえる化.インストラクションコース18見えない所見の見える化～マイボーム腺から角結膜、そしてレンズまで～第65回

日本臨床眼科学会　シンポジウム 最新の白内障手術. 2011/10/7-10/10. 東京.
112. 根岸一乃. 屈折矯正手術の歴史. 第65回日本臨床眼科学会　屈折矯正手術講習会. 2011/10/7-10/10. 東京.
113. 根岸一乃. 白内障・屈折矯正手術とQuality of Vision. 第4回眼科臨床クイックレビュー. 2011/11/5. 大阪.
114. 根岸一乃. 屈折手術矯正後の眼内レンズ度数計算の現状　第50回日本白内障学会総会、第26回日本眼内レンズ屈折手術学会合同学術総会ウィ

ンターセミナー　第三部 知っておくと役に立つ屈折矯正関連の話題. 2011/12/3-12/4. 東京.
115. 根岸一乃. 多焦点眼内レンズ　第50回日本白内障学会総会、第26回日本眼内レンズ屈折手術学会合同学術総会ウィンターセミナー　第五部 IOL

最新情報. 2011/12/3-12/4. 東京.
116. 松本幸裕. ジクアスの臨床データ. 第5回箱根ドライアイクラブ. 2011/6/24-6/25. 小田原.
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117. 松本幸裕. 眼光学とドライアイ　涙の異常を改善する　ジクアス点眼液の魅力とは！.  第47回日本眼光学学会. 2011/9/3-9/4. 東京.
118. 松本幸裕. 角膜関連：最新の話題  ジクアス点眼液の可能性～デュアルアクションに期待されること～. 多摩地区勤務医の会. 2011/9/28. 立川.
119. 村戸ドール. 眼科の基礎と重要疾患・外傷の知識. 日本損害保険協会医療セミナー. 2011/1/14. 福岡.
 120. 村戸ドール. ジクアスとムチン産生. 第5回箱根ドライアイクラブ. 2011/6/24-6/25. 小田原.
 121. 村戸ドール. ドライアイ治療の進歩OPC-12759. 点眼液治験結果報告会. 2011/6/11. 京都.
 122. 村戸ドール. 眼科の基礎と重要疾患・外傷の知識. 日本損害保険協会医療セミナー. 2011/9/2.修善寺.
 123. 村戸ドール. BUT短縮型ドライアイ. ランチョンセミナー 第65回日本臨床眼科学会. 2011/10/7-10/10. 東京.

10. 学内発表  Keio University Symposia
第6回眼科オータムセミナー　東京　2011/10/30
 1. 井山千草, 小野岳志, 谷口紗織, 尾関直毅, 結城賢弥, 芝大介. Overhanging blebに対しBleb再建をおこなった1例
 2. 鈴木美砂, 久保田俊介, 平澤学, 石田晋, 小沢洋子. PDTにおけるVEGFの役割
 3. 成松俊雄, 久保田俊介, 平澤学, 三宅誠司, 小沢洋子. 可視光による網膜色素上皮障害の分子機構の解析
 4. 山下和哉, 松本幸裕. サイトメガロウイルス角膜内皮炎の2例
 5. 堀野武, 川北哲也. 当院における羊膜の眼科手術への応用の現状
 6. 藤井祥太, 細田進悟. 浅前房、角膜内皮細胞数減少の86歳男性が急性閉塞隅角症を発症した1例
 7. 羽藤晋, 吉田悟, 比嘉一成, 宮下英之, 坪田一男, 榛村重人. 角膜実質幹細胞から角膜内皮細胞への分化誘導
 8. 山崎梨沙, 山田昌和, 重安千花. 甲状腺眼症と鑑別を要した乳癌の眼窩内転移の1例
 9. Saiki M, Negishi K. The new no-history method for intraocular lens power calculation after LASIK
 10. 小林文貴, 永井紀博, 永井香奈子, 鈴木美砂, 小沢洋子. 若年健常者における黄斑色素密度の検討
 11. 常吉由佳里, 篠田肇, 西恭代, 厚東隆志, 内田敦郎, 永井紀博, 坪田一男, 小沢洋子. 実用視力測定法を用いた特発性網膜上膜術後の視機能変化の評

