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会

期：2019 年 2 月 7 日（木）～ 9 日（土）

会

場：ウェスティン都ホテル京都

会

長：外園

千恵（京都府立医科大学）

ご挨拶

角膜カンファランス 2018 開催にあたって

角膜カンファランス 2018
会 長 近間 泰一郎

（広島大学大学院視覚病態学（眼科学）准教授）

角膜カンファランス 2018（第 42 回日本角膜学会総会・第 34 回日本角膜移植学会）にご参加い
ただきありがとうございます。ここ広島の地で、このような名誉ある機会をお与えいただきました
日本角膜学会ならびに日本角膜移植学会の理事、評議員、会員の皆様に厚くお礼申し上げます。
今回の角膜カンファランスは、「結集！！角膜の神秘を科学しよう。」のテーマのもと特別講演、
シンポジウムを予定いたしております。「発生からみた再生医療」をメインテーマとして角膜再生医
療の現状と未来についてプログラムを企画し、招待講演として、Kao 教授 (Cincinnati 大学 ) に角膜
の発生について基礎研究を中心にお話をお願いいたしております。さらに、日本発の再生医療で初
めて保険適応となった「三次元自家培養軟骨移植」を開発され、日本の再生医療を先導されている
越智光夫広島大学学長に特別講演をお願いいたしております。
シンポジウム１は、角膜疾患の治療に臨床応用されている再生医療の現状と今後再生医療につな
がっていくと期待されている基礎研究について、シンポジウム２は、光エネルギーを用いた角膜疾
患治療としてそれぞれの臨床・研究を第一線で推し進めている先生方に講演いただきます。
新たな試みとして、従来のポスター発表のなかから選ばれる評議員会賞（眞鍋賞、内田賞、北野賞）
に加えて、参加者が選ぶ最も興味深かった演題を「ホットポスターアワード２０１８」として表彰
したいと考えています。投票していただいた方へのサプライズなお土産を準備しておりますのでふ
るって投票をお願いいたします。
アスレチックは、会場内で楽しめる「広島風」温泉的卓球大会を開催します。移動時間ほぼゼロで、
寒くなく、そのままの服装での参加が可能です。もちろん団結力を上げるためのチームユニフォー
ムでの参加も大歓迎です。
懇親会では，冬の広島の代表である牡蠣やお好み焼きやつけ麺といった B 級グルメもとりそろえ
てあります。「おいしい」広島を是非お楽しみください。
この学会の伝統である「よく学び、よく遊べ」の精神をしっかりと引き継ぎ、ご参加の皆様にとっ
て実りのある角膜カンファランス 2018 になるよう広島大学眼科医局員一同が総力を挙げて準備い
たします。皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。
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日程表
2月15日(木)

7：00

8：00

9：00

開会式

第1会場

【2F 瀬戸内】

10：00

11：00

一般口演01 一般口演02 一般口演03
角膜内皮

変性症

フックス
ジストロフィ

P46

P47

12：00

ランチョンセミナー1

学術奨励賞
記念講演

P48

13：00

参天製薬
（株）

P42

ランチョンセミナー2

第2会場

アルコン ファーマ（株）/
ノバルティス ファーマ（株）メディカル本部

【2F シーショア】

第3会場

【1F 宮島】

ポスター会場【2F 瀬戸内】

ポスター貼付

ポスター展示

機器展示【2F 瀬戸内】

2月16日(金)

機器展示

7：00

9：00

10：00

11：00

一般口演06 一般口演07 特別講演

モーニングセミナー1

内皮移植

創傷治癒

運動器の再生医療

13：00

ランチョンセミナー3

【2F 瀬戸内】

参天製薬
（株）

第2会場

モーニングセミナー2

ランチョンセミナー4

【2F シーショア】

大塚製薬
（株）

大塚製薬
（株）

第3会場

モーニングセミナー3

ランチョンセミナー5

大鵬薬品
（株）

大日本住友製薬（株）

P52

【1F 宮島】

P53

ポスター展示

機器展示【2F 瀬戸内】

2月17日(土)
【2F 瀬戸内】

第2会場

機器展示

7：00

8：00

モーニングセミナー4
千寿製薬
（株）

10：00

一般口演09

モーニングセミナー5

【2F シーショア】

第3会場

モーニングセミナー6

11：00

一般口演10

眼瞼・アレルギー ドライアイ
P58

アルコン ファーマ（株）/
ノバルティス ファーマ（株）
メディカル本部

【1F 宮島】

9：00

表彰式

第1会場

千寿製薬
（株）

P24

ポスター会場【2F 瀬戸内】
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12：00

総会

第1会場

8：00

P60

12：00

一般口演11

一般口演12 一般口演13

感染

翼状片
P61

優秀ポスター賞
表彰式

アイバンクセッション

HOYA
（株）
メディカル事業部

ポスター会場【2F 瀬戸内】

ポスター展示 ポスター撤去

機器展示【2F 瀬戸内】

機器展示

13：00

P63

スティーブンス
ジョンソン症候群

日程表
13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

シンポジウム1

18：00

19：00

一般口演04 一般口演05

発生からみた再生医療

神経

P25

P28

P49

20：00

21：00

イブニングセミナー

アイバンク

参天製薬
（株）

P50

招待講演

Cell Lineage of Ocular
Surface Tissues

ポスター討論

ポスター展示

（奇数・偶数共に）

機器展示

13：00

14：00

15：00

16：00

シンポジウム2

一般口演08

光エネルギーを用いた
角膜疾患治療

症例・臨床研究
P36

P54

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

20：00

21：00

18:30〜20：00

懇親会

15:50〜16：50

アスレチック
「温泉的卓球大会」
60分

二次投票

（奇数・偶数共に）

投票締切

ポスター討論

ポスター展示
機器展示

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

閉会式
P64

羊膜移植講習会

輪部支持型
コンタクトレンズ講習会
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ショートタイトル一覧
2 月15日 (木 )

10:20

一般口演 2 一般口演 3

9:50

一般口演 1

8:50
9:00

11:00

タイ トル

講演者（所属）

第2会場【2F シーショア】 第 3 会場【1F 宮島】
掲載頁

演題番号

第 1 会場【2F 瀬戸内】

タイトル

タイトル
講演者（所属）

開会式
角膜内皮

座長：山上

聡（日本大）

46

フックスジストロフィ

座長：臼井

智彦（東京大）

47

変性症

座長：小林

顕（金沢大）

48

学術奨励賞記念講演

座長：大鹿

哲郎（筑波大）

42

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09
O10
O11
O12
AL-1
AL-2

角膜内皮の網羅的遺伝子発現解析
角膜移植後の免疫細胞
内皮疾患の房水タンパク網羅解析
前房水中サイトカイン
VCP ATPase 阻害剤の角膜保護効果
フックスと MAM
フックスの薬剤スクリーニング法
フックスと TCF4
FED の遺伝子変異の解析
II 型格子状角膜ジストロフィ 3 例
Meesmann の遺伝子変異
GDLD における SCL 装用効果
制御性 T 細胞による免疫抑制療法
ドライアイにおけるムチンの変化

羽藤
晋（慶應大）
奥村 直毅（同志社大・生命医科学）
山口 剛史（東京歯大・市川）
針谷 威寛（東北大）
永田 真帆（京都府医大）

奥田 浩和（同志社大・生命医科学）
大西 貴子（同志社大・生命医科学）
松本 紗季（同志社大・生命医科学）
小野
根本
西野
前野

喬（宮田眼科病院）
穂高（江口眼科病院）
翼（金沢大）
紗代（大阪大）

猪俣 武範（順天大）
内野 裕一（慶應大）

11:40

角膜王決定戦！涙の４番勝負

症例から学ぶ Ocular Surface 診療
司会：大橋 裕一（愛媛大）
西田 幸二（大阪大）
共催：参天製薬株式会社

13:00

招待講演

13:20

Cell Lineage of Ocular Surface Tissues
Winston W-Y Kao（University of Cincinnati）

25
座長：近間泰一郎（広島大）

14:10

シンポジウム 1
一般口演 5

17:15

S1-1-1 角膜内皮再生医療
S1-1-2 自家培養上皮細胞シート移植

第2部

17:45

神経
O13
O14
O15
O16

幸二（大阪大）
範子（同志社大・生命医科学）

奥村 直毅（同志社大・生命医科学）
大家 義則（大阪大）

川北 哲也（北里大・北里研究所病院）
北澤 耕司（京都府医大）
林
竜平（大阪大）
羽藤
晋（慶應大）
岡田 由香（和歌山県医大）

座長：佐々木香る（星ヶ丘医療センター）

角膜上皮と神経は神経に併走する
緑内障点眼による角膜神経変化
ドライアイと慢性疼痛
ドライアイと痛み

アイバンク
O17
O18
O19

28

再生医療をめざした基礎研究
オーガナイザー：榛村 重人（慶應大）
雑賀司珠也（和歌山県医大）

S1-2-1 涙腺上皮細胞への分化誘導
S1-2-2 ダイレクトリプログラミング
S1-2-3 多能性幹細胞による角膜上皮再生
S1-2-4 角膜内皮細胞発生と iPS 細胞
S1-2-5 神経麻痺性角膜症と TRP

一般口演 4

16:30
16:35

発生からみた再生医療
第 1 部 角膜再生医療の現状
オーガナイザー：西田
小泉

座長：西田

京府医大アイバンクの活動実績
静岡県アイバンクドナー使用状況
ネットワーク構築の取り組み

49

林
康人（松山市民病院／愛媛大）
上乃
功（香川大／愛媛大）
田川 義晃（北海道大）
小室
青（京都府医大）

輝夫（山口大学名誉教授）

50

石垣 理穂（京都府医大・再生医療・細胞治療センター組織バンク／アイバンク）
土至田 宏（順天大・静岡・公益財団法人静岡県アイバンク）
渡邉 和誉（兵庫アイバンク・京都府立医大アイバンク・組織バンク・溝上眼科）

ポスター討論（奇数・偶数共に）
（ポスター、展示会場にて）
18:45
19:00
イブニングセミナー

角膜！ナイトスクープ

in 広島

座長：井上 幸次（鳥取大）
大橋 裕一（愛媛大）
近間泰一郎（広島大）
小泉 範子（同志社大）
共催：参天製薬株式会社

20:30

6

12:00

13:00

ランチョンセミナー 2

ランチョンセミナー 1

12:00

耐性菌を考慮した治療戦略
座長：宮田 和典（宮田眼科病院）
共催：アルコン ファーマ株式会社／

ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部

講演者（所属）

ショートタイトル一覧
2 月16 日 ( 金 )

内皮移植
O20
O21
O22
O23
O24

座長：稲富

DSAEK の術前角膜厚と術後視力
IOL 縫着眼 DSAEK 硝子体注入
新しい DMEK 術式の開発
Visco DMEK
CCD を組み合わせた細胞注入療法

敦（愛媛大）

53

運動器の再生医療

座長：木内

良明（広島大）

24

越智

羊膜由来間葉系細胞の上皮の影響
角膜に対する PRP 点眼薬の効果
Plasminogen の貪食能への影響
PPAR αの血管新生抑制作用

光夫（広島大学長）

総

座長：木下

茂（京都府医大）

共催：大塚製薬株式会社

抗がん薬の効果と作用機序
座長：近間

泰一郎（広島大）

共催：大鵬薬品工業株式会社

52

座長：白石

O25
O26
O27
O28

比嘉 一成（東京歯大・市川）
子島 良平（宮田眼科）
佐藤 朋子（近畿大）
中野 優治（日本医大）

会

13:00

こんな時どうする？不定愁訴ケースス
タディ！ー再現 VTR から学ぶー
座長：島﨑
潤（東京歯大・市川）
コメンテーター：横井 則彦（京都府医大）
共催：大塚製薬株式会社

ランチョンセミナー 5

共催：千寿製薬株式会社

12:00

ランチョンセミナー 4

ランチョンセミナー 3

第 4 回全国角膜選手権 2018
司会：大橋 裕一（愛媛大）
アシスタント：佐々木 香る（星ヶ丘医療センター）

13:00

シンポジウム 2
一般口演 8

14:45

勉（京都府医大）

8:50

マイボーム腺と角結膜のカンファレンス2018

講演者（所属）

中谷
智（順天大）
脇舛 耕一（バプテスト眼科）
小林
顕（金沢大）
林
孝彦（横浜南共済病院／横浜市大／自治医大）
松本 大輝（同志社大・生命医科学）

創傷治癒

11:40

13:15

悦子（女子医大）

共催：参天製薬株式会社

タイトル
講演者（所属）

8:00

up to date

座長：高村

タイトル
モーニングセミナー 3

眼科医が知っておくべきアトピー性皮膚炎診療

11:20

12:00

講演者（所属）

モーニングセミナー 2

特別講演

10:30

一般口演 7

9:50

一般口演 6

8:50
9:00

モーニングセミナー 1

8:00

タイ トル

第2会場【2F シーショア】 第 3 会場【1F 宮島】
掲載頁

演題番号

第 1 会場【2F 瀬戸内】

眼科医が診る希少疾患：ファブリー病
～あなたの”気づき”がファブリー病患者さんの診断に繋がるけんね～
座長：外園 千恵（京都府医大）
共催：大日本住友製薬株式会社

光エネルギーを用いた角膜疾患治療
36
オーガナイザー：宮田 和典（宮田眼科病院）
神谷 和孝（北里大・医療衛生）
S2-1
S2-2
S2-3
S2-4
S2-5

エキシマ高次収差矯正
FSL を用いた角膜移植
角膜クロスリンキング
CXL による BK、感染症治療
PDT を用いた角膜感染症治療

症例・臨床研究
O29
O30
O31
O32
O33
O34

座長：島﨑

CL 関連角膜炎の病巣部位
兎眼性角膜炎の検討
角膜上皮異形成の４例５眼
未成年の円錐角膜への ICRS 挿入術
角膜厚と角膜内皮細胞密度
無虹彩症の眼合併症

稗田
牧（京都府医大）
神谷 和孝（北里大・医療衛生）
加藤 直子（埼玉医大）
宮田 和典（宮田眼科病院）
末岡健太郎（広島大）

潤（東京歯大・市川）

54

鈴木
崇（いしづち眼科／東邦大・大森）
大川 隆一（兵庫医大）
稲用
絢（東京大）
淵上 あき（岡眼科クリニック）
佐々木貴優（埼玉医大）
河本 晋平（大阪大）

15:45

16:50

ポスター討論（奇数・偶数共に）
（ポスター、展示会場にて）
17:50

7

ショートタイトル一覧
2 月17日 ( 土 )

英一（福岡大）

O45
O46
O47
O48
O49
O50

13

O55
O56
O57
O58

憲（高知大）

58

裕一（東邦大・大森）

60

座長：堀

横井 則彦（京都府医大）
猪俣 武範（順天大／順天大・医学部戦略的手術室マネジメント講座）
川島 素子（慶應大）
山根 みお（慶應大）

座長：江口

感染性角膜炎の最近の動向
細菌性角膜炎の上皮欠損治癒期間
アクネ菌が検出された角膜疾患
TONS504PDT-Acanthamoeba Effect
薬剤耐性角膜ヘルペス
瘢痕化角膜サイトカイン

スティーブンスジョンソン症候群

マイコプラズマ感染 SJS の 2 例
SJS への培養上皮移植の長期予後
SJS 結膜上皮遺伝子発現解析
ＳＪＳの眼後遺症

閉会式

洋（近畿大・堺）

座長：西田

幸二（大阪大）

共催：HOYA株式会社 メディカル事業部

61

聖花（東京歯大・市川）

63

鈴木 啓太（藤田保健衛生大・坂文種）
寺本 真隆（同志社大・生命医科学）
戸田良太郎（広島大）
加治 優一（筑波大）

座長：山田

昌和（杏林大）

アイバンクセッション

12:00

64

厚見 知甫（神戸大）
佐竹 良之（東京歯大・市川）
上田真由美（京都府医大・感覚器未来医療学）
外園 千恵（京都府医大）

13:30

羊膜移植講習会

15:30

8

角膜内皮移植のイノベーションⅡ

10:30

米山 征吾（山梨大）
鳥山 浩二（愛媛大）
佐伯 有祐（福岡大）
Pertiwi Yunialthy D（広島大・Department of Microbiology, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia）
井上 智之（多根記念眼科病院）
横倉 俊二（東北大）

座長：田

mini-flap 法の成績
ブタ角膜実質シートと翼状片手術
翼状片術後の病理組織と高次収差
翼状片と過酸化脂質・蛋白質

座長：島㟢
潤（東京歯大・市川）
共催：アルコン ファーマ株式会社／
ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部

鈴木
智（京都市立病院）
田
聖花（東京歯大・市川）
有田 玲子（伊藤医院・LIME 研究会）
片岡亮一郎（愛媛大・工学部）
高原 彩加（京都府医大）
三村 達哉（帝京大）

ドライアイタイプと臨床表現
最大開瞼時間とドライアイ
全身併存疾患とドライアイの関係
cGVHD ドライアイと老化細胞除去

翼状片

12

座長：福田

高齢者の SPK と MRKC
重症 MGD へのビタミン D3 軟膏治療
多施設における IPL の効果
眼表面摩擦の有限要素解析
シールド潰瘍の患者背景と治療
PM2.5 とアレルギー性結膜炎

ドライアイ

感染

優秀ポスター賞表彰式

8:50

痛みを科学する ～角膜知覚～

講演者（所属）
モーニングセミナー 6

O35
O36
O37
O38
O39
O40

O51
O52
O53
O54

一般口演

13:10
13:20

一般口演

12:30

座長：内尾

タイトル
講演者（所属）

8:00

共催：千寿製薬株式会社

眼瞼・アレルギー

タイトル
モーニングセミナー 5

11
11:50

講演者（所属）

眼と全身疾患

O41
O42
O43
10 O44

一般口演

10:50

一般口演

10:10

一般口演 9

8:50
9:00
9:10

モーニングセミナー 4

8:00

タイトル

第2会場【2F シーショア】 第 3 会場【1F 宮島】
掲載頁

演題番号

第 1 会場【2F 瀬戸内】

輪部支持型
コンタクトレンズ講習会

ショートタイトル一覧
ポスター会場【グランドプリンスホテル広島
演題番号

タイトル

演者

所属

頁

ポスター ( 領域１：眞鍋賞候補 )

演題番号

2F

瀬戸内】

タイトル

演者

所属

頁

ポスター ( 領域２：内田賞候補 )

P001 広島大学病院での角膜移植術

江戸

彩加

広島大

67

P059 一般市民におけるドライアイ検診

内野

美樹

慶應大

79

P002 角膜移植と硝子体手術併施の検討

小林

達彦

東邦大・大森

67

P060 DEQS を用いたレバミピド点眼評価

坂根

由梨

愛媛大

79

P003 ＰＫＰ眼抜糸による乱視矯正効果

清水

洋明

日本大

67

P061 DEQS とOSDI の有用性の比較

長谷川

瞳

順天大

79

P004 PKP 連続縫合への早期部分抜糸

上川床美紀

東京医療センター・慶應大

67

P062 DEQSによるドライアイ有無の予想

奥村

雄一

順天大

79

P005 乱視矯正角膜追加縫合

正木

利憲

金沢大

67

P063 ドライアイと主観的幸福度、睡眠

村上

沙穂

慶應大

79

P006 全麻下 PKP の内皮細胞密度

花栗

潤哉

日本大

67

P064 顔面風負荷時脳賦活低下の原因

小野

眞史

日本医大

79

P007 マッシュルーム型全径 PKP

東島

史明

山口大

68

P065 ドライアイ分類器の作成

佐藤

真帆

慶應大

80

P008 角膜深層層状再移植後の成績

柿栖

康二

東京歯大・市川

68

P066 ドライアイの眼表面の層別治療

冨岡

靖史

京都府医大

80

P009 DALK後のデスメ膜皺襞と視力

鈴木なつめ

東京歯大・市川

68

P067 瞬目の違いによるBUTとBP 変化

前原

紘基

福島県医大／太田西ノ内病院

80

P010 表層角膜移植後の実質型拒絶反応

福井

正樹

東京医療センター／慶應大／南青山アイクリニック 68

P068 涙点径に基づいた涙点プラグ選択

森

弓夏

関西ろうさい病院

80

P011 深部表層角膜移植後の層間感染症

舟木

俊成

順天大

68

P069 ジクアホソル点眼液と涙液油層

福岡

詩麻

大宮はまだ眼科／LIME研究会／東京大

80

P012 NS Endo-Inserterと引込法の比較

相馬

剛至

大阪大

68

P070 ムコスタ点眼液の臨床薬理試験

村戸ドール

慶應大／東京歯大

80

P013 DSAEK 術後の実質厚菲薄化

小橋川裕子

琉球大

69

P071 レバミピドとCLドライアイ

高尾

和弘

日本医大

81

P014 DSAEK 術後の角膜厚変化

松本佳保里

バプテスト眼科・京都府医大

69

P072 レバミピドと遺伝子発現解析

山田

桂子

京都府医大北部医療センター

81

P015 再 DSAEK

横川

英明

金沢大

69

P073 角膜緑膿菌感染のリンパ管の役割

成松

明知

東京医大／東京医大 微生物

81

P016 DSAEK 術後 DSAEK

北澤

耕司

バプテスト眼科クリニック・京都府医大 69

P074 抗 CD80/86 抗体の効果

藤本

啓一

順天大・順天堂大学院医学研究科 アトピー疾患研究センター 81

P017 内皮移植と緑内障

高橋

綾

東京歯科大・市川

69

P075 治療用コンタクトレンズの安全性

堀内

稔子

舞鶴日赤

P018 チューブシャント後の DSAEK

丸山

会里

大阪医大

69

P076 サルコイドーシスとドライアイ

青木

崇倫

京都府医大

81

P019 PEによるBKへの DSAEK

吉岡

誇

福知山市民

70

P077 Unique findings in GVHD mice

清水

映輔

慶應大

82

P020 DSAEK後の虹彩後癒着

井之川宗右

広島大

70

P078 Eyelid vascular changes in Chronic Ocular GVHD: In Vivo Confocal Microscopy study

Fan Yang

P021 DSAEK後角膜真菌感染

高木

岐阜日赤

70

P079 小児の眼 GVHD

米川

由賀

P022 虹彩欠損を伴う水疱性角膜症

伊藤晋一郎

神戸市立医療センター中央市民病院

70

P080 上眼瞼瘢痕への自家口唇粘膜移植

山中

P023 BK に対する治療的 DSAEK

渡邊

大阪大

70

P081 慢性期 SJS の進行

P024 IOL カートリッジでの DMEK

堀田芙美香

近畿大・堺

70

P025 多変量解析を用いて

清水

俊輝

横浜南共済

P026 DMEK術中移植片脱出症例の経過

親川

格

P027 新 MKによるDSAEK グラフトの検討

杉田征一郎

P028 ケラトームによる切開面の比較

坂東

P029 ACP の内圧評価

麻里

Keio University・Aier Eye School of Ophthalmology,
Central South University, Changsha, China

81

82

三重大

82

行人

京都府医大

82

吉川

大和

大阪医大／京都府医大

82

P082 エピナスチン点眼液の有効性

小林

茂樹

小林眼科

82

71

P083 春季カタルへのタクロリムス点眼

橋本絵梨子

女子医大

83

ハートライフ病院・琉球大

71

P084 切除が奏功した乳頭増殖の1例

三島

彩加

福岡大

83

眼科杉田病院

71

P085 シールド潰瘍を併発した３例

森井

智也

和歌山県医大

83

誠

獨協医大

71

P086 防腐剤と角膜上皮バリア機能

秋山

陽一

杏林大

83

中村

恭子

獨協医大

71

P087 PA ヨードによる初期 AK 治療

佐々木

川崎市立多摩病院

83

P030 デスメ膜剥離角膜ジストロフィー

勝部

志郎

聖路加国際病院

71

P088 オルソK によるアメーバ角膜炎

長谷川実茄

山口大

83

P031 デスメ膜剥離の３例

小橋川裕司

琉球大／ハートライフ病院

72

P089 モラクセラ角膜潰瘍の3 症例

安達

彩

関西医大

84

P032 治療抵抗性 Descemet 膜剥離の１例

樋端

透史

徳島大

72

P090 緑内障手術後の真菌性角膜炎

清水

大輔

千葉大

84

P033 失明を予防する適正な処置とは

水野

未稀

慶応大

72

P091 エクソフィアラ真菌性角膜炎

戸所

大輔

群馬大

84

P034 術中 OCT 観察を併用した羊膜移植

大家

義則

大阪大

72

P092 L-AmB が効いたフサリウム角膜炎

宮本

龍郎

回生病院／徳島大 84

P035 外傷性角膜穿孔の保存的治療

前田

訓志

久留米大

72

P093 翼状片術後の真菌性角膜炎

長谷川亜里

JCHO中京病院

P036 角膜穿孔に対する結膜複数枚移植

中尾

功

佐賀大

72

P094 内皮移植後の前房内 fungus ball

出口香穂里

JR広島病院／広島大 84

P037 放射状角膜切開術後晩期感染症

川端真理子

京都市立病院

73

P095 浅前房を伴う非定型抗酸菌角膜炎

西山

一聖

住友病院

85

P038 唯一眼の人工角膜が脱落した１例

木村

格

木村眼科内科病院

73

P096 保存強膜移植後の感染性強膜炎

上田

晃史

宮田眼科病院

85

P039 14歳 KC 患者への CXL後3 年の経過

坂谷

慶子

みなとみらいアイクリニック

73

P097 大腸菌による感染性角膜炎の1例

山田

健司

杏林大

85

P040 角膜内リングによる感染症の1例

三田村浩人

慶應大

73

P098 高齢者の CL 関連角膜感染症

森尾

倫子

鳥取大

85

P041 円錐角膜の CXL後急性水腫

浅野祥太郎

東京大

73

P099 乳児の多発霰粒腫

中井

浩子

京都市立病院

85

P042 角膜内リング挿入術の術後経過

菅沼

隆之

岡眼科クリニック

73

P100 アデノウィルス結膜炎臨床症状

松澤亜紀子

川崎市立多摩病院／聖マリ医大

85

P043 サンドイッチ移植療法

福井

佑弥

同志社大・生命医科学

74

P101 ムンプスによる角膜内皮炎

小林

由佳

山口大

86

P044 角膜内皮移植術後の屈折変化

阿部

駿

東京医大

74

P102 角膜ヘルペスの１例

福田

昌彦

近畿大

86

P045 PTK後の眼内レンズ計算式比較

安田

明弘

聖路加国際病院

74

P103 アシクロビル耐性角膜ヘルペス

山本智恵子

井上眼科病院

86

P046 多焦点眼内レンズの術前因子

植木亮太郎

長崎大

74

P104 関節リウマチに生じた角膜穿孔

奥村

大阪医大／京都府医大

86

P047 角膜屈折矯正術後の ICL

五十嵐章史

山王病院

74

P105 角膜穿孔症例の角膜厚

山本理紗子

東京大

86

P048 移植後の眼内レンズ度数決定

百瀬あゆみ

日本医大

74

P106 Mooren 潰瘍の治療経験

石橋

誠一

福島県医大

86

P049 角膜前後面屈折測定とT-IOL

高橋

尚子

筑波大

75

P107 緑内障術後 Mooren 潰瘍

豊川

紀子

永田眼科

87

P050 FSL 移植角膜の生体力学特性

山崎

駿

獨協医大

75

P108 タクロリムス奏功した角膜潰瘍

江頭亜沙美

福岡大

87

P051 金粉挿入の1例

都筑賢太郎

聖路加

75

P109 BCG 膀胱内注入後の角膜潰瘍

宮腰

晃央

富山大

87

P052 LASIK 術後眼圧の角膜厚補正

河本

聖路加国際病院

75

P110 角膜移植術後アトピー性強角膜炎

谷口

行恵

鳥取大

87

P053 京府医大組織バンクの活動報告

安久万寿子

京都府医大・組織バンク 75

P111 エルロチニブによる角膜穿孔

吉村

彩野

兵庫医大

87

P054 91歳の親族提供ドナー PKP

宮本

玲奈

日本大

75

P112 薬剤性角膜障害

太和田彩子

千葉大

87

P055 OOKP が有効であった１例

西田

功一

近畿大

76

P113 TS-1副作用とレバミピド点眼薬

川本

晃司

かわもと眼科

88

P056 羊膜移植併用角結膜腫瘍手術成績

草野

真央

長崎大

76

P114 薬剤毒性

岡島

行伸

東邦大・大森

88

P057 瘢痕性類天疱瘡の1例

新井

淑子

日本医大

76

P115 トスフロキサシンの角膜沈着物

丸山

登士

ツカザキ病院

88

P058 周辺部角膜潰瘍後の鼻下側 PEA

中川

卓

旭中央病院／東大病院／さいたま赤十字病院

76

怜美

立徳

梢

峻大

84
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ショートタイトル一覧
ポスター会場【グランドプリンスホテル広島
演題番号

タイトル

演者

所属

頁

ポスター ( 領域３：北野賞候補 )

10

P116 上方弛緩結膜が瞬目に与える影響

加藤

弘明

京都府医大／国立長寿医療研究センター

91

P117 瞬目摩擦による角膜上皮 ANGPTL4

宇都宮嗣了

旭川医大／留萌市立病院

91

P118 ドライアイとアレルギー性結膜炎

岸本

達真

高知大

91

P119 PGD2 刺激へのエピナスチンの効果

守田裕希子

山口大

91

P120 トラニラストのTLR2 刺激への影響

辻

和宏

ロート製薬（株）

91

P121 環境ストレス負荷後の行動解析

小島

隆司

慶應大

91

P122 Corneal changes after stress

Simsek Cem 慶應大

92

P123 セレンによる角膜障害治療薬

樋口

明弘

大分大全学研究推進機構

92

P124 Sema3A 阻害薬のドライアイ治療

山崎

梨沙

慶應大

92

P125 核酸刺激とガレクチン-3 mRNA

伴

P126 角膜上皮の炎症応答とガレクチン

内野

裕一

スケペンス眼研究所／慶應大

92

P127 KLF4による角膜上皮での EMT 抑制

藤本

聡子

大阪大

92

P128 EMT による新しいＣＥＤモデル

山下

和哉

慶應大

93

P129 iHCjEC の三次元培養

三谷亜里沙

愛媛大

93

P130 転写因子導入によるヒト涙腺誘導

平山

慶應大／ソーク研究所

93

P131 PPARαagonist 点眼の抗炎症作用

飛田悠太朗

日本医大

93

P132 GDLD に対する創薬

甲斐

大阪大・医学部医学科

93

P133 Missense mutation in GDLD

Xu Peng

Osaka University

93

P134 tacstd2 遺伝子欠損マウス

永原裕紀子

大阪大

94

P135 角膜内皮代替細胞のインテグリン

宮下

英之

慶應大

94

P136 眼前房における造腫瘍性試験

稲垣

絵海

慶應大

94

P137 フックスとTCF4

林

良祐

同志社大・生命医科学 94

P138 フックスとTCF4

佐藤

正和

同志社大・生命医科学 94

P139 培養角膜内皮細胞の凍結保存

各務

貴斗

同志社大・生命医科学 94

P140 SCLへのヒアルロン酸の潤滑効果

岩下

紘子

東邦大・大森

95

P141 加齢性変化と眼表面温度

渡邊

綾

東邦大・大森

95

P142 近視と前眼部形状

加藤久美子

三重大

95

P143 円錐角膜のタイプ別視力

山口

昌大

順天大

95

P144 円錐角膜に対する治療

中村

友美

済生会呉病院

95

P145 角膜屈折力が弱い円錐角膜

林

泰子

川崎医療福祉大

95

P146 睫毛内反と高次収差

天野

文保

龍ケ崎済生会病院

96

P147 多発性骨髄腫の角膜後方散乱

高

静花

大阪大・視覚先端医学／大阪大

96

P148 白内障術後の乱視の比較

加藤紗矢香

山王病院

96

P149 新しい角膜乱視パラメータの検討

森

悠大

筑波大

96

P150 斜乱視の角膜形状解析

木下

雄人

筑波大

96

P151 乱視のベクトル解析と経時変化

難波

広幸

山形大

96

P152 スマホによる涙液量評価の試み

岡崎

善朗

東京大・先端研

97

P153 低真空 SEM を用いた角膜の評価

山本真里奈

日本医大

97

P154 80 倍非接触レンズのＨＲＴ撮影

金岡

智里

広島大

97

P155 角膜混濁例の後眼部評価

久須見有美

杏林大

97

P156 角膜瘢痕眼の共焦点顕微鏡観察

谷渕ほなみ

大阪大

97

P157 角膜内皮のパノラマ画像作成

小林渓太郎

同志社大・生命医科学 97

P158 角膜浮腫例での接触型スペキュラ

田中

寛

京都府医大／京都第二日赤

98

P159 巨大角膜水腫の1例

滝澤

菜摘

慶應大

98

P160 グリセリン点眼での角膜浮腫改善

石川

聖

埼玉医大

98

P161 水疱性角膜症と高張食塩点眼軟膏

浅井あかり

女子医大

98

P162 水疱性角膜症の内皮障害

沼

京都府医大

98

P163 家族性ＬＣＡＴ欠損症の１例

細谷比左志

ＪＣＨＯ神戸中央病院

98

P164 兄弟で見られたシスチン角膜沈着

後藤田哲史

横浜市大・総合医療セ 99

P165 ビタミンA 欠乏症と角結膜障害

宍道紘一郎

広島日赤病院

99

P166 血中亜鉛欠乏と角膜上皮障害

常吉沙帆理

東京大

99

P167 角膜表層掻爬後の角膜ケロイド

頓宮

真紀

松本眼科

99

P168 MMC 点眼にて軽快した脂腺癌の1例

古田

真由

川崎市立多摩病院

99

P169 1% ５FU点眼が有効だった腫瘍症例

丸岡佐知子

ツカザキ病院

P170 結膜上皮内癌の点眼加療

鳥飼

泰彦

愛媛大

100

P171 結膜 MALTリンパ腫の治療成績

小松

香織

広島大

100

P172 眼瞼扁平上皮癌の1例

小幡

博人

埼玉医大・総合医療セ 100

P173 腎細胞癌の眼瞼皮膚転移の1例

小泉

宇弘

埼玉医大・総合医療セ 100

由利子

雅敏
千舟

幸作

京都中部総合医療センター／京都府医大 92

99

2F

瀬戸内】

交通のご案内
＜会場周辺図＞
グランドプリンスホテル広島
住所〒 734-8543 広島市南区元宇品町 23-1
TEL：082-256-1111
FAX：082-256-1134

吉島

＜アクセス方法＞
■ 電車で
・JR 広島駅からタクシーで 20 分 ( 約￥2,400)
■ バスで
・広島バス 21 号（宇品）線グランドプリンスホテル広島行
（向洋－広島駅南口バスのりば A-(2) －八丁堀－紙屋町－広島港－グランドプリンスホテル広島停留所）
JR 広島駅より平常時 40 分
■ お車で
・広島港から車で約 3 分。
・山陽自動車道広島東 I.C. から 17km( 平常時 35 分 )
・広島空港から 55km( 平常時 60 分 )
・広島西飛行場から 8.5km( 平常時 20 分 )
・駐車場 (455 台 )
■ 飛行機で
エアポートリムジンにて JR 広島駅新幹線口まで約 45 分（片道￥1,340）
（広島空港－約 45 分－ JR 広島駅新幹線口－徒歩－ JR 広島駅南口－広島バス－約 40 分－グランドプリン
スホテル広島）
■ 船で
・宮島よりホテル前桟橋まで高速船で 26 分
11

シャトルバスのご案内
広島駅新幹線口 ( 北口 ) ⇔グランドプリンスホテル広島
無料シャトルバスのご案内
2 月 15 日 ( 木 )

広島駅新幹線口 ( 北口 ) →グランドプリンスホテル広島
広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

グランドプリンスホテル広島着

8：00
8：30
9：30
10：00
10：30
11：00
11：30
11：50
13：10
15：20
16：40
18：00
19：20

グランドプリンスホテル広島→広島駅新幹線口 ( 北口 )

グランドプリンスホテル広島着

8：30
9：00
10：00
10：30
11：00
11：30
12：00
12：20
13：40
15：50
17：10
18：30
19：50

広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

9：50
11：10
12：30
14：40
16：00
17：20
18：40

10：20
11：40
13：00
15：10
16：30
17：50
19：10

2 月 16 日 ( 金 )

広島駅新幹線口 ( 北口 ) →グランドプリンスホテル広島
広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

グランドプリンスホテル広島着

10：30
11：50
13：10
15：20
16：40
18：00
19：20

グランドプリンスホテル広島→広島駅新幹線口 ( 北口 )

グランドプリンスホテル広島着

11：00
12：20
13：40
15：50
17：10
18：30
19：50

広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

9：50
11：10
12：30
14：40
16：00
17：20
18：40

10：20
11：40
13：00
15：10
16：30
17：50
19：10

2 月 17 日 ( 土 )

広島駅新幹線口 ( 北口 ) →グランドプリンスホテル広島
広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

グランドプリンスホテル広島着

10：30
11：50
13：10
15：20
16：40
18：00
19：20

グランドプリンスホテル広島→広島駅新幹線口 ( 北口 )