価

 12. 川島弘彦, 篠田肇, 小沢洋子. 内境界膜剥離にて接着した先天性網膜分離症の1例
 13. 鳥山直樹, 厚東隆志, 芝大介. 硝子体手術後に生じた毛様体ブロックの1例
 14. 林李恵, 厚東隆志. 黄斑浮腫に対するbevacizumabテノン嚢下注射による効果の検討
 15. 結城賢弥. SOD1欠損と網膜神経節細胞数の減少
 16. 羽藤晋. レーザー生体共焦点顕微鏡を用いたモーレン潰瘍の重症度と治療効果の定量的評価
慶應義塾大学医学部第4学年自主学習発表会　東京　2011/11/11
 1. 林勇海, 小川葉子, 榛村重人, 川北哲也, 谷口紗織, 岡本真一郎, 河上裕, 坪田一男. 慢性移植片対宿主病例の涙腺における免疫担当細胞の局在とT

細胞の活性化.
 2. 小川卓範, 三宅誠司, 成松俊雄, 久保田俊介, 小沢洋子, 坪田一男. 光曝露時の網膜細胞障害のメカニズムの解析. 

11. マスメディア  Mass Media
 1. 内野美樹.  NHKニュース7　乾燥続き眼科受診の患者増加. 2011/2/2
 2. 内野美樹. 日本におけるドライアイの有病率と危険因子：小海スタディー. Medical Tribune Vol.44,No.19　P.14 2011/5/12
 3. 小川葉子. ドライアイで目が疲れる、充血・・・　人工涙液点眼し軽減　パソコン使用は最小限に　岩手日日　2011/5/9
 4. 小川葉子. 人工涙液点眼で軽減　ドライアイによる目の違和感　PC使用などで症状　陸奥新報　2011/3/31
 5. 小川葉子. 人工涙液の点眼で症状軽減　パソコン使用は最小限に　苫小牧民報　2011/3/29
 6. 小川葉子. 月曜ライフ～Life～　目の違和感に悩む　ドライアイ－生活環境が影響十勝毎日新聞　2011/3/21
 7. 小川葉子. 人工涙液の点眼で症状軽減　パソコン使用は最小限に　ドライアイで目に違和感　釧路新聞　2011/3/19
 8. 小川葉子, 佐伯めぐみ, 内野美樹. 日本テレビ「スッキリ」「女性を悩ますドライアイ　治療と対策法とは」 2011/12/7
 9. 小沢洋子. 座談会　ノバルティス　加齢黄斑変性Q & A.
 10. 小沢洋子.日本経済新聞　取材　健康欄　視界がゆがむ加齢黄斑変性　2011/11/6
 11. 加藤直子. 角膜移植について 埼玉県腎・アイバンク 会報 2011年第22号 2011/10/10
 12. 吉川敏一, 坪田一男, 渡邊昌. 鼎談　健康長寿に生きる　医と食3(3):118-124,2011.
 13. 木下茂, 坪田一男, 島﨑潤, 横井則彦, Reza Dana, Christophe Baudouin. 各国におけるドライアイの診断・治療法. Frontiers in Dry Eye 6(1): 14-

21, 2011/4.
 14. 小島隆司. 特集　ドライアイ診療を見直す  Vol.3 体内で自然分解される涙点プラグも登場 ドライアイの非薬物療法. 日経メディカルオンライン. 

2011/5/20
 15. 関口和一, 浜村寿紀, 元橋圭哉, 坪田一男, 村井純. 座談会　震災で問われたメディアの役割と可能性. 三田評論2011/7
 16. 坪田一男, 島﨑潤, 横井則彦, 渡辺仁. 座談会「ジクアホソルナトリウムはドライアイ診療を変えたか？」. Frontiers in Dry Eye 6(2): 18-27, 2011/10.
 17. 坪田一男. 写真を撮る「眼」を科学する アサヒカメラ 2011/1
 18. 坪田一男. 寿命が30年延びる30の習慣 サンデー毎日2011/2/20
 19. 坪田一男. 最先端の医療が救う1　老眼を治せる時代がきた. 日刊スポーツ新聞2011/5/1
 20. 坪田一男. 最先端の医療が救う2　眼に入れても痛くない治療法. 日刊スポーツ新聞2011/5/2
 21. 坪田一男. 最先端の医療が救う3　片方の目にリング、20分で手術終了. 日刊スポーツ新聞2011/5/3
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編集後記