グランドプリンスホテル広島着

11：00
12：20
13：40
15：50
17：10
18：30
19：50

広島駅新幹線口 ( 北口 ) 発

9：50
11：10
12：10
12：30
13：40
14：40
15：30
16：00
17：20
18：40

10：20
11：40
12：40
13：00
14：10
15：10
16：00
16：30
17：50
19：10

注意事項：満席の際はご乗車になれない場合もございます。交通事情により到着が遅れる場合もございます。

■広島駅でのシャトルバス乗り場

①北出口（新幹線口）へまっすぐ
進み左に曲がります。
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②まっすぐ進みます。

③さらにまっすぐ進み、右側にあ
る階段を降ります。
※エレベーターもございます。

④階段をおりて左に曲がります。

⑤ 8 番・9 番のりば付近でお待ち
ください。

会場案内図

1Ｆ
クローク

コンビニエンス
ショップ
プリンスウェディングスイート

参加受付
単位受付

ショッピングアーケード

ティーラウンジ
エレベーター
ホール

正面入口

第3会場
宮島

フロント

WC

WC

ビジネスセンター

2Ｆ
運営本部

第1会場
瀬戸内

第2会場
機器展示・ポスター会場

真珠

シーショア

瀬戸内

珊瑚

瑠璃
潮騒

PC受付
エレベーター
ホール

チャペル

WC

輝雲
月光
紺碧

WC

ブライダル
コーナー

学会本部
飛翔
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参加者へのご案内
1. 参加登録受付
場所：グランドプリンスホテル広島

1F

会場入口正面 （エントランスホール）

日時：2 月 15 日（木）8：00 ～ 19：00
2 月 16 日（金）7：45 ～ 18：30
2 月 17 日（土）7：45 ～ 12：30

2. 受付方法
1）事前登録された方
受付をしていただく必要はございません。事前に送付したネームカードをご着用の上、
入場ください。
ネームストラップは、受付にご用意しています。
2）当日登録される方
当日登録用紙に必要事項をご記入の上、当日登録受付へお越しください。
会員

21,000 円

非会員

23,000 円

研修医・留学生・コメディカル

13,000 円

当日登録料

※新臨床研修医制度 3 年目（後期研修 1 年目）までを研修医とします。
※研修医・留学生・コメディカルの方は、所属長の証明が必要となります。
証明書をご持参ください。

3. ネームカード
予め、所属・氏名をご記入の上、入場の際は必ずご着用ください。
ネームカードを着用されていない方の入場はご遠慮願います。

4. プログラム・抄録集
プログラム・抄録集は、日本角膜学会会員、日本角膜移植学会会員、事前登録者にご郵送してお
ります。当日は、忘れずにご持参ください。
当日ご購入を希望される方は、1 部 2,000 円で販売いたします。部数に限りがありますので、売り
切れの際はご容赦ください。

5. コングレスバッグ（今回は用意しておりません）
今回、コングレスバッグは用意しておりませんので、ご了承ください。必要な方はテイクフリーコー
ナーに紙袋を用意しておりますので、そちらをご利用ください。在庫切れの際はご容赦ください。

6. 専門医制度単位受付（日本眼科学会生涯教育認定事業：No.59145）
日本眼科学会専門医制度登録証（カード）を必ずご持参ください。
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受付時間・単位数：2 月 15 日（木）8：00 ～ 19：00

3 単位

2 月 16 日（金）8：30 ～ 18：30

3 単位

2 月 17 日（土）8：30 ～ 13：00

2 単位

参加者へのご案内
7. 日本角膜学会・日本角膜移植学会会員申込み
会期中、学会会員登録デスクを設けております。
筆頭演者は、学会会員に限ります。未入会の方は、必ず入会手続きをしてください。
日本角膜学会事務局
〒 567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘 3-6
TEL：072-623-7878

山本ビル 302 号

FAX：072-623-6060

E-mail：folia@hcn.zaq.ne.jp
日本角膜移植学会事務局
〒 565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2 E-7
TEL：06-6879-3451

大阪大学大学院医学系研究科 眼科学教室内

FAX：06-6879-3459

E-mail：info@kerapla-jpn.jp

8. 呼び出し
会場内での呼び出しは、行いません。会場 1F に会員連絡板を設置いたしますので、ご利用ください。

9. 会場内でのご注意
会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、公式プレスを除き、いかなる場合も固くお断りいた
します。
但し、ポスター展示の発表者が、ご自身のポスターボードの前で記念撮影をするのは可とします。
また、携帯電話は、マナーモードに設定いただくか、電源をお切りください。

10. クローク
グランドプリンスホテル広島

1F

エントランスホール

日時：2 月 15 日（木）8：00 ～ 20：30
2 月 16 日（金）7：45 ～ 20：30
2 月 17 日（土）7：45 ～ 13：30

11. 交通案内
■広島空港より
エアポートリムジンにて JR 広島駅新幹線口まで約 45 分（片道￥1,340）
（広島空港－約

45 分－ JR 広島駅新幹線口－徒歩－ JR 広島駅南口－広島バス－約 40 分－グラ
ンドプリンスホテル広島）
■ JR 広島駅より
●タクシーで 20 分（約￥2,400）
●路線バスで広島バス 21 号（宇品）線グランドプリンスホテル広島行
（向洋－広島駅南口バスのりば A-(2) －八丁堀－紙屋町－広島港－グランドプリンスホテル広島停留所）
JR 広島駅より平常時 40 分
●無料シャトルバスで、JR 広島駅新幹線口（北口）から約 30 分（P12 参照）
15

参加者へのご案内
■広島電鉄 元宇品口電停より
徒歩約 15 分
■車で
広島港から車で約 3 分。広島高速 3 号線宇品出口から約 3 分
広島空港から 55km（山陽自動車道 平常時約 60 分・広島高速利用約 45 分）
［関西方面から］山陽自動車道広島東 I.C. から 17km（平常時約 35 分・広島高速利用約 18 分）
［九州方面から］広島岩国道路廿日市 I.C. から 24.4km（平常時約 45 分）

12. 昼食
ランチョンセミナーにて昼食を提供します。

13. 共催セミナー
会期中、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナーを開催いたします。
詳細は、抄録集の 110 ページ～ 121 ページをご覧ください。
ランチョンセミナーのみ混雑緩和のため、整理券を発行いたします。

14. 併設医薬品・医療機器展示／書籍展示
機器展示・書籍展示は、機器展示会場（グランドプリンスホテル広島

2F 瀬戸内）にて、開催い

たします。
詳細は、抄録集の 22 ページをご覧ください。

15. 関連会議
日本角膜学会理事会
日本角膜学会評議員会
日本角膜移植学会理事会
総会

2 月 14 日（水）18：00 ～ 19：30 別途ご案内いたします。
2 月 15 日（木） 7：30 ～ 8：30 グランドプリンスホテル広島 2F シーショア
2 月 16 日（金） 7：00 ～ 8：00 グランドプリンスホテル広島 1F 紺碧・月光
2 月 16 日（金）11：20 ～ 11：40 第１会場（2F

16. アスレチック
日

時：2 月 16 日（金）15：50 ～ 16：50

場

所：グランドプリンスホテル広島内

競技種目：温泉的卓球大会
詳細はホームページでご確認ください。

17. 懇親会
日

時：2 月 16 日（金）18：30 ～ 20：00

場

所：第１会場（グランドプリンスホテル広島

参加費：無料
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2F

瀬戸内）

瀬戸内）

参加者へのご案内
18. コピー・FAX
●ビジネスセンター：
営業時間： 8：00 ～ 24：00
場所： グランドプリンスホテル広島

1F

フロント横

TEL： 082-256-1111
サービス内容： コピー、インターネット、ＦＡＸ（白黒コピー１枚￥10 ～、カラーコピー￥50 ～、
インターネット 10 分￥100

FAX 国内 1 枚￥50）

19. ドリンクコーナー
ポスター、機器展示会場（2F 瀬戸内）入口前ホワイエにコーヒーコーナーを設置します。

20. 託児所
開催期間中、参加者を対象に託児所（有料）を開設いたします。
詳しくはホームページ内の託児室ページを確認の上、お申込みください。（事前申込制）
申込締切：2018 年 2 月 2 日（金）
※定員に達し次第、締切らせていただきます。

21. 宿泊
宿泊案内のページをご参照の上、お申込みください。
宿泊に関するお問い合わせ先：
株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 広島支店
「角膜カンファランス 2018」係
〒 730-0032 広島県広島市中区立町 1-24 有信ビル 7 Ｆ
TEL：082-502-0909 FAX：082-221-7039
E-mail： cornea2018@or.kntcs.co.jp
営業日・営業時間（月）～（金）10：00 ～ 17：45

※土・日・祝日休業
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講演規定
■ 特別講演・招待講演・シンポジウム・学術奨励賞受賞記念講演の講演者、座長の方へ
1. 講演時間
セッションにより異なります。別途、ご連絡しております書面にてご確認ください。

2. 機材・受付
デジタルプレゼンテーションのみでの講演となります。
詳細は、「一般口演

■ 一般口演

座長・演者の方へ」の項をご参照ください。

座長・演者の方へ

1. 講演時間
発表 7 分

討論 3 分

講演・討論時間を含めて、1 演題 10 分です。時間厳守でお願いいたします。

2. 機材
（1）デジタルプレゼンテーションのみでの講演となります。スライド・ビデオは使用できません。
（2）画像枚数に制限はありませんが、講演時間内にて終了するようにご配慮ください。

3. 受付
場所：PC 受付

グランドプリンスホテル広島

2F

日時：2 月 15 日（木）8：00 ～ 19：00
2 月 16 日（金）7：45 ～ 18：30
2 月 17 日（土）7：45 ～ 12：30
（1）講演者は、講演開始 1 時間前までに PC 受付にて動作確認を行ってください。
（2）PC 本体をご持参の演者は、PC 受付にて動作確認後、講演開始 30 分前までに会場内の PC オ
ペレーター席に PC 本体を提出し、接続チェックを行ってください。講演終了後、PC 本体を
ご返却いたしますので、速やかにお引取りください。

4. 講演データの作成
スライド作成について：
今回、スクリーンを 3 面、用意いたします。
日本語スライドと英語スライドの両方を、同じ枚数で作成いただき、発表時に 2 面は日本語ス
ライドで、1 面は英語スライドでの同時進行となります。
発表言語について：英語・日本語のどちらでも結構です。
【講演データ持参（Windows のみ）の場合】
（1）本会では、以下の OS、アプリケーション、動画ファイルに対応しています。
OS：Windows
アプリケーション：Power Point 2010 / 2013 / 2016
動画ファイル：Windows Media Player
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講演規定
※ Macintosh 版 Power Point での作成は、映像に支障をきたしますので、ご遠慮ください。
※ Keynote は、使用できません。
（2）画面レイアウトのバランス異常や文字化けを防ぐために、OS 標準フォントをご使用ください。
「MS・MSP ゴシック」、「MS・MSP 明朝」、「Times New Roman」、「Century」など
（3）本会で受付可能なメディアは、USB フラッシュメモリーまたは CD-R のみです。
（4）メディアには、当日講演に使用されるデータ以外は、保存しないようにしてください。
（5）プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクされている場合は、
必ず元のデータも保存し、データを作成された PC とは別の PC で事前に動作確認をお願い
します。
（6）ファイル名には、演題番号・講演者名を以下の例の様に入力してください。
例）演題番号 001

角膜

太郎のファイル名 → 001 角膜太郎 .pptx

（7）会場のシステムへのウイルス感染を防ぐため、事前にメディアのウイルスチェックを行って
ください。
（8）PC 受付では、ウイルスセキュリティを更新し、万全を期しておりますが、ウイルスに定義さ
れない未知のウイルスに感染する場合がございますので、ご了承ください。
（9）講演データは、PC 受付にてサーバーに一旦保存し、学会終了後責任を持って消去いたします。
【PC 本体持参の場合】
（1）接続には、Mini D-sub 15 ピン 3 列コネクター（通常のモニター端子）端子が必要となります。
PC 本体の外部モニター出力端子の形状を必ず確認し、必要な場合は専用の接続アダプター
をご持参ください。
（2）液晶プロジェクターの解像度は、XGA（1024 × 768）です。解像度の切り替えが必要な場合は、
PC 本体の解像度を予め設定しておいてください。
（3）PC 本体の液晶画面に動画や画像が表示されても、実際に外部出力されない場合があります。
講演データを作成された PC 本体と当日持参される PC 本体が別の場合はご注意ください。
（4）スクリーンセーバーならびに省電力設定は、予め解除しておいてください。
（5）電源アダプターは、必ず各自でご持参ください。バッテリーでの講演は、バッテリー切れに
なることがありますので、ご注意ください。
（6）万一の場合に備え、必ずバックアップ用のデータ（USB フラッシュメモリーまたは CD-R）
をご持参ください。

5. 進行
（1）講演者は、座長の指示のもと、講演を行ってください。
（2）講演者は、10 分前までに会場内最前列左側の次演者席にお着きください。
（3）座長は、担当セッション開始 10 分前までに会場内最前列右側の次座長席にお着きください。
（4）座長は、開始の合図が入り次第、登壇し、セッションを開始してください。
（5）講演・討論を含め、時間内に終了するようにご協力ください。
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6. 討論
（1）討論者は、予め会場内の質問用マイクの近くでお待ちください。
（2）討論者は、所属・氏名を明確に述べたのち、簡潔にご発言ください。

■ ポスター展示
1. 会場と展示時間
場所：グランドプリンスホテル広島
日

程

2 月 15 日（木）

貼

2F

瀬戸内

付

8：00 ～ 10：00

展

示

討

論

撤

10：00 ～ 17：45

17：45 ～ 18：45

2 月 16 日（金）

9：00 ～ 16：50

16：50 ～ 17：50

2 月 17 日（土）

9：00 ～ 10：00

去

10：00 ～ 11：00

2. ポスター展示要項
（1）演題番号は、事務局で用意し、ポスターボードに表示
してあります。
（2）本文とは別に縦 20㎝×横 70㎝に収まるように、演題名・
演者名・所属を作成してください。
（3）本文は、縦 160㎝×横 90㎝に収まるように作成してく
ださい。

20
cm

20cm

70cm

演題
番号

演題名・
演者名・所属

英文抄録
A4 サイズ程度

発表スペース

（4）貼付は、押しピンなどを利用し、しっかりとめてくだ
160
cm

さい。
設営に必要な用具は、事務局にてご準備いたします。
（5）海外からの参加者のために、演題名にも英語表記をし
て頂き、英文抄録（A4 サイズ 1 枚程度）もご用意く
ださい。

90cm

掲示位置は発表スペースの左上でお願いします。

3. ポスター討論
講演者は、予めポスターボードに備え付けのリボンを胸に着け、下記の時間帯に各自ポスターボー
ドの前で待機してください。
座長の進行による発表はありませんので、フリーディスカッションでお願いいたします。
討論時間：2 月 15 日（木）17：45 ～ 18：45
2 月 16 日（金）16：50 ～ 17：50
※演題番号にかかわらず、両日とも 60 分のフリーディスカッションです。
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4. 優秀ポスター賞
恒例の眞鍋賞、内田賞、北野賞をポスター展示の中から選出し、表彰式にて表彰いたします。
表彰式：2 月 17 日（土）9：00 ～ 9：10

第 1 会場

事務局にて下記のように分類させていただきました。ポスター番号をそれぞれ色分けしております。
領域 1 眞鍋賞：主として角膜手術に関する演題（ポスター番号赤色）
領域 2 内田賞：主として感染・免疫に関する演題（ポスター番号青色）
領域 3 北野賞：主として生理・生化学に関する演題（ポスター番号緑色）
5. ホットポスターアワード 2018
本会では、新たな試みとして、前述の優秀ポスター賞（眞鍋賞、内田賞、北野賞）に加えて、参
加者全員で選ぶ「ホットポスターアワード 2018」を実施しますので、最も興味深いポスター演題
を１演題選んで投票をお願いします。
投票用紙はネームカードに付属しております。
表彰は 2 月 16 日（金）の懇親会会場にて行います。
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併設医薬品・医療機器／書籍展示のご案内
< 会場 >

グランドプリンスホテル広島

< 日時 >

2 月 15 日（木） 9:00 ～ 18:45
2 月 16 日（金） 9:00 ～ 18:15
2 月 17 日（土） 9:00 ～ 11:00
【併設医薬品・医療機器出展企業】2F 瀬戸内

Eye-Lens Pte Ltd
エイエムオー・ジャパン株式会社
興和創薬株式会社
株式会社コーナン・メディカル
小林製薬株式会社
SightLife Surgical
株式会社サンコンタクトレンズ
株式会社 JFC セールスプラン
株式会社シード
ジャパンフォーカス株式会社
大和ハウス工業株式会社
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
株式会社ニデック
株式会社はんだや
HOYA 株式会社 メディカル事業部
株式会社メディアート
株式会社モリア・ジャパン

【書籍展示出展企業】2F ホワイエ・瀬戸内
株式会社オービーエス
株式会社神陵文庫
有限会社メディカルブックサービス
（2017 年 12 月 27 日現在、50 音順）

協賛一覧
アルコン ファーマ株式会社
エイエムオー・ジャパン株式会社
大塚製薬株式会社
参天製薬株式会社
株式会社シード
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 ビジョンケア カンパニー
千寿製薬株式会社
大日本住友製薬株式会社
大鵬薬品工業株式会社
中央産業貿易株式会社
株式会社トプコンメディカルジャパン
ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部
ファイザー株式会社
HOYA 株式会社 メディカル事業部
わかもと製薬株式会社
（2017 年 12 月 27 日現在、50 音順）
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特別講演

運動器の再生医療

2 月 16 日 ( 金 )
座長：木内

越智

10:30 ～ 11:20
良明（広島大）

光夫（広島大学長）

招待講演

Cell Lineage of Ocular Surface Tissues

2 月 15 日 ( 木 )

13:20 ～ 14:10

座長：近間泰一郎（広島大）

Winston W-Y

Kao

（University of Cincinnati）

特別講演

2 月 16 日 ( 金 ) 10:30 ～ 11:20 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

運動器の再生医療
お

ち

越智

み つ お

光夫（広島大学長）

現在日本は超高齢社会へと移行し，変形性関節症をはじめとする高齢者の運動器疾患の治療や予防が喫緊
の課題となり，ロコモーティブシンドローム（ロコモ）として国民の認知度を上げる運動を整形外科医は推
進している。関節軟骨は血行のない組織のため，いったん損傷すると自己修復できないと言われており，軟
骨欠損治療は永らく困難な課題であったが，近年の組織工学や再生医療の進歩によって，新たな治療法が確
立されつつある。
自家培養軟骨移植
皮膚細胞は培養することで増殖可能であることが１９７１年にグリーンらによって報告され，この性質を
応用して，１９９４年にブリットバーグらは，少量の関節軟骨から軟骨細胞を単離・培養し，関節軟骨欠損
部を骨膜で覆って，培養軟骨細胞を注入するという世界初のヒトにおける軟骨再生治療を報告している。私
たちは，単離した軟骨細胞を安全性の確保されていたアテロコラーゲンゲル内で培養し，軟骨様組織を体外
で形成して欠損部に移植する３次元培養移植方法を開発した。本治療法は株式会社ジャパン・ティッシュ・
エンジニアリングに技術移転され，２０１３年４月１日より保険収載されて，一般の保険診療での実用化に
成功した（販売名：ジャック）。本治療法は他の軟骨治療法，自家骨軟骨柱移植法に比べて採取する軟骨が
少量で済み，また硝子軟骨を再生できる点で骨髄刺激法より優れており，全国でジャックとして２００例以
上手術が行われてきた。しかし，軟骨細胞の増殖能には限界があるため，あまりに広範囲な軟骨欠損には適
応が困難であり，大きな関節切開を必要とする欠点もある。従ってさらなる治療法の発展が望まれた。
骨髄間葉系幹細胞移植を用いた磁気ターゲティング
間葉系幹細胞は，多分化能を持つ未分化な細胞集団であり，軟骨細胞のように成熟した細胞に比べて増
殖能力が格段に高い。Wakitani らは，その有用性，安全性を報告してきた。そこで私たちは，低侵襲な方
法で骨髄間葉系幹細胞を組織損傷部へと効率的に集積させる方法として，細胞を磁気標識して関節内に注入
し，体外から強力な磁場でコントロールして，軟骨欠損部へと誘導・集積させる磁気ターゲティングを考案
した。「再生医療の実現化ハイウェイ」による支援を受け，基礎研究に基づき，First in Man の臨床研究
を終え、副作用のないことや効果的な成績良好な結果を得ている。この方法は、運動器のあらゆる分野に応
用可能であり、基礎実験を終えているので概略する。

●

略歴
1977 年
1984 年
1995 年
2002 年
2007 年
2008 年
2011 年
2012 年
2013 年
2015 年
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広島大学医学部卒業
医学博士（広島大学）（専門）整形外科、
再生医療
島根医科大学整形外科学教授
広島大学整形外科学教授
広島大学病院病院長
広島大学理事（医療担当）
広島大学理事・副学長（医療担当）
広島大学学長特命補佐
広島大学病院スポーツ医科学センターセンター長
広島大学長 現在に至る

受賞 :
John J. Joyce Award（国際関節鏡学会 , 1993/2005）
内視鏡の著名な医師賞（世界内視鏡医会議 , 2011）
紫綬褒章受章（2015）
Takagi & Watanabe Award（Asia-Pacific Knee,
Arthroscopy and Sports Medicine Society, 2015）
Masaki Watanabe Award 受賞
（日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会 , 2016）
日本整形外科学会学術賞受賞（日本整形外科学会 , 2017）

招待講演

2 月 15 日 ( 木 ) 13:20 ～ 14:10 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）
特別講演・招待講演

Cell Lineage of Ocular Surface
Tissues

シンポジウム

Winston W-Y

Kao

（Department of Ophthalmology, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio 45267-0838）

学術奨励賞記念講演

During embryonic development, the morphogenesis of ocular surface tissues involves two major cellular
events: 1). the differentiation of ocular surface ectoderm for the formation of ocular surface epithelia, i.e.,
corneal, conjunctival, epidermal epithelium of eyelids, and lacrimal and meibomian glands; 2). the migration
and differentiation of ocular mesenchymal cells of neural crest origin giving rise to corneal endothelial cells,
keratocytes, conjunctival stromal cells, trabecular meshwork cells, eye lid stromal cells. The position cues

一般口演

govern the differentiation of ocular surface ectoderm for sequential formation of lacrimal glands, conjunctival
epithelium, corneal epithelium, eyelid epidermal epithelium and lastly meibomian gland. The first wave of
ocular mesenchymal cells migrate beneath the primary corneal stroma synthesized by peridermal epithelium
of surface ectoderm, and differentiate to form the single cell layered corneal endothelium. The second

ポスター

wave of migrating mesenchymal cells invading the stroma in-between epithelium and endothelium become
the keratocytes. The third wave of mesenchymal cells contribute to cells of trabecular meshwork and
eyelid stroma. The formation of functional ocular surface tissues requires coordinated spatial and temporal
expression of transcription factors and signaling molecules of various cytokines and signaling pathways, and
the synthesis and remodeling of unique extracellular matrix. Although bidirectional interactions and signaling

■

between mesenchyme and epithelium are considered necessary for embryonic formation of ocular surface
tissues and homeostasis in adults, the molecular and cellular mechanisms that regulate such processes
remain largely unknown. To investigate possible mechanisms, we have developed mouse models in which
the gene functions of ocular surface epithelia and stromas are altered following doxycycline induction in
spatial and temporal specific manners. The cell lineage analysis with Abcb5 promotor driven rtTa expression

■

in tet-O-HistonEGFP and Rosa26mTmG reporter mice indicates that conjunctival epithelial stem cells express
Abcb5, while corneal epithelium stem cells do not. The observation support the notion that the two ocular
surface epithelia do not share the same pool of stem cells expressing Abcb5. At early developmental stages,
keratocytes have a high level of Wnt signaling that gradually decreases at later stages concur with gradual
increased BMP4 expression accompanied by corneal epithelium stratification.

●

略歴
Academic History:  
B.Sc. Medical Technology, 1966, National Taiwan University; M.S., Biochemistry, 1970, National Taiwan University; Ph.D., 1974, University of
Pennsylvania; Research/Teaching Specialist III, 1975 1976, CMDNJ Rutgers Medical School; Research Assistant Professor, Ophthalmology,
1976 79, University of Pittsburgh ; Assistant Professor, Ophthalmology, 1979-82, University of Pittsburgh; Associate Professor,1982-90,
Professor, 90-, and Director of Ophthalmic Research, 1982-, Ophthalmology; Associate Professor, 1982-, Molecular Genetics, Biochemistry
and Microbiology, University of Cincinnati. Member, All University Graduate Faculty, 1990-, University of Cincinnati; Member, Visual Sciences
A Study Section, 1996-. Telephone: (513) 558-2802; email: winston.kao@uc.edu.
Research Interest:
The goal of our research project is to provide a better understanding of diseases which cause blindness using genetically modified moue
lines and use such moue lines for development of treating regimens, i.e., gene therapy, and cell therapy.  Major research projects include
1.Roles of Mesenchyme-Epithelium Interactions on Morphogenesis during Eye Development, And Homeostasis And Wound Healing in Adult
Corneas,  2. Extracellular Matrix Biology,  3. Development of Gene Therapy Strategy for Treating Ocular Surface Diseases, 4. Isolation and
Characterization of Limbal Stem Cells,  5. Cell Therapy with Umbilical Mesenchymal Stem Cells
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シンポジウム 1

発生からみた再生医療

2 月 15 日 ( 木 )

14:10 ～ 16:30

第 1 部 角膜再生医療の現状
オーガナイザー：西田 幸二（大阪大）
小泉 範子（同志社大・生命医科学）

奥村

直毅（同志社大・生命医科学）

大家

義則（大阪大）

第 2 部 再生医療をめざした基礎研究
オーガナイザー：榛村 重人（慶應大）
雑賀司珠也（和歌山県医大）

川北

哲也（北里大・北里研究所病院）

北澤

耕司（京都府医大）

林

竜平（大阪大）

羽藤
岡田

晋（慶應大）
由香（和歌山県医大）

シンポジウム 1

発生からみた再生医療

オーガナイザーの言葉
本シンポジウムは「発生」と「再生医療」をキーワードに、角膜再生医療の現状を理解し、
最先端の基礎研究の成果を共有することを目標に、学会長の近間先生が企画されました。
第一部では、培養口腔粘膜シートおよび角膜上皮シートを用いたオキュラー・サーフェスの
再生医療、そして培養ヒト角膜内皮細胞を用いた角膜内皮の再生医療について、2 名の先生方
に臨床研究の成果を踏まえた製品開発における課題を発表していただきます。とくに、基礎研
究、前臨床研究から治験を経て、薬事承認を得る過程では、規制や薬事への対応、企業との協
業が必要となります。これらの治療法は、現在、医師主導治験や企業治験が開始されており、
今後、真の普遍的治療として国内外の多くの患者に届けることができるか否か、アカデミアの
実力が問われています。
第二部では、未来の治療法開発につながる最先端の研究成果を 5 名の演者に発表していただ
きます。再生医療の研究には発生学における研究成果が応用されていることは広く知られてい
ますが、角膜・涙液の領域においても、発生学や多能性幹細胞研究の最新の研究手法を応用し
た素晴らしい研究が進められています。これらの研究から、将来どのような新しい治療法が開
発されるのでしょうか？
サイエンスと医療を橋渡しする最先端の研究を参加者の皆さまと共有し、これらの研究成果
を社会に届けるために私たちは何を解決しなくてはならないのか、楽しく有意義なディスカッ
ションができることを期待しています。
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2 月 15 日 ( 木 )

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

2F

瀬戸内）
特別講演・招待講演

第1部

14:10 ～ 16:30

角膜再生医療の現状

オーガナイザー

シンポジウム

（大阪大）

●

こ う じ

略歴

（同志社大・生命医科学）

●

大阪大学医学部卒業
大阪大学医学部附属病院 医員
大阪厚生年金病院 医員
京都府立医科大学助手
ソーク研究所（米国、サンディエゴ）
研究員
大阪大学大学院医学系研究科 助手
大阪大学大学院医学系研究科 講師
大阪大学大学院医学系研究科 助教授
東北大学大学院医学系研究科 教授
大阪大学大学院医学系研究科 教授
現在に至る

の り こ

範子

略歴

1994 年
2000 年
同年
2003 年
2008 年
2010 年

2014 年

京都府立医科大学医学部卒業
京都府立医科大学大学院医学研究科修了
ケルン大学眼科 フンボルト財団
博士研究員
同志社大学 再生医療研究センター
助教授
同志社大学 生命医科学部医工学科
准教授
同志社大学 生命医科学部医工学科
教授
京都府立医科大学 客員教授
同志社大学 先端医工学研究センター
センター長
現在に至る

ポスター

2000 年
2004 年
2004 年
2006 年
2010 年

小泉

一般口演

1988 年
1988 年
1989 年
1992 年
1998 年

こいずみ

幸二

学術奨励賞記念講演

に し だ

西田

■
■
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S1-1-1
おくむら

奥村

角膜内皮再生医療

な お き

直毅（同志社大生命医科学）

角膜内皮障害に対する治療法は DSAEK や DMEK といった角膜内皮移植の開発により 2000 年代初めより大きな進化を遂
げた。一方で、複数の研究チームが従来の角膜移植を超えることを期待して、再生医療による治療法の開発に取り組んでき
た。
我々は、培養した角膜内皮細胞をシート状ではなく、懸濁液として前房内に注射するという方法での移植法（細胞注入療法）の開発に取り組んできた。しか
し、当初、動物モデルを用いた研究では培養した角膜内皮細胞を単純に前房内に注入するだけでは治療効果が得られなかった。そこで我々が着目したのは Rho
キナーゼ（ROCK）阻害剤が角膜内皮細胞の基質接着性を促進するという作用である。実際に、動物モデルを用いた実験により、培養した角膜内皮細胞を ROCK
阻害剤とともに前房内に注入することで角膜内皮層が再構築され、内皮機能が正常化されることが明らかになった。
細胞の移植技術だけでなく、ヒト角膜内皮細胞が通常の培養法ではほとんど増殖せず、容易に線維芽細胞様に形質転換して機能を喪失することも再生医療の実
現化を阻む原因であった。しかし、まだ改良すべき余地はあるものの、現在では複数の新しい培養技術を組み合わせることで大量培養が可能になった。
これらの研究成果をもとに、2013 年より京都府立医科大学附属病院において角膜内皮細胞注入療法の臨床研究を開始し、2017 年 4 月までに 35 名の患者の
治療に成功した。本講演では、角膜内皮再生医療の開発の経緯と現状ついて紹介する予定である。また、やや過熱気味にも見える再生医療への期待の高まりの
中、どのような再生医療が真の標準治療となりうるのかということについて、本治療法を例に聴衆の先生方とともに考え、また教えを請いたいと考えている。
●

略歴
2001 年
2003 年
2010 年
2010 年
2011 年

京都府立医科大学医学部医学科 卒業
町田病院 医員
京都府立医科大学大学院医学研究科 修了
京都府立医科大学 病院助教
同志社大学生命医科学部医工学科 助教

S1-1-2
おおいえ

大家

2015 年

同志社大学生命医科学部医工学科 准教授
現在に至る

自家培養口腔粘膜および角膜上皮細胞シートを用いた眼表面再建術 ―普遍的治療を目指した挑戦―

よしのり

義則（大阪大）

角膜上皮幹細胞疲弊症は、角膜輪部に存在する角膜上皮幹細胞が化学外傷やスティーブンス
ジョンソン症候群などの疾患によって消失し、混濁と血管を伴った異常結膜上皮が角膜上に侵
入することで視力低下や羞明などの症状を来たす疾患である。この疾患に対して他家角膜移植
が主に行われてきたが、多くの国においてドナー不足の状態であることから手術を行うことが難く、行えたとしても術後
合併症である拒絶反応や感染性角膜炎により長期予後は極めて不良である。
自家培養口腔粘膜および角膜上皮細胞シート移植はドナー不足と拒絶反応の問題を一気に解決する画期的な治療法であ
り、様々なグループが行ってきたこれまでの臨床研究により、その有効性及び安全性がある程度確認されてきた。
大学などのアカデミアにおいて臨床研究として臨床応用が開始される新しい研究シーズは数多くあるが、治療の有効性
および安全性が治験レベルで証明され、普遍的治療となって社会に根付いた本当の医療となる技術はごくわずかである。
現在我々は、自家培養口腔粘膜上皮細胞シート移植の医師主導治験および自家培養角膜上皮細胞シート移植の企業治験
を行っている。本講演ではこれらの治療法の普遍的治療を目指した挑戦と今後の展望を紹介する。

●

略歴
平成 13 年 3 月 大阪大学医学部卒業
平成 13 年 6 月 大阪大学医学部附属病院眼科研修医
平成 15 年 6 月 大阪労災病院眼科医員
平成 18 年 4 月 大阪大学医学系研究科博士課程入学
平成 19 年 4 月 東北大学へ国内留学
平成 22 年 5 月 大阪大学医学系研究科博士課程卒業
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平成 22 年 6 月 東北大学病院眼科医員
平成 23 年 4 月 大阪大学医学部附属病院眼科医員
平成 25 年 4 月 大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科（眼科学）特任助教
平成 26 年 4 月 大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科（眼科学）助教
平成 27 年 4 月 大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科（眼科学）学部内講師
現在に至る

2 月 15 日 ( 木 )

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

2F

瀬戸内）
特別講演・招待講演

第2部

14:10 ～ 16:30

再生医療をめざした基礎研究

オーガナイザー

シンポジウム

（慶應大）

●

し げ と

略歴

雑賀

ず

や

（和歌山県医大）

●

略歴

1988 年
1993 年
1993 年
1997 年
1998 年
2004 年
2007 年
2017 年

和歌山県立医科大学医学部卒業
和歌山県立医科大学大学院医学研究科
博士過程 修了
和歌山県立医科大学眼科学講座助手
和歌山県立医科大学眼科学講座講師
オハイオ洲シンシナチ大学医学部眼科
客員講師
和歌山県立医科大学眼科学講座助教授
和歌山県立医科大学眼科学講座教授
和歌山県立医科大学附属病院副院長
現在に至る

ポスター

慶應義塾大学医学部卒業
足利赤十字病院眼科 部長
慶應義塾大学医化学教室 研究員
東京歯科大学眼科学教室 助手
東京歯科大学眼科学教室 講師
慶應義塾大学医学部眼科学教室 講師
慶應義塾大学医学部眼科学教室 准教授
現在に至る

し

司珠也

一般口演

1989 年
1992 年
1995 年
1996 年
2000 年
2005 年
2007 年

さ い か

重人

学術奨励賞記念講演

しんむら

榛村

■
■
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S1-2-1
かわきた

川北

転写因子導入によるヒトES細胞から涙腺上皮細胞への分化誘導

て つ や

哲也（北里大・北里研究所病院）

涙液は主涙腺から主に分泌され、眼表面を涙液が覆うことで、感染防御、視機能維持、栄養
維持などさまざまな役割を果たしている。眼表面への涙液の供給がなくなると、角膜輪部機能
不全を起こし、結膜上皮が角膜を覆う。さらに角結膜上の上皮が角化しはじめ、皮膚角化上皮
が眼表面へ侵入し、最終的には、眼表面はすべて皮膚で覆われてしまう事にもなりうる。こういった難治性角結膜瘢痕性
疾患においては、涙腺機能を再生することによる涙液の供給が必須である。この涙腺再生を考える第一歩として、涙腺上
皮細胞を、ヒト由来の細胞からどう誘導するかが重要となる。
今回は、ヒト ES 細胞を用いて涙腺上皮細胞へ分化誘導するために、組織特異的マスター遺伝子の導入を試みた。そのた
めに、涙腺原基に高発現している遺伝子の profile を作成し、成体と比較し高い発現をしているものとして、16 の転写因
子を選びだした。さらに涙腺の発達過程や構造の似た唾液腺にも発現しているものを抽出し、SIX1, SIX2, FOXC1 の３つ
を選定した。ヒト ES 細胞に PAX6 ＋（３つの様々な組み合わせ）で遺伝子導入し、分枝構造のマーカーである BARX ２，
涙腺上皮細胞に発現するアクアポリン５、ラクトフェリンの発現を解析した。その結果 PAX6, SIX1, FOXC1 の組み合わ
せが最も涙腺上皮細胞様の形態、機能性タンパク質の発現を誘導できた。
●

略歴
1995 年
2000 年
2002 年
2005 年

金沢大学医学部卒業
 古屋大学医学部医学研究科博士課程修了
名
東京歯科大学眼科角膜フェロー
Ocular Surface Center（Miami, FL, USA）研究員
東京歯科大学市川総合病院眼科講師

S1-2-2
きたざわ

北澤

2007 年
2016 年

慶應大学医学部眼科専任講師
北里大学北里研究所病院眼科部長
現在に至る

角膜上皮細胞へのダイレクトリプログラミング

こ う じ

耕司（京都府医大）

Stevens-Johnson 症候群、眼類天疱瘡および化学外傷による難治性眼表面疾患に対して培養角膜上皮移植、培養口腔粘膜
上皮移植など新しい治療法が次々と開発されてきた。これらの新規治療法は、今まで治療が不可能であった患者に対して大
きな福音となった。しかし、当時、治療開発への大きなコンセプトは Stem cell（幹細胞）であった。Longevity が高い細胞
が良いとされ、こぞって幹細胞マーカーの探索や培養方法の開発がされてきた。しかし、実際の臨床を考えたとき、最終的にはいかに移植した細胞が角膜上皮
らしいふるまいをすることが重要であることに気づかされる。このことは角膜上皮の分化がどのように規定されることが重要であることとも合致する。
我々は以前から、角膜上皮の細胞特異性を維持している転写因子ネットワークについての解明を進めており、“角膜上皮らしさ“とはどのように制御されて
いるかを研究してきた。特異性を維持している転写因子群を”コア転写因子”と呼び、多くの下流遺伝子の発現を制御する事で細胞特異的な機能を発現しかつ
維持している。古くは“MyoD“が骨格筋の分化に重要なコア転写因子であることが報告され、山中因子（OCT4, SOX2, KLF4, MYC）は ES 細胞におけるコ
ア転写因子で、それが iPS 細胞の発見につながった。
本講演では、角膜上皮細胞のコア転写因子である 6 つの転写因子 (PAX6, OVOL2, KLF4, SOX9, TP63, MYC) を用いておこなった、角膜上皮の新規再生医
療の試みを述べる。コア転写因子を強制的に発現することで、iPS 細胞を介さずにダイレクトに角膜上皮細胞への分化転換が可能となる。これをダイレクトリプ
ログラミングと呼ぶ。角膜上皮の発生を考えたダイレクトリプログラミングについて講演したい。
●

略歴
2004 年
2012 年
2015 年
2015 年
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京都府立医科大学医学部 卒業
京都大学 iPS 細胞研究所
京都府立医科大学医学研究科 博士課程修了
京都府立医科大学感覚器来医療学 特任助教
バプテスト眼科クリニック 医長

2017 年

バプテスト眼科クリニック
現在に至る

部長

2 月 15 日 ( 木 )

14:10 ～ 16:30

はやし

林

2F

瀬戸内）
特別講演・招待講演

S1-2-3

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

多能性幹細胞を用いた角膜上皮発生と再生医療への応用

りゅうへい

竜平（大阪大）

シンポジウム
一般口演

●

学術奨励賞記念講演

眼は、異なる細胞系譜の原基より構成される複雑な器官である。例えば、網膜は神経外胚葉
に由来する眼胞から発生し、角膜上皮は表面外胚葉由来、虹彩や角膜内皮、実質は神経堤が起
源である。近年、iPS 細胞や ES 細胞といった多能性幹細胞を用いて、神経や網膜組織等の再生
や発生について詳細な研究が行われている。角膜上皮については長らく多能性幹細胞からの確立された分化誘導法が存在
しなかったが、近年、我々はヒト多能性幹細胞から、角膜上皮や網膜の原基細胞などの眼の細胞系譜が層状に規則正しく
配行した未分化コロニーである SEAM（self-formed ectodermal autonomous multi-zone）を誘導することに成功し、
さらにその中から角膜上皮幹細胞・前駆細胞を単離し、機能的な角膜上皮組織を再生可能であることを報告した（Hayashi
R. et al. Nature 2016, Nat Protoc. 2017）。これまでの研究により、この SEAM 法における多能性幹細胞からの角膜
上皮発生過程は、実際の in vivo 眼発生を高度に模倣して再現されていることが示されてきた。そこで、我々はこの SEAM
をヒト眼発生の in vitro モデルとして用いることで、角膜上皮発生にどのような因子が関与しているのかについて検討を
行ってきた。本講演では、角膜上皮発生における成長因子や ECM 等の影響ならびに得られた知見の角膜再生医療への応用
について報告する。
略歴
神戸大学大学院自然科学研究科修了
東北大学大学院医学系研究科助手
東北大学大学院医学系研究科助教
大阪大学大学院医学系研究科助教
大阪大学大学院医学系研究科寄附講座准教授

は と う

羽藤

大阪大学大学院医学系研究科寄附講座教授
現在に至る

角膜内皮細胞の発生メカニズムを、iPS細胞を使って考える

■

S1-2-4

2017 年

ポスター

2002 年
2008 年
2009 年
2010 年
2014 年

しん

晋（慶應大）

●

■

角膜内皮細胞は非常にユニークな細胞である。まず、角膜内皮細胞はポンプ機能によって実質の含水量をコントロールするために、細胞膜上
に Na, K-ATPase を非常に高く発現している。また細胞間の tight junction を形成することで、バリア機能を維持している。なおかつ、整然と
した敷石状配列にもかかわらず、細胞間の adherens junction は、上皮系の E-cadherin ではなく、むしろ上皮間葉転換の代表的なマーカーの
一つである N-cadherin によって形成されている。
角膜内皮細胞は、発生学的には頭頸部神経堤細胞由来である、とされる。しかし、上記の特徴的なキャラクターが、細胞内・細胞外のいかなるシグナル伝達系を介して発生したものか
は、全くといってよいほど判っていない。
慶應義塾大学医学部眼科学教室では、iPS 細胞から、上記のような角膜内皮細胞に必要なキャラクターを持つ、治療用の代替品＝ iPS 細胞由来角膜内皮代替細胞（CECSi; Corneal
Endothelial Cell Substitute from iPS Cells）を誘導し、これを用いた水疱性角膜症治療の再生医療を目指している。この開発過程において、iPS 細胞、iPS 細胞から誘導した P75NTR
/ CD49d 二重陽性の神経堤細胞、海外ドナー角膜の角膜内皮細胞の 3 系統を比較することで、角膜内皮細胞のキャラクターを発現するためには、いかなる細胞内・細胞外シグナル伝達
系が必要であるかを検証することが出来た。また、iPS 細胞から神経堤細胞に至る分化の過程の、どのタイミングが CECSi 誘導にとって最も効率的であるかの検証も行った。
あくまでも iPS 細胞を用いた検証は、生体内での発生過程の模倣である事に細心の注意が必要であるが、これらの検証結果は、角膜内皮の発生メカニズムについて示唆に富むものと考
える。
略歴
1998 年
2002 年
2005 年
2008 年
2009 年

慶應義塾大学医学部卒業
慶應義塾大学医学部助手（眼科学）
東京医療センター・感覚器センター医員
慶應義塾大学医学部助教（眼科学）
慶應義塾大学研究員（文部科学省グローバル COE

2011 年
2013 年

プログラム「幹細胞医学のための教育研究拠
点」）（医学部総合医科学研究センター）
慶應義塾大学医学部助教（眼科学）
慶應義塾大学医学部特任講師（眼科学）
現在に至る
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シンポジウム1 発生からみた再生医療

マウス神経麻痺性角膜症モデルに対するTRPチャネル強制発現での治療効果

S1-2-5
お か だ

岡田

2月15日(木) 14:10 ～ 16:30 第1会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

ゆ

か

由香（和歌山県医大）

神経麻痺性角膜症は、角膜知覚を支配する三叉神経が障害されておこり難治性であり、一般には対
症療法のみで、根治的な治療法がない。我々はマウス三叉神経を定位脳手術の技術でバイポーラ電極
を用いて凝固することで、三叉神経麻痺性角膜症モデル（重症及び軽症）の作成法を確立した。軽症
モデルでは角膜の透明性、形状が維持されるものの、角膜上皮欠損を作成すると、その治癒は遅延することを確認できた。この神
経麻痺性角膜症モデルマウス用いて神経麻痺性角膜症モデルを用い、三叉神経及び角膜上皮に発現し、痛みに関与する transient
receptor potential(TRP) チャネルに注目し研究を行った。角膜上皮欠損治癒時に TRP チャネルの中で、Transient receptor
potential vanilloid 4（TRPV4）及び Transient receptor potential ankrin1 (TRPA) の発現の低下を認めたことから、三叉神経
障害後の残存三叉神経への遺伝子導入の目的で TRPV4 アデノ随伴ウイルス (AAV) ベクター遺伝子導入を行ったところ、三叉神経
障害で遅延した角膜上皮創傷治癒に対する明瞭な治療効果を発揮した。この時、三叉神経麻痺モデルの角膜創傷治癒時には抑制さ
れる Nerve growth factor(NGF) の発現が上昇していたことから、NGF を介した機序が重要であると考えられた。
TRPV4 を角膜で強制発現することで三叉神経障害による角膜創傷治癒遅延を回復させることができたことから、TRPV チャネル
は神経麻痺性角膜症の治療ターゲットとなりうると考える。
●

略歴
1991 年 3 月
和歌山県立医科大学卒業
1994 年 1 月
和歌山県立医科大学眼科助手
2004 年 10 月
和歌山県立医科大学眼科講師
2016 年 1 月〜現在 和歌山県立医科大学眼科准教授
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2016 年 4 月〜 2017 年 9 月 Indiana 大学 Optometry
Visiting Associate Professor

シンポジウム 2

光エネルギーを用いた角膜疾患治療

2 月 16 日 ( 金 )

13:15 ～ 14:45

オーガナイザー：宮田
神谷

稗田

和典（宮田眼科病院）
和孝（北里大・医療衛生）

牧（京都府医大）

神谷

和孝（北里大・医療衛生）

加藤

直子（埼玉医大）

宮田

和典（宮田眼科病院）

末岡健太郎（広島大）

シンポジウム 2

光エネルギーを用いた角膜疾患治療

オーガナイザーの言葉
光エネルギーは電磁波の一種である光が有するエネルギーを指し、光子の数や波長によって
決定されるが、眼科疾患の治療においても重要な役割を果たす。角膜疾患において広く使用さ
れるレーザーとしては、エキシマレーザーとフェムト秒レーザーがあげられる。前者は、光切
除の原理によって LASIK や PRK などで角膜切除を行うものであり、屈折矯正だけでなく、不正
乱視を治療する上で最も有用な方法と考えられている。後者は、光切断の原理を用いて LASIK
のフラップ作製以外にも、角膜移植、角膜内リング 、屈折矯正手術、白内障手術にまで幅広く
応用されている。角膜クロスリンキングは、光感受性物質リボフラビンを角膜に取り込み、長
波長紫外線で励起することで活性酸素を産生し、コラーゲンの架橋結合を増やす。円錐角膜や
ケラトエクタジアの進行を予防する唯一のエビデンスを有し、世界的に標準治療となりつつあ
る。さらには、水疱性角膜症における疼痛抑制や角膜感染症に対する治療としても、臨床応用
されている。光線力学療法は、光感受性物質ポルフィリンを生体内に取り込み、特定の波長光
で励起して活性酸素を生じ、癌や感染症などを治療する方法である。従来眼科領域では加齢性
黄斑変性の治療として用いられていたが、さまざまな角膜感染症に対する治療の試みもなされ
ている。本シンポジウムでは、エキシマレーザー、フェムト秒レーザー、角膜クロスリンキン
グ、光線力学療法に焦点を当てて、5 人のエキスパートの先生方から、それぞれの光エネルギー
を用いた角膜疾患治療の現状と問題点について講演いただく予定である。改めて横断的な観点
からそれぞれの治療に関する最新情報を共有したい。この機会に角膜領域における光エネル
ギー治療に対する知識をアップデートし、今後我々はどのように使いこなすべきなのかを考え
てみたい。
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2 月 16 日 ( 金 )

13:15 ～ 14:45

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

2F

瀬戸内）
特別講演・招待講演

オーガナイザー

シンポジウム

かずのり

か み や

和典

神谷

（宮田眼科病院）

●

略歴

●

久留米大学医学部卒業
東京大学医学部眼科入局
東京大学医学部眼科助手
医学博士 ( 東京大学 )
東京大学医学部眼科講師
カリフォルニア大学
サンフランシスコ校留学
医療法人明和会宮田眼科病院副院長
東京大学医学部眼科非常勤講師
医療法人明和会宮田眼科病院院長
宮崎大学 ( 前宮崎医科大学 ) 臨床教授
医療法人明和会理事長
宮田眼科病院院長
現在に至る

略歴

1993 年
1996 年
2001 年
2003 年
2006 年
2011 年
2017 年
2017 年

神戸大学医学部医学科卒業
東京大学医学部眼科学教室助手
国立病院機構東京病院眼科医長
公立学校共済組合関東中央病院眼科部長
北里大学医学部眼科学教室専任講師
北里大学医学部眼科学教室准教授
Cleveland Clinic, Cole Eye Institute
北里大学医療衛生学部視覚生理学教授
現在に至る

ポスター

1997 年
1998 年
1999 年
2000 年
2008 年

（北里大・医療衛生）

一般口演

1984 年
1984 年
1986 年
1991 年
1991 年
1994 年

かずたか

和孝

学術奨励賞記念講演

み や た

宮田

■
■
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シンポジウム 2

光エネルギーを用いた角膜疾患治療

S2-1
ひ え だ

稗田

エキシマレーザーを用いた不正乱視矯正
おさむ

牧（京都府医大）

エキシマレーザーによる角膜屈折矯正手術では近視，遠視，乱視にくわえて不正乱視（＝高次収差）を治療できる．高次収差の矯
正は，トポガイド照射，波面収差ガイド照射がある．トポガイド照射は角膜形状のみの不正乱視を測定し矯正するシステムで，角膜
混濁眼や強い不正乱視で全眼球の波面収差が測定できないときに有効な手段である．波面収差ガイド照射は眼球光学系全体の収差を
測定して無収差正視眼を目指すシステムで，高解像度波面センサーの開発，虹彩認識による回旋・瞳孔位置補正の実現などにより，適応が拡大し精度が改善した。
レーザーで治療する角膜不正乱視は，角膜移植術後，角膜屈折矯正手術後，外傷後などである．いずれも形状が安定した状態で施術するので，角膜移植後であれば抜糸
して数か月後に行う．角膜の不正乱視の代表である円錐角膜やその類縁疾患は、進行性に角膜が菲薄化し変形をきたすため適応にならない．しかし，最近ではクロスリン
キングを施行した後に不正乱視を矯正する考えかたかもでてきている．
角膜不正乱視眼は角膜が薄いことが多いので，レーシックよりも表面照射が行われやすい．表面照射で不正乱視を治療するときには角膜上皮の影響を考えなくてはなら
ない．角膜実質に生じた凹凸は角膜上皮の厚みの変化により，長い年月をかけて平滑化される．角膜上皮を除去しない状態で不正乱視を測定し，角膜上皮を除去して不正
乱視を矯正すると術後不正乱視が残存することになる．角膜上皮の厚みに不均一があれば．角膜上皮ごとエキシマレーザーで切除するトランスエピセリアル照射が有効で
ある．
本講演では、高解像度波面センサーを用いた波面収差ガイド照射により，角膜不正乱視による高次収差の矯正がどの程度可能か，症例を供覧して検証してみたい．
●

略歴
1993 年
1998 年
2002 年
2005 年
2010 年

京都府立医科大学卒業
京都府立医科大学大学院
京都府立医科大学眼科助手
バプテスト眼科クリニック
京都府立医科大学眼科助教

S2-2
か み や

神谷

2013 年

京都府立医科大学眼科学内講師
現在に至る

院長

フェムト秒レーザーを用いた角膜移植
かずたか

和孝（北里大・医療衛生）

フェムト秒レーザー（FSL）は“光切断”の原理により極めて短時間（約 10-15 秒）で高出力のエネルギーを圧縮して
発振する。元々、硬質・脆弱性素材の微細加工を目的として工業分野で利用されていたが、熱を発生させず強力な切断作
用を有し、高精度に加工できる特徴があり、眼科領域でも幅広く使用されている。角膜移植分野においても、全層移植、
表層移植、内皮移植手術へと臨床応用されている。特に創口適合性の観点からジクザグ型、トップハット型、マッシュルーム型などの移植片作製は、熟練し
た術者でも到底太刀打ちできない。現状白内障・屈折矯正手術分野における期待度は高く、新たなパラダイムシフトとなりつつあるが、角膜移植分野におけ
る期待度はそれほど高くない。それでも実際に FSL の恩恵は大きく一度使用開始すると、トレパンを用いた角膜移植に戻ることが難しいことを痛感する。
よく FSL は本当に必要なのかという疑問の声を耳にするが、10 年前に LASIK におけるフラップ作製でも同じような議論がなされていたことを思い出す。
当時マイクロケラトームで困っていないのに、こんな高価な装置が必要だろうかと考える術者が大多数を占めていたが、現在ではもはやケラトームは少数派
であり、FSL はマストアイテムとなっている。もちろんこの事実が近い将来の角膜移植にもあてはまる保証はないが、角膜移植・屈折矯正・白内障手術にお
ける FSL は共通化の動きがあり、むしろ FSL を通じて角膜サージャンが屈折矯正手術や白内障手術に精通する良い機会となるかもしれない。
本シンポジウムでは、FSL を用いた全層移植、表層移植、内皮移植手術の実際について、自験例と海外の文献について供覧し、新たなテクノロジーの角膜
移植における位置付けや問題点について考えてみたい。
●

略歴
1993 年
1996 年
2001 年
2003 年
2006 年
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神戸大学医学部医学科卒業
東京大学医学部眼科学教室助手
国立病院機構東京病院眼科医長
公立学校共済組合関東中央病院眼科部長
北里大学医学部眼科学教室専任講師

2011 年
2017 年
2017 年

北里大学医学部眼科学教室准教授
Cleveland Clinic, Cole Eye Institute
北里大学医療衛生学部視覚生理学教授
現在に至る

2 月 16 日 ( 金 )

13:15 ～ 14:45

か と う

加藤

2F

瀬戸内）
特別講演・招待講演

S2-3

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

角膜クロスリンキングを用いた円錐角膜治療
な お こ

直子（埼玉医大）

シンポジウム
一般口演

●

学術奨励賞記念講演

円錐角膜の進行を停止させる治療として角膜クロスリンキングが登場してから 15 年になる。角膜クロスリンキングは、紫外線を照射するこ
とによりリボフラビンを励起し、角膜実質の細胞外基質の架橋結合を増やすことにより、角膜全体の剛性を上げ円錐角膜の進行を停止させる治
療である。
角膜クロスリンキングの治療効果については、多くの国で臨床研究が行われ、９割以上の症例で進行停止が得られることが報告されている。我々も、日本人の円錐角膜眼に対して角膜
クロスリンキングを行い、海外の報告とほぼ同等の進行停止効果が得られることを確認した。また、様々な変法も報告されており、受ける患者の苦痛が小さい方法、合併症が少ない方法
への工夫が行われている。
近年では、パターン照射を行うことで角膜クロスリンキングを用いて角膜形状の矯正をする試みも行われている。日本人の円錐角膜眼の治療成績を振り返っても、円錐角膜が重症な症
例ほど角膜クロスリンキングにより平坦化が起きる傾向があり、機序は不明であるが角膜クロスリンキングが角膜のバイオメカニクスに何らの影響を及ぼしているものと考えられる。
角膜クロスリンキングは欧州では既に円錐角膜の標準的な治療という立ち位置を獲得し、多くの施術が行われている。その結果、角膜クロスリンキングが普及していなかった 10 年前
と比較し、円錐角膜で角膜移植を受ける患者の数が半減したとも言われている。北米では 2016 年 4 月に米国食品医薬品局（FDA）の承認が降りてから 1 年間で 10,000 件以上の施術
が行われた。一方、日本国内での施術件数はまだ少ないのが現状である。本講演では、角膜クロスリンキングの利点と欠点の双方について解説し、今後日本国内で角膜クロスリンキング
がどうあるべきかについて考察したい。
略歴

み や た

宮田

慶應義塾大学医学部眼科非常勤講師
日本医科大学武蔵小杉病院助教
防衛医科大学校眼科講師
埼玉医科大学医学部准教授
現在に至る

クロスリンキングを用いた水疱性角膜症、感染症治療

■

S2-4

2005 年
2009 年
2011 年
2015 年

ポスター

1990 年 金沢大学医学部卒業
1993-1995 年 Erlangen-Nürnberg 大学眼科留学
1996 年 金沢大学医学部大学院修了 東京歯科大学市川総
合病院眼科研究員
1999 年 南青山アイクリニック

かずのり

和典（宮田眼科病院）

●

■

クロスリンキングは、角膜にフォトセンシタイザーとしてのリボフラビンを点眼し、370nm の紫外線を照射すること
により活性酸素を発生させ、角膜実質のコラーゲン架橋を増加させるとともに、角膜実質細胞をアポトーシスに陥らせ死
滅させる。クロスリンキングの臨床応用としては、角膜のコラーゲン架橋を増加させることによる剛性強化を利用し、主
に円錐角膜やケラトエクタジアの進行抑制のために使用されている。また、コラーゲン架橋を増加させることにより、水疱性角膜症の浮腫を減少させる試み
も行われている。一方で、活性酸素により、細胞が死滅する効果を利用して、角膜感染症の治療への応用も行われている。本講演では、クロスリンキングの
水疱性角膜症と角膜感染症への応用について述べる。
水疱性角膜症へのクロスリンキングは、水疱性角膜症の根本的治療にはならない。その剛性強化による浮腫減少の効果は、半年程度しか持続しないと報告
されている。しかし、角膜移植待機患者の角膜上皮下浮腫による疼痛の緩和には長期間にわたり著効を示す。この持続的疼痛抑制効果は、コラーゲン架橋構
造の増加による浮腫軽減によるものとは考えにくく、おそらく活性酸素による角膜実質内の知覚神経へのダメージのためと考えられる。
角膜感染症への応用は、理論的には細菌、真菌、アメーバ等にも効果的と考えられるが、その評価は非常に難しい。それは、臨床的に抗菌薬を使用せずに
クロスリンキング単独での治療を行い評価することが難しいからである。抗菌薬により、十分な治療効果が得られなかった難治性の症例に対して使用し評価
している報告もあるが、その効果判定は難しい。クロスリンキングの細菌等に対する効果は、未だ十分に検討されておらず、まずは基礎的検討が望まれる。
略歴
1984 年
1984 年
1986 年
1991 年
1991 年
1994 年

久留米大学医学部卒業
東京大学医学部眼科入局
東京大学医学部眼科助手
医学博士 ( 東京大学 )
東京大学医学部眼科講師
カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学

1997 年
1998 年
1999 年
2000 年
2008 年

医療法人明和会宮田眼科病院副院長
東京大学医学部眼科非常勤講師
医療法人明和会宮田眼科病院院長
宮崎大学 ( 前宮崎医科大学 ) 臨床教授
医療法人明和会理事長 宮田眼科病院院長
現在に至る
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シンポジウム2 光エネルギーを用いた角膜疾患治療

S2-5
すえおか

末岡

2月16日(金) 13:15 ～ 14:45 第1会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

角膜感染症に対する光線力学的抗微生物化学療法（PACT）
け ん た ろ う

健太郎（広島大）

角膜感染症は、失明につながる疾患のひとつである。その起因病原体は、細菌のみならずウイルス
や真菌、あるいは原虫であるアカントアメーバなど多岐にわたり、診断および治療に苦慮することも
少なくない。感染症の治療は、近年、薬剤耐性微生物出現という大きな問題を抱えており、これらへ
の対応は喫緊の課題である。角膜感染症は、角膜の混濁や変形を最小限にとどめることが視機能の維持につながることから、適切
な治療法による早期治療が必要不可欠である。
現 在 我 々 は、 抗 微 生 物 薬 に 頼 ら な い 治 療 法 と し て 光 線 力 学 的 抗 微 生 物 化 学 療 法（photodynamic antimicrobial
chemotherapy：PACT）による角膜感染症治療法の開発と臨床応用をめざしている。新規光感受性物質である水溶性カチオン性
クロリン誘導体の TONS 504（ポルフィリン研究所、岡山）および 660nm 単波長 LED 光照射装置（シーシーエス株式会社、京
都）を用いて、角膜感染症の原因となる種々の微生物（グラム陽性菌および陰性菌、酵母型および糸状型真菌、HSV-1 およびアシ
クロビル耐性 HSV-1）に対する有効性を検討した。in vitro では、これら微生物に対して TONS 504 濃度および LED パワー依存
性の有効性を示した。一部の微生物に対しては、キレート剤であるエチレンジアミン四酢酸（EDTA）の添加により有効性を発揮
した。また、家兎黄色ブドウ球菌角膜感染モデルに対する有効性についても現在検討しており、そちらについても報告する。
●

略歴
2008 年
2010 年
2011 年
2013 年
2015 年
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山口大学医学部卒業、土谷総合病院研修医
広島大学眼科
中電病院眼科
聖隷浜松病院眼形成眼窩外科
広島大学大学院視覚病態学

現在に至る

学術奨励賞記念講演
2 月 15 日 ( 木 )
座長：大鹿

11:00 ～ 11:40

哲郎（筑波大）

猪俣

武範（順天大）

内野

裕一（慶應大）

学術奨励賞記念講演



AL-1

いのまた

猪俣

 制御性T 細胞を用いた角膜移植における
新規免疫抑制療法開発のための研究
たけのり

武範（順天大）

角膜移植は世界で年間 60,000 件行われる最も頻度の多い臓器移植である。ステロイドやシ
クロスポリン、タクロリムスなどの免疫抑制剤の登場により、角膜移植後の急性拒絶反応は減
少し、その成績は向上したが、未だに血管新生や感染症、再移植などの炎症が惹起された角膜
ではその 40-90% に拒絶反応を伴う。また免疫抑制剤の副作用 ( 感染症、薬剤毒性 ) や慢性拒
絶反応には無効であるなど問題が多い。さらに、本邦においてはドナー角膜が十分に充足して
いるとは言えず、移植臓器において長期的に免疫寛容 ( 免疫抑制剤を中止しても移植臓器が十
分に機能する状態 ) が成立することが臨床的に重要である。
拒絶反応を抑制するためには、免疫細胞をコントロールする方法と免疫細胞が標的臓器に到
達するために必要となる血管 / リンパ管の増生を抑制する方法がある。免疫細胞そのものをコ
ントロール方法として、エフェクター T 細胞に抑制的に働く制御性 T 細胞 (Treg) があげられ
る。Treg は 1995 年に同定された比較的新規の細胞で、免疫応答に抑制的に働く。この Treg
を人為的に増幅し、抗原特異的にドナー角膜に誘導させることができれば角膜移植片に副作用
なく免疫寛容を成立させることができると期待されている。
角膜は無血管組織であるとともに、炎症が自動制御される免疫特権を有するため、血管新生
を誘導し炎症を惹起したハイリスク角膜移植モデルと正常角膜移植を比較することは、炎症環
境下の Treg の生物学的特性を理解し、Treg の免疫抑制能と安定性の維持機構を明らかにする
ために有用である。
本講演では、我々の確立したマウスハイリスク角膜移植モデルと炎症環境下における Treg の
サブセットの免疫抑制能や安定性に関わる免疫抑制性分子、サイトカインなどの新規免疫抑制
経路を解明し、それらを標的とした新規免疫抑制療法を開発したので報告する。

●

略歴
2006 年 順天堂大学医学部医学科卒業
2008 年 東京大学医学部附属東大病院臨床研修修了
2012 年 順天堂大学大学院医学部医学科眼科学博士課程卒業
2012 年 -2015 年 ハーバード大学医学部眼科スケペンス眼研究所 /Massachusetts Eye & Ear Infirmary 留学
2015 年 ボストン大学経営学部 Questrom School of Business 卒業
2015 年 順天堂大学医学部眼科助教
2016 年 順天堂大学医学部附属順天堂医院病院機能管理室併任
2016 年 順天堂大学医学部戦略的手術室改善マネジメント講座併任
現在に至る。
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2 月 15 日 ( 木 )

11:00 ～ 11:40

瀬戸内）

 ドライアイにおける眼表面
ムチンの変化とその評価方法の確立

シンポジウム

う ち の

内野

2F

特別講演・招待講演

AL-2

第 1 会場（グランドプリンスホテル広島

ゆういち

裕一（慶應大）

学術奨励賞記念講演

全身の粘膜に幅広く存在するムチンは、糖鎖を多く含有するという構造的特徴から保水効果
が高く、特に眼表面にあるムチンは涙液の安定性に重要な役割を果たしている。この眼表面ム
チンには、結膜杯細胞から涙液中に放出される分泌型ムチン MUC5AC と、上皮細胞の最表層
にてグライコカリックスバリアを形成する膜型ムチン MUC16 などが存在する。
最近の研究から、ドライアイでは眼表面ムチンにさまざまな変化が起きていることが報告さ

一般口演

れている。ドライアイ疫学研究「大阪スタディ」では、オフィスワーカーにおけるドライアイ
有病率が特定され、その中でドライアイ群は非ドライアイ群に比べ、涙液中 MUC5AC 濃度が
有意に低下していた。また喫煙者は非喫煙者に比較して、結膜杯細胞数が有意に減少し、涙液
中 MUC5AC 濃度も有意に低下していた。これらの結果から、ドライアイのリスク因子である

ポスター

長時間 VDT 作業や喫煙といった環境的・嗜好的要因が、眼表面ムチン、特に涙液中分泌型ムチ
ン濃度に影響し、ドライアイ発症に関わる可能性が示唆された。
一方、膜型ムチンはガレクチン 3 と呼ばれる糖鎖結合タンパクと格子状架橋構造を作り、グ
ライコカリックスバリアを形成する。ドライアイのような眼表面乾燥性疾患では膜型ムチン発
現量や糖鎖が多様に変化し、本来グライコカリックスが持つバリア機能や水濡れ性が低下する

■

ものの、その直接的な評価は難しい。そこでドライアイにて膜型ムチン糖鎖の質的量的変化に
よりガレクチン３がグライコカリックス内に留まれず、涙液中に放出されると仮定して涙液中
濃度を調べたところ、ドライアイ群では涙液中ガレクチン 3 濃度が有意に上昇していた。以上
から今まで把握しづらかった膜型ムチンの変化を、涙液中ガレクチン 3 に着目することで評価
できる可能性が出てきた。

■

本講演では、ドライアイにおける眼表面ムチンの変化と、グライコカリックスバリア破綻時
の涙液中ガレクチン３の持つ臨床的意義について考察したい。

●

略歴
2001 年 4 月
2004 年 6 月
2006 年 6 月
2009 年 9 月
2012 年 4 月
2016 年 4 月

慶應義塾大学医学部眼科学教室入局 助手
東京歯科大学市川総合病院眼科 院内助手（角膜フェロー）
慶應義塾大学医学部眼科学教室 助教 （教授フェロー）
東京電力病院 眼科科長
Harvard Medical School, Schepens Eye Research Institute, Postdoctoral Fellow
慶應義塾大学医学部眼科学教室 専任講師（角膜移植、ドライアイ担当）
現在に至る

43

一般口演

2 月 15 日 ( 木 )

一般口演 012 月 15 日 ( 木 )

09:00 ～ 09:50 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

角膜内皮
座長：山上

O01
はとう

羽藤
山下

しん

O03
やまぐち

山口

聡（日本大）
晋（慶應大）

O02

奥村

直毅（同志社大・生命医科学）

O03

山口

剛史（東京歯大・市川）

O04

針谷

威寛（東北大）

O05

永田

真帆（京都府医大）

博子、稲垣
重人

絵海、山崎

梨沙、

慶應大
[ 目的 ] 角膜内皮細胞は神経堤細胞由来とされているが、その発生メカニズムは不明で
ある。iPS 細胞から誘導した神経堤細胞と、角膜内皮細胞との遺伝子発現の差異につい
て、網羅的解析を行うことで、角膜内皮細胞の発生に重要と思われる pathway を検証
した。[ 方法 ] 角膜内皮細胞は海外輸入角膜 9 眼分から回収した。iPS 細胞 Ff-I01s01
株 (iPS 細胞ストックのラボ専用株 ) を、Bajpai ら（Nature, 2010, vol. 463, 958964）による既報を修正した方法で誘導し、P75 NTR /CD49d 2 重陽性の神経堤細
胞（i-NCC）を 3 ロット回収した。両者から mRNA を回収し、アジレント・テクノ
ロジー社製 DNA マイクロアレイ解析にて網羅的解析を行い、発現変動遺伝子群を検
出した。これらについて WikiPathway に登録されている 793 pathway のうち有意
水準 0.01 以下でヒットする pathway を探索した。[ 結果 ]i-NCC と角膜内皮細胞に
おいて最も変動の大きい pathway 上位 5 つは、VEGFA-VEGFR2 signaling, miRtargeted genes in epithelium, TCF dependent signaling in response to WNT,
Nuclear Receptors Meta-Pathway, Chromatin modifying enzymes であった。[ 結
論 ]i-NCC はあくまで発生における頭頚部神経堤細胞の代替であるため、結果の慎重な
解釈が必要であるが、上記の pathway が神経堤細胞から角膜内皮細胞への分化になん
らかの影響を与えている可能性がある。

O02
おくむら

奥村
北澤

なおき

角膜移植後の角膜内皮面における免疫
細胞の存在が疑われる所見の検討

直毅 1）、井上
耕司 2）、脇舛

亮太 1）、中野新一郎 1）、松本
耕一 2）、小泉 範子 1）、木下

大輝 1）、粥川佳菜絵 2）、
茂 2,3）

同志社大・生命医科学、2）バプテスト眼科クリニック、3）京都府医大・感覚器未来医
療学
1）

【目的】我々は角膜移植後患者の角膜内皮面に白色の細胞様沈着物が認められ、ウサ
ギを用いた動物実験によりそれらが免疫細胞である可能性が高いことを報告した
（Koudouna et al. 2017, IOVS）。今回は、角膜移植後に認められる免疫関連細胞
様所見の程度と臨床背景について検討した。【方法】バプテスト眼科クリニックにおい
て、全層角膜移植または角膜内皮移植（DSAEK）を施行された 56 例 61 眼を対象と
した。接触型スペキュラーマイクロスコープにより角膜内皮面を観察した。取得した動
画より 1 視野あたりの免疫細胞様所見の平均個数によりグレード分類し（G0：細胞を
認めない、G1：1 個未満であるが細胞を認める、G2：1 個、G3：2 個、G4：3 個以
上）、背景因子との相関の有無を検討した。【結果】61 眼全てにおいてグラフトの角膜
内皮面に免疫細胞様の所見が認められた。グレード別の平均術後期間は G1 で 50.0 ±
50.2、G2 で 34.3 ± 36.3、G3,4 で 65.3 ± 70.9 月、角膜内皮細胞密度は G1 で 1065
± 574、G2 で 1396 ± 718、G3,4 で 1238 ± 747 個 /mm2 であり、グレードとの相
関関係は認めなかった。ステロイド力価（ベタメサゾン 1/ 回、フルオロメトロン 0.1/
回）は G1 で 1.0 ± 1.4、G2 で 1.5 ± 1.6、G3,4 で 1.4 ± 1.6 であり、有意な相関を
認めなかった。【結論】今後、角膜後面沈着細胞の角膜内皮細胞密度への影響を経時的
に検討することで、chronic graft failure への免疫細胞の関与の有無が明らかになると
考えられる。
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一成 1）、佐竹

良之 1）、島崎

潤 1）

【目的】角膜移植後の角膜内皮細胞の減少に房水中のサイトカインが関与することがわ
かってきたが、原因であるかは不明である。我々は、房水環境変化が角膜内皮細胞変性
をきたすという仮説のもと、房水環境変化をとらえるためタンパク質の網羅的解析を
行った。【方法】対象は水疱性角膜症をきたした内眼手術後 5 眼（P 群）、同フックス
角膜内皮ジストロフィ 5 眼（F 群）、白内障眼 5 眼（N 群）。角膜移植または白内障手
術時に房水 100ul を採取し、Proteome 解析を行った。同定・定量できたタンパク質の
うち、角膜移植の予後が悪い P 群のみで P ＜ 0.0001 水準で上昇をきたしたタンパク質
群で Gene Ontology（GO) 解析を行った。【結果】房水から 1162 種類のタンパク質
が定量できた。N 群と比較して P ＜ 0.0001 で上昇したタンパク質は P 群で 69 種類、
F 群で 35 種類、P 群 F 群両方で 33 種類であった。GO 解析の結果、補体経路の活性
化が P 群であることがわかった。P ＜ 0.0001 水準で上昇した上位タンパク質 30 種類
のうち 16 種類が補体 / 凝固関連たんぱくであった。【結論】角膜移植の予後の悪い患者
の房水では、サイトカイン以外に幅広いタンパク成分変化が起きる。中でも補体 / 凝固
関連因子の上昇が強いことが示唆された。