　私が慶大眼科年次報告書第８号の編集長の大役を仰せつか

った矢先、東日本大震災が発生しました。海外学会はキャンセ

ルとなり、非常に強い余震が相次いで発生、連日のように鳴る

緊急地震速報等、一体この先日本はどうなるのか、全く予想が

つきませんでした。そんな中報道される現地の医療機関を見

ながらふと、座談会を開いて特集を組んでこの経験を後世に

残したい、と思いました。御出席下さった先生方を含め多くの

方々のおかげでその目的を果たす有意義な座談会になったの

ではないかと思っております。

　今回、表紙には今年主幹の日本眼科学会のポスターを用

い、裏表紙にはサーキットの一部が入っております。おわかり

になりますでしょうか？無事本誌が発行された暁にはサーキッ

トを走ってみたいものです（笑）。それはともかく、アニュアル

レポートが本当に多くの方々の御協力の下成り立っているとい

う事を編集しながら実感致しました。それに加えて歴代編集長

が築いて下さったゆるぎのない礎のもと、原稿依頼に御協力頂

きました先生方、秘書室の皆様、広告を出して下さったスポン

サーの方々、本誌の編集で毎年お世話になっておりますキタ・

メディアの滝本様、メディプロデュースの宇治様をはじめとし

た皆様、本当に感謝しております。また最後まで読んで下さっ

た読者の皆様、ありがとうございました。今後ともどうぞよろ

しくお願い致します。

アニュアルレポート2011 編集長 鳥居 秀成
Editor in chief, Annual Report 2011  Hidemasa Torii

只今運転席の取り合い中！  Fighting over the driver's seat!

発行者 坪田　一男 Publisher Kazuo Tsubota

編集長 鳥居　秀成 Editor in chief Hidemasa Torii

副編集長 持丸　博史 Sub-Editor in chief Hiroshi Mochimaru

広告担当 榛村　重人 Advertising personnel Shigeto Shimmura

 山田進太郎  Shintaro Yamada

編集委員 小沢　洋子 Editorial board Yoko Ozawa
 菅沼　明美  Akemi Suganuma
 鈴木　誉子  Motoko Suzuki

Thanks to 井上　和子 Thanks to Kazuko Inoue
 北條　久美  Kumi Hojo

英文協力 大島キャサリン English translation Catherine Oshima 
 高橋　晶子  Akiko Takahashi
 MDK Translations, Inc.  MDK Translations, Inc.

編集協力 （株）メディ★プロデュース Editorial assistance Medi★Produce Inc.
 宇治由紀子  Yukiko Uji

レイアウト （株）キタ・メディア Layout/Printing Kitamedia Co.,Ltd.
印刷・製本 滝本　晃久  Akihisa Takimoto

Postscript

 22. 坪田一男. 最先端の医療が救う4　白内障手術受けた人も適用. 日刊スポーツ新聞2011/5/4
 23. 坪田一男. 最先端の医療が救う5　眼鏡かけたくない人はCKを. 日刊スポーツ新聞2011/5/5
 24. 坪田一男. 最先端の医療が救う6　治療方法も選べる時代. 日刊スポーツ新聞2011/5/7
 25. 坪田一男. 最先端の医療が救う61  円錐角膜1  角膜移植しか手がなかったが. 日刊スポーツ新聞2011/7/2
 26. 坪田一男. 最先端の医療が救う62  円錐角膜2  症状も進行も抑える「角膜内リング」. 日刊スポーツ新聞2011/7/3
 27. 坪田一男. 最先端の医療が救う63  円錐角膜3  ラジオ波応用の新治療法. 日刊スポーツ新聞2011/7/4
 28. 坪田一男. 最先端の医療が救う64  円錐角膜4  リボフラビン療法で角膜固定. 日刊スポーツ新聞2011/7/5
 29. 坪田一男. 最先端の医療が救う65  円錐角膜5  注目はリボフラビン紫外線療法. 日刊スポーツ新聞2011/7/6
 30. 坪田一男. 生活習慣で「5年前」の自分に戻る.　週刊新潮. 27. 2011/7/14
 31. 坪田一男, 前坂俊之. 婦人公論井戸端会議　元気で100歳まで生きる生活習慣を紹介します. 婦人公論:148-151,2011/8/7.
 32. 坪田一男. スマイルインタビュー　視力回復でアンチエイジング！ごきげんな人生も見えてきます。　笑顔2011/11/10
 33. 坪田一男. ジクアス点眼液3%発売1周年記念座談会　ジクアホソルナトリウムはドライアイ診療を変えたか？. あたらしい眼科. 10(28),2011
 34. 坪田一男. ドライアイを研究する立場として　オピニオン. 参天　社会・環境報告書2011.
 35. 坪田一男 : 鈴木則宏教授（内56回）小川葉子君（眼59回）平成22年度日本医師会医学助成受賞 慶應義塾医学部新聞 三四会医学部新聞編集室 