角膜内皮細胞とiPS 細胞由来神経堤細胞
の網羅的遺伝子発現解析
友美、庭野
一男、榛村

幸嗣 2）、比嘉

東京歯大・市川、2）がん研究会・がんプレシジョン医療研究センター・がんオーダー
メイド医療開発プロジェクト

羽藤

英之、関口
健二、坪田

たけふみ

剛史 1）、植田

1）

O01

晋、宮下
和哉、許斐

角膜内皮疾患の房水 Proteome 解析

O04
はりや

針谷

たけひろ

全層角膜移植手術時の前房水中サイト
カインと術後角膜内皮細胞密度の予後

威寛、横倉

俊二、中澤

徹

東北大

【目的】全層角膜移植手術後の角膜内皮細胞の減少経過において、前房水サイトカイン
濃度との関連が報告されているが、まだ不明な点が多い。その中で fibroblast growth
factor（FGF）は角膜内皮細胞の遊走に関連があるといわれている。本研究では角膜移
植手術時の前房水サイトカインを測定し、術後の角膜内皮細胞の推移と比較した。【方
法】対象は 2013 年 8 月から 2016 年 3 月まで、東北大学病院にて全層角膜移植手術を
行われ、研究に同意を得られた連続症例 39 例 39 眼。手術時年齢は 67.9 ± 13.6 歳。
手術開始時に前房水を採取し、Multiplex Bead Assay 法（Bio-Plex Pro cytokine
assays）にて 27 種類のサイトカイン濃度を測定した。術後角膜内皮細胞密度が 12 カ
月で 1000 /mm2 以上に維持されている群と、1000 /mm2 未満に減少していた群に
分けた。検出濃度以上である濃度を 2 群間で t 検定を用いて比較した。P 値 0.05 未満
を有意とした。【結果】術後角膜内皮細胞密度が維持された群に比べて、減少した群で
は前房水 FGF 濃度が有意に低かった。（29.6 ± 19.0 pg/ml vs 17.5 ± 11.3 pg/ml,
p=0.037）その他のサイトカインにおいて有意な差は認めなかった。【結論】全層角膜
移植手術後の角膜内皮細胞の経過において、FGF が関与している可能性が示唆された。

O05
ながた

永田
石田
1）
4）

まほ

VCP ATPase 阻害剤による角膜組織保
護効果

真帆 1）、中村
学 1）、外園

隆宏 2）、池田
千恵 1）、木下

京都府医大、2）京都府医大
京都大 生命科学研究科

華子 3）、垣塚
茂 2）

感覚器未来医療学、3）京都大

彰 4）、中小路真美 1）、
臨床研究総合センター、

【目的】Valosin containing protein (VCP) の ATPase 阻害剤として開発された新規物
質 KUSs (Kyoto University Substances) は、緑内障や網膜色素変性疾患モデルで神
経保護効果を有する。今回、KUS の角膜組織保護効果について検討した。【方法】ウサ
ギ強角膜片を KUS121（50 μ M）及び KUS187（20 μ M）を含有する Optisol-GS
内に 4℃で 1、2、3、4 週間保存した。摘出した角膜組織切片より組織形態と角膜厚の
変化を、TUNEL 染色により角膜上皮のアポトーシスを、Na-K-ATPase の免疫染色
により角膜内皮の機能変化を、電子顕微鏡により形態学的な微細構造変化を解析した。
【結果】コントロール群（C 群）では 3 週以降で上皮や実質の膨化が生じたが、両 KUS
群では有意に角膜膨化が抑制されていた。上皮のアポトーシスは、全観察期間で C 群
＞ KUS187 群＞ KUS121 群の順に有意に観察された。内皮細胞は C 群では 1 週間で
膨化し、その後脱落したが、両 KUS 群では膨化を認めず 2 週間経過しても脱落は少な
かった。電子顕微鏡像でも C 群の内皮細胞の膨化が特徴的であった。【結論】KUS121
および KUS187 は角膜上皮のアポトーシスと角膜内皮のダメージを抑制し、角膜組織
保護効果を有していた。ドナー角膜保存液への添加物として有用であると考えられ、今
後の臨床開発が期待される。

一般口演 022 月 15 日 ( 木 )

09:50 ～ 10:20 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

座長：臼井

智彦（東京大）

O08
まつもと

Fuchs角膜内皮ジストロフィ患者におけるTCF4
遺伝子のスプライシングバリアントの検討

特別講演・招待講演

フックスジストロフィ

さき

松本 紗季 1）、奥村 直毅 1）、渡辺 恭子 1）、中野 正和 2）、Tourtas Theofilos3）、
Kruse Friedrich E.3）、Schloetzer-Schrehardt Ursula3）、小泉 範子 1）
同志社大・生命医科学、2）京都府医大大学院医学研究科 ゲノム医科学、
University of Erlangen-Nueruberg Department of Ophthalmology

1）

浩和（同志社大・生命医科学）

O07

大西

貴子（同志社大・生命医科学）

O08

松本

紗季（同志社大・生命医科学）

【目的】Fuchs 角膜内皮ジストロフィ（FECD）において、TCF4 における CTG 反復
配列の伸長、スプライシング関連遺伝子の異常が病態に関係する可能性が示唆されてい
る。我々は FECD 患者の角膜内皮における TCF4 遺伝子のスプライシングバリアント
について検討した。
【方法】304 人の FECD 患者のゲノム変異の有無の検討を行った。それらの患者から
TCF4 の CTG 反復配列の伸長が 50 回以下の 16 名（伸長なし群）、伸長を 50 回以上
ヘテロに有する 16 名（ヘテロ群）、伸長を 50 回以上ホモに有する 12 名（ホモ群）を
選択し、角膜内皮における TCF4 遺伝子のスプライシングバリアントの発現について
検討した。コントロールとして研究用ドナー角膜を用いた。
【結果】バリアント 1、2、3、7、9 の発現はコントロールを含む全ての群で、ほとんど
のサンプルにおいて認められなかった。バリアント 5、6 は全ての群の多くのサンプル
で認められた。一方、バリアント 4、8、14 はコントロールでは多くのサンプルで認め
られたが、FECD 患者では発現を認めるサンプルが減少していた。伸長無し群、ヘテロ
群、ホモ群においてはバリアントの発現パターンに明らかな差は認めなかった。
【結論】CTG 反復配列の伸長は、既知の TCF4 遺伝子のバリアントの発現パターンに影
響を与えていない可能性がある。今後、RNA-seq 解析などにより FECD において新規
の TCF4 バリアントの有無を調べることは、病態の解明に有用であると考えられる。

学術奨励賞記念講演

一般口演

おくだ

奥田

シンポジウム

O06

O06

3）

Fuchs角膜内皮ジストロフィにおけるmitochondriaassociated membranesの病態への関与

ひろかず

奥田 浩和 1）、奥村 直毅 1）、松本 紗季 1）、Young Robert D.2）、
Quantock Andrew J.2）、小泉 範子 1）
同志社大・生命医科学、2）Cardiff University, School of Optometry and Vision
Sciences
1）

ポスター
■

【目的】Mitochondria-associated membranes（MAM）は小胞体とミトコンドリアの
接触部位であり、小胞体ストレスなど様々な細胞機能に関わっている。我々は Fuchs
角膜内皮ジストロフィ（FECD）における MAM の関与について検討した。
【方法】研究用ドナー角膜および FECD 患者より採取した角膜内皮を不死化培養した
（iHCEC および iFECD）。iHCEC においてツニカマイシン、MG132 により小胞
体ストレスを誘導し、蛍光顕微鏡および透過型電子顕微鏡により小胞体とミトコンド
リアの接触部位を観察した。ウエスタンブロッティングにより MAM 関連タンパク質
（GRP75、Sigma1、Mfn1、Mfn2、VDAC）の発現を評価した。また、iFECD にお
いて TGF- β刺激を行い小胞体ストレスを誘導し、同様の評価を行った。
【結果】iHCEC においてツニカマイシン、MG132 による刺激により、蛍光顕微鏡によ
る観察像において PDI（小胞体）と Tom20（ミトコンドリア）の共発現する領域が増
加した。MAM は MG132 による刺激では 9.03 から 68.5% と増加した（p ＜ 0.01）。
電子顕微鏡による観察では小胞体とミトコンドリアの膨化および接触部位の増加が認め
られた。ウエスタンブロッティングでは、MAM 関連タンパク質の活性化を認めた。同
様に iFECD において TGF- β刺激により MAM の増加が認められた。
【結論】角膜内皮細胞において小胞体ストレスにより MAM が誘導されることが示され、
MAM は FECD の病態に関与する可能性が示唆された。

■

O07
おおにし

Fuchs 角膜内皮ジストロフィの治療薬開発
を目指した薬剤スクリーニング法の確立

たかこ

大西 貴子 1）、奥村 直毅 1）、上田 江美 1）、
渡辺 恭子 1）、Tourtas Theofilos2）、Schloetzer-Schrehardt Ursula2）、
Kruse Friedrich E.2）、小泉 範子 1）
1）

同志社大・生命医科学、2）University of Erlangen-Nuernberg Department of Ophthalmology

【目的】我々は Fuchs 角膜内皮ジストロフィ（FECD）において TGF- βシグナル経路
の活性化による小胞体ストレスが細胞障害の原因である可能性を報告した（Okumura
et al. Sci Rep. 2017）。本研究では、TGF- βシグナルの活性化による細胞死に対す
る抑制効果を指標とした治療薬候補化合物のスクリーニング法を作成した。
【方法】FECD 患者の角膜内皮より樹立した FECD モデル細胞を 96 ウェルプレートに
播種して、TGF- β刺激により細胞死を誘導し Caspase-Glo にてカスパーゼ 3/7 活性
を評価した。CV 値、S/B 比、S/N 比、Z’-factor を算出することで、スクリーニン
グ系の精度を評価した。また、TGF- β刺激と同時に 765 種類の FDA 承認薬を添加
し、カスパーゼ 3/7 活性を指標に薬剤のスクリーニングを行った。
【結果】TGF- β刺激によりコントロールである無刺激の FECD モデル細胞に対してカ
スパーゼ 3/7 活性は 224.6 ± 5.1% と増加した。CV 値（目標値：10% 以内）はコン
トロール群で 5.9%、TGF- β群で 5.1% であった。また、S/B 比（目標値：2 以上）
は 2.25、S/N 比は 21.21、Z’-factor（目標値：0.5 以上）は 0.58 であった。また
TGF- β群に対するカスパーゼ 3/7 活性を 80% 以下まで抑制する複数の化合物を見出
した。
【結論】FECD モデル細胞を用いた cell-based のスクリーニング系を構築した。今後、
スクリーニングにより得られたヒット化合物の評価を進めることで FECD に対する治
療薬の開発につながる可能性がある。
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一般口演 032 月 15 日 ( 木 )

10:20 ～ 11:00 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

変性症
座長：小林
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翼（金沢大）
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紗代（大阪大）

琢也 1）、森
裕嗣 2）、高嶋

洋斉 1）、子島
博 2）、宮田

宮田眼科病院、2）鹿児島大・学術研究院

良平 1）、吉村
和典 1）

明子 2）、

神経内科・老年病学

ねもと

根本
矢崎

ほたか

家族性アミロイドポリニューロパチー IV型に
伴うII 型格子状角膜ジストロフィの3 症例

穂高 1）、森
文彦 1）、松下
正英 4）、江口秀一郎 1）

知弘 1）、佐藤

達朗 2）、吉長

恒明 3）、

江口眼科病院、2）函館市医師会病院・神経内科、3）信州大学・脳神経内科、リウマ
チ・膠原病内科、4）信州大学バイオメディカル研究所神経難病学部門
1）

【緒言】家族性アミロイドポリニューロパチー IV 型 (FAP-IV) による II 型格子状角膜ジ
ストロフィは稀な疾患で本邦では報告が少ない。今回 FAP-IV による II 型格子状角膜
ジストロフィ 1 家系 3 症例を報告する。
【症例】75 歳女性。異物感、流涙、羞明を訴え 1986 年 9 月 25 日当院初診し、両眼の格
子状角膜ジストロフィ及び再発性角膜上皮びらんと診断した。外来通院し点眼加療を継
続していたが両眼の再発性角膜上皮びらんは再発と寛解を繰り返した。姉妹 2 人の格子
状角膜ジストロフィの家族歴と特徴的な顔貌から FAP-IV を疑い、2017 年 5 月 13 日
遺伝子検査を行った結果 Gelsolin 遺伝子 (G654A) の異常を認め FAP-IV と診断した。
3 症例とも角膜周辺部から中央部に向かって分岐するやや太い格子状の角膜実質混濁を
認め、II 型格子状角膜ジストロフィと診断した。2 名は矯正視力 0.7 以上の比較的良
好な視力を保っていたが、1 名は再発性角膜びらんによる角膜上皮下混濁により右眼矯
正視力 0.01、左眼は網膜中心動脈閉塞症の既往があり無光覚弁と両眼視力不良であっ
た。3 症例とも脳神経障害、皮膚障害を伴っており、FAP-IV に矛盾しない全身所見で
あった。
【考按】FAP-IV に伴う II 型格子状角膜ジストロフィ 3 症例を経験した。FAP-IV では II
型格子状角膜ジストロフィと仮面様顔貌が特徴的所見であり、遺伝子検査が診断に有用
である。
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顕 1）、森 奈津子 1）、正木
晶 2）、杉山 和久 1）

利憲 1）、横川

英明 1）、

金沢大、2）順天大
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前野
前田
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膠様滴状角膜ジストロフィにおける長期
治療用ソフトコンタクトレンズ装用の効果

紗代、繁田龍二郎、大家
直之、相馬 剛至、辻川

義則、高
元一、西田

静花、丸山
幸二

和一、川崎

諭、

大阪大

【目的】fish eye disease (FED) は、低 HDL コレステロール (HDL) 血症を伴う両眼性
の角膜混濁を生じる稀な疾患であり、臨床経過と血液検査より総合的に診断されてい
る。昨年、本学会で報告した FED 症例の遺伝子変異を解析したので報告する。【方法】
2017 年に当院を受診した FED の症例 3 例を対象とした。平均年齢 62.3 ± 2.5 歳、
全 例 が 女 性 で あ っ た。 血 清 HDL と apolipoprotein A1 (Apo-A1) の 著 明 な 減 少 と
lecithin cholesterol acyltransferase (LCAT) 活性の低下を全例で認め、ヘモグロビ
ン、腎機能、血清 LDL コレステロールは正常範囲であった。Apo-A1 と LCAT 遺伝
子について、次世代シークエンサー (Ion Proton) を用いて変異の有無を探索し、サン
ガー法にて確認した。【結果】Apo-A1 遺伝子に変異は無かったが、全症例において、
LCAT 遺伝子にホモ変異を認め、2 例は c. 440 C ＞ T p. T147I で、残りの 1 例は c.
428 G ＞ A p. G143E であり、前者は既知の変異で、後者は新規の変異であった。【結
論】FED の原因遺伝子の一つである LCAT の変異は多様であり、本疾患の解明を行っ
ていく上でゲノム解析は重要である。

O10

つばさ

翼 1）、小林
慶子 2）、村上

【目的】同一地区に発生した Meesmann 角膜ジストロフィ（MECD）家系における遺
伝子変異と生体画像解析について報告する。【症例と方法】当科で臨床的に診断された
MECD の 3 家系（家系 1：患者 1 人、正常 1 人、家系 2：患者 1 人、正常 1 人、家系
3：患者 3 人、正常 2 人）を対象とし、前眼部写真、前眼部 OCT、生体共焦点顕微鏡
検査、遺伝子検査を行った。【結果】細隙灯顕微鏡検査において、点状表層角膜炎様の
上皮異常を家系 1 ～ 3 の全ての患者で認めた。前眼部 OCT において、上皮層の輝度上
昇が患者角膜において観察された。生体共焦点顕微鏡検査では、家系 1 ～ 3 の全ての
患者において、上皮内部に高輝度構造物を含む数十マイクロメートル程度のシストを認
めた。また、上皮下神経異常（5/5 例）、実質浅層高輝度点状沈着物（5/5 例）、高輝
度実質線状沈着物（4/5 例）、ボウマン層異常（2/5 例）が観察された。家系 1 の遺伝
子解析の結果、患者のみに keratin 12 遺伝子の exon 1 にヘテロの 1 塩基変異（c.394
C → G）（L132V）を確認した。この変異は角膜が正常な家族には見出されなかっ
た。家系 2 と 3 においても、全く同様の遺伝子変異が患者のみに発見された。【結論】
MECD における生体画像解析と遺伝子変異を報告した。今回の独立した 3 家系は比較
的近い地域に居住しており、同一の遺伝子変異を有することから、同一の祖先を有する
と考えられた。

fish eye disease における遺伝子変異
の解析

喬 1）、岩崎
匡宏 2）、岡本

同一地区に発生した Meesmann 角膜ジストロ
フィ家系における遺伝子変異と生体画像解析

【目的】膠様滴状角膜ジストロフィ（GDLD）における治療用ソフトコンタクトレンズ
（SCL）連続装用の病状進行への関与の検討。【方法】対象は 2002 年から 17 年に当院
に通院歴のある GDLD 連続症例 19 例 38 眼（男性 13 例、女性 6 例）。隆起病変及び
実質混濁、血管進入をスコア化し（各 0 ～ 3 点）、SCL 装用の有無と病状進行の関係
を検討した。【結果】GDLD に対する SCL 連続装用効果を検討するため、当院初診時
より 3 年間手術介入のない症例を抽出した。3 年以内に手術介入のあった症例は 38 眼
中 21 眼であり、17 眼で手術介入はなく、SCL 装用群 12 例と非装用群 5 例での臨床
所見の変化より SCL 装用効果を比較した。隆起病変は SCL 非装用群で改善 0 眼、不
変 2 眼、増悪 3 眼を認め、SCL 装用群では改善 4 眼、不変 8 眼、増悪 0 眼であった。
SCL 装用は膠様隆起病変の改善または進行抑制効果が有意にあった（Fisher 検定：
p=0.0147）。3 年間での隆起病変スコアの中央値は SCL 非装用群では 0.0 から 2.0 へ
増悪したが、SCL 装用群では 0.5 から 0.0 へと改善を認めた 。実質混濁は SCL 非装用
群で改善 0 眼、不変 5 眼、増悪 0 眼であり、SCL 装用群では改善 0 眼、不変 12 眼、
増悪 0 眼であった。血管進入は SCL 非装用群で改善 0 眼、不変 4 眼、増悪 1 眼であり、
SCL 装用群では改善 1 眼、不変 9 眼、増悪 2 眼であり、実質混濁、血管進入には改善
効果は認めなかった。【結論】SCL の連続装用は GDLD における膠様隆起病変に対す
る進行抑制効果を認めた。

一般口演 042 月 15 日 ( 木 )

16:35 ～ 17:15 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

O15
たがわ

田川
石田

座長：佐々木香る（星ヶ丘医療センター）

1）

上乃

O15

田川

O16

小室

やすひと

義晃（北海道大）
青（京都府医大）

寛 3）、白石

敦 2）、大橋

理紀 1）、岩田

大樹 1）、田川

義継 2）、

北海道大、2）北 1 条田川眼科

【目的】慢性疼痛は治療に反応せず 3 か月以上痛みが持続する疾患群で、近年ドライアイ
症状が慢性疼痛の一つであるという概念が拡がりつつある。今回、我々はドライアイ症
状を有する症例を対象に眼部以外の慢性疼痛との関連を検討した。【対象と方法】他覚
所見に比して強いドライアイ症状を有する 33 例（男性 8 例、女性 25 例、年齢 65.9 ±
12.1 歳）を対象とし、全身の慢性疼痛（頭痛、腰痛、口腔内疼痛など）の有無を調査
した。一番強いドライアイ症状を Visual analogue scale(VAS) を用い、0-100 で評
価し、慢性疼痛を有する数との相関をみた。症例を、眼科手術・眼外傷などを契機とし
た発症が疑われる遷延性疼痛群、精神疾患・脳外傷などを有する中枢神経疾患群および
それ以外の特発群に分類した。【結果】33 例の内訳は遷延性疼痛群が 10 例、中枢神経
疾患群が 6 例、特発群が 17 例であった。33 例中 28 例が全身の慢性疼痛を有していた。
慢性疼痛の合併数および自覚症状 VAS の平均値は、それぞれ 2.3 ± 1.8、71.1 ± 20.0
であった。遷延性疼痛群では 1.5 ± 1.4、63.3 ± 21.0、中枢神経疾患群では 0.7 ± 0.7、
85.0 ± 16.1、特発群では、3.3 ± 1.7、70.7 ± 17.8 であった。特発群では、他の群に
比べ有意に慢性疼痛の合併数が多かったが (P ＜ 0.05)、VAS と慢性疼痛の数には有意
な相関はみられなかった。【結論】特発群のドライアイ症状と慢性疼痛には関連がある
可能性が示唆された。

功（香川大／愛媛大）

角膜中央基底上皮の渦の走行は上皮下
の神経に併走する

康人 1,2）、清成

剛司 1）、木嶋

O16
こむろ

裕一 2）

小室

松山市民病院、2）愛媛大、3）理化学研究所

あおい

一般口演

林

O14

康人（松山市民病院／愛媛大）

よしあき

義晃 1）、大口
晋 1）

学術奨励賞記念講演

はやし

林

ドライアイ症状と全身の慢性疼痛との関連

シンポジウム

O13

O13

特別講演・招待講演

神経

ドライアイのサブタイプにおける痛みの
症状の違い

青、横井

則彦、加藤

弘明、酒井利江子、薗村有紀子、外園

千恵

京都府医大

1）

ポスター

【目的】ドライアイでは、他覚所見と疼痛症状の乖離がみられることが報告されている。
そこで、今回、涙液減少型ドライアイ（ATD）と BUT 短縮型ドライアイ（sBUT）に
おいて、DEQS（Dry Eye-Related Quality of Life Score）および、視覚的アナログ
尺度 (VAS, mm) を用いて評価した自覚症状のうち、疼痛に関係しうる症状について、
比較検討した。【対象と方法】対象は、ATD 群 31 例 31 眼［フルオレセイン破壊時間
（FBUT）≦ 5 秒、角結膜上皮障害スコア (SPK-T) ≧ 3 点、シルマー 1 法（ST1）≦
5mm；女性 29 例、男性 2 例、平均年齢 67.5 歳）、sBUT 群 42 例 42 眼 [（FBUT）
≦ 5 秒、SPK-T ＜ 3 点、ST1 ＞ 5mm；女性 35 例、男性 7 例、平均年齢 59.9 歳）]
である。疼痛に関係しうる「ゴロゴロする」と「痛い」の二項目について、DEQS の
A 欄（頻度：0 ～ 4）、B 欄（程度：１～４）と VAS（0 ～ 100）をサブタイプ別に比
較検討した。【結果】
「痛い」に関しては、VAS、DEQS（A 欄、B 欄）ともに両群間で
有意差を認めなかったが、
「ゴロゴロする」に関しては、VAS、DEQS（A 欄、B 欄）
ともに有意に ATD で高かった（全てｐ＜ 0.05）。【結論】
「 ゴロゴロする」について
は、涙液量の減少や上皮障害の影響が考えられたが、「痛い」については、両群感に有
意差を認めなかったことから、ドライアイにおける痛みの症状には、涙液層の安定性の
低下の関与が考えられた。

■

【目的】角膜上皮の増殖、遊走および被覆に眼神経の関与を示唆する報告は多数あるが、
細胞生物学的役割については不明な点が多い。そこで本研究では 4 色蛍光マウスを作製
することにより、上皮の成熟と上皮下の神経の関係を明らかにすることを目的とした。
【方法】Cre 発現細胞の細胞膜が iRFP670、EGFP、TagBFP、tdTomato を Cre 非発
現細胞が iRFP670 で蛍光標識される ROSA26（CAG- loxP- iRFP670- EGFP- loxPpgkNeo- loxP- TagBFP- tdTomato-loxP）（以下 R4C）マウスを B6/CBA 由来の
ES 細胞を用いた相同組換えで作成した。R4C マウスを表皮外胚葉細胞に Cre 蛋白を発
現する K5-Cre と交配して得られた K5-Cre / R4C マウス角膜を生後 12 週目まで共焦
点顕微鏡で観察した。【結果】K5-Cre / R4C マウスは生後 2 週までは 4 種類の蛍光蛋
白が島状の分布を示し、生後 2 週以降は、4 種類の蛍光蛋白が周辺部より中心に向かっ
て伸長し、生後 7-8 週の間に角膜中央基底において、4 種類の蛍光蛋白が発現する細胞
がそれぞれ列をなして、角膜中央に向かって上皮の渦を形成していた。一方、上皮下の
神経線維は iRFP670 の蛍光として観察され、線状の蛍光は上皮の渦に併走し、基底上
皮に向かってシナプスが点在している様子が観察された。【結論】角膜上皮と上皮下神
経が同時に成熟しながら、併走することから、角膜上皮における神経の重要性が再確認
された。

■

O14
うえの

上乃
坂根

いさお

緑内障点眼によるオキュラーサーフェス
および角膜神経線維の変化

功 1,2）、鄭
由梨 2）、田坂

暁東 2）、溝上 志朗 2）、浪口
嘉孝 3）、篠崎 友治 3）、白石

孝治 2）、鎌尾
敦 2）

知行 2）、

香川大、2）愛媛大、3）医療法人仁友会南松山病院

1）

【目的】プロスタグランジン（PG）製剤点眼によるオキュラーサーフェスに対する影
響と基底細胞下神経線維叢の形態変化について検討する。【方法】対象は愛媛大学附
属病院または南松山病院を受診している PG 製剤単剤点眼の症例 (PG 群 )66 名 66 眼
(68 ± 10.6 歳 )、コントロールとして白内障術前症例 (Cat 群 )18 名 18 眼 (72 ± 9.4
歳 ) との 2 群間で比較検討した。生体レーザー共焦点顕微鏡（IVCM, Heidelberg
Retina Tomography/Rostock Cornea Module）を用いて、角膜上皮基底細胞下神
経線維叢の密度、蛇行率、および角膜各層の細胞密度を計測した。また、角膜上皮障
害（SPK）、涙液破壊時間 (BUT)、シルマー値、角膜知覚を測定し、自覚症状につい
ては OSDI を用いて評価した。【結果】IVCM では、両群間において角膜上皮、実質、
内皮細胞密度に有意差を認めなかった (all p ＞ 0.05)。神経線維密度は有意差を認めな
かったが、神経の蛇行率は PG 群では 2.36 ± 0.69 と Cat 群の 1.94 ± 0.64 より有意
に高かった (p=0.023)。PG 群の SPK は 1.68 ± 1.81 と Cat 群の 0.56 ± 0.98 より有
意に高かった (p=0.013)。角膜知覚、シルマー値、BUT および OSDI に有意差は認め
なかった (all p ＞ 0.05)。【結論】PG 製剤点眼によるオキュラーサーフェスへの影響を
検討した結果、涙液に影響は及ぼさないものの角膜上皮障害を認め、IVCM において角
膜知覚神経の形態変化を認めた。PG 製剤点眼による神経障害と角膜上皮障害の間に関
連性がある可能性示唆された。
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一般口演 052 月 15 日 ( 木 )

17:15 ～ 17:45 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

アイバンク
座長：西田

O19
わたなべ

1）

O17
いしがき

石垣
外園

石垣

O18

土至田

O19

渡邉

5）

理穂（京都府医大・再生医療・細胞治療センター組織バンク／アイバンク）

りほ

和誉（兵庫アイバンク／京都府医大アイバンク・組織バンク／溝上眼科）

和誉 3）、安久万寿子 1）、福岡

秀記 4）、稲冨

勉 4）、

京都府医大・再生医療・細胞治療センター組織バンク、2）京都府医大アイバンク、
公益財団法人 兵庫アイバンク、4）京都府医大

1）
3）

【緒言】京都府立医大アイバンクは 1964 年の設立以来活動を続けている。その間「臓器
の移植に関する法律」の立法と改正、死を迎える場所の多様化等ドナー背景は著しく変
化した。活動実績を振り返り今後の活動を考察する。【方法】2005 年から 2016 年の
12 年間の活動実績を分析した。【結果】法改正前後 6 年間の年間眼球提供登録者数、年
間眼球提供者数、年間眼球使用眼数を比較すると、前群 181 名、23 名、41 眼であり
後群では 111 名（-39％）、14 名（-40％）、28 眼（-32％）であった（カッコ内は変
化率）。緩和ケア病棟とホスピスからのドナーが 2016 年は 4 名あり全提供者の 37％
を占め増加傾向である。眼球搬送時の保存液の細菌学的検査では全体の 31％で耐性菌
が検出された。【考按】眼球提供登録、提供者数、使用眼数は減少傾向にある。提供者
数の維持には死を取り巻く状況の多様化に応じた啓発活動が必要である。当バンクでは
エンド・オブ・ライフ・ケア従事者との連携体制構築を進め効果が現れつつあり、今後
は地域在宅医療関係者への啓発も必要と思われる。法改正により脳死下ドナーから質の
高い角膜が提供され角膜上皮移植術が可能となったが、脳死下臓器提供件数が増加しな
ければ眼球ドナーも増加しないことから関係者と連携し提供可能施設への啓発を継続す
る。ドナーの耐性菌保菌に注意し摘出後の細菌学的検査を的確に実施する必要がある。

O18
としだ

土至田

ひろし

（公財）静岡県アイバンクから斡旋された
ドナー角膜の使用状況

宏 1,2）、柳田

和夫 2,3）、小森

雅彦 2,4）、堀田

喜裕 2）

順天大・静岡、2）公益財団法人静岡県アイバンク、3）やなぎだ眼科医院、4）小森眼科
クリニック
1）

【緒言】1981 年より活動を開始した（公財）静岡県アイバンクは、最近の献眼数は全
国トップクラスであり、県内外の眼科へ斡旋している。今回我々は、当アイバンクの
最近５年間におけるドナー角膜の使用状況について調査した。【方法】2012 年４月か
ら 2017 年３月までの 5 年間に静岡県アイバンクの献眼登録者 646 名から献眼された
1288 眼のうち、使用施設から診断名と術式双方の報告のあった 874 眼を対象とした。
同報告記録に基づき、献眼時平均年齢、角膜内皮細胞密度、主な診断名と術式について
レトロスペクティブに検討した。【結果】静岡県アイバンクにおける献眼者数は、各ア
イバンク別の比較では過去 5 年間で愛知県アイバンクに次いで２番目に多かったが、献
眼数は最も多かった。献眼時平均年齢は 78.6 ± 14.8 歳で、平均角膜内皮細胞密度は
2402.3 ± 519.4 個 /mm2 であった。最も多い診断名は水疱性角膜症、角膜穿孔、角膜
混濁の順であったが、年度別にみると 2016 年度のみは角膜混濁、角膜穿孔、水疱性角
膜症の順であった。最も多かった術式は全ての年度にわたって全層角膜移植術で、2 番
目は 2012 年度が角膜内皮移植術（DSAEK）、2013 年度以降は表層角膜移植術であっ
た。【考察】近年は静岡県アイバンクドナー角膜使用による診断名と術式には変化が生
じつつあるが、アイバンク活動は角膜移植手術に極めて重要で、献眼に向けたあらゆる
啓蒙活動の継続と斡旋率のさらなる向上が今後の課題と思われた。
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兵庫アイバンク、2）京都府医大アイバンク・組織バンク、3）溝上眼科、4）京都府医大、
京府医大感覚器未来医療学、6）ツカザキ病院

【目的】アイバンクは眼球提供を受け、移植を必要とする患者に公平に斡旋する公的機関
である。提供意思を最大限尊重することを社会から求められており、地域の背景を理解
した上で活動できるコーディネーター（以下、Co.）の役割が極めて重要である。最大
の問題であるドナー不足の解決に向けて、Co. の育成、ネットワーク化と連携に向けた
活動について報告する。【方法】兵庫アイバンクと京都府立医大アイバンクが中心とな
り、各アイバンクの利点を生かせる連携システムの構築に向けて、標準作業手順書や医
学基準指針等の共有・統一化を図り、献眼時の協力体制構築、斡旋情報の共有、メディ
カルディレクターを介した安全性の確立等に関して協力体制を機能させた。【結果】兵
庫アイバンクは 2015 年 4 月より角膜内皮移植の為のプレカットセンターを稼働させ、
Co. を複数名雇用し技術指導を行い、摘出時のコーディネーションについても指導を
行った。京都府立医大アイバンクは隣県への摘出医の派遣、メディカルディレクター
不在の他県アイバンクでの角膜評価について角膜専門医によるアドバイスを行った。
また、Co. は提供意思尊重の為他部門との連携構築にも取り組んだ。両アイバンクは共
同で成果について共有した。【結論】両アイバンクの連携システムは成果を上げつつあ
り、今後も連携体制を強化・発展させ、全国のアイバンクのモデルとなることを目指し
たい。

宏（順天大・静岡／公益財団法人静岡県アイバンク）

京都府立医大アイバンクにおける活動実
績の検討

理穂 1,2）、渡邉
千恵 4）

かずのり

渡邉 和誉 1,2,3）、石垣 理穂 2）、谷口 和寛 1,3）、宮武 昌子 1）、安久万寿子 2）、
溝上 淳二 1,3）、稲冨
勉 2,4）、木下
茂 5）、外園 千恵 2,4）、片上千加子 1,6）

輝夫（山口大学名誉教授）

O17
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【目的】DSAEK の術前レシピエント角膜厚と術後視力との関係を検討した。【方法】
2009 年 5 月から 2014 年 9 月までに順天堂医院で DSAEK を施行した症例の中で、術
前にレシピエント角膜厚を測定できており、術後 3 年以上経過観察を行うことができ
た 55 例 55 眼を対象とした。角膜内皮機能不全に至った原因はレーザー虹彩切開術後
29 眼、Fuchs 角膜内皮ジストロフィ 10 眼、白内障術後 10 眼、その他 6 眼であり、術
前に角膜浮腫と白内障以外に視力障害の原因があった症例は除外した。術前ホスト角膜
厚 700 μｍ未満（A 群 24 眼）と 700 μｍ以上 800 μｍ未満（B 群 18 眼）、800 μ
ｍ以上（C 群 13 眼）の 3 群に分け、術後 3 年視力および術後 3 年小数視力 1.0 以上
（logMAR 視力 0 以下）症例の割合を後ろ向きに多重比較検討した。【結果】全体の平
均年齢は 75.6 ± 7.3 歳、男性 18 眼、女性 37 眼、術前平均レシピエント角膜厚 759.9
± 174.8 μｍ、術後 3 年平均 logMAR 視力 0.24 ± 0.22 であった。各群の術後 3 年
平均 logMAR 視力は、A 群 0.16 ± 0.18、B 群 0.21 ± 0.22、C 群 0.38 ± 0.22 であ
り A 群 C 群間に有意差（P ＝ 0.023）が生じた。術後 3 年 logMAR 視力 0 以下の割合
は A 群 29.2％、B 群 27.8％、C 群 0％であったが、各群間に有意差はなかった（P ＞
0.05）。【結論】DSAEK では術前レシピエント角膜厚 800 μｍ以上になると術後平均
視力は有意に低下する。術後視力 1.0 以上を目指すには、術前レシピエント角膜厚 800
μｍ未満で DSAEK は施行したほうがよいと考えられる。

わきます

脇舛
外園

こういち

俊秀 1）、稗田

牧 2）、稲富

勉 2）、

バプテスト眼科、2）京都府医大

1）

【目的】眼内レンズ (IOL) 縫着眼に対する角膜内皮移植 (DSAEK) 術時では、術中の低眼
圧により前房内の空気が硝子体腔へ迷入する症例をしばしば経験する。今回、DSAEK
ほぼ終了時に毛様体扁平部から硝子体腔に眼内灌流液を注入することで眼圧を上昇さ
せ、空気の硝子体迷入を予防する効果について検討した。【方法】バプテスト眼科クリ
ニックで同一術者により 2010 年 10 月から 2017 年 9 月まで IOL 縫着眼 ( 同時手術症
例を含む ) に対して DSAEK を行った 23 例 23 眼のうち、灌流液の硝子体注入を行わ
なかった 16 例 16 眼 ( 注入 (-) 群 ) と、行った 7 例 7 眼 ( 注入 (+) 群 ) を対象とした。
眼内灌流液 (BSSplus) の硝子体注入は、20mmHg 以上を目標眼圧として、角膜輪部か
ら 3.5mm の位置で 30G 針を用いて経結膜的に硝子体腔まで刺入させて行った。術中
空気の硝子体迷入の有無について検討した。【結果】灌流液注入 (-) 群では 16 眼中 7 眼
（44%）で硝子体腔への空気の迷入を認めたが、注入 (+) 群では 7 眼中 1 眼 (14%) で
あった。また、注入 (+) 群では全例で術後網膜剥離や硝子体出血等の合併症を認めな
かった。【結論】IOL 縫着眼に対する DSAEK では、術中に眼内灌流液の硝子体注入を
行うことで重篤な合併症を生じることなく空気の硝子体腔内迷入率を低下させることが
可能であると考えられた。
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利憲、杉山

和久

浅前房眼に対する粘弾性物質を使用したDescemet
Membrane Endothelial Keratoplasty

たかひこ

俊輝 1,2）、

横浜南共済病院、2）横浜市大、3）自治医大、4）ハートライフ病院、5）聖マリ医大、
埼玉医大

【目的】Descemet Membrane Endothelial keratoplasty (DMEK) で は、 約 20 μ m
程度の薄い移植片を前房内に挿入する。欧米ではガラス製インジェクターを使用する術
者が多いが、硝子体圧の高い症例ではガラス管内への逆流や創口からの移植片脱出をき
たす危険性がある。本邦では、レーザー虹彩切開術後などの浅前房症例が多く、挿入の
工夫が必要である。我々は、眼内レンズインジェクターと粘弾性物質を併用した挿入法
で良好な成績を得たので報告する。【対象と方法】対象は、2015 年 8 月から 2016 年 1
月に DMEK を施行したレーザー虹彩切開術後水疱性角膜症 (LIBK) の 9 例 11 眼（男
1 女 8、75.7 ± 4.1 歳）。全例、デスメ膜を剥離後、創口付近の前房内とインジェク
ター（WJ-60M、参天製薬）内の移植片後方に低分子粘弾性物質 ( オペガン ) を充填
し、強角膜切開創より移植片を前房内に挿入、内皮面を下に展開後空気にて角膜裏面に
固定した。術後 6 ケ月における透明治癒率、空気再注入率、視力（logMAR）、角膜内
皮細胞減少率を後方視的に比較検討した。【結果】全例スムーズに移植片を挿入でき、
透明治癒した。矯正視力は術前 1.12 ± 0.55 から術後 6 ケ月には 0.00 ± 0.05 と有意
に改善した (p ＜ 0.001)。術後 6 ヶ月の角膜内皮細胞密度は 1451.5 ± 424.3 cells/
mm2 であった（内皮細胞減少率；43.8 ± 14.8%）。【結論】浅前房眼に対する眼内レ
ンズインジェクターと粘弾性物質を使用した DMEK は安全確実な手技である。

眼内レンズ縫着眼に対する角膜内皮移植術時
の術中眼内灌流液硝子体注入効果の検討

耕一 1）、北澤 耕司 1,2）、山崎
千恵 2）、木下
茂 2）

奈津子、正木

林
孝彦 1,2,3）、親川
格 4）、湯田健太郎 1,2）、清水
松澤亜紀子 5）、山田 教弘 6）、加藤 直子 6）

順天大
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英明、森

【目的】日本人の水疱性角膜症眼に対して、比較的短時間で再現性良く行うことが出来
る DMEK 術式を開発したので報告を行う。【対象と方法】当院にて同一術者により
DMEK を施行した水疱性角膜症 6 例 6 眼（連続症例）。染色した直径 8 ミリの DMEK
ドナーを、直径 2.4 ミリの耳側角膜切開より挿入した。ドナーの裏表を硝子体ライト
（あるいは OCT 手術顕微鏡 RESCAN700）を用いて確認した後、新規に開発したデ
スメ膜把持セッシ（アシコ、AE-4933、AE-4934）を用いてドナー周辺部を前房内に
て把持し、ドナーの unfolding を行った（デスメ膜把持法）。DMEK の成功率、ド
ナー挿入から前房内への空気の最終注入までの時間を計測した（操作時間）。対照と
して、従来の DMEK 術式（Melles の方法）10 例（連続症例）と比較検討した。【結
果】いずれの術式においても、全例で DMEK を行うことが可能であり、術中術後に合
併症は見られなかった。ただし、Melles の方法を用いた 10 例においては、操作時間が
平均 1310 秒かかったのに対して、デスメ膜把持法では平均 306 秒という短時間にて
DMEK の前房内操作を完了することができた（P=0.01）。【結論】新規開発したデス
メ膜把持セッシを用いたドナー操作（デスメ膜把持法）は、日本人水疱性角膜症に対し
て、短時間でかつ再現性良く行うことが出来る優れた術式と思われた。

耕一（バプテスト眼科）

角膜内皮移植術（DSAEK）における術前
レシピエント角膜厚と術後視力との関係
昌大、舟木

顕、横川

金沢大
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短時間で再現性良く行うことが出来る
DMEK 術式（デスメ膜把持法）の開発
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デスメ膜剥離を併用した培養角膜内皮
細胞注入療法の有用性の検討

大輝 1）、奥村
哲太 1）、島田

直毅 1）、福井
知輝 1）、木下

佑弥 1）、寺本
茂 2）、小泉

真隆 1）、今井
範子 1）

博文 1）、

同志社大・生命医科学、2）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】我々は培養角膜内皮細胞注入療法の開発を行っているが、Fuchs 角膜内皮ジスト
ロフィ (FECD) 患者に対しては最終的に瞳孔領のデスメ膜を剥離（CCD）して細胞注
入をすることを想定しており、今回ウサギを用いてその可能性を検討した。
【方法】ウサギの角膜内皮をデスメ膜を残して剥離し、1）角膜中央部に直径 4 mm の
CCD を行い培養角膜内皮細胞を前房内注射（CCD (+) 群）、2) CCD を行わず細胞
のみ注射（CCD (-) 群）、3) 注入液のみ注射（コントロール群）の 3 群（n=6）とし
て検討した。前眼部の観察、角膜厚の測定、角膜内皮の観察を行った。14 日後に眼球
を摘出して、角膜内皮機能関連マーカーによる免疫組織学的検討を行った。
【結果】CCD (-) 群は 5-7 日後に CCD (+) 群は 10-14 日後に、全ての個体で角膜は透
明化および角膜厚の正常化を認めた。14 日後の角膜内皮細胞密度は CCD (+) 群のデ
スメ膜を剥離した角膜中央で 1435 cells/mm2、デスメ膜が残存する周辺部で 1718
cells/mm2、CCD (-) 群の角膜中央で 1602 cells/mm2、周辺部で 1625 cells/mm2 で
あり、CCD を施行した角膜中央部においても、角膜内皮細胞密度の低下は認めなかっ
た。角膜中央部、周辺部ともに機能関連マーカーを発現する多角形の単層構造の角膜内
皮の再生が認められた。
【結論】Guttae およびデスメ膜の肥厚が重度な FECD 患者に対して、CCD を併用する
角膜内皮細胞注入療法が選択肢となりえる可能性がある。
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PPARαの angiopoietin-2を介した血
管新生抑制作用

ゆうじ

優治 1）、有馬 武志 1,2）、内山
章 1,2）、高橋
浩 1）

昌明 1,2）、仲野裕一郎 1,2）、

日本医大、2）日本医大・解析人体病理

ポスター

【目的】peroxisome proliferator-activated receptor alpha (PPAR α ) は核内受容体
の１つで、脂質代謝や抗炎症作用など様々な作用を有する。また血管内皮細胞に多く局
在することが報告されている。今回我々は、PPAR αアゴニストの点眼剤を作成し、角
膜アルカリ外傷モデルにおける血管新生への影響を明らかにした。
【方法】PPAR αアゴニストである fenofibrate の点眼（P 群）と基剤点眼（V 群）を
作成し、アルカリ外傷作成後のラット角膜にそれぞれを継続点眼した。傷害作成から 6
時間、4 日、14 日後において、nestin 染色及び aminopeptidase P (JG12) 染色を行
い、病理学的に血管新生を評価した。また、vascular endothelial growth factor-A
(VEGF)、angiopoietin-1 (Ang-1)、angiopoietin-2 (Ang-2) の mRNA を real-time
reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) で測定し比較した。
【結果】nestin、JG12 染色ともに V 群に比較して P 群では陽性細胞が有意に減少し、血
管新生が抑制されていた。RT-PCR では傷害直後の V 群で Ang-2 の急激な上昇を認め
た一方、P 群では傷害直後の Ang-2 及び 4 日目の VEGF、Ang-1、Ang-2 の発現が減
少していた。
【結論】Ang-2 は VEGF より早く上昇を認め、血管新生への関与が示唆された。PPAR
α ア ゴ ニ ス ト 点 眼 は 傷 害 直 後 の Ang-2 及 び 血 管 新 生 開 始 期 で の VEGF、Ang-1、
Ang-2 の発現を抑制することで新生血管発生に抑制的に作用したと考えられた。

■

【目的】羊膜は抗炎症作用や創傷治癒促進効果があるだけでなく血管のない免疫寛容組織
として欠損組織の代替えに移植されるなど、数多く臨床の場で使用されてきた。しか
し、その効果や作用のメカニズムは不明点が多い。一方、間葉系幹細胞は様々な組織で
存在することが報告され、羊膜にもその存在が知られている。我々は昨年の角膜カン
ファランス 2017 において、羊膜由来間葉系細胞が羊膜の持つ効果にどのように影響を
与えているか明らかにするため、in vitro 上皮創傷治癒モデルへの影響を観察し、羊膜
由来間葉系細胞にも創傷治癒促進効果があることを報告した。今回はウサギ角膜上皮欠
損モデルに対する羊膜由来間葉系細胞培養上清の影響を観察した。【方法】当院の羊膜
バンクより供給された羊膜から間葉系細胞を分離・培養し、その培養上清を用いて検討
した。角膜上皮の創傷治癒への影響を観察するため、ウサギ角膜中央部に 8mm トレパ
ンで上皮欠損を作成したものを創傷治癒モデルとして実験に使用した。羊膜もしくは羊
膜由来間葉系細胞の培養上清ならびに培養前の培地をコントロールとしてウサギ創傷治
癒モデルへ点眼し、上皮化過程を経時的に観察した。【結果】羊膜由来間葉系細胞の培
養上清を点眼することにより、ウサギ創傷治癒モデルにおける上皮化が促進される傾向
を観察した。【結論】羊膜の持つ創傷治癒促進効果は羊膜に存在する間葉系細胞が一部
役割を担っている可能性が考えられた。

一般口演

かずなり

圭一 1）、高橋

【目的】 角膜実質細胞は貪食能を有する細胞であり、創傷治癒過程において重要な役割
をしていると考えられている。Plasminogen(plg) は炎症反応や創傷時に角膜実質内に
存在し創傷治癒に関与する。そこで今回我々は角膜実質細胞の貪食能に plg が与える影
響について検討を行った。【方法】 実験にはヒト角膜実質細胞 (HCK) を使用した。
plg と HCK の結合を生体分子間相互解析装置である Iasis を用いた binding assay に
より評価した。HCK と FITC 標識プラスティックビーズを共培養し、plg の投与２時
間後と２４時間後に貪食能の比率をフローサイトメトリー（FACS）にて測定した。
6-Aminohexanoic Acid(EACA) を使用し、plg の HCK 表面への結合をブロックする
ことによる貪食能の変化を検討した。【結果】 Iasis binding assay による検討では、
plg と HCK の結合は時間および細胞数依存的に増強した。FACS による貪食能の解析
では plg 刺激２時間後では貪食能に差は認めなかったが、24 時間後では plg の存在下
で HCK の貪食能は亢進した。また EACA にて plg の HCK への結合を block すると
貪食能は低下した。【結論】 plg は HCK の貪食能を亢進し、そのメカニズムは plg と
HCK の結合が関与していると考えられる。今回の検討から HCK の plg による貪食亢
進作用は、表面上の plasmin 活性よるものではなく、HCK への binding により引き起
される可能性があると考えられた。

羊膜由来間葉系細胞培養上清のウサギ
角膜上皮創傷治癒モデルへの影響

一成、樋口

孝二 2）、青松
嘉一 1）

学術奨励賞記念講演

ひが

比嘉

比嘉

朋子 1）、杉岡
輝夫 3）、下村

シンポジウム

O25

O25

ともこ

角膜実質細胞の貪食能にPlasminogen
が与える影響

特別講演・招待講演

創傷治癒

■
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ねじま

子島

りょうへい

角膜上皮欠損に対する多血小板血漿点
眼薬の効果

良平、岩崎

琢也、湯川

知恵、宮田

和典

宮田眼科

【目的】多血小板血漿（platelet-rich plasma: PRP）は、創傷治癒に有効であるとされ
ている。我々は 2017 年の臨床眼科学会総会で角膜上皮欠損に対する PRP 点眼薬の効
果について初期成績を報告した。今回、症例数を増加し、更なる検討を行ったので報告
する。【対象と方法】対象は、2017 年 3 月～ 9 月までに、両眼の顆粒状角膜変性に対
しエキシマレーザーを用いた治療的角膜切除術を行った 5 例 10 眼（年齢 : 55~73 歳）。
PRP 作製は、血液を 20 ml 採取し、ヘパリン 1 ml を加え、126g で 10 分間遠心し、
上清を採取した。1 ml の上清を別にとり、残りの上清を再度、246g で遠心し、沈渣を
先ほど残しておいた上清で懸濁し、点眼薬とした。方法は、同一患者の片眼に PRP 点
眼薬を使用し（PRP 群）、僚眼には使用しない（コントロール群）の 2 群に分け、術
直後、術後 1 日、2 日目に前眼部写真撮影を行い、角膜上皮欠損の面積を測定した。エ
キシマレーザーは径 6 mm で照射し、術後点眼は両眼とも 1.5％レボフロキサシ、0.1％
フルオロメトロン点眼を用いた。【結果】上皮欠損の平均面積は、術直後では両群とも
28.26 mm2 であったが、術後 1 日では、PRP 群で 10.00 mm2、非使用群で 15.82
mm2、術後 2 日目ではそれぞれ 0.87 mm2、2.76 mm2 となり、PRP 群で上皮欠損は
有意に縮小した（Wilcoxon rank sum test、P ＜ 0.05）。【結論】PRP 点眼は角膜上
皮欠損の創傷治癒促進に有効と考えられる。
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症例・臨床研究
座長：島﨑

潤（東京歯大・市川）
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晋平（大阪大）
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行伸 2）、堀
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【目的】角膜炎や角膜浸潤はソフトコンタクトレンズ（SCL）の合併症であるが、病巣部位
の成因については不明な点が多い。今回、CL 関連角膜炎における SCL の種類と病巣部位
との関連性について検討したので報告する。
【方法】対象は 2016 年 8 月から 2017 年 9 月までにいしづち眼科にて臨床所見より CL 関
連角膜炎と診断した SCL 装用者 31 例（男性 10 名、女性 21 名、平均年齢 31.7 ± 13.1
歳）。角膜炎の病巣部位を周辺部（P）、傍中心部（PC）、中心部（C）に加えて、上
側・外側・下側に分類した。さらに、SCL の種類を調査し、病巣部位との関連性を検討し
た
【結果】角膜炎発症前に使用していた SCL は、2 週間頻回交換型 SCL(2WFRSCL) が 21
例、乱視軸 180°であるトーリック 2WFRSCL が 6 例、1 日使い捨て SCL( １DSCL) が 2
例、サークルレンズが 2 例であった。2WFRSCL 装用者における病巣は P(10 例 )、PC(9
例 )、C(2 例 ) であり、P と PC の 19 例のうち、上側（11 例）外側（7 例）下側（2 例）
であり、上側の P もしくは PC が多かった。一方、トーリック 2WFRSCL では P(1 例 )、
PC（5 例）であり、上側（1 例）外側（2 例）下側（3 例）であり、下側の PC が多かっ
た。１DSCL の 2 例は C（1 例）外側 PC(1 例 )、サークルレンズの 2 例は外側 P であった。
【結論】2WFRSCL とトーリック 2WFRSCL においては、角膜炎の病巣部位が異なる傾向
がみられた。このことより、SCL の形状もしくは角膜形状が病巣部位に影響している可能
性が考えられる。
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美鈴 1）、田中
義隆 1）

敏博 1）、矢部

伸幸 2）、菅沼

隆之 2）、

岡眼科クリニック、2）岡眼科天神
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14 歳未満の小児の円錐角膜に対する角
膜クロスリンキングの中長期成績

佐々木貴優 1）、加藤 直子 1）、戸田
坪田 一男 3）、島崎
潤 4）
1）

【目的】兎眼性角膜炎は顔面神経麻痺に伴うことが多いが、その他の原因でも起こり得
る。今回、兵庫医科大学病院で経験した兎眼性角膜炎患者の検討を行ったので報告す
る。【対象と方法】2014 年 4 月～ 2017 年 8 月までに当院角膜外来で兎眼性角膜炎と
診断された症例を対象に、原因と臨床像を後ろ向きに検討した。【結果】初診時平均年
齢は 60.25 ± 51.3 歳で 31 例 46 眼（男性 6 例 8 眼、女性 25 例 38 眼）と女性の割
合が高く、両眼性は 15 例、片眼性は 16 例であった。兎眼の原因は顔面神経麻痺が 11
例、甲状腺眼症が 5 例、夜間兎眼が 5 例、眼瞼下垂術後が 4 例、眼瞼痙攣に対するボ
ツリヌス毒素注射後が 2 例、その他が 4 例であった。角膜障害の重症度に応じて人工涙
液点眼、ヒアルロン酸点眼、ジクアホソルナトリウム点眼、レバミピド点眼、眼軟膏点
入、テープによる強制閉瞼、形成外科での手術加療で対処した。併用するステロイド点
眼により真菌性角膜炎を併発した 1 眼と、角膜穿孔に至り層状角膜移植を要した 1 眼で
は高度に視力が低下した。【結論】兎眼性角膜炎の原因疾患として顔面神経麻痺、甲状
腺眼症、夜間兎眼、眼瞼下垂術後があったが、治療が奏功し、症状の改善を認めた症例
が大多数であった。ただし感染性角膜炎の併発や角膜穿孔の可能性もあるため、兎眼性
角膜炎を発見した場合は慎重な経過観察が必要である。

理香 1）、
智彦 1）

【目的】円錐角膜の治療はハードコンタクトレンズ（以下 HCL）と角膜移植が中心で
あったが、近年クロスリンキングや角膜内リング（以下 ICRS）挿入術などの新しい治
療が施行されるようになった。未成年の HCL 不耐症の円錐角膜に ICRS 挿入術を施行
した 8 眼を検討報告する。【方法】2013 年以降に当院で ICRS 挿入術を施行し 1 年以
上の経過観察が可能であった 5 例 8 眼を対象とした。全て男性で 12 ～ 17 歳（14.9 ±
1.96）であり、術前の Amsler-Krumeich 分類は Stage 2、3、4 が各々 3、2、3 眼
であった。岡眼科倫理委員会で承認後、イントラレース FS レーザー (AMO 社）にて
角膜内トンネルを作製し、IntacsSK (Additional Technology 社 ) を挿入した。術前
と術後 1、3、6、12 か月の眼鏡視力と K-max（最大角膜屈折 TMS）（D）を比較検
討（ｔ検定）した。【結果】術中術後合併症はなかった。術前眼鏡視力は 0.59 から術
後 12 か月で 0.66 に改善したが、術後 1、3、6、12 か月で p ＝ 0.52、0.78、0.92、
0.64 と有意差はなかった。K-max は 59.27 から 55.19 に改善したが p ＝ 0.08、0.28、
0.36、0.27 と有意差はなかった。全例で HCL 不耐症が改善し、HCL 視力は術前 0.94
から術後 12 か月で 0.98 と良好な視力を維持できている。【考察】未成年の HCL 不耐
症の円錐角膜に対して ICRS 挿入術は、合併症がなく、術後 1 年での視力経過は良好
で、円錐角膜の悪化をみとめなかった。

兵庫医科大学病院における兎眼性角膜
炎の検討

隆一、細谷

絢子 1）、白川
尊史 1）、臼井

未成年の円錐角膜に角膜内リング挿入
術を施行した8 眼の検討

淵上 あき 1）、近藤
岡 江里子 1）、岡

いしづち眼科、 東邦大・大森

1）

哲也 1）、吉田
昂大 1）、宮井

東京大、2）日本大

ふちがみ

裕一 2）

聡 2）、豊野
貴紘 1）、北本

【緒言】眼表面扁平上皮腫瘍 (Ocular Surface Squamous Neoplasia: OSSN) は眼表面
の扁平上皮細胞異形成による稀な疾患群の総称で、軽度の細胞配列異常から癌および上
皮内癌を含む。Corneal epithelial dysplasia 角膜上皮異形成は上皮細胞の配列異常と
軽度の核異型に留まる OSSN である。臨床的には角膜血管侵入が存在せず異型上皮の
進展が無いあるいは遅いことが知られているが、報告は少なく、病変が瞳孔領を覆うと
視力低下をきたす。我々は角膜上皮擦過術により視力が改善した角膜上皮異形成 4 例
5 眼を経験したので、その臨床経過を報告する。【症例】患者は平均年齢 65 歳、女性 1
人、男性 3 人、術前の平均矯正視力は 0.5 であった。角膜血管侵入は 3 眼で輪部より
1mm 未満、2 眼で 2mm だった。全症例で主訴は視力低下のみで、隆起性病変や角膜
実質混濁はなく、フルオレセイン染色で正常上皮とは異なる軽度の染色ムラをみとめ、
瞳孔領を含めた異型角膜上皮の被覆と診断した。これらの症例に対し透明角膜上の角膜
上皮擦過術をボーマン膜を傷つけないように施行した。角膜上皮擦過術後、全症例で矯
正視力が改善し、術後 2 か月～ 2 年 9 か月維持された。術後の平均矯正視力は 0.9 で
あった。病理検査が提出された 3 眼では細胞診 Class1、組織診は軽度異形成だった。
【考按】瞳孔領に病変を有する角膜上皮異形成で、角膜上皮擦過術により視力の改善が得
られ、角膜上皮擦過術に診断的・治療的意義があった。

コンタクトレンズ関連角膜炎における病
巣部位の検討

たかし

鈴木

崇（いしづち眼科／東邦大・大森）

あや

稲用
絢 1）、山上
木枕光木子 1）、南
1）
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角膜上皮擦過術により視力が改善した角
膜上皮異形成の４例５眼

郁子 2,4）、許斐

健二 3）、根岸

一乃 3）、

埼玉医大、2）南青山アイクリニック、3）慶應大、4）東京歯大・市川

緒言：円錐角膜への角膜クロスリンキング（CXL）は多くの施設で 14 歳以上の患者に
施行されているため、14 歳未満で円錐角膜が発症した場合 CXL の時期に迷うことが
ある。小児の円錐角膜に対して CXL を施行したので報告する。方法：対象は、12 ～
13 歳の円錐角膜 4 例 5 眼（男子 3 名、女子 1 名）。全例初診から 2 年以内に円錐角
膜を発症し、進行を認めていた。CXL は、上皮掻爬後、0.1％リボフラビンを 20 分間
点眼、KXL®（Avedro）で 18 mW/cm2 の長波長紫外線を５分間照射した。術前後の
視力、自覚屈折度数、角膜形状解析検査（CASIA、トーメー）での角膜屈折力と角膜
厚、角膜内皮細胞数、合併症の有無を検討した。結果：経過観察期間は 13.8 か月（3
～ 36 か月）。矯正視力（LogMAR）は術前 0.24 ± 0.16、最終観察時 0.15 ± 0.23、
自覚屈折度数（等価球面）は術前 -6.55 ± 4.86D、最終観察時 -7.55 ± 5.60D、強主
経線上の角膜屈折力（Ks）は術前 49.64 ± 4.85D、最終観察時 50.42 ± 6.81D だっ
た。1 年以上経過した 3 症例で Ks の 1.0D 以上の増加は認めなかった。角膜厚、角膜
内皮細胞密度には変化はなかった。全例術後早期に実質混濁を認めたが６ヶ月以降に消
退した。結論： CXL は小児の円錐角膜症例でも角膜屈折力の増加を抑制できると考え
られる。
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無虹彩症患者における眼合併症の検討

晋平、大家
元一、前田

義則、相馬
直之、西田

剛至、高
幸二

静花、丸山

和一、川崎

諭、

大阪大

シンポジウム

【目的】無虹彩症患者における眼合併症を検討すること。【方法】2000 年 5 月から 2017
年 8 月に大阪大学医学部附属病院眼科を受診した無虹彩症患者 23 例 44 眼を対象とし
た。無虹彩症は希少難治性角膜疾患の疫学調査研究班作成の診断基準により Definite
および Probable と診断されたものを対象とした。平均年齢は 41.1 ± 16.8 歳、男
性 14 例、女性 9 例であった。矯正視力および眼合併症として角膜上皮幹細胞疲弊症
（LSCD）、白内障、高眼圧、緑内障、黄斑低形成についてレトロスペクティブに検
討した。2 眼は眼球摘出後であったため、眼合併症の評価において除外した。【結果】
矯正視力は平均 logMAR 視力が 1.39 ± 0.78 であった。眼合併症として、LSCD が
95.5%(42/44 眼 )、白内障が 100%(44/44 眼 )、高眼圧症が 34.1％ (15/44 眼 )、緑
内障が 27.3%(12/44 眼 )、黄斑低形成 100%(36/36 眼 )(8 眼は不詳 ) の症例で合併し
ていた。LSCD について、各年代で角膜中央 5mm 以内に結膜が侵入している割合は、
0-9 歳 で 50%(2/4 眼 )、10-19 歳 で 0%(0/4 眼 )、20-29 歳 で 67%(4/6 眼 )、30-39
歳 で 25%(5/20 眼 )、40-49 歳 で 75%(8/12 眼 )、50-59 歳 で 71%(5/7 眼 )、60-69
歳で 89%(8/9 眼 ) であり、年齢とともに LSCD は重症化する傾向が認められたが、
若年進行例・高齢非進行例といった非典型例も認められた。【結論】眼合併症として
LSCD、白内障、黄斑低形成の合併率が高かった。今後遺伝子異常を検査し、眼合併症
との関連について調査する。
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感覚器未来医療学

【目的】日常臨床では、角膜に点状表層角膜症（SPK）が認められるとドライアイと診
断し、ドライアイ点眼薬を処方するのが現状であり、難治性 SPK には涙点プラグまで
挿入されることがある。しかし、難治性で慢性的な SPK にはマイボーム腺炎が関連し
ていることがある（マイボーム腺炎角結膜上皮症非フリクテン型）。そこで、今回、高
齢者の SPK について、マイボーム腺炎の有無と治療法について retrospective に検討
した。【方法】対象は、SPK を認め、ドライアイ点眼薬が処方されていた 60 歳以上の
高齢者 22 例。SPK、マイボーム腺炎の有無、治療内容、経過について検討した。【結
果】15 例（全例女性）は、閉塞性 MGD を認めるもののマイボーム腺開口部周囲に炎
症所見はなく、ドライアイ点眼薬による反応も良好であり、治療開始後 2 ヶ月の時点で
SPK は軽快していた。７例（女性６例、男性１例）では、先行するドライアイ点眼薬
では SPK の改善が乏しく視力低下を伴っていた。全例でマイボーム腺炎を認めた。ド
ライアイ点眼薬を中止し、抗菌薬内服治療により SPK は軽快した。うち 5 例では、そ
の後ドライアイ点眼薬を追加処方することで SPK は消退し視力は改善した。【結論】高
齢者の SPK にマイボーム腺炎を合併する例では、抗菌薬内服治療を第一選択として行
い、マイボーム腺炎の消退後に閉塞性 MGD に伴う蒸発亢進型ドライアイ対してドライ
アイ治療を追加することで SPK を寛解へと導くことができる。
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田

せいか

一成 1）、有田

玲子 2,3）、島崎

潤 1）

東京歯大・市川、2）伊藤病院、3）慶應大

1）
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伸吾 1）、Pranoto Sarwo1）、李
在勲 1）、
昌彦 3）、坂根 由梨 2）、大橋 裕一 2）

愛媛大・工学部、2）愛媛大、3）愛媛県立中央病院

【目的】
有限要素解析 (Finite Element Analysis, FEA) は複雑な形状で多種多様な材料特性を有する物体の力学
解析を行う機械設計に必要なツールであり、医療分野にも応用が始まっている。本研究は、FEA を用い
て瞬目時に角膜と眼瞼との間に生じる摩擦に関する計算を行い、瞬目による摩擦関連疾患の力学的発生メ
カニズムを解明することを目的とした。
【方法】
FEA のソフトウェアは、NASTRAN(NASA Structural Analysis Program) を使用した。FEA は、対
象の形状を忠実に再現したモデルを用いて計算することができるが、接触面が曲面で、しかも滑りを伴う
場合、計算が困難となる場合がある。今回、表面が曲面で滑りを伴う角膜と眼瞼に対して、簡便的な平板
形状の計算モデルを作成した。具体的には、角膜の底面を固定し、眼瞼上部に一様に分布した眼瞼圧を与
え、眼瞼が角膜に接触した状態で眼瞼を移動させ瞬目時の摩擦に関するシミュレーションを行った。
【結果】
FEA より、角膜と眼瞼の表面に生じる摩擦力に関係するせん断応力 ( 応力 : 単位面積あたりの内力 ) 分布
を出力した。眼瞼上部に一様に分布する眼瞼圧を加えた場合、せん断応力も一様に分布すると予想した
が、眼瞼縁付近および瞼板と眼瞼挙筋との境界付近に大きなせん断応力が生じていることが確認され、生
体での摩擦状態を再現している可能性が示された。
【結論】
FEA によって摩擦関連疾患の力学的発生メカニズムを再現できる可能性が示唆された。

O39
たかはら

高原
横井
1）

【目的】活性型ビタミン D3 外用製剤（VitD3）は皮膚の抗角化作用を持ち、その眼瞼塗
布が加齢性閉塞性マイボーム腺機能不全（MGD）に有効と報告されている。今回続発
性を含む重症 MGD に対する同剤の効果と安全性をプロスペクティブに検討した。【方
法】重症 MGD を認める７例１２眼（SJS/TEN ７眼、OCP ２眼、化学傷１眼、涙液減
少型ドライアイ２眼）に対し VitD3 を１日２回３ヶ月間上下の眼瞼に塗布し、自覚症
状（DEQS）、瞼縁所見、マイボーム腺分泌物の性状、角結膜上皮障害、涙液層破壊時
間（BUT）、DR-1 による涙液油層、インプレッションサイトロジー（IC）による球
結膜上皮細胞の変化を１ヶ月、３ヶ月に観察し、治療前と比較検討した。【結果】SJS
の１例２眼が眼瞼炎にて、治療前に角膜上皮欠損のあった SJS の１例１眼が角膜穿孔に
て、開始１週間後に治療を中止した。治療を完遂した５例８眼において、DEQS の合計
スコアは３ヶ月で有意に改善し（P=0.0018）、眼不快感は１ヶ月（P=0.036）と３ヶ
月（P=0.021）で有意に改善した。瞼縁の血管拡張 / 充血は１ヶ月（P=0.040）と３ヶ
月（P=0.012）で有意に改善したが、他の臨床パラメータには変化がなかった。IC で
は３ヶ月後に球結膜上皮の角化が軽快する傾向にあった。【結論】重症閉塞性 MGD に
対する VitD3 外用製剤は眼不快感を改善し、瞼縁の炎症を軽減できる可能性があるが、
角膜上皮欠損を有するようなより重症の眼表面疾患では使用に注意を要する。

直行 2,4）

有限要素解析を用いた摩擦関連疾患の
力学的発生メカニズムの解明

片岡亮一郎 1）、岡本
白石
敦 2）、山口

重症閉塞性マイボーム腺機能不全に対する
活性型ビタミン D3 軟膏の効果と安全性

聖花 1）、比嘉

尚則 2,3）、森重

伊藤医院、2）LIME 研究会、3）溝口眼科医院、4）大島眼科病院
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玲子 1,2）、溝口

かたおか りょういちろう

茂 3）

京都市立病院、 京都府医大、 京都府医大
2）

マイボーム腺機能不全に対するIntense Pulsed
Light 治療の有効性に関する多施設研究

目的：分泌低下型マイボーム腺機能不全 (oMGD) はドライアイの主因であり患者数も
多い。oMGD は治療抵抗性の難症例も多く，新しい治療法が望まれている。Intense
Pulsed Light（IPL）は幅広い波長のキセノン光を短時間に照射する機器で，近年，
国内外から有効性の報告が多数なされている。今回私たちは，国内の 3 施設で難治性
oMGD 患者に対し IPL を施行し，有効性を検討した。対象と方法：対象は 2017 年 3
月から 9 月までに伊藤医院（さいたま市）、溝口眼科医院（佐世保市）、大島眼科病院
（福岡市）を受診した難治性 oMGD 患者。IPL 照射（M22）を 2 ～ 3 週毎に 4 回～ 8
回施行した。評価項目は自覚症状スコア（SPEED），油層動態グレ―ドと非侵襲的涙
液層破壊時間（NIBUT）、眼瞼縁所見，涙液層破壊時間（BUT），角結膜上皮障害ス
コア，マイバムグレード，マイボスコア，シルマーテスト。検査は施行前，IPL 施行完
了 1 か月後とした。結果：難治性 oMGD 患者は 34 名 62 眼（男性 15 名、女性 19 名、
平均年齢 47.7 ± 16.8 歳）だった。IPL 施行後、自覚症状スコア (p=0.00008)，BUT
(p= 0.000004)，角結膜上皮障害スコア (p=0.002)，マイボスコア (p=0.00001) は有
意に改善した。マイバムグレード , NIBUT，眼瞼縁所見 , 涙液動態グレードも有意に
改善した ( 各 p ＜ 0.0000001), シルマーテストは有意な変化がなかった (p=0.29)。結
論：IPL 照射は難治性 oMGD 患者に対する新しい治療法となりうる。

高齢者におけるSPKとマイボーム腺炎角
結膜上皮症

智 1）、横井

1）

O37

あやか

シールド潰瘍を呈した重症アレルギー患
者の患者背景と治療に関する検討

彩加 1）、稲富
桂子 1）、横井

勉 1）、福岡
則彦 1）、外園

秀記 1）、中村
千恵 1）

隆宏 2）、上田真由美 2）、

京都府医大、2）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】シールド潰瘍の患者背景とタクロリムス点眼の臨床効果を検討した。
【方法】1999 年以降、当院でシールド潰瘍を治療した 38 例 38 眼を対象に、患者背景、
治療経過、視力予後、合併症を retrospective に検討し、タクロリムス点眼液 0.1% を
用いた群（TAC 群）と用いなかった群（非 TAC 群）に分け比較検討した。
【結果】原因はアトピー性角結膜炎（AKC）が 32 例 (84.2％ )、春季カタル（VKC）が
4 例 (10.5％ )、不明が 2 例 (5.3％ ) であった。年齢は AKC が 22.2 ± 13.8 歳、VKC
が 10.0 ± 2.7 歳、男性の割合は AKC が 81.3%、VKC が 75.0% であり、幅広い年齢
の男性の AKC 患者での発症が多かった。シールド潰瘍の治癒に要した期間は TAC 群
が 3.8 ± 2.7 ヶ月、非 TAC 群が 5.6 ± 7.7 ヶ月、治癒後 1 年以内の再発率は TAC 群
が 21.4%、非 TAC 群が 43.8% と両者とも TAC 群で良好な傾向を認めた。初診時矯
正視力（logMAR）は TAC 群が 0.71 ± 0.55、非 TAC 群が 0.90 ± 0.78、最終時矯
正視力は TAC 群が 0.08 ± 0.25、非 TAC 群が 0.31 ± 0.59 と TAC 群 (p=0.000045)
は非 TAC 群 (p=0.02) よりも治療前後で有意な改善を認めた。経過中に非 TAC 群に
は角膜感染症を 3 眼認めたのに対し、TAC 群には眼圧上昇を１眼、角膜ヘルペス１眼
を認めたが重篤な合併症は発症しなかった。
【結論】シールド潰瘍は春季カタルよりもアトピー性角結膜炎に合併することが多く、若
年から壮年の男性の発症が多い。シールド潰瘍に対するタクロリムス点眼を用いた治療
は安全、効果的である。

一般口演 092 月 17 日 ( 土 )

09:10 ～ 10:10 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

特別講演・招待講演

O40 PM2.5 のアレルギー性結膜炎の増悪作用
みむら

三村
1）

たつや

達哉 1）、市瀬

孝道 2）、高野

裕久 3）、藤島

浩 4）、溝田

淳 1）

帝京大、2）大分県立看護科学大、3）京大、4）鶴見大

シンポジウム

【目的】近年、黄砂や PM2.5 などの大気汚染物質は眼表面に炎症を及ぼすことが、明ら
かとなってきた。我々は、黄砂などの大きな粒子は、物理的刺激により結膜上皮を損傷
することを報告した（2017 年角膜カンファランス）。今回、黄砂よりも、粒径が小さ
い PM2.5 が眼表面に与える影響、ならびに花粉症の増悪効果について、マウス眼を用
いて検討した。【対象と方法】事前にスギ花粉抗原で感作した BALB/c マウスの片眼に
1) 生理食塩水（コントロール群）、2) スギ花粉抗原溶液（スギ群）、3)PM2.5 含有溶
液（PM2.5 群）、4) スギ花粉＋ PM2.5 含有溶液（スギ＋ PM2.5 群）を点眼し、24
時間後に結膜充血と浮腫の重症度を各群で比較した（各群 n=8）。また、24 時間後に
眼球を摘出し、結膜中の総 IgE 量を測定し、組織学的検討を行った。【結果】結膜充血
と浮腫のスコアーおよび結膜中の総 IgE 量に関する 4 群間の比較で、有意差が認められ
（p ＜ 0.05、一元配置分散分析）、いずれの項目においてもスギ＋ PM2.5 群が最も高
かった。組織学的検討では、スギ群と比較して、スギ＋ PM2.5 群では、好酸球やマク
ロファージの浸潤が強かった。【結論】スギ花粉は単独でもアレルギー性結膜炎を引き
起こすが、さらに PM2.5 がスギ花粉性アレルギー性結膜炎を増悪させている可能性が
示唆された。
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一般口演 102 月 17 日 ( 土 )

10:10 ～ 10:50 第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

ドライアイ
座長：堀

O43 全身併存疾患とドライアイの関係
かわしま
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裕一（東邦大・大森）
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武範（順天大／順天大・医学部戦略的手術室マネジメント講座）
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山根
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弘明、酒井利江子、小室