第712号 2頁 2011/2/20.
 36. 坪田一男. 被災地の患者さんに私ができること  OPEN YOUR EYES  社会に学ぶ. 参天社内報46ヒトミ・コミュニケーション  ビザビ:14-17,2011.
 37. 坪田一男. NHK. あさイチ「30代から要チェック！老眼の真実」. 2011/4/5
 38. 坪田一男. NHK. ここが聞きたい！名医にQ. カラハシ未来研究所.「角膜の再生医療」. 2011/4/23
 39. 坪田一男.フジテレビ. FNNスーパーニュース「被災地をはしる眼科バス～ボランティア医療最前線～」. 2011/5/4
 40. 根岸一乃. 第34回日本眼科手術学会 有水晶体眼内レンズ レーシック不適応の近視などに有用　Medical Tribune44(14):10-11,2011
 41. 根岸一乃. 第115回日本眼科学会　老視矯正手術の臨床応用進む　Medical Tribune44(30):26,2011
 42. 根岸一乃. 名医のセカンドオピニオン　週刊朝日MOOK　新「名医」の最新治療(70)490-491,2011

59
Achievements
業　　績



Our Gratitude for Donations & Support
ご支援ご寄付の御礼

Our Gratitude for Donations & Support 2011.1.1～2011.12.31

ご支援ご寄付の御礼（指定寄付・受託研究 等）

今年も多くの皆様からご支援を賜りありがとうございました。この貴重なご支援は臨床及び研究に有効活用させて頂いております。今後も診療・研
究に邁進して参ります。感謝の気持ちとともにお名前を掲載させて頂きました。さらなるご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

■ 法人／団体 Corporations/Foundations

■ 医療法人 Medical Corporations

■ 医療法人 Medical Corporations

■ 法人 Corporations

■ 法人 Corporations

■ 個人 Individuals

■ 個人 Individuals

■ 個人 Individuals

Alcon Research. Ltd.
移植・再生医療を支える会
医療法人社団　慶翔会
医療法人社団　南青山アイクリニック
エイエムオー・ジャパン株式会社
SBIアラプロモ株式会社
株式会社NRLファーマ
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
大塚製薬株式会社赤穂研究所
株式会社オグラ
株式会社オフテクス
カールツァイスビジョンジャパン株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
グラクソ・スミスクライン株式会社

秋山眼科医院 秋山健一
木村眼科クリニック 木村肇二郎
河本眼科 村田博之
コスモス眼科医院 清水紀恵

アキコ ルミエール眼科 山口暁子
秋山眼科医院 秋山健一
岩田眼科 岩田浩子
上芝眼科 上芝伴尚
うえはら眼科医院 上原政雄
宇津見眼科医院 宇津見義一
加藤眼科 加藤克彦

アールイーメディカル株式会社
株式会社アールテックウエノ
エイエムオー・ジャパン株式会社
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
金原出版株式会社
カールツァイスメディテック株式会社
キッセイ薬品工業株式会
興和株式会社
参天製薬株式会社
株式会社三和化学研究所
株式会社ジェイアイエヌ
株式会社JFCセールスプラン
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