青、薗村有紀子、小池

保志、

【目的】ドライアイ (DE) のサブタイプとして涙液減少型と蒸発亢進型が提唱されている
が、第 3 のサブタイプとして水濡れ性低下型の存在が明らかになりつつある。そこで、
涙液減少型 DE (ADDE) と水濡れ性低下型 DE(DWDE) の臨床表現の違いを検討し
た。【対象と方法】涙液および角結膜上皮検査を施行した DE 患者 (95 例 95 眼、男性
16 例、女性 79 例、平均年齢 63.2 歳 ) を対象に、フルオレセイン (F) によるブレイク
アップ (BU) パターン (Yokoi N, et al., AJO 180, 2017) で、Area/Line break が見
られるものを ADDE 群 (55 例 )、Spot/Dimple break および、開瞼維持によるブレイ
クアップの急速拡大が見られるものを DWDE 群 (40 例 ) とし、2 群間で自覚症状 (VAS
で評価 )、涙液メニスカス曲率半径 (TMR)、涙液油層干渉 / 伸展 grade(IG/SG)、非侵
襲的涙液層破壊時間 (NIBUT)、FBU time(FBUT)、角膜 / 結膜上皮障害スコア (Co/
CjED)、 糸 状 角 膜 炎 grade(FG)、Lid-wiper epitheliopathy grade(LWEG)、 上 輪
部角結膜炎 grade(SLKG)、シルマーテスト I 法 (ST1) を比較した。【結果】2 群間で
NIBUT、FBUT に有意差はなかったが、ADDE 群では DWDE 群に比べて、自覚症状
のうち充血、眼脂が有意に強く、TMR、IG/SG、Co/CjED、FG、LWEG、ST1 は有
意に悪かった ( 全て p ＜ 0.007)。【結論】ADDE 群では DWDE 群と比較して、涙液
量の減少による開瞼維持誌時の「涙液層の安定性低下」に加えて瞬目時の「摩擦亢進」
が関与する病態がより強く係わっていると考えられた。

いのまた

猪俣
奥村

たけのり

ドライアイの簡易検査としての最大開瞼
時間

武範 1,2）、岩上 将夫 3）、Shiang Tina4）、藤本
雄一 1）、平塚 義宗 1）、村上
晶 1）

啓一 1）、

順天大、2）順天大・医学部戦略的手術室マネジメント講座、3）London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of
Non-Communicable Disease Epidemiology, London, UK、4）Orange Park Medical Center, Jacksonville, FL, US.
1）

( 目的 ) ドライアイと最大開瞼時間 (MBI) の関連を明らかにする。( 方法 ) 2016 年 9
月から 2017 年 9 月において順天堂医院に受診した非ドライアイ 98 例 (65.6 ± 15.2
歳、 女 性 72.4%)、 ド ラ イ ア イ 194 例 (60.6 ± 14.6 歳、 女 性 87.1%) を 横 断 的 に 観
察した。ドライアイの診断には 2016 年 Asia Dry Eye Society の診断基準をもちい
た。閉瞼後に眼不快感が起きるまで開瞼を継続できた時間 ( 秒 ) を MBI(Maximum
Blink Interval) とした。MBI と自覚症状 (Dry Eye-Related Quality-of-Life Score,
DEQS)、涙液層破砕時間 (TBUT)、角結膜上皮障害 (CFS)、涙液分泌量 ( シルマー試
験 1 法 ) との相関を検討した。また、Receiver Operating Characteristic (ROC) 解
析をもちいてドライアイの有無に対する DEQS の識別能および MBI の最適なカット
オフ値を検討した。 ( 結果 ) MBI は ドライアイ群において有意に短縮がみられた ( 非
ドライアイ : 24.3 ± 38.2 秒 vs. ドライアイ : 10.0 ± 9.1 秒、p ＜ 0.001)。MBI と
各検査の相関係数は DEQS(r=-0.17)、TBUT(r=0.51)、CFS(r=-0.27)、涙液分泌量
(r=0.07) であり、TBUT との間には中程度の正の相関が認められた (p ＜ 0.001)。
ドライアイの有無に対する MBI の ROC 曲線下面積は 0.68 であり、MBI の最適な
カットオフ値は 12.5 秒 ( 感度は 52.9%、特異度は 81.3%) であった。 ( 結論 ) MBI と
TBUT は正の相関をみとめ、MBI12.5 秒以下をドライアイの簡易検査として使える可
能性が示唆された。
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千花 2）、洲脇 和久 3）、横井 則彦 4）、
昌和 2）、DECS-J 研究グループ 6）

慶應大、2）杏林大、3）参天製薬、4）京都府医大、5）順天大、6）DECS-J 研究グループ

老化細胞選択的除去剤を用いた慢性移
植片対宿主病ドライアイの病態解明

O44
やまね

山根
1）

京都府医大

O42

美樹 1）、重安
一男 1）、山田

【目的】ドライアイは複合的な要因が関係しており、眼局所のみならず全身状態の影響も
無視できない。今回、眼科クリニックのドライアイ患者の実態調査 (DECS-J) の結果を
用いて、ドライアイと全身併存疾患との関連を調べた。【対象と方法】国内の眼科クリ
ニック 10 施設における 2014 年 12 月～ 2015 年 2 月のドライアイ受診患者登録症例
463 例のうち解析可能であった 449 例（平均 62.6 ± 16.1 歳、女性 386 例）。施行さ
れた涙液層破壊時間（BUT）、角結膜染色スコア、眼瞼・マイボーム腺の評価、シル
マー試験 I 法、被験者背景調査、QOL・効用値調査票（DEQS, HUI-3）の検査結果と
聴取した全身併存疾患との関連について検討した。【結果】449 例中全身併存疾患が聴
取された症例は 219 例（48.8%）であった。高血圧またはうつ病がある方が有意にシ
ルマー値が低く（p=0.008, p=0.04）、不眠またはうつ病がある方が有意に BUT が短
かった (p=0.01,p=0.04)。DEQS は高血圧がある方が有意に低く (p=0.003)、HUI-3
は全身併存疾患がある方が有意に低かった (p=0.002)。年齢補正をした解析によって
も、うつ病または不眠がある方では、有意に BUT が短かった（p=0.04,p=0.04）【結
論】ドライアイ受診患者で全身併存疾患がある症例は多く、高血圧やうつ病はドライア
イの重症化と関連している可能性が示唆された。

Breakup pattern で分類されたドライアイ
のサブタイプにおける臨床表現の違いの検討

則彦、加藤
千恵

もとこ

素子 1）、内野
義宗 5）、坪田

みお

みお 1）、小川

葉子 1）、榛村

重人 1）、河上

裕 2）、坪田

一男 1）

慶應大、 慶應大先端研
2）

【目的】慢 性 移 植 片 対 宿 主 病（Chronic graft-versus-host disease ; cGVHD） に よ
るドライアイには老化マクロファージが浸潤し､ 慢性炎症と病的線維化との関連性が
報告されている。近年老化した細胞の一部は慢性炎症の病態に重要な Senescenceassociated secretory phenotype（SASP）因子を分泌することが明らかとなった。
しかし cGVHD 涙腺において老化した細胞が SASP 因子を分泌し､ 周辺細胞にどの
ような影響を与えるかについては不明である。本研究では cGVHD 涙腺における慢性
炎症の病態形成と SASP の関与を追究する。【方法】cGVHD マウスモデル（Zhang,
Y. J Immunol, 2002） の 涙 腺 に 対 し、DNA 損 傷、 老 化 と SASP 主 要 因 子（IL-6、
CXCL9）の各マーカーを用いて､ 免疫組織学的検討と定量 PCR を用いた遺伝子発現
をコントロールと比較した。移植後に老化細胞選択的除去剤 (ABT-263) を経口投与
し､ 涙液量、遺伝子発現や蛋白発現を解析し、病態抑制の有無を検討した。【結果】
cGVHD 涙腺ではコントロール涙腺に比較して､ CXCL9 の遺伝子発現が有意に上昇
していた（p ＜ 0.05）。ABT-263 投与により Vehicle 群と比較して､ 涙液量、涙腺
における P16 と CXCL9 の遺伝子発現、免疫組織学的検討による単位面積あたりの
CXCL9 の蛋白発現が有意に減少し（p ＜ 0.05）、病的線維化面積が抑制される傾向
があった。【結論】cGVHD 涙腺における慢性炎症と病的線維化の病態に、細胞老化、
SASP 因子である CXCL9 との関連が示唆された。
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福岡大、2）福岡大・臨床検査部

【目的】
Propionibacterium acnes （P. acnes ）は常在菌であるが、マイボーム腺炎と
それに伴う角膜上皮障害の原因となる。我々は角膜病巣から P. acnes が分離された症
例の特徴について検討した。【対象と方法】2012 年 1 月から 2017 年 6 月までに当院
を受診し、初診時に採取した角膜擦過物より P. acnes が単独で分離培養された 24 例
（男性 11 例、女性 13 例、平均年齢 42.6 ± 24.1 歳）に対し、診療録をもとに解析し
た。【結果】角膜病巣はマイボーム腺炎角結膜上皮症（MRKC）15 例（角膜フリクテン
10 例、非フリクテン角膜上皮障害 5 例）、角膜潰瘍 9 例であった。MRKC の平均年齢
は 32.9 ± 21.7 歳、角膜潰瘍は 58.9 ± 19.1 歳であり有意差を認めた（p=0.007）。
MRKC 症例は 9 例がコンタクトレンズ利用者であり、全例で眼瞼炎を認め 6 例は重症
であった。MRKC 症例は治癒まで平均 22.2 日かかり、角膜フリクテンは平均 27.1 日、
非フリクテンは平均 12.4 日であり、角膜フリクテンが治癒まで日数を要したが有意差
は得られなかった（p=0.13）。MRKC 症例は一旦治癒後も 4 例（角膜フリクテン 3
例、非フリクテン 1 例）で再発を認めた。【考按】
P. acnes が単独で分離培養された角
膜潰瘍症例は、全例で前医にて抗菌薬点眼治療が施行されており、潰瘍の原因菌ではな
く一過性にマイボーム腺から排出されたものであると推測された。MRKC は予後良好
であるが、26.7％で再発を認め、長期にわたるマイボーム腺炎の治療が重要であると考
えられた。
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Efficacy of Photodynamic Antimicrobial
Therapy with TONS504 on Acanthamoeba
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最近の動向
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知愛 1）、

広島大、2）Department of Microbiology, Hasanuddin University, Makassar,
Indonesia、3）広島大・大学院医歯薬学総合研究院ウイルス学
1）

ポスター

【Purpose】 T o e v a l u a t e t h e e f f i c a c y o f p h o t o d y n a m i c a n t i m i c r o b i a l
chemotherapy (PACT) with the new porphyrin derivative TONS 504 and
a light-emitting diode (LED) against trophozoites form of Acanthamoeba.
【Methods】Acanthamoeba was treated by PACT with combination of
TONS504 and LED device irradiated at a single wavelength (660nm).
Trophozoites was growth beneath the coverslip in 24 well and incubated
with TONS504 at various concentration (0 to 10 mg/L), irradiated at 10-30 J/
cm2 of light energies, and incubated at 27 °C for 3 hours. The effectiveness
of TONS504-PACT against Acanthamoeba trophozoites form was then
evaluated by immunofluorescence staining of apoptosis/necrotic cells.【Results】
TONS504-PACT eliminated the Acanthamoeba trophozoites form in dose
dependent manner. In higher concentration of TONS504 and light energy
(10mg/L and 30 J) suppressed 76% of trophozoites. Immunofluorescence
staining of the photosensitized cells indicates apoptotic and necrotic of the
Acanthamoeba. 【Conclusions】Combination of PACT with TONS504 is
effective to suppress the number of trophozoites form of Acanthamoeba in
vitro.

■

【目的】当院における重症感染性角膜炎の動向を調査することである。【方法】対象は
2010 年 1 月～ 2016 年 3 月に山梨大学附属病院眼科を受診し、入院加療を必要とした
67 例 67 眼をレトロスペクティブに検討。病原微生物は、角膜掻爬により検体を採取
し、検鏡・培養による同定検査を行った。CL 装用の有無により、年齢、性別、治療前
視力、最終視力、改善視力、外科的治療 ( 掻爬以外 )、病原微生物などに差があるかを
調べた。【結果】平均年齢 59.2 ± 23.2 歳、男性 35 例 (52.2%)。67 例中 19 例 (28.4％ )
が CL 装用群であった。病原微生物として、CL 装用群では細菌性が 16 例 (84％ )、
アカントアメーバが 3 例 (16％ ) だった。非装用群では細菌性が 32 例 (67％ )、真菌
性が 5 例 (10％ ) だった。細菌性で最も多かったのは、グラム陽性球菌で 48 例中 14
例 (29.1％ ) であった。外科的治療については、CL 装用群で 19 例中 2 例 (10.5％ )、
非装用群で 48 例中 6 例（12.5％）が治療的角膜移植術を施行。同様に、19 例中 1 例
(5.3％ )、非装用群で 48 例中 9 例（18.8％）が眼球摘出術を施行した。CL 装用群は非
装用群に比べて、治療前視力・最終視力・改善視力が良好だった (p=5.0 × 10-4、2.0
× 10-4、0.048)。【結論】当院での感染性角膜炎の病原微生物はグラム陽性球菌が最も
多く、既報と同様だった。ＣＬ装用群は非装用群に比べて視力予後は良好であったが、
外科的治療を必要とする例もあり、予後不良になる可能性を十分に説明する必要があ
る。

■
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鳥山
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細菌性角膜炎における上皮欠損治癒期
間に影響を与える因子の検討

浩二、坂根

由梨、原

祐子、白石

敦

愛媛大

【目的】細菌性角膜炎における上皮欠損治癒に要する期間に影響を与える因子につき検討
したので報告する。【対象と方法】2008 年 1 月から 2017 年 9 月の間に当院で入院加
療を行い、鏡検または培養検査で菌が検出された細菌性角膜炎症例 75 例（男性 33 例、
女性 42 例、平均年齢 63.3 歳）を対象とした。当院初診から上皮欠損消失までの期間
（HT）を目的変数とし、年齢、培養同定の有無、起炎菌、糖尿病・角膜移植歴・水疱
性角膜症（BK）の有無につき検討した。【結果】起炎菌の内訳はグラム陽性菌 39 例、
グラム陰性菌 36 例で、平均 HT（日）はそれぞれ 18.3、32.4 でありグラム陰性菌で
有意に長かった（p=0.016）。培養同定が可能であった症例は 58 例で、主な検出菌腫
は黄色ブドウ球菌 16 例、緑膿菌 14 例、モラクセラ 10 例、肺炎球菌 7 例であり、平
均 HT はそれぞれ 13.9、21.7、50.8、18.6 とモラクセラ検出例では緑膿菌検出例と比
較しても有意に HT が長かった（p=0.01）。糖尿病、角膜移植歴、BK はそれぞれ 9
例、15 例、8 例で認めたが、これらの有無による単変量解析では HT に有意差はみら
れなかった。年齢、グラム染色結果、培養同定・糖尿病・移植歴・BK の有無を用いた
重回帰分析ではグラム染色結果（p=0.01）および BK（p=0.047）の有無が有意な因
子であった。【結論】細菌性角膜炎において、グラム染色結果および BK の有無が HT
に有意な影響を与えた。またモラクセラ検出例では上皮欠損が遷延する可能性が示唆さ
れた。
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アシクロビル耐性角膜ヘルペスの臨床像

ともゆき

智之

多根記念眼科病院

【目的】アシクロビル耐性単純ヘルペスウイルス (HSV) 株による角膜炎は、稀な疾患で
あるが診断や治療が難しく、臨床像が未だ明白ではない。今回、本症と診断した１５症
例の臨床像を報告する。【方法】難治性角膜炎に対して、病巣の角膜上皮擦過物を検体
とする網羅的リアルタイム PCR を施行した。HSV-DNA が同定されている角膜炎症例
で、アシクロビルの投与にもかかわらず、病変の改善は認めず、HSV コピー数はアシ
クロビル投与前と投与後の間に変化を認めない症例の臨床所見および臨床経過を検討し
た。【結果】従来から報告されている小さめの染色性の弱い樹枝状病変の上皮型角膜炎
としての病型が６例に加えて、病変の大きな地図状病変、角膜内侵入血管を伴う壊死性
角膜病変、角膜膿瘍病変、星芒状の角膜実質浸潤など多彩な病像を伴う症例を９例認め
た。治療は、本症診断後アシクロビル眼軟膏を中止して、自家調整のトリフルオロチミ
ジン点眼に変更した。全例とも角膜病変は著明に改善して、上皮病変は消失して実質病
変は瘢痕治癒化するとともに、HSV コピー数も検出閾値以下となった。初回のトリフ
ルオロチミジン後、再発は３例に認めた。【結論】臨床所見と PCR データをベースにし
た薬剤耐性 HSV 角膜炎の所見は、従来から報告されている小さな病変だけでなく、難
治性で高度の角膜炎所見を呈する症例が存在した。今後、難治性角膜炎の鑑別診断とし
て、本症の関与を考慮する必要がある。
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瘢痕化角膜眼における前房内サイトカイ
ン解析

俊二、針谷

威寛、中澤

徹

東北大

【目的】活動性の高い角膜感染症では前房内炎症も必然的に伴っているが、検眼鏡的に沈
静化した状態にある瘢痕化角膜眼の前房内炎症の状態については、細隙灯顕微鏡やレー
ザーフレアメーター等での評価が困難であるため、これまで詳細は不明であった。こ
のため我々は瘢痕化角膜眼の前房内サイトカイン解析を行うこととした。【方法】2013
年 8 月から 2016 年 3 月までの間に、東北大学病院において全層角膜移植術または深層
層状角膜移植術を施行した連続症例 30 例 30 眼（角膜瘢痕群 12 例 12 眼、非角膜瘢痕
群 18 例 18 眼）を対象とした。事前に同意を得た上で手術開始時に前房水を採取し、
Multiplex Bead Assay 法（Bio-Plex Pro cytokine assays）にて 27 種類のサイトカ
イン濃度を測定し、両群間での有意差につき解析した (t- 検定、p ＜ 0.05 未満を有意 )。
【結果】角膜瘢痕群において、IL-5, IL-7, IL-9, IFN- γ , PDGF- β , TNF- αが有意に
高値を示した (p ＜ 0.05 未満 )。一方で IL-6, Il-8, GM-CSF, IP-10, MCP-1, MIP-1 は
有意に低値を示した (p ＜ 0.05 未満 )。【結論】一見活動性が高くないように見える角膜
実質瘢痕眼でも炎症反応が継続しており、前房内に炎症性サイトカインが高濃度に存在
していることが判明した。原因の多くがウイルス感染によると推定された。
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【目的】過酸化反応は様々な臓器における加齢性変化の誘因となる．過酸化反応に伴う組
織の障害の指標として，過酸化蛋白質あるいは過酸化脂質の沈着が挙げられる．本研究
では加齢性眼疾患の代表である翼状片の組織において，過酸化反応が生成に関わる過酸
化脂質および蛋白糖化最終産物の局在を検討し，翼状片の発症メカニズムにおける過酸
化反応の役割を明らかにすることを試みた．
【方法】翼状片（10 検体）および対象となる結膜検体（4 検体）において，脂質ペルオ
キシド由来の修飾蛋白質である HEL および脂質の過酸化の過程で生じたアルデヒドに
よって修飾された蛋白質である 4-HHE，MDA，アクロレイン，さらに蛋白糖化最終産
物として CML およびピラリンの局在を免疫組織化学的に検討した．
【結果】翼状片の検体においては，アルデヒド由来のアクロレインは強陽性，脂質ペルオ
キシド由来の HEL およびアルデヒド由来の 4-HHE が弱陽性，MDA は陰性であった．
蛋白糖化最終産物である CML とピラリンもまた翼状片検体で陽性であった．それに対
してコントロール結膜においては全ての過酸化脂質は陰性であった．
【結論】翼状片の組織には，過酸化反応が生成に関わる過酸化脂質および蛋白糖化最終産
物が沈着していた．翼状片の発生には過酸化反応が関わっていると考えられた．

■

【目的】初発および再発翼状片に対して、最小限の頭部切除で術中マイトマイシン C
（MMC）処置を併用した mini-flap 法を適用した手術の成績を後ろ向きに検討した。
【方法】当院で 2012 年から 2016 年までの 5 年間に mini-flap 法により翼状片手術を施
行し、術後 3 ヶ月以上経過観察をしえた患者 102 例 116 眼（18-85 歳：平均 60.9 歳、
男性 73 眼）を対象とし再発率を検討した。術後に輪部から 1mm を越えて翼状片の再
侵入のあったものを再発、それ以下の侵入を再発疑いとした。【結果】116 眼中再発は
2 眼（1.72%）、再発疑い 6 眼と併せても再発率は 6.90% であった。翼状片の初回手
術 84 眼で再発 2 眼、疑い 4 眼、再発翼状片 32 眼では再発疑いが 2 眼のみであった。
鼻側の翼状片 89 眼中再発は 2 眼、疑いが 5 眼で、耳側ないし両側性 27 眼では 1 眼
のみ再発疑いだった。偽翼状片あるいはその疑いの 27 眼では術後再発はみられなかっ
た。術後に二重視等の不快な訴えを残した例はなかった。【結論】術後 3 ヶ月までの検
討では明らかな再発は鼻側翼状片の初回手術後にみられたのみであった。mini-flap 法
の適用しうる症例の選択にはさらに例数と観察期間を重ねてゆく必要があり、MMC 処
置の必要性の有無など術式について検討の余地はあるが、本法は再発率が小さく、様々
なタイプの翼状片に適応しうる術式である。

翼状片における過酸化脂質と蛋白糖化
最終産物の沈着
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広島大、2）済生会呉病院、3）JR 広島病院

目的
翼状片は、角膜上に進展し牽引力が働き角膜変形を起こす。病理組織学特徴が一要素と推測されるが、病理組
織と手術前後の角膜形状変化の関係は明らかでない。今回、光干渉断層計を用い、翼状片病理組織が角膜高次
収差に与える影響を病理組織学的に検討した。
方法
対象は、翼状片と診断された 26 例 26 眼（男性 18 例、女性 8 例、平均年齢 60.9 ± 13.8 歳）である。翼状
片切除と遊離結膜弁移植を行い、切除組織の病理組織学的検討を行った。病理学的にα SMA 陽性筋線維芽細
胞の増生の有無で 2 群に分け、各群における手術前後の角膜中央の角膜乱視量と角膜高次収差を前後面で比
較した。測定は、CASIA2（トーメー社）を用いた。
結果
病理組織は、α SMA 陽性筋線維芽細胞陽性群が 13 眼、陰性群が 13 眼であった。両群における前面の角膜
高次収差 ( μｍ ) は、それぞれ術前 1.48 ± 0.21、1.98 ± 1.30、術後 1.06 ± 0.13、1.81 ± 1.12、角膜後
面は、それぞれ術前 0.14 ± 0.08、0.58 ± 0.08、術後 0.12 ± 0.08、0.31 ± 1.12 で、両群ともに術後減少
した。術前後の角膜高次収差の減少率を両群で比較すると、陽性群が -28％、陰性群が -5.0％であった。
結論
翼状片手術前後の角膜形状変化には、筋線維芽細胞の有無が関係し、角膜前面に加え後面の高次収差に影響を
及ぼす可能性が示唆された。
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脱細胞化ブタ角膜実質シートの翼状片手
術への有用性の検討

真隆 1）、奥村
博文 1）、黒沢
範子 1）

直毅 1）、松本 大輝 1）、福井 佑弥 1）、島田 知輝 1）、
哲太 1）、Tseng Fan-Wei2）、Hsieh Dar-Jen2）、

同志社大・生命医科学、2）Acro Biomedical Co., Ltd.

【目的】翼状片の手術治療において、特に広範に結膜切除を要する症例や再発症例に対す
る手術では自己結膜移植や羊膜移植が併用されることがある。今回、我々は SPF ブタ
由来の脱細胞化角膜実質シートの翼状片手術における応用の可能性を検討した。
【方法】ウサギ 12 眼の鼻側の角膜輪部を中心として、直径 8mm の円形に結膜剥離、角
膜表層切除を行った。次に、脱細胞化し薄切、滅菌後に乾燥した状態で保存したブタ
角膜実質シートを 2.5mm × 6mm に切除し、露出した強膜に 10-0 ナイロンを用いて
縫合した。コントロールとしてブタ角膜実質シートを縫合しないものを用いた（各群
n=6）。細隙灯顕微鏡により 28 日間経過観察し、ブタ角膜実質シートの安全性および
ウサギ眼球への生着について評価した。
【結果】フルオレセイン染色による観察で、ブタ角膜実質シート群、コントロール群とも
に全ての個体において 3-5 日後に上皮欠損の修復を認め、角膜の透明性が回復し、経
過観察期間を通じて透明性が維持された。ブタ角膜実質シート群においてコントロール
群と比べて、上皮欠損修復、炎症、充血の程度は同程度であった。また、ブタ角膜実質
シート群では、28 日間の経過観察期間においてシートの生着を認めた。
【結論】SPF ブタ由来脱細胞化角膜実質シートは翼状片手術後の結膜欠損修復に有用であ
ることが示唆された。今後、非臨床試験による安全性、有効性の評価を進めることで臨
床応用できる可能性がある。
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【緒言】マイコプラズマ感染を契機に発症した Stevens-Johnson 症候群（SJS）を 2 例
経験したので報告する。【症例】症例 1 23 歳男性、2017 年 2 月初旬より咳嗽、発熱、
両眼の充血、口腔内びらん、全身の皮疹が出現したため前医を受診した。SJS の診断で
ステロイド点滴開始後、角膜びらん、偽膜が出現し、眼科的加療を開始するも増悪傾
向のため当科紹介となった。明らかな被疑薬はなく、採血にて抗マイコプラズマ抗体価
2580 倍と高値であり臨床経過から上記の SJS と診断した。ステロイド内服及び免疫グ
ロブリン大量療法を施行し、偽膜除去を継続した。その後、改善傾向となりステロイド
内服及び点眼薬を漸減し、半年後に終診となった。症例 2 25 歳男性、2017 年 3 月末
より咽頭痛、発熱、口唇・口腔粘膜の腫脹を認め、5 日後より両眼の充血、眼脂が出現
したため近医を受診した。SJS が疑われ当院紹介となった。両眼瞼・眼球結膜充血、眼
脂、眼瞼結膜に偽膜、口腔内びらんを認めた。明らかな被疑薬はなく、採血にて抗マイ
コプラズマ抗体価 320 倍と高値であり臨床経過から上記の SJS と診断し、ステロイド
パルス療法を 1 クール施行し、偽膜除去を行った。その後、改善傾向となりステロイド
内服及び点眼薬を漸減し、現在経過良好である。【結論】どちらの症例も明らかな被疑
薬は存在せず、マイコプラズマ感染が契機となり SJS が発症したと考えられた。

さたけ

佐竹

Stevens-Johnson 症候群に対する培養上
皮移植を用いた眼表面再建術の長期予後

よしゆき

良之、比嘉

一成、田

聖花、冨田

大輔、山口

剛史、島崎

潤

東京歯大・市川

【目的】Stevens-Johnson 症候群 (SJS) 患者に対する眼表面再建術として施行した培養
上皮移植術後の長期予後を検討した。【方法】全周性に輪部機能不全を合併した SJS 患
者に対し眼表面再建術として培養輪部上皮移植 (CLET) および培養口腔粘膜上皮移植
(COMET) を施行し、6 カ月以上（平均観察期間 72.8 ± 53.7 カ月、7-211 か月）の
術後経過を観察できた 36 例 42 眼（男：女 =19：17、平均年齢 48.9 ± 18.0 歳）を対
象とした。術前術後の眼表面の状態、術式、視力、合併症などの経過を後向きに検討し
た。【結果】術前の眼表面は結膜上皮化 31 眼、遷延性上皮欠損 11 眼、結膜嚢短縮 14
眼、瞼球癒着 22 眼を認め、術前の平均眼鏡矯正視力は 0.01。初回手術は CLET19 件、
COMET24 件、同時手術として LKP ４眼、水晶体再建術３眼。合併症は遷延性上皮
欠損 21 眼、実質の菲薄化・穿孔 13 眼、緑内障 11 眼、角膜感染症 2 眼。他家移植の
CLET への拒絶反応は認めなかった。光学的角膜移植 8 眼、実質融解・穿孔に対する治
療的角膜移植 11 眼施行し、初回手術で安定した眼表面が構築できなかった 17 眼に対
し延 39 件の再移植（CLET18 件、COMET21 件）を施行。最終診察時に安定した眼
表面の再構築ができたのは 13 眼、結膜上皮化 22 眼、遷延性上皮欠損 6 眼であった。
【結論】CLET や COMET での SJS に対する眼表面再建術は有効な外科的治療法ではあ
るが、より良い長期予後を得るには、上皮シートの安定性に影響する眼表面の環境整備
など課題が残っている。
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【目的】Stevens-Johnson 症候群 (SJS) は、高熱、結膜炎、皮膚の発疹につづいて、全
身の皮膚・粘膜にびらんと水疱を生じる全身性皮膚粘膜疾患である。慢性期には、重
症ドライアイを生じるとともに、眼表面炎症が持続し、重篤な瘢痕性角結膜上皮症に
進行することも珍しくない。今回、慢性期 Stevens-Johnson 症候群の眼表面炎症病
態を調べる目的で網羅的遺伝子発現解析を行った。【方法】患者の同意の上、SJS 患
者 (n=3) が眼表面再建術を受ける際に摘出される結膜組織、ならびに、コントロール
としては結膜弛緩症患者 (n=3) が結膜切除術を受ける際に定期出される結膜組織を使
用した。結膜組織から Dispase を用いて結膜上皮を剥離後、total RNA を抽出し、
HumanGene1.0ST Array (Affymetrix) を用いて網羅的遺伝子発現解析を行った。
【結果】網羅的遺伝子発現解析の結果、ANOVA p-value が 0.05 以下の有意差を示した
遺伝子のうち、SJS で３倍以上発現が上昇していた遺伝子は 219 遺伝子であった。そ
のうち 66 遺伝子は、SJS で 10 倍以上発現が上昇しており、66 遺伝子のうち、5 遺伝
子 (SERPINB4, KRT1, KRTDAP, S100A7, SBSN) は、SJS で 100 倍以上発現が上昇
していることが示された。【結論】SJS の結膜上皮は、正常の結膜上皮とは異なった遺
伝子発現をしていることが今回の網羅的遺伝子発現解析の結果から明らかとなった。今
後、n 数を増やして定量 PCR で確認し、その病態への関与についてさらに解析をする
必要がある。

マイコプラズマ感染を契機に発症した
Stevens-Johnson 症候群の2 例
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京都府医大、2）京都府医大・感覚器未来医療学、3）慶應大、4）東京歯大、
島根大・皮膚科

【目的】Stevens-Johnson 症候群 (SJS)、その重症型である中毒性表皮壊死症 (TEN) は
高熱とともに全身の皮膚・粘膜にびらんと水疱を生じる致死的疾患であるが、救命後に
高度の視力障害とドライアイが後遺症となる。慢性期 SJS/TEN の眼所見と眼後遺症の
関連を検討した。【方法】慢性期 SJS/TEN（発症後 1 年以上）157 例を対象に、既報に
従って眼瞼の異常（皮膚粘膜移行部の位置異常、睫毛乱生）、結膜の異常（瞼球癒着、
結膜嚢短縮）、角膜の異常（結膜侵入、血管侵入、角膜混濁）の有無を検討し、後遺症
の有無と比較した。【結果】発症年齢は 25.7 ± 18.1 歳（平均± SD）、現在の年齢は
50.6 ± 18.2 歳、発症からの期間は 24.9 ± 16.1 年、良い方の視力が 0.1 未満 (50 例）、
0.1-0.9 未満 (52 例 )、1.0 以上 (55 例 ) であった。全例が両眼性であり、眼瞼の異常を
147 例 (93.6%)、結膜の異常を 130 例 (82.8%)、角膜の異常を 118 例 (75.2%) に認め
た。眼瞼の異常を認めなかった症例は全例で角結膜の異常を認めず、視力 1.0 以上、特
に自覚症状を伴わなかった。【結論】慢性期 SJS/TEN は眼瞼、結膜、角膜の順に瘢痕
性変化の該当率が高く、いずれの所見もない場合、すなわち眼瞼の異常を認めない場合
には後遺症を有さなかった。

ポスター ( 領域１：眞鍋賞候補 )

ポスター ( 領域１：眞鍋賞候補 )ポスター会場（グランドプリンスホテル広島

ポスター ( 領域１：眞鍋賞候補 )
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東京医療センター、2）慶應大、3）南青山アイクリニック

【緒言】角膜移植後の連続縫合糸に対し、術後一定期間で抜糸するか留置したままにする
かは議論のわかれるところである。縫合糸は角膜形状や移植片の接着の維持に機能する
一方、感染や炎症、拒絶反応の誘因となりえ、長短がある。また、一般的に角膜縫合糸
抜糸は移植片離開の観点から術後半年以内は高リスクと考えられている。今回、我々は
全層角膜移植 (PKP) 後早期の角膜炎に対し連続縫合糸を部分抜糸し、創離開を回避し
つつ炎症の制御を得た 2 症例を経験したので報告する。
【症例1】45 歳、男性。右眼角膜移植後角膜感染に対し、点眼加療後、角膜瘢痕に対し
平成 29 年 3 月に PKP を行った。術後 8 週に下耳側の角膜炎症・縫合糸の緩みを認め
た。ステロイドのテノン嚢下注射・内服を追加し、翌週より連続縫合糸の部分抜糸と
medical use contact lens(MUCL) 装用を併用した。その後部分抜糸を繰り返してい
るが移植片の離開なく炎症も制御されている。
【症例2】34 歳、男性。左眼円錐角膜の急性水腫後瘢痕に対し、平成 29 年 6 月に PKP
を行った。術後 3 週で下方角膜に血管侵入・拡張を認め、ステロイドのテノン嚢下注
射・内服を追加し炎症沈静するも、術後 12 週で連続縫合糸の緩みがあり、部分抜糸と
MUCL 装用併用を行い、離開なく経過している。
【考按】PKP 後、術後早期に角膜炎が生じ、連続縫合糸が緩んだ際に部分抜糸と MUCL
装用併用により角膜離開を回避しながら炎症消退できる可能性が示唆された。
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連続縫合による全層角膜移植後角膜炎に
対し術後早期に部分抜糸を行えた２例

シンポジウム

【目的】広島大学病院で過去 6 年間に行われた角膜移植術について検討した。
【対象と方法】対象は 2011 年 1 月から 2016 年 3 月末までに、広島大学病院で角膜移植
術を行い、6 ヶ月以上経過観察可能であった症例である。術式、角膜の透明治癒率につ
いて後ろ向きに検討した。
【結果】対象となった症例は 421 例 431 眼である。平均経過観察期間は 40.2 ± 17.9 か
月であった。術式の内訳は全層角膜移植術が 214 眼（50.0%）、角膜内皮細胞移植術
が 203 眼（47.1%）、深層表層角膜移植術が 17 眼（3.9%）であった。原因疾患は再
移植が 102 眼、水疱性角膜症が 183 眼、感染後角膜混濁が 53 眼、角膜ジストロフィ
が 67 眼、円錐角膜が 21 眼、外傷後角膜混濁が 11 眼、その他が 5 眼であった。最終受
診時の角膜透明治癒率は再移植が 72.9％、水疱性角膜症が 80.6％、感染後角膜混濁で
は 89.9％、角膜ジストロフィでは 96.4％、円錐角膜では 100％、外傷後角膜混濁では
100％という結果となった。術式別の角膜透明治癒率は全層角膜移植術では 87.3％、角
膜内皮移植術では 75.0%、深層表層角膜移植術では 100% であった。
角膜内皮移植術を行った症例のうち、水疱性角膜症の透明治癒率は 79.6％、再移植で
は 65.1％であった。全層角膜移植では、水疱性角膜症の透明治癒率は 83.7%、再移植
では 84.3% であった。
【結論】再移植例で角膜内皮移植を行った症例では透明治癒率が低い。経過観察中の症例
の中に再移植待機症例を多く含んでいるためと考えられる。
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過去の全層角膜移植眼に対するDSAEK
における乱視矯正角膜追加縫合の効果
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英明、森

奈津子、杉山
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金沢大

東邦大・大森、2）竹内眼科クリニック

ポスター

【目的】高度の乱視を有する全層角膜移植眼が経年変化などにより水疱性角膜症を発症し
た場合（failed PK）、DSAEK は有用な治療選択肢の一つである。しかし、DSAEK
単独では乱視の矯正は不可能であり、透明性が回復しても高度乱視は残存したままとな
る。今回、高度乱視を有する failed PK に対する DSAEK において、乱視矯正角膜追加
縫合を行った症例について報告する。【症例1】85 歳女性。右眼 failed PK による視力
低下（RV ＝ (0.06））と高度の乱視 ( 自覚乱視 -6.00D) を認めた。DSAEK 終了時にﾈ
ﾋﾞｱｽﾗｲﾄにて高度の乱視を確認し、乱視矯正のため以前の全層角膜移植片に 10-0 ﾅｲﾛﾝで
5 糸縫合した。術後に角膜の透明化と乱視の軽減が認められた（術後 2 年 7 か月で RV
＝ (0.3)、自覚乱視 -4.00D、角膜乱視 -4.75D)。【症例2】76 歳女性。他院で両眼 PK
（右 3 回、左 1 回）の既往があり左眼の水疱性角膜症を発症したため当科紹介受診。初
診時視力は LV ＝ 0.3(n.c.) であり、高度の乱視と角膜浮腫により屈折、角膜曲率半径
ともに計測不能であった。左眼の DSAEK を施行した時点においてﾏﾛﾆｰｹﾗﾄﾒｰﾀｰにて高
度の乱視を確認した。乱視矯正のため以前の全層角膜移植片に 10-0 ﾅｲﾛﾝで 10 糸縫合
した。術後に角膜の透明化と乱視の軽減が認められた ( 術後 1 年 8 か月で LV ＝ (0.7）、
自覚乱視 -0.50D、角膜乱視 -2.75D）。【結論】高度の乱視を有する failed PK に対す
る DSAEK において、術中角膜追加縫合は、乱視矯正の手段の有用な方法である。

■

【目的】当院における角膜移植と硝子体手術の併施症例について検討した
【方法】
2014 年
7 月から 2017 年 8 月の間、角膜移植と硝子体手術の同時手術が行われた 8 例 8 眼（男
性 6 例、女性 2 例、平均年齢 44.0 ± 23.3 歳、平均観察期間 14.4 ± 8.4 カ月）につ
いて原疾患、術式や術後経過を後ろ向きに検討した【結果】原因疾患は網膜剥離後の増殖
硝子体網膜症が 6 例、眼球破裂に伴う増殖硝子体網膜症が 2 例であった。角膜混濁の
原因は 7 例が複数回の硝子体手術による水疱性角膜症、１例が外傷による角膜瘢痕で
あった。全症例全身麻酔下で行われ角膜術者がランダースワイドフィールド人工角膜 R
（Ocular 社）を設置後に硝子体術者と交代し硝子体手術を行った。全症例でシリコン
オイル注入を行った。全例全層角膜移植術を行い、うち 1 例は反対眼からの自己角膜移
植術を行った。平均手術時間は 191.5 ± 65.5 分、術中合併症はなかった。術後角膜の
透明性は 6 例で維持されており、術後視力は 3 例で改善、3 例で不変、2 例で悪化であっ
た。悪化した 2 例のうち 1 例は増殖硝子体網膜症による網膜剥離があり、術後 1 年後
に角膜混濁をきたし再度角膜移植が必要であった。もう 1 例は術後に C.albicans によ
る真菌性角膜炎を認め、抗真菌薬治療で軽快したが角膜混濁は残存した。【考按】様々
な原因で角膜混濁をきたした症例に対しての硝子体手術は、角膜移植を同時に行う必要
があることが多く、硝子体術者と角膜移植術者の連携が重要となる。

■
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全層角膜移植眼に対する選択的抜糸の
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【緒言】角膜移植における縫合には単結紮、連続縫合そしてこの 2 種の組合せがあり、
連続縫合の利点としては術早期からの乱視矯正が容易であることが挙げられている。今
回、全層角膜移植術（PKP）で単結紮を行った症例の選択的抜糸による乱視の軽減につ
いて検討した。【方法】日本大学医学部附属板橋病院眼科で 2016 年 5 月から 2017 年
2 月までの 10 か月間に PKP を 10-0 ナイロン単結紮（原則として 16 針）で施行し、
術後半年から選択的抜糸を開始した 12 例 13 眼を検討対象とした。選択的抜糸は角膜
トポグラフィ（TMS-4、トーメー）のカラーマップを参照し強主経線付近の 1 ～ 3 本
を抜糸した。【結果】
PKP 原疾患は、水疱性角膜症 5 眼、移植片機能不全 3 眼、角膜混
濁 3 眼、円錐角膜 2 眼であり、術式は PKP9 眼、PKP ＋水晶体嚢外摘出術＋眼内レン
ズ挿入術 4 眼であった。術後経過観察期間 11.6 ± 2.8 か月であり抜糸回数は 3.7 ± 1.6
回であった。抜糸前と抜糸後の乱視変化はそれぞれ自覚乱視；5.4 ± 3.5D から 2.7 ±
3.6D、レフラクトメーター乱視；6.2 ± 3.1D から 3.2 ± 1.8D、ケラトメーター乱視；
6.2 ± 2.5D から 3.6 ± 1.9D、トポグラフィ乱視；8.5 ± 4.1D から 4.5 ± 2.7D に軽
減した。【考按】PKP で単結紮を行った症例において、選択的抜糸を行うことで乱視軽
減効果があることが示された。
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【目的】全身麻酔下で全層角膜移植（PKP）を施行することで、駆血性出血のリスクを
軽減できるだけでなく、オープンスカイ時の前房虚脱を防ぐことで術中の角膜内皮への
ストレスを軽減できると考えられる。今回、全身麻酔下の光学的 PKP 後の術後早期の
角膜内皮細胞密度を検討した。【対象】対象は、2016 年 5 月から 2017 年 8 月までに
日本大学医学部附属板橋病院で全身麻酔下 PKP を施行した 18 例 18 眼である。原疾患
は移植片機能不全 10 眼、角膜混濁４眼、円錐角膜 2 眼、水疱性角膜症２眼であり、無
水晶体眼（眼内レンズ縫着術併施を含む）と術前高眼圧症例は対象から除外した。【結
果】ドナーの提供アイバンクは国内９眼、海外９眼であり、術式は PKP14 眼、PKP ＋
水晶体嚢外摘出術＋眼内レンズ挿入術 4 眼であった。摘出時の内皮細胞密度は 2753 ±
208 個 /mm2、術後 1 か月の内皮細胞密度は 2388 ± 364 個 /mm2 であり、減少率は
11.6 ± 12.8％であった。国内ドナーと海外ドナーにおける減少率はそれぞれ 11.8 ±
16.8％、11.3 ± 6.6％であり両群間に差はなかった。【考按】今回の検討の結果は既報
と比較しても遜色のない良好なものであった。PKP において全身麻酔を導入すること
でより良い PKP の長期予後を得る可能性が考えられた。
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新たに考案したマッシュルーム型全径全
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【緒言】幹細胞疲弊症眼であっても過去に全層角膜移植術 (PKP) が施行されている症例
を散見する。今回，PKP 施行眼で幹細胞疲弊症のある 2 症例に対して新たに考案した
輪部を含む形のマッシュルーム型全径 PKP を施行したので報告する。【症例】症例 1：
57 歳男性。2011 年に両化学外傷で当院初診。2014 年に左感染性角膜炎で穿孔のリス
クが高まり PKP+ PEA+IOL を施行。術後 1 か月で遷延性角膜上皮欠損 (PED) を発
症。その後眼圧上昇も伴い，光覚を失った。2017 年 5 月 PED に対してマッシュルー
ム型全径 PKP ＋羊膜移植術 (AMT) を施行した。現在まで PED の再発は認めず経過良
好である。症例 2：90 歳男性。幼少期に両トラコーマの治療歴あり。1991 年に左角膜
白斑に対して PKP を施行。2013 年に PED を発症。2017 年 4 月に輪部移植を施行す
るも術中に graft-recipient 間の離開を生じ，術後も低眼圧が持続した。6 月マッシュ
ルーム型全径 PKP+AMT を施行した。術後 25 日目拒絶反応を発症した。現在、上皮
欠損を認め点眼治療中であるが隅角形状は保たれている。【考按】マッシュルーム型全
径 PKP は角膜輪部を含むため拒絶反応に十分留意する必要があるが，隅角形状を維持
できること，角膜上皮細胞の供給能力がある可能性が示唆された。幹細胞疲弊症のある
PKP 眼に対して新たな治療法となる可能性が示唆された。
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【目的】円錐角膜に対する深層層状角膜移植（DALK）術後にデスメ膜皺襞が生じること
がある。今回、円錐角膜に対する DALK 施行後のデスメ膜皺襞の頻度と視機能への影
響を検討した。【方法】対象は 2002 年４月から 2017 年６月までに東京歯科大市川総
合病院で DALK 施行された円錐角膜眼 103 眼のうちデスメ膜皺襞の有無を写真判定で
きた 100 眼。術後１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月、１年の視力をレトロスペクティブに検討
した。【結果】手術時の平均年齢は 36 ± 12.6 歳（男女比は 66:34）、デスメ膜皺襞を
生じた症例は 25 眼（25％）であった。術後 LogMAR 視力は、デスメ膜あり、なしの
群でそれぞれ 1 か月後 0.42 ± 0.34、0.49 ± 0.48（p=0.52）、３ヶ月後 0.30 ± 0.30、
0.35 ± 0.35(p=0.57)、6 ヶ 月 後 0.30 ± 0.19、0.26 ± 27(p=0.53)、1 年 後 0.24 ±
0.25、0.20 ± 0.31(p=0.74) と有意差を認めなかった。【結論】術後のデスメ膜皺襞の
有無では視力予後に有意差を認めなかった。
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表層角膜移植術後に沈着を残して治癒し
た実質型拒絶反応と考えられる1例
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徹 1）

東京医療センター、2）慶應大、3）南青山アイクリニック

【緒言】角膜移植後拒絶反応は角膜移植に特徴的な合併症の一つである。角膜移植後拒絶
反応の中で実質型拒絶反応は比較的稀な合併症になるが、層状角膜移植後にみられ、
上皮欠損を伴わず角膜実質浮腫を認め、ステロイド点眼で比較的容易に改善すること
を特徴とする。今回我々はアルカリ化学外傷後、automated lamellar therapeutic
keratoplasty(ALTK) を行ったところ、実質型拒絶反応とみられる所見を呈し、ステロ
イド点眼で治癒したものの層間に沈着を残した 1 例を経験したので報告する。
【症例】56 歳、男性。平成 25 年 4 月にアルカリ熱外傷を両眼受傷し、前医で加療。半
年後に加療の継続と経過観察を目的に同年 10 月に当院紹介受診した。平成 26 年 10 月
に左眼白内障手術後、視力向上得られず、平成 27 年 11 月に表層角膜移植を行った。
術後の視力改善は軽度であったが、合併症なく経過していた。平成 29 年 2 月受診時に
霧視および充血の症状を訴え、角膜実質浮腫と血管拡張を認めた。ステロイド点滴およ
び頻回点眼で浮腫は 1 週間以内に改善したものの移植片層間を中心に移植片全体にびま
ん性の沈着物を認めた。
【考按】表層角膜移植後の角膜実質型拒絶反応とみられる角膜実質浮腫を認める一例を経
験した。過去の報告では実質型拒絶反応はステロイド点眼で改善するとの報告が多いが
本症例では沈着を残して改善した。
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深部表層角膜移植後の層間感染症の１
例
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【諸言】深層層状角膜移植（DALK）の再移植 (re-DALK) の成績について、前回 DALK
時の成績と比較検討する。【対象と方法】対象は東京歯科大学市川総合病院眼科で 1997
年から 2017 年までに DALK を行った 396 眼のうち、当院で re-DALK を施行した 15
例 16 眼 (4.0％ )。また前回 DALK は当院に限らず、光学的及び治療的角膜移植とし
た。原疾患は膠様滴状角膜ジストロフィ 4 眼、格子状角膜ジストロフィ 4 眼、外傷後
混濁 2 眼、Reis-Bucklers 角膜ジストロフィ 1 眼、角膜ヘルペス 1 眼、角膜実質炎後 1
眼、角膜フリクテン後混濁 1 眼、移植片対宿主病 (GVHD) 後 1 眼、Stevens-Johnson
syndrome(SJS) 後 1 眼を対象とした。前回 DALK と re-DALK で術後 3 か月、6 か月、
1 年矯正視力、角膜内皮細胞密度 (ECD)、透明治癒期間、合併症について比較検討し
た。【結果】前回 DALK 時と re-DALK 時において、術後 3 か月、6 か月、1 年矯正視
力は有意差を認められなかった。また、術後 1 年平均 ECD は前回 DALK 1911cells/
mm ２、re-DALK 2046.5cells/mm ２で有意差は認められなかった。角膜透明治癒期
間は前回 DALK 時で平均 12.0 か月 (n=6) 、re-DALK 時で 38.7 か月 (n=12) だった。
術中デスメ膜穿孔は re-DALK 時で 4 例 ( 全層層状角膜移植術への変更は 2 例 ) だった。
【結論】角膜ジストロフィや輪部機能不全など、再手術のリスクが高い症例では、DALK
を積極的に行うことが望ましいと思われた。

すずき
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緒言：角膜内皮細胞に障害がない症例において深部表層角膜移植術 (DALK) は全層移
植術 (PK) に取って変わる術式である。DALK は PK と比べて拒絶反応が少なく、移植
片機能不全のリスクは少なくなるが、移植後の感染症としては、表層移植術では稀に
層間の感染症をきたすことがある。今回我々は DALK 術後に層間の感染症を認めた症
例を経験したので報告する。症例：53 歳男性。他院で円錐角膜に対しハードコンタク
トレンズを処方され経過観察中、両眼の角膜新生血管を伴う角膜混濁を認め、手術目
的にて当院紹介受診。既往歴：2015 年右眼 DALK、翌年白内障手術施行。現病歴：左
眼術前視力 LV ＝ (0.2)。2017 年 6 月左 DALK 施行。術後視力 LV=(0.08)、術後経
過良好にて第 10 病日で退院。退院後 2 週間目の診察時 LV=(0.15) と視力は回復傾向
にあり経過良好であった。その 1 週間後疼痛と充血を自覚し来院。LV=(0.06)、層間
に約３mm 大の膿瘍を認めた。角膜移植後の感染症と診断、入院にて塩酸バンコマイ
シンと 0.5% モキシフロキサシン点眼を左眼に２時間毎に点眼、イミペネム 0.5g 点滴
加療を行なった。結膜嚢、移植片の微生物学的培養検査は陰性であった。点眼、点滴
加療開始後、徐々に感染・炎症所見は軽快し、16 日目で退院となった。術後４ヶ月後
現在 LV=(0.3)、層間に一部混濁を認めるものの再発を認めず経過良好である。結論：
DALK 後の層間感染症を 1 例経験した。観血的な手術を行わず、点滴、点眼加療のみ
で治癒した。
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角膜内皮移植におけるNS EndoInserterと引き込み法の治療成績の比較
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【目的】我々は角膜内皮移植（DSAEK）用のグラフト挿入器・NS Endo-Inserter を新
規に開発し、すでに臨床応用を行っている。今回、引き込み法による DSAEK の術後成
績と比較検討したので報告する。【対象と方法】当院で水疱性角膜症に対し DSAEK を
行った以下の 2 群について、ドナー角膜ならびに術後 3 か月、6 か月における角膜内皮
細胞密度（ECD）および減少率、術中・術後合併症を比較検討した。NS 群：2016 年
7 月～ 2017 年 3 月に NS Endo-Inserter を用いて DSAEK を行った 13 例 13 眼（男
性 9 例、女性 4 例。平均年齢 74 ± 10 歳）、引き込み群： NS Endo-Inserter（プロ
トタイプを含む）を導入以前に Busin グライドによる引き込み法を用いて DSAEK 行っ
た 10 例 10 眼（男性 3 例、女性 7 例、平均年齢 68 歳）。【結果】術後 3 か月、6 か
月における ECD（/mm2、減少率）は NS 群で 2397 ± 554（9.1%）、2140 ± 604
（18.5%）、引き込み群で 1679 ± 819（44.0%）、1382 ± 633（52.3%）であり、
術後 6 か月で有意な差を認めた（p=0.054、0.020）。合併症として引き込み群におい
て 1 眼で術中の前房出血を認め、1 眼で術後に空気再注入が必要であった。NS 群では
合併症は認めなかった。【結論】NS Endo-Inserter は Busin グライドを用いた引き込
み法と比較して DSAEK 術後 6 か月における内皮細胞障害が有意に少なかった。
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【目的】我 々 は 以 前 に 角 膜 内 皮 移 植（DSAEK） 術 後 の 移 植 片 機 能 不 全 に 対 す る 再
DSAEK においても角膜透明維持率は高いことを報告した。今回は、DSAEK 術後の移
植片機能不全に対する再 DSAEK の視力改善度について検討する。【方法】バプテスト
眼科クリニックで 2007 年 12 月から 2017 年 3 月までに初回 DSAEK 後の移植片機能
不全に対して再 DSAEK を行った 38 例 38 眼中、半年以上術後経過観察が可能であっ
た 26 例 26 眼 ( 男性 14 例、女性 12 例、70.4 ± 11.6 歳 ) を対象とした。角膜透明治
癒率、視力経過について検討した。視力経過については、後眼部疾患を有する例、上
皮障害による角膜混濁眼および早期移植機能不全の 6 症例を除外した 20 眼を対象と
した。【結果】再 DSAEK の術後平均観察期間は 34 か月であった。角膜透明治癒率は
DSAEK6 ヶ 月 25/26 眼 (96%)、1 年 後 24/25 眼 (96%)、2 年 後 15/16 眼 (94%)、3
年後 7/9 眼 (78%) であった。最高矯正視力 ( 小数換算 ) は、初回 DSAEK 術後 0.57、
再 DSAEK 術前 0.02、再 DSAEK 術後 0.50 であった。再 DSAEK 術後は有意に改善
していた (p ＜ 0.01 , Wilcoxon 検定 )。初回 DSAEK 術後と再 DSAEK 術後視力は統
計学的に有意差を認めず (p=0.27)、85% の症例が初回 DSAEK 後の最高視力の 2 段階
以内であった。【結論】DSAEK 術後 DSAEK 施行例でも概ね良好な視力を維持できる。

一般口演

まつもと

DSAEK 術後のホスト角膜厚とグラフト
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【目的】Descemet’s Stripping Automated Endothelial Keratoplasty (DSAEK) 術
後の角膜実質厚の変化を検討する。
【対象と方法】対象は、DSAEK を施行した 22 例 26 眼（女 12 男 10、74.0 ± 7.8 歳）。
術前、術後 1、3、6 か月における中心角膜厚、角膜実質厚、グラフト厚を、前眼部
OCT（TOMEY 社 SS-1000）を用いて測定した。SS-1000 の水平断像で、角膜頂点に
おける上皮上端からホスト－グラフト接合部までを角膜実質厚、ホスト－グラフト接合
部からグラフト下端までをグラフト厚として計測した。
【結果】中心角膜厚は術前 742.2 ± 156.3 μ m から術後 6 か月で 635.5 ± 51.6 μ m
に減少した (p ＝ 0.002)。角膜実質厚は、術後１か月で 519.5 ± 59.3 μ m、６か月で
485.0 ± 44.4 μ m で、術前より有意に減少し（ｐ＜ 0.001）、術後１か月と６か月の
間にも有意差を認めた ( ｐ＝ 0.028)。グラフト厚は、術前は 145.0 ± 19.0 μ m、術
後１か月で 167.0 ± 42.8 μ m と増加したが (p ＝ 0.023)、術後６か月では 149.6 ±
27.6 μ m で術前値に近づいた（p ＝ 0.50）。
【結論】DSAEK 術後の角膜菲薄化の主体はホスト実質厚の減少にある。
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DSAEK 後の移植片機能不全に対する再
DSAEK 後の視力改善度の検討
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【目的】角膜内皮移植（DSAEK）施行前後での緑内障診断について検討した。【方法】
2017 年 3 月から 10 月の間で水疱性角膜症に対して DSAEK を施行した 17 例 17 眼
（非緑内障群 10 眼、緑内障群 7 眼）を検討した。緑内障の内訳は開放隅角緑内障 2
眼、閉塞隅角緑内障 3 眼、続発緑内障 3 眼。そのうち 4 眼は濾過手術を施行されてい
た。術前・術 1 ヶ月後、3 ヶ月後に視力、眼圧、内皮細胞数、角膜厚、ハンフリー視野
計 30-2 を測定し mean deviastion(MD)、pattern standard diviation(PSD) を両群
間で比較した。【結果】矯正視力は非緑内障群、緑内障群は術前 1.18 ± 0.68、1.18 ±
0.36 から術後 0.43 ± 0.32、0.37 ± 0.23 と改善し（P ＜ 0.05）、両群間に差はなかっ
た。眼圧は、術前は非緑内障群 16.82 ± 3.79mmHg、緑内障群 13.17 ± 5.81mmHg
と 緑 内 障 群 が 有 意 に 低 い（P ＜ 0.05） が、 術 後 は 15.41 ± 4.61mmHg、10.83 ±
3.53mmHg と両群に差はなかった（P=0.08）。内皮細胞数や角膜厚は両群間に有意
差はなし。MD は術前 -12.16 ± 5.35dB、-16.46 ± 4.87dB と両群間に差はなかった
が（P=0.18）、術後 -3.62 ± 2.17dB、-12.25 ± 4.35dB と緑内障群が有意に悪かっ
た (P ＜ 0.05)。PSD は術前 2.95 ± 0.43dB、6.52 ± 2.86dB と両群に有意差はなく
（P=0.18）、術後は 2.82 ± 1.06dB、8.35 ± 2.82dB と緑内障群は PSD が有意に悪
化（P=0.03）。【結論】DSAEK により、視機能の向上だけでなく、緑内障進行度が明
確にできる。

■

【目的】Descemet stripping automated endothelial keratoplasty(DSAEK) 施行後の
ホスト角膜厚の経時的変化を検討した。【方法】バプテスト眼科クリニックで 2015 年
8 月から 2017 年 1 月に DSAEK を施行した 61 例 65 眼 ( 平均年齢：68.8 ± 10.8 歳 )
の術翌日、術後 1 ヶ月および術後 6 ヶ月におけるグラフト厚およびホスト角膜厚をレト
ロスペクティブに検討した。グラフト厚およびホスト角膜厚は前眼部光干渉断層計であ
る CASIA(SS-1000：TOMEY 社 ) を用い、視軸上の厚みを測定した。また、DSAEK
フラップ接着不良および再移植は除外した。【結果】術前のホスト角膜厚は 759 ± 136
μ m であったが、術翌日、術後 1 ヶ月および術後 6 ヶ月でのホスト角膜厚は、それぞ
れ 615 ± 120 μ m、504 ± 74 μ m および 491 ± 49 μ m であり、グラフト厚はそ
れぞれ 202 ± 49 μ m、152 ± 33 μ m および 147 ± 30 μ m であった。ホスト角膜
厚は、術翌日から術後１ヶ月にかけて有意に減少しており（p ＜ 0.001）、術後 1 ヶ月
から６ヶ月にかけても同様であった。（p ＜ 0.05）一方、角膜厚減少率は術翌日から
術後 1 ヶ月にかけて 18.0% であったのに対し、術後 1 ヶ月から術後 6 ヶ月にかけては
2.8% であった。【結論】ホスト角膜厚は、術後１ヶ月で有意に減少し、術後 6 ヶ月まで
継続的に減少していた。

■
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【目的】DSAEK 後内皮機能不全（primary failure を除く）に対して再 DSAEK を行っ
た症例の特徴を明らかにする。【方法】2006 ～ 2017 年に初回 DSAEK、およびその後
の内皮機能不全に対して再 DSAEK を行った 21 例 22 眼（平均年齢 71.9 歳、平均経過
観察期間 70.0 ± 36.5 月）を後ろ向きに検討した。初回 DSAEK の原疾患、拒絶反応の
有無、グラフト生存期間を解析した。また、術後 6 ～ 12 か月の視力について、初回と
2 回目の間で比較した。【結果】
初回 DSAEK の原疾患は、濾過手術後 9 眼（40.9%）、
全層移植片機能不全 5 眼（22.7%）、その他 8 眼（36.4%）であった。5 眼（22.7%）
で拒絶反応を認めた。初回 DSAEK グラフトの生存期間は 42.1 ± 27.0(10 ～ 96）月
であった。初回と比較して 2 回目 DSAEK 後の視力は低かった（p=0.003）。5 眼（濾
過手術後 3 眼、全層移植片機能不全 1 眼、その他 1 眼）で 2 回目 DSAEK グラフトの
機能不全に至り（生存期間 15.0 ± 9.8 月）、そのうち濾過手術後 3 眼で 3 回目以降の
DSAEK を行った。【結論】再 DSAEK を行った症例の 4 割が、濾過手術後眼であった。
初回と比較して再 DSAEK では、視力が低くなる傾向にあった。
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会里 1）、田尻 健介 1）、吉川 大和 1）、在田
峻大 1,3）、清水 一弘 1,4）、池田 恒彦 1）

稔章 1,2）、

大阪医大、2）八尾徳洲会総合病院、3）高槻赤十字病院、4）高槻病院

【目的】チューブシャント手術後眼の水疱性角膜症に対する角膜内皮移植術 (DSAEK）
の術後成績を調べる。
【方法】対象：チューブシャント手術後に水疱性角膜症となり DSAEK を施行された
5 症 例 8 眼（ 男 性 5 眼： 女 性 3 眼。 平 均 年 齢 70.6 ± 14.0 歳 ）Ahmed 型 が 4 眼、
Baerveldt 型が 4 眼、tube 挿入部位は前房が 4 眼、毛様構 3 眼、硝子体が 1 眼。初回
角膜移植前の平均内眼手術回数は 3.2 ± 1.5 回。
【結果】術直後 graft の接着不良を 4 眼 (50％ ) に認め、前房内空気再注入は 2 眼 25％
に要した。平均矯正視力は logMAR 値で術前 1.64 ± 0.32、術後最高 0.76 ± 0.29 で
平均 7.4 ± 2.5 の視力改善であった。生存率は 1 か月 100％、3 か月 62.5％、6 か月
62.5％、9 ヵ月 50.0％、12 ヵ月 37.5％、24 ヵ月 25.0％、36 ヵ月 12.5％であった
（角膜内皮細胞密度の減少に伴う角膜浮腫の出現を死亡と定義）。拒絶反応を生じた症
例が 6 症例中 2 症例あった。1 眼は原因不明の網膜炎を生じて眼球癆となった。1 眼は
DASEK 後に感染性眼内炎になり tube を差し替えた。チューブ整復と同時手術の 1 眼
は術後低眼圧のため移植片不全となった。
【結論】チューブシャント手術後の DSAEK では良好な視力改善が得られるが、生存率が
比較的不良な可能性がある。
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偽落屑角膜内皮症とFucks 角膜ジストロ
フィーに対するDSAEKの臨床成績の比較

ほこる

誇 1）、稲富
俊秀 3）、外園
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千恵 2）、木下
茂 4）

耕司 3）、脇舛

耕一 3）、

福知山市民、2）京都府医大、3）バプテスト眼科クリニック、4）京都府医大・感覚器未
来医療学
1）

【目的】緑内障手術歴のない偽落屑角膜内皮症と Fucks 角膜ジストロフィーに対する角膜
内皮移植術 (Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty: DSAEK)
の術後成績を検討する。【対象と方法】2017 年 6 月までにバプテスト眼科クリニック
にて DSAEK を施行した患者 642 人のうち術後 1 年以上の経過観察できた緑内障手術
歴がない偽落屑角膜内皮症 15 例 15 眼と Fucks 角膜ジストロフィー 46 例 46 眼とを対
象とし比較した。平均観察期間は各 33 ± 22 ヶ月・44 ± 23 ヶ月。角膜内皮細胞密度
および減少率、透明維持率、術後緑内障点眼の有無について検討した。【結果】偽落屑
角膜内皮症、Fucks 角膜ジストロフィーそれぞれの手術時の平均年齢は各 81 ± 6.4 歳
69.7 ± 15.0 歳、60%・46% が有水晶体眼であった。術後 12・24 ヶ月での平均角膜
内皮細胞密度減少率は各 48.8%・57.9% と 26.4%・29.1% であり、有意差を認めた。
観察期間中に内皮機能不全に至った症例はいずれも 1 眼 (6.7%・) で透明維持が得られ
た。術後眼圧上昇は 5/15 眼 (33%) に認めたが緑内障手術を必要とした症例は認めな
かった。術前後での緑内障点眼使用は各 7 眼 (47%)・14 眼 (25%) で使用されていた。
【結論】偽落屑角膜内皮症に対する DSAEK では、術後角膜内皮減少率は高く、術後眼圧
上昇や緑内障に対応して経過観察する必要がある。
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角膜内皮移植術（DSAEK）における虹
彩後癒着の検討
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井之川宗右 1）、近間泰一郎 1）、戸田良太郎 1）、出口香穂里 2）、中村
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友美 3）、

広島大、2）JR 広島病院、3）済生会呉病院
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DSAEK 後に角膜真菌感染症を起こした
症例の前眼部 OCTによる検討

麻里 1）、小島

隆司 2）、澤木

綾子 3）、市川

慶 1）

岐阜日赤、2）慶應大、3）大雄会第一病院

1）

【緒言】一般に角膜内皮移植術（DSAEK）は角膜全層移植術（PKP）などの他の角膜移
植と比較し、術後合併症が少ないといわれている。
【症例】70 歳女性、左水疱性角膜症に対し、DSAEK 施行。術後グラフト生着は良好で
あったが、術後 1.5 か月後に角膜中心耳側及び下方の 2 か所に、上皮から実質層へ広が
る、周囲に毛羽立ちのある角膜病変を生じた。一部 melting もあり真菌感染が疑われ、
抗菌剤点眼に加えボリコナゾール点眼を開始。角膜擦過培養からは糸状菌が検出された
ため、ボリコナゾール点眼増量、静脈投与も開始、ピマリシン眼軟膏を使用した。抗真
菌剤開始後ゆっくりと改善を認め、投与後約 3.5 か月後に上皮化した。前眼部 OCT で
は術後徐々に厚みが軽減していたホスト及びドナー角膜は、感染発症により厚くなり、
抗真菌使用後から角膜厚の改善を認めた。感染発症後 1 か月ほどで周囲に比べ病変のホ
スト実質層は組織融解と瘢痕化により菲薄化が進んできたが、ドナー角膜片は実質層菲
薄部位も周囲グラフト厚と変わらなかった。角膜内皮細胞数は術直後 1727/cm2 だっ
たが、感染消炎後は 699/cm2 に低下していた。
【考案】本症例は術後周辺部に遷延する角膜浮腫による異物感が強く、術後長期間にわた
るソフトコンタクトレンズ連続使用とステロイド点眼による易感染性が感染発症に関与
した可能性がある。
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重度の虹彩欠損を伴う水疱性角膜症に
対するDSAEKの臨床経過報告
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伊藤晋一郎 1）、中村 隆宏 1,2,3）、平見 恭彦 1,2）、藤原
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神戸市立医療センター中央市民病院、2）先端医療センター病院、3）京都府医大・感覚
器未来医療学、4）京都府医大
1）

【緒言】重度の虹彩欠損を伴う水疱性角膜症に対し、DSAEK を施行した 3 症例の臨床
経過を報告する。【症例】症例 1: 65 歳女性。左眼ぶどう膜炎による続発緑内障を起こ
し、虹彩萎縮から虹彩切除を施行され、上下に重度の虹彩欠損が生じていた。症例 2:
63 歳男性。左眼網膜剥離を起こし、硝子体手術と PEA ＋ IOL を施行され、IOL 脱臼
により抜去後、2 次挿入を施行された。上方に重度の虹彩欠損と前房内に萎縮した虹彩
が浮遊していた。症例 3：75 歳女性。左眼小眼球、無虹彩に対して PEA を施行され
無水晶体眼となっていた。全例水疱性角膜症を発症しており、症例１は PEA ＋ IOL、
症例 2 は瞳孔形成、症例 3 は IOL 縫着をそれぞれ施行後、DSAEK を施行した。症
例 1,2 はグラフトを把持したまま前房内に空気注入し、症例 3 は空気注入＋グラフト
縫合によりホスト側と接着させた。【結果】全例術後グラフトの接着は良好で、症例
1 は術前 LV=(0.2), 術後 3 ヶ月 LV=(0.8p)、症例 2 は術前 LV=(0.15), 術後 1 ヶ月
LV=(0.6)、症例 3 は術前 LV=(0.03), 術後 1 ヶ月 LV=(0.07) と視力も改善傾向が認
められた。【考按】重度の虹彩欠損を伴う水疱性角膜症に対しては、事前に瞳孔形成お
よび眼内レンズ挿入を行い、可能であればグラフト把持下で空気注入を行うことで、
DSAEK を安全に施行できると考えられた。
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眼痛を伴う水疱性角膜症に治療的角膜
内皮移植を施行した 2 例
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【目的】DSAEK における虹彩後癒着の影響を検討した。
【対象と方法】2011 年 6 月から 2017 年 7 月に広島大学病院で手術をした 66 例 76 眼
を対象とした。白内障手術の約 1 か月後に DSAEK を施行し、術前と術後 3 か月の前
眼部画像解析から虹彩後癒着を検討した。水疱性角膜症の原因は、LI 後 32 眼、浅前房
15 眼、フックス角膜内皮ジストロフィ 15 眼、緑内障手術後 3 眼、その他 11 眼だった。
【結果】虹彩後癒着は全体で 41/76 眼（54％）にみられ、LI 後 22/32 眼（69％）、浅
前房 8/15 眼（53％）、フックス角膜内皮ジストロフィ 5/15 眼（33％）だった。白内
障手術時に小瞳孔のため瞳孔切開をした症例は 42 眼で、うち 34 眼（81％）で虹彩後
癒着を発生した。瞳孔切開なしの症例での虹彩後癒着は 7/34 眼（21％）のみで瞳孔切
開群との間に有意差があった (p ＜ 0.01)。DSAEK 後の空気ブロックは 46/76 眼にみ
られたが、空気ブロックは虹彩後癒着の発生に影響はなかった。
全周の虹彩後癒着をきたした 2 例は、空気ブロック時の前房内空気除去では瞳孔ブロッ
クが解除されず、LI と用手的虹彩後癒着解除を施行し、それぞれ適正な眼圧が得られ
た。
【結論】白内障手術時の瞳孔切開は、DSAEK 後の虹彩後癒着を誘発する可能性があり、
不可逆的な瞳孔ブロックに至った場合は外科的処置が必要となる可能性があると考えら
れた。
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【緒言】眼痛を伴う水疱性角膜症（BK）に対し治療的角膜内皮移植（DSAEK）を施行
し、症状が改善した 2 例を経験したので報告する。【症例】症例 1：51 歳女性。鉗子
分娩にて出生。幼少期より右眼弱視あり。2008 年右眼白内障手術を施行されたが視力
改善の自覚なく術後、角膜浮腫が出現した。2015 年 6 月 8 日当科紹介受診。初診時の
右眼矯正視力 0.01、中心角膜厚 758 μ m。右眼 BK を認め、高度の疼痛、羞明、異物
感、視力低下の自覚あり。2015 年 7 月 30 日に右眼 DSAEK を施行。術後、疼痛、羞
明が著明に改善し、異物感が消失した。術後 2 年における右眼矯正視力は 0.1、中心角
膜厚 620 μ m。症例 2：77 歳男性。2012 年 2 月左眼水晶体嚢外摘出術後の眼内レン
ズ（IOL）脱臼に対して、前医にて IOL 抜去、縫着術を施行。術後の続発緑内障によ
る中心視野障害進行し、左眼トラベクレクトミーを施行。2013 年 7 月、左眼裂孔原性
網膜剥離に対し硝子体手術を施行。2015 年 7 月頃から左眼に BK が出現。遷延性上皮
欠損に伴う疼痛の訴えがあり 2016 年 11 月 21 日当科紹介受診。初診時左眼矯正視力
0.01、中心角膜厚 808 μ m。2017 年 3 月 23 日左眼 DSAEK 施行。術後 6 か月にお
ける左眼矯正視力 0.06、中心角膜厚 650 μ m。術後、左眼の疼痛、流涙、異物感が消
失した。【結論】DSAEK は眼痛を伴う BK の疼痛軽減に有効な治療法であると考えら
れる。
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眼内レンズ挿入用カートリッジとシリコ
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【目的】眼内レンズ挿入用カートリッジとシリコン製チューブを加工して、移植片イン
サーターを自作し Descemet membrane endothelial keratoplasty（DMEK）を実施
したので、自作インサーター使用の是非につき検証する。
【方法】水疱性角膜症 2 例 2 眼に対して、HOYA インジェクターシステムカートリッジ
C-1 を加工し、鑷子類の先端保護用シリコン性チューブをコネクターとして 5cc 注射
器に連結させ、DMEK 用移植片のインサーターを自作した。インサーター内に移植片
を吸引、保持した後、上方強角膜切開層から移植片を挿入し DMEK を実施した。イン
サーター使用の是非は、インサーター内の移植片の位置関係を術中 optical coherence
tomography（OCT）で確認すること、および前房内挿入時の操作性で検証した。
【結果】術中 OCT で、いずれの移植片もインサーター内壁と接触していないことが確認
できた。移植片のインサーターへの引き込みはスムーズで、インサーター内で保持も可
能であった。移植片挿入時、2 例中 1 例で移植片の断端が強角膜切開創に挟まったが、
前嚢鑷子で引き込み、その後の操作を問題なく続行できた。
【結論】シリコン性チューブをコネクターとして、HOYA インジェクターシステムカー
トリッジ C-1 を注射器に接続すると、DMEK の移植片インサーターとして使用するこ
とができる。
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異なる切開方式のケラトームで切開した
角膜層状切開面の粗さの比較
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【目的】異なる切開方式のケラトームを用いて角膜層状切開を行い、切開面の粗さを測
定し、比較する。【方法】3 例 6 眼のアメリカアイバンクアイの新鮮角膜を使用した。
各群のドナーが一致するように、同一ドナーから摘出した 2 眼を 2 群に分けた。角膜
を人工前房装置にセットし、前房内圧力調整装置 ACP( モリア社 ) を用いて前房内圧を
200mmHg に設定し、One Use-Plus Auto( モリア社、Auto 群 ) 及び、手動式マイク
ロケラトーム ( モリア社、Manual 群 ) を用いて 350 μ m の切開深度で角膜層状切開
を行った。その後、各検体をグルタールアルデヒドで固定し、Auto 群 3 眼、Manual
群 3 眼の角膜中央部の粗さを 3D 測定レーザー顕微鏡 LEXT OLS4000(Olympus 社 )
を用いて測定した。切開面の十点平均粗さ (Rz jis) を 1 眼につき 10 ヵ所測定し、2
群間の比較を行った。【結果】各群の十点平均粗さは Auto 群：4.91 ± 0.72 μ m、
Manual 群：6.43 ± 1.57 μ m であった。2 群間の十点平均粗さは、統計学的有意差
を認めた。また、変動係数は Auto 群：0.15、Manual 群：0.24 であり、Auto 群は
Manual 群と比較して粗さの変動が少なく切開面の粗さが均一であった。【結論】Auto
群の切開面は粗さが少なく、部位による粗さの変動も少ない均一な切開面であった。