アールイーメディカル株式会社
日本アルコン株式会社
株式会社イナミ
エイエムオー・ジャパン株式会社
MSD株式会社
大塚製薬株式会社
カールツァイスビジョンジャパン株式会社
興和株式会社

稲井田安史　　　上原政雄　　　宇津見義一　　　髙山東洋　　　依田初栄　　　渡邊邦彦

秋谷　忍
安達章子
伊藤健二

尾形徹也　　小口芳久　　河口奈々恵　　佐藤静雄　　下山順司　　髙山東洋　　中澤甫計　　仁科幸子　　三木恵美子

上原政雄
宇津見義一
尾形徹也

小川葉子
小口芳久
小沢博子

桂　　弘
鴨下　泉
河口奈々恵

佐藤静雄
下山順司
髙山東洋

武田和夫
田中悦子
野崎道雄

槇野加代子
松井久和
山城裕子

山田寿一
吉川典子

株式会社高研
興和株式会社
興和創薬株式会社
参天製薬株式会社
株式会社ジェイアイエヌ
スカラ株式会社
千寿製薬株式会社
ソニー株式会社
ダイキン工業株式会社
大正製薬株式会社
高田巴之助商店
東栄新薬株式会社
南旺光学株式会社
株式会社ニデック
日本アルコン株式会社

こにし・もりざね眼科 小西美奈子
下山眼科クリニック 下山　勝
原眼科病院 原　　孜
原眼科医院 原　　裕

鴨下眼科クリニック 鴨下　泉
木村眼科クリニック 木村肇二郎
河本眼科医院 村田博之
コスモス眼科医院 清水紀恵
こにし・もりざね眼科 小西美奈子
島﨑眼科 島﨑哲雄
すみ眼科クリニック 宗司西美

平和眼科 富田　香
三國眼科 三國郁夫
宮下眼科医院 宮下公男
ヤベ眼科クリニック 矢部智紗

武田眼科医院 武田和夫
田中眼科 田中悦子
平和眼科 富田　香
まつい眼科医院 松井久和
南青山アイクリニック 戸田郁子
矢部眼科クリニック 矢部智紗
山田眼科医院 山田寿一

スタージャパン株式会社
千寿製薬株式会社
株式会社タカギセイコー
田辺三菱製薬株式会社
チバビジョン株式会社
中央産業貿易株式会社
株式会社トプコン
南旺光学株式会社
日科ミクロン株式会社
株式会社ニデック
日本アルコン株式会社
株式会社日本ルミナス
ノバルティスファーマ株式会社
バイエル薬品株式会社

参天製薬株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
千寿製薬株式会社
中央産業貿易株式会社
株式会社トーメーコーポレーション
株式会社トプコンメディカルジャパン
南旺光学株式会社
株式会社ニデック

日本水産株式会社
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
ノバルティスファーマ株式会社
ファイザー製薬株式会社
富士化学工業株式会社
株式会社プラザアイ
HOYA株式会社
ボシュロム・ジャパン株式会社
マイラン製薬株式会社
株式会社メディプロデュース
持田製薬株式会社
株式会社ユニバーサルビュー
株式会社レインボーオプチカル研究所
株式会社わかさ生活
わかもと製薬株式会社

株式会社はんだや
株式会社ピーエスシー
富士化学工業株式会社
ファイザー株式会社
ボシュロム・ジャパン株式会社
HOYA株式会社
株式会社メディカ出版
株式会社メディカルレビュー社
ロート製薬株式会社
株式会社わかさ生活
わかもと製薬株式会社
財団法人 一新会
日本製薬団体連合会 加盟企業様

ノバルティスファーマ株式会社
株式会社はんだや
株式会社ホワイトメディカル
株式会社メディプロデュース
株式会社メニコン
ユニバーサルビジョン株式会社
株式会社ユニハイト

第116回日本眼科学会総会  寄付・共催一覧   Support for the 116th Annual Meeting of the Japanese Ophthalmological Society

第47回日本眼光学学会総会  寄付一覧   Support for the 47th Annual Meeting of the Japanese Society of Ophthalmological Optics

（2011.12.31現在）

（敬称略）
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