シンポジウム

【目的】Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) は縮瞳下で角膜内
皮移植片を前房に挿入し、前房内を空気で置換し仰臥位保持により移植片を角膜後面
へ接着させる。術後に虹彩後癒着が起きることがある。今回我々は、DMEK 術後の虹
彩後癒着の重症度とその危険因子について後方視的に検討した。【対象と方法】症例は
2015 年１月から 2016 年８月までに DMEK を施行した 20 例 21 眼（男性 3 例、女性
18 例、年齢 72.3 ± 9.0 歳）。原疾患は水疱性角膜症 6 眼、レーザー虹彩切開術 6 眼、
フックス角膜内皮ジストロフィ 6 眼、角膜内皮炎 3 眼。白内障術後 4 週間後で DMEK
を施行した。全例で DMEK 術中に周辺部虹彩切除を行い、前房内に注入した空気に
よって角膜内皮移植片を角膜裏面に接着させた。手術終了時にアトロピン硫酸鉛を点
眼、空気は前房の 90％とし自然消失まで仰臥位を保持とした。虹彩後癒着の範囲は、
瞳孔の円周に対して 1/8 周を１度とし、術後３ヶ月時点で評価した。多変量解析で重傷
度に関与する危険因子を評価した。【結果】虹彩後癒着は 19 眼（90.5%）に見られた。
重症度は 3.0 ± 1.45 度であった。虹彩後癒着の重症度は白内障術前の前房深度、術前
虹彩損傷度と強い相関が見られた (p=0.0002, r=-0.700、p=0.0068, r=0.548)。術後
視力、角膜内皮細胞密度減少率とは相関は見られなかった。【結論】前房深度と術前虹
彩損傷度が虹彩後癒着の重症度と相関が見られ、予測因子となる可能性がある。

P029 ACPによる内圧の評価
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【目的】ACP（人工前房加圧調整器）の内圧について評価する。【方法】アメリカのア
イバンクアイから購入した人眼角膜 12 眼を用いた。ACP（モリア社）を接続した人
工前房にアイバンクアイを設置し、ACP（モリア社）による眼圧設定値と外部から
測定した眼圧との比較を行った。眼圧の測定は、ニューマトノメーター（Model 30
ClassicTM ,Reichert 社、以下 PT）、トノペン（TONO-PEN AVIA,Reichert 社、
以下ＴＰ）を用い、設定値は２5、30、35、40、50、60mmHg、各設定 2 眼ずつ、
計 12 眼。1 眼を３回測定しその平均値で評価した。【結果】設定 25mmHg で PT １１
2.8、PT ２15.8、TP １１6.5、TP ２15.8mmHg、設定 30mmHg でそれぞれ 17.5、
20、21.2、20mmHg、 設 定 35mmHg で 22.1、22.5、25.3、23.4mmHg、 設 定
40mmHg で 25.3、25.6、20.3、27.6mmHg、設定 50mmHg で 26.7、31.8、32.3、
35.2mmHg、設定 60mmHg で 39.3、41.2、47.6、42. ８mmHg。全設定値で ACP
と PT、ACP と TP で有意差を認めた。【結論】PT と TP は近い値を示したが、ACP
の設定値と比較し、いずれも低い値であった。ACP の設定値が本当に設定通りである
かは評価できなかった。

■

【諸言】アルゴンレーザー虹彩切開術（以下 LI）後水疱性角膜症（以下 BK）に対して
Descemet’
s membrane endothelial keratoplasty（ 以 下 DMEK） を 行 っ た 際 に、
移植片の眼外への脱出を経験した。その後脱出した移植片を再移植し良好な術後経過
を得ることができたので報告する。【症例】67 歳女性。左眼 LI 後 BK を生じ、当院紹
介となった。術前視力は 0.06（矯正不能）、中心角膜厚は 730 μ m であった。2014
年 DMEK を全身麻酔下で行った。術中、高い硝子体圧によって前房内へ挿入した移植
片が押し出され前房外へ完全に脱出した。再度移植片を前房内へ挿入し移植片生着を
得て終了とした。術後空気瞳孔ブロックや移植片接着不良は生じず、その後角膜透明
治癒を得た。術後の矯正視力は、1 ヶ月から 3 年まで、常に 1.0 から 1.2 であった。
角膜内皮細胞数（減少率）は、1 ヶ月で 1133/mm2（61.5%）、6 ヶ月で 760/mm2
（74.2%）、1 年 で 723/mm2（75.4%）、2 年 で 779/mm2（73.5%）、3 年 で 634/
mm2（78.5%）、中心角膜厚は 1 ヵ月で 469 μ m、6 ヶ月で 469 μ m、1 年で 472
μ m、2 年で 488 μ m、3 年で 505 μ m であった。【考按】本症例では、DMEK 術
中に眼外への移植片脱出を生じたため術後角膜内皮細胞数減少率は高かったが、術後
3 年にわたり良好な視機能を維持できており、術中合併症を生じたとしても諦めずに
DMEK を完遂することが重要と考えられる。しかし、移植片挿入時に硝子体圧の影響
を回避する方法の考案が必要である。

■
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新しいマイクロケラトームで作成された
DSAEK グラフトの検討

すぎた せいいちろう

P030
かつべ

杉田征一郎、杉田潤太郎

勝部

眼科杉田病院

1）

【目的】新しい自動駆動型直線式マイクロケラトーム (MK) である OUP-A（Moria）を
使用して作成された DSAEK グラフトと、従来の回転式 MK で作成されたグラフトと
を比較検討すること。【方法】対象は、2016 年 11 月から 2017 年 7 月の間に当院で
DSAEK を施行した 40 例 40 眼。新しい MK で作成されたグラフト 20 眼 (A 群 ) と回
転式 MK で作成されたグラフト 20 眼 (B 群 ) について、グラフト中央厚 (C)、グラフト
周辺厚の厚い個所 (Tc)、薄い個所 (Tn) を DSAEK 手術直後 (5 日目 )、術後 1 か月目
に前眼部 OCT(CASIA、TOMEY) を用いて測定し比較検討した。グラフト周辺厚はい
ずれもグラフト端から 0.5mm の位置で計測した。【結果】平均ドナー中心角膜厚は A
群で 565 μ m、B 群で 608 μ m であった。グラフト中央厚 (C)、グラフト周辺厚の厚
い個所 (Tc)、薄い個所 (Tn) はそれぞれ A 群で手術直後が 199.6、452.9、278.9 μ m、
術後 1 か月で 132.8、350.3、220.3 μ m、B 群で手術直後が 192.2、382.1、241.8
μ m、術後 1 か月で 139.5、305.2、172.9 μ m であった。術後 1 か月のグラフト厚
の周辺 / 中央比 (Tc/C・Tn/C) は、A 群で 2.64・1.66、B 群で 2.19・1.24 であり、
有意差は無いもののグラフト中央に対する周辺の厚みは B 群でより薄い傾向があった。
【結論】新しい MK を使用することで、従来とほぼ同等の DSAEK グラフトをより簡便
に作成することが可能である。新しい MK は、初心者や比較的経験の浅いグラフト作成
者にとっては有用なデバイスと考えられる。

しろう

白内障術後に遅発性デスメ膜剥離を生じ
た角膜ジストロフィーの一例

志郎 1）、安田

明弘 1）、大越貴志子 1）、門之園一明 2）

聖路加国際病院、2）横浜市大・医療センター

【目的】白内障術後に遅発性デスメ膜剥離を生じ自然治癒した一例を報告する。
【症例】80 歳男性。両眼視力低下を主訴に前医を受診し両眼角膜混濁と白内障の診断
で、白内障手術前処置としての治療的角膜切除術（PTK）を目的に紹介受診した。初
診時、両眼ボーマン層の密な混濁と角膜実質の淡い混濁を認め、矯正視力は右 0.3、左
0.8 だった。Reis Buckler 角膜ジストロフィーの診断で両眼 PTK を施行、術後 3 ヶ月
に前医にて右眼白内障手術を施行されたが、1 ヶ月を経ても角膜実質浮腫が改善せず再
度紹介受診、ステロイド点眼で術後 3 ヶ月に浮腫は消失した。PTK 術後 19 ヶ月後に左
眼黄斑牽引症候群を生じ視力 0.4p に低下したが、1 ヶ月後に牽引は自然解除治癒した。
PTK 術後 21 ヶ月に当院にて左眼白内障手術を施行し順調な経過だったが、3 週後に突
如角膜実質浮腫を生じ、前眼部光干渉断層計（CASIA）にて裂傷のないデスメ膜剥離
を認め左視力 0.03 に低下。前房空気タンポナーデは効果なく、ステロイド点眼で発症
12 日後にデスメ膜は接着し角膜浮腫が消失した。最終視力は右 0.7、左 0.6 である。
【結論】白内障術後に遅発性デスメ膜剥離を生じた角膜ジストロフィーの一例を経験し
た。ステロイド点眼にてデスメ膜剥離が自然治癒したことから、本症例の角膜ジストロ
フィーがデスメ膜接着異常を有しており、術後炎症に惹起されて遅発性デスメ膜剥離が
生じた可能性を考えた。
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白内障手術に合併したデスメ膜剥離に対
して外科的治療を施行した３例
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複数回の前房内気体注入を行うも復位が
得られなかった Descemet 膜剥離の１例

とうし

透史 1）、宮本

みき

慶應義塾大学病院眼科における角膜穿孔
の治療的角膜移植術とその効果の検討

未稀、内野

裕一、三田村浩人、羽藤

晋、榛村

重人、坪田

一男

慶応大

【目的】慶應義塾大学病院眼科（以下、当科）における角膜穿孔症例に対する治療的角膜
移植術とその効果についての検討
【方法】対象は 2012 年 1 月から 2016 年 3 月の 5 年
間に、当科にて角膜潰瘍穿孔に角膜移植を施行した 49 例 49 眼（男性 33 例、女性 16
例、平均年齢 67.3 ± 16.1 歳）。対象症例について、角膜穿孔の原因、治療的角膜移植
の術式、視力予後、合併症および鎮静化の有無について検討した。【結果】原因疾患の
うち、感染性疾患は 20 例で、角膜ヘルペス 13 例、細菌性角膜感染 4 例、角膜真菌症
3 例であった。非感染性疾患は 30 例で、遷延性角膜上皮欠損 15 例、Mooren 潰瘍 10
例、膠原病関連 2 例、外傷 2 例であった。治療術式は全層角膜移植 28 例（うち新鮮角
膜 2 例、強角膜移植 2 例含む）、表層角膜移植 11 例、角膜上皮形成移植 10 例であっ
た。視力予後は術前視力と比較して、改善 53％（n=25）、不変 17％（n=8）、低下
30％（n=14）であった。術後合併症は 59％に認められ、主に原疾患の再燃が 20％、
眼球虚脱 12％、感染 10％、遷延性角膜上皮欠損 6％であった。再燃で再穿孔を生じた
ものは 4%(n=2) であり、再手術は必要なく保存的加療で鎮静化した。再手術が必要で
あったものは 24％（n=12）（うち治療的目的 2 例、光学的目的 10 例）、初回移植の
みでの鎮静化は 65.7％で達成できた【結論】角膜穿孔に対する治療的角膜移植は視力予
後の維持に貢献し、完全な失明を予防するためにも有効な治療法である。
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保存的治療にて軽快した外傷性角膜穿
孔の2 例
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【緒言】Descemet 膜剥離は白内障手術中の機械的損傷により生じる合併症で、空気や
SF6 ガスによる前房内注入により復位を促す。今回我々は複数回の前房内への気体注入
を行うも、復位が得られなかった Descemet 膜剥離の 1 例を経験したので報告する。
【症例】71 歳女性。近医眼科にて両眼白内障手術を受け問題なく推移していたが、半年
後に自宅内で転倒し頭部を打撲した。その後左眼視力低下を自覚し、1 ヵ月経つも症状
の改善がないため近医を再診したところ、Descemet 膜剥離の診断で、翌日に徳島大学
病院眼科へ紹介された。初診時の左眼視力は (0.3) で、左眼角膜に手術創口から連続す
る広範囲な Descemet 膜剥離と角膜実質浮腫がみられた。同日入院させ前房内へ空気
を注入し、安静の上仰臥位にさせたところ、翌日には創口周囲を除き Descemet 膜は
復位し角膜浮腫が改善していた。しかし前房内の空気が消失すると Descemet 膜の再
剥離が生じた。その後、複数回の空気あるいは SF6 ガスの前房内への注入を行ったが、
完全な復位が得られず水疱性角膜症に至った。現在視力は指数弁で、角膜内皮移植術を
予定している。【考按】本症例では、白内障手術から 6 か月以上経過した後、外傷を契
機として創口から Descemet 膜剥離が起こったと考えられた。Descemet 膜剥離後か
ら空気注入までに 1 ヵ月かかったことにより Descemet 膜の角膜実質への接着力が低
下し、復位が得られなかった可能性がある。
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【緒言】Stevens-Johnson 症候群は角膜上皮幹細胞疲弊症を合併することがあり、遷延
性上皮欠損から角膜穿孔に至ることがある。難治性角膜穿孔に対して術中 OCT 観察を
併用した羊膜基質移植および充填により治癒した角膜穿孔の 1 例を経験したので報告す
る。【症例】症例は 65 歳女性。右眼 Stevens-Johnson 症候群に伴う角膜穿孔の治療目
的で前医より紹介受診した。右眼角膜中央部に穿孔と硝子体脱出を認め、右眼視力は眼
前手動弁、左眼は光覚なしであった。前眼部 optical coherence tomography(OCT)
（CASIA）を用いた解析では角膜穿孔および広範囲の虹彩と角膜の癒着を認めた。
B-mode では明らかな網膜剥離は認めなかった。同日 3mm 径の保存角膜を用いて治療
的角膜移植を施行したが、術後移植片 9 時方向ホスト角膜の菲薄化部位において、針穴
からの Seidel を認めた。タリビッド眼軟膏、治療用ソフトコンタクトレンズ、圧迫眼
帯の保存的治療および自己結膜遊離弁移植術、羊膜基質移植術でも Seidel が消失しな
かった。そこで術中 OCT（RESCAN700）を用いて角膜厚や虹彩との位置関係を術中
に確認しながら羊膜基質移植および充填、瞼板縫合術を施行したところ Seidel は消失
し、角膜は上皮化した。【考按】OCT を用いて術中に角膜厚および虹彩との位置関係を
モニタリングすることで、角膜混濁と角膜菲薄化を伴う重症例においても適切な羊膜の
ホスト角膜への縫合を行うことができた。

まえだ

龍郎 1,2）、三田村佳典 1）

1）

P033

おおいえ

大家
川崎

術中 OCT 観察併用羊膜移植により治癒した
Stevens-Johnson 症候群による角膜穿孔の一例

大阪大

【緒言】術中合併症としてデスメ膜の剥離や欠損を生じた場合、角膜移植を要すること
もある。今回、白内障手術時に生じた広範囲なデスメ膜の剥離と欠損に対し前房内空
気注入で改善した 3 例を経験したため報告する。【症例】症例 1-3 はいずれも白内障手
術中にデスメ膜の広範囲な剥離と欠損が生じ、術後に遷延する角膜浮腫を生じ当院に
紹介された。症例 1 は 81 歳女性、右眼の初診時の矯正視力（BCVA）0.01、中心角
膜厚 (CCT)923 μ m であった。症例 2 は 84 歳男性、左眼の初診時の BCVA0.05、
CCT946 μ m で あ っ た。 症 例 3 は 91 歳 男 性、 左 眼 の 初 診 時 の BCVA0.01、
CCT1073 μ m で、僚眼に guttata を認めた。【経過】全症例に前房内空気注入術を
行った。症例 1 は術翌日にデスメ膜は完全接着し、術後 5 か月で BCVA 1.0、CCT
486 μ m、ECD 1361/mm2 となった。症例 2 は術翌日にデスメ膜は完全接着し、術
後 6 か月で BCVA 0.5、CCT 571 μ m、ECD 1039/mm2 となった。症例 3 は術後
角膜中央にデスメ膜剥離が残存したが、次第に角膜浮腫の軽減と角膜透明化を認め、術
後 14 か月で BCVA 0.7、CCT 704 μ m、ECD 620/mm2 となった。【結語】デスメ
膜の欠損を伴った広範囲の剥離であっても、空気注入術により残存デスメ膜を接着させ
ることで角膜の透明化が得られた。1 例でデスメ膜剥離が残存したが接着したデスメ膜
組織から角膜内皮細胞が伸展し内皮機能が改善した。角膜移植術を選択する前に前房内
空気注入による接着を試みることが有用である。

P032

P034

2F 瀬戸内）

【緒言】今回我々は小児の外傷性角膜穿孔を保存的に加療し、経過良好となった 2 症例を
経験したので報告する。【症例】症例 1 は 6 歳女児。2 日前アロエの葉で右眼を突いて
受傷し久留米大学眼科を受診した。初診時視力 0.1(n.c.)。瞳孔領から鼻側にかけて長
さ約 3mm の穿孔創を認め、角膜穿孔部は虹彩が嵌頓し前房は浅いが前房水漏出は認め
ず、水晶体にも異常所見を認めなかった。創は瞳孔領にかかっていたため、縫合による
不正乱視を避けるため保存的に加療することとし、抗菌点眼薬と眼軟膏を開始した。治
療後穿孔創は完全に閉鎖し、初診から 3 か月の視力は (0.9) に改善した。症例 2 は 12
歳男児。ガラス片が右眼に飛入し受傷した。初診時視力 0.08(n.c.)。角膜は瞳孔領から
下方にかけて約 5mm 裂け、外傷性白内障を認めた。創は瞳孔領にかかっていたため角
膜縫合は行わず、抗菌薬で角膜洗浄し治療用コンタクトレンズ装用し、抗菌点眼薬を開
始した。経過は良好で、初診から 1.5 か月後には裸眼視力 1.0 まで改善した。【考按】
2 症例とも角膜穿孔し症例 2 では外傷性白内障も併発していたが、保存的治療で改善を
認め、視力予後も良好となった。小児の角膜穿孔で、穿孔創が鋭利な症例や非感染例で
は、保存的治療で軽快する可能性がある。

P036
なかお

中尾

いさお

結膜複数枚移植による角膜穿孔創閉鎖
術を行った 2 例

功、江内田

寛

佐賀大

【目的】角膜穿孔に対して結膜複数枚移植を行い良好な成績を得た 2 例について報告す
る。【症例】症例 1 は 26 歳男性。草刈り機作業中に異物が右眼に飛入し、当科受診。
鼻上側角膜周辺部に 2.5 × 0.5mm 大の鉄片が刺入し、前房に達していた。異物除去に
て前房水が漏出し前房は消失した。角膜縫合にて前房水の漏出はいったん止まったが、
創部周囲の炎症細胞浸潤が増悪し縫合糸が緩んで前房水の漏出が生じた。患者の耳側結
膜を遊離弁として採取し、結膜スタッフ、結膜パッチをあてる結膜複数枚移植を行っ
た。右眼視力は 1.2(n.c) に回復した。症例 2 は 59 歳男性。以前より周辺部角膜潰瘍を
繰り返し菲薄化した角膜周辺部に結膜侵入を認めていた。右眼耳下側被覆結膜下の角膜
に穿孔がみられ、房水貯留による結膜被覆部の著明な膨隆を認めた。ステロイド点眼に
より炎症は沈静化し房水の woozing は止まったが、角膜穿孔創の閉鎖の兆しはみられ
ず結膜膨隆は続いた。被覆結膜をパッチとして温存し結膜遊離弁をスタッフとして用い
た穿孔閉鎖術を行った。右眼視力は 0.15(1.0) と改善し乱視の増悪は無かった。【結論】
瞳孔領を回避した角膜小穿孔に対しては羊膜複数枚移植が良い適応であるが、羊膜バン
クが自施設になければ緊急手術への対応が難しい。羊膜の代替として結膜を用いても同
様の手術が可能であった。術後乱視を生じにくい穿孔閉鎖術として結膜複数枚移植は有
用な手技である。
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かわばた

放射状角膜切開術後 27 年で角膜切開部
感染症をきたした1例

まりこ

川端真理子 1）、福岡
1）

秀記 2）、川崎

麻矢 2）、岩間真理子 2）、外園

千恵 2）

京都市立病院、 京都府医大
2）

かく

格、木村

亘

木村眼科内科病院

未稀、榛村

重人、坪田

一男

【緒言】円錐角膜に対する乱視矯正として角膜内リング治療が行われ、感染性角膜潰瘍に
より角膜内リング除去と感染後の瘢痕性混濁により全層角膜移植に至った 1 例を経験し
たので報告する。【症例】21 歳男性。両眼円錐角膜およびアトピーの既往がありハード
コンタクトレンズを使用していた。円錐角膜進行予防目的・乱視矯正目的に左眼のクロ
スリンキングおよび角膜内リング挿入術を同日施行した。術翌日には異常を認めなかっ
たが、術 3 日後から左眼の眼痛を自覚、同日夜間に近医眼科を緊急受診し、レボフロキ
サシン点眼、セフメノキシム点眼、トブラマイシン点眼、アトロピン点眼にて治療開始
し、術 4 日後当院に紹介受診となった。当院初診時、左眼視力は 30cm 指数弁、角膜
内リングのトンネル内に沿った角膜上皮欠損・膿瘍と前房蓄膿を認めたが、創口不全や
突出は認めなかった。点眼治療で症状は軽快傾向であったが改善が弱いため術 6 日後当
院にて角膜内リング除去を施行、その後近医受診時と当院初診時の培養検査にていずれ
も MRSA を認めたためバンコマイシン点眼による治療を行った。角膜中央に瘢痕性混
濁を残し治癒し、眼鏡矯正視力 0.2、ハードコンタクトレンズ矯正視力 0.4p であった
ため全層角膜移植を行い眼鏡矯正視力 1.2 まで改善した。【考按】角膜内リングによる
感染の場合は摘出を考慮する必要がある。アトピー素因患者では耐性菌の存在を考慮し
術後頻回の診察を行う必要があると考えられる。

P041

高速経上皮角膜クロスリンキング後に
急性水腫を生じた円錐角膜の一例

あさの しょうたろう

浅野祥太郎 1）、宮井
臼井 智彦 1）
1）

尊史 1）、豊野

哲也 1）、愛新覚羅維 2）、吉田

絢子 1）、

東京大、2）東京逓信病院

ポスター

【緒言】角膜クロスリンキングは、円錐角膜の進行を抑制するエビデンスのある治療法で
ある。高速経上皮角膜クロスリンキング（ATE-CXL）は施術時間の短縮により術者・
患者への負担が少なく、かつ合併症の少ない方法である。急性水腫は円錐角膜の進行に
伴って生じるが、角膜クロスリンキング後の急性水腫の報告は今までにほとんど見られ
ていない。今回は ATE-CXL 術後に急性水腫が見られた症例を経験したので報告する。
【症例】20 歳男性。Amsler-Krumeich 分類にて左右それぞれ Grade4,1 相当の円錐角膜
で、右眼進行を認めたことから、2014 年 1 月 8 日に右 ATE-CXL を施行した。2017
年 4 月 26 日時点では、Vd=0.04(n.c)、ハードコンタクトレンズ（HCL）矯正視力
0.8、Kmax=68D であった。2017 年 7 月 11 日に腹臥位入眠時の眼球圧迫を契機に視
力低下を自覚して翌日当科受診、Vd=0.04（n.c）、角膜実質浮腫及び角膜内皮膜剥離
を伴う急性水腫を認めた。圧迫眼帯で対応し、発症後 3 週後には瘢痕性混濁は残存す
るものの、角膜内皮剥離は復位し角膜実質浮腫は消退した。その時点では Vd=0.06(n.
c)、Kmax=65.2 であった。発症 2 ヶ月で HCL 装用可能となり、HCL 矯正視力 1.0 ま
で回復した。【考按】今回、ATE-CXL 後に急性水腫をきたした症例を経験した。ATECXL は円錐角膜の進行抑制に効果的な治療法だが、眼球内圧の上昇などを契機に急性
水腫を発症しうることがあると考えられ、患者には注意喚起が必要と考えられた。

■

【緒言】複数回の角膜移植眼に対する人工角膜移植術は比較的良好な治療成績が報告され
ている。今回は唯一眼に人工角膜移植術を施行したが術後 10 ヶ月で人工角膜が脱落し
義眼となった症例を経験したので報告する。症例： 70 歳女性。平成 15 年右上顎癌が
発症し右上顎拡大全摘と右眼球摘出を施行され右義眼装用となった。平成 19 年には左
上顎癌も発症し左上顎全摘を施行。左眼球は温存できたが、術後の左下眼瞼壊死に対
し形成外科医による複数回の眼瞼再建術を施行したが眼部から頬部の変形が高度で兎
眼が残存。その後左兎眼による角膜瘢痕のため LV=0.02(n.c.)、平成 23 年当院を紹介
初診となり PKP を施行。術後も継続する兎眼による露出角膜の角化、実質混濁のため
LV= ５cm 指数弁（n.c.）となり５年後 2 回目の PKP を施行。しかし術後 6 ヶ月で角
結膜乾燥による角膜菲薄化、穿孔に至り人工角膜 Boston K-Pro(Type1) を移植。上下
涙点プラグと血清点眼等の涙液管理により術後１０ヶ月までは経過良好で最高視力 0.7
（n.c.）と視力改善。だが術後 11 ヶ月目に角膜真菌症によるホスト角膜の融解と人工
角膜移植片の脱落を認めた。Boston K-Pro(Type2) や歯根部利用人工角膜手術の同意
が得られず、平成 29 年 7 月通常の PKP を施行したが、術後 1 ヶ月で眼内炎を発症し
眼球摘出、義眼装用に至った。結論：改善困難な兎眼がある場合は涙液管理と感染制御
が非常に困難で生体角膜移植片、及び人工角膜移植片の長期生着は難しい。

裕一、水野

慶應大

一般口演

きむら

木村

唯一眼の人工角膜が脱落し義眼となった
１例

ひろと

三田村浩人、内野

学術奨励賞記念講演
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みたむら

円錐角膜に対する角膜内リングにより感染
性角膜潰瘍を起こし角膜移植に至った1例

シンポジウム

【緒言】放射状角膜切開術 (RK) は、約 40 年前に Fyodorov らにより確立された屈折矯
正手術の原点となる手術法である。術後 27 年という晩期の RK 術後角膜感染症の 1 例
を経験したので報告する。【症例】48 歳女性、介護福祉業務に従事。27 年前に両眼 RK
施行された。コンタクトレンズ装用や外傷の既往はない。3 日前からの右眼疼痛、充
血、視力低下を自覚し、近医にて右眼角膜感染症の診断で京都府立医科大学眼科に紹
介、救急受診された。右眼 6 時の RK 切開創部に角膜実質深層から内皮面にかけての浸
潤巣と前房蓄膿を認めた。レボフロキサシン点眼とセフメノキシム点眼の頻回点眼加療
にて改善を認めず、悪化したため、前房洗浄を施行した。切開創部膿瘍の塗抹検鏡にて
グラム陽性球菌を多数認めた。患者の職業と点眼無効例であったことを考慮しメチシリ
ン耐性黄色ブドウ球菌感染の可能性を考え、アルベカシン点眼による治療を開始した。
細菌培養検査陰性であったが治療は奏功し、感染巣は徐々に縮小、瘢痕治癒し最終矯正
視力（1.0）であった。【考按】前房洗浄を行い早期に起炎菌を疑ったこと及び菌量を減
らせたことで、最終的に視力障害を引き起こさずに治癒した。初診時、感染巣は RK 切
開創深部に限局し角膜上皮障害はなかったため、何らかの創の不安定性から感染が成立
したと考えられる。術後 27 年という長期経過後においても RK 切開創は不安定な場合
があり注意を要する。
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14 歳の円錐角膜患者に対する角膜クロ
スリンキング後 3 年間の経過

慶子、荒井

宏幸

みなとみらいアイクリニック

【緒言】角膜クロスリンキング（以下、CXL）は円錐角膜の進行を抑制する治療法であ
る。14 歳の円錐角膜患者に CXL を施行し、術後 3 年間経過観察が可能であった症例
を経験したので報告する。【症例】14 歳男性。1 年前から視力低下を自覚。前医にて円
錐角膜を指摘され、当院紹介となった。アトピー性皮膚炎あり。視力は右 0.2(0.8 ×
S-0.50D C-2.00Ax60)、左 0.1(1.0 × S-1.50D C-0.75DAx140)。角膜形状解析にて
両眼とも下方突出を認め、角膜屈折力 (K 値 ) は右 46.2D、左 47.3D、角膜厚最薄部は
左右とも 507 μ m であった。両眼とも CXL は上皮剥離の後、等張性 0.1％リボフラ
ビン溶液を浸透させて、370nm の紫外線を 8mm 径、6mW/cm2 の強度で 15 分間照
射した。術中術後合併症なし。術前および術後 1 か月、3 か月、6 か月、1 年、2 年、
3 年の視力、自覚屈折度数、角膜形状解析、角膜厚、内皮細胞密度について検討した。
術後 3 年の視力は右 0.5(1.5p × S+0.50D C-2.50DAx60)、左 0.7p(1.0 × S+0.75D
C-1.00DAx100)、K 値は右 44.3D、左 45.8D、角膜厚は右 495 μ m、左 497 μ m、
内皮細胞密度は変化なかった。【考按】14 歳円錐角膜患者に対する CXL 後 3 年間にお
いて円錐角膜の進行が抑制され、矯正視力が維持された。若年の円錐角膜は進行が速い
傾向にあるため、早期診断、早期治療が重要である。

P042
すがぬま

菅沼
岡

円錐角膜に対する角膜内リング
（Intacs,IntacsSK）挿入術の術後経過の検討

たかゆき

隆之、近藤
義隆

美鈴、岡

江里子、田中

敏博、淵上

あき、矢部

伸幸、

岡眼科クリニック
【目的】円錐角膜は進行に伴い角膜不正乱視が増大し眼鏡矯正視力が低下する。角膜内
リング（以下 ICRS）挿入術は円錐角膜の角膜形状の改善と共に眼鏡視力の改善が望
める。我々は円錐角膜で眼鏡矯正視力低下症例に対して ICRS 挿入術をおこなってお
り、術後経過について検討したので報告する。【方法】対象は円錐角膜で 2015 年 1 月
以降に ICRS 挿入を行った 36 例 51 眼、平均年齢 33.4 ± 12.1 歳で、方法はイントラ
レース FS レーザー（AMO 社）で角膜内トンネルを作製し Intacs,IntacsSK(Addition
Technology 社 ) の挿入を行った。術前眼鏡視力で軽度（0.7 以上）A 群 22 眼、中等
度（0.3 から 0.6）B 群 18 眼、重度（0.2 以下）C 群 11 眼に分類し、術前と術後 1、
２、3、6、12 か月の眼鏡視力、K-max（最大角膜屈折 TMS）を比較検討（Wilcoxon
検定）した。【結果】術中術後合併症は無かった。術前の眼鏡視力と K-max（D）は 、
各 ABC 群の平均で 0.85、0.45、0.13 と 54.1、57.9、62.0 で、術後 12 か月では、
各 ABC 群 の 平 均 で 0.98（P ＝ 0.005）、0.78（P ＝ 0.001）、0.31（P ＜ 0.01） と
51.0（P ＝ 0.001）、54.2（P ＝ 0.016）、56.8（P ＝ 0.31）であった。12 か月経過
で眼鏡矯正視力は、ABC 群全て有意に改善され、K-max は AB 群で有意に改善を認め
た。【結論】円錐角膜に対する治療で ICRS 挿入術は、12 か月経過で眼鏡視力と角膜形
状の改善が望める術式であると示唆された。
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ブタ脱細胞化角膜シートのサンドイッチ
移植法による角膜補強の有用性の検討

ゆうや

佑弥 1）、奥村
哲太 1）、島田

直毅 1）、松本 大輝 1）、寺本 真隆 1）、今井 博文 1）、
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【目的】円錐角膜患者に対して、ヒト角膜実質シートの角膜フラップ下への移植の有用性
が報告されている（Bilgihan et al. J Cat Ref Surg 2003）。今回我々は、SPF ブタ由
来の脱細胞化角膜シートの本術式への有用性について検討した。
【方法】SPF ブタ由来の角膜実質を脱細胞化し、薄切、滅菌後に乾燥した。ウサギ 5 眼に
おいてマイクロケラトームにより角膜フラップを作製し、フラップ間にブタ角膜シート
を挿入した。細隙灯顕微鏡により前眼部所見、超音波パキメーターにより中心角膜厚、
Ocular Response Analyzer により角膜ヒステリシスを評価した。28 日後にヘマトキ
シリン・エオジン (HE) 染色により組織学的に評価した。
【結果】全ての個体において経過観察期間を通じて角膜は透明であり、重篤な炎症、血管
新生などの合併症を認めなかった。術前の中心角膜厚は術前の 353.8 ± 8.5 μ m に対
して、28 日後は 424.6 ± 20.2 μ m と有意に増加した（p ＜ 0.01）。角膜のヒステリ
シスは術前の 4.28 ± 0.46 mmHg に対して 28 日後は 6.72 ± 0.36 mmHg と有意に
増加した（p ＜ 0.01）。HE 染色により、ブタ角膜シートが組織破壊、炎症、血管新生
を伴わずウサギ角膜フラップ下に存在することを確認した。
【結論】SPF ブタ由来脱細胞化ブタ角膜シートの角膜フラップ下の移植により、角膜厚お
よび角膜ヒステリシスを増加させることが可能であることが示された。
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角膜内皮移植術による屈折変化と眼内レ
ンズ度数誤差
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レーザー治療的角膜切除術後の角膜形
状を考慮した眼内レンズ計算式の比較
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【目的】レーザー治療的角膜切除術（PTK）術後の白内障眼内レンズ計算式の最適化を目
的に Haigis 式と第５世代の Barrett 式を比較した。【方法】PTK 術後に白内障手術を施
行した 11 例 15 眼（顆粒状角膜ジストロフィ 5 例 6 眼、帯状角膜変性 5 例 8 眼、Reis
Buckler 角膜ジストロフィ 1 例 1 眼）を対象とし、IOL マスター 500（Zeiss 社）の測
定値での Haigis(H 式 )、近視 Haigis-L( 近視 HL 式 )、遠視 Haigis-L( 遠視 HL 式 ) と
Barret Universal formula II(B 式 )、近視 Barret True-K( 近視 BT 式 )、遠視 Barret
True-K( 遠視 BT 式 )、RK Barrett True-K(RKBT 式 ) の予測屈折度と術後屈折度の誤
差を比較した。【結果】予測屈折度と術後屈折度の誤差は H 式 +0.27 ± 0.87D、近視
H 式 -0.83 ± 0.90D、 遠 視 HL 式 +0.08 ± 0.95D、B 式 +0.86 ± 1.15D、 近 視 BT
式 -0.14 ± 0.94D、遠視 BT 式 +0.76 ± 0.89D、RKBT 式 +0.32 ± 0.98D で H 式の
ばらつきが小さく、Spearman 順位相関係数はそれぞれ rs=0.80/p=0.003、rs=0.70/
p=0.009、rs=0.64/p=0.016 お よ び rs=0.34/p=0.21、rs=0.56/p=0.036、
rs=0.50/p=0.061、rs=0.50/p=0.061 で H 式に最も強い相関があった。45D 以上の
急峻曲率では遠視 HL 式で最も誤差が少なく、38D 以下の平坦曲率では近視 HL 式が最
も少ない誤差だった。【結論】PTK 術後の眼内レンズ計算には Barrett 式よりも Haigis
式の誤差が少なく、さらに角膜形状や角膜曲率を参考に計算式を使い分けることで術後
屈折誤差の少ない白内障手術が行える可能性が示唆された。
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回折型多焦点眼内レンズの術後裸眼視力
における瞳孔中心を含む因子について
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[ 目的 ] 回折型多焦点眼内レンズの術後裸眼視力について術前の因子を検討すること。
[ 対象と方法 ]2015 年 1 月から 2017 年 8 月に当院で多焦点眼内レンズ ZMB00(AMO)
を挿入された 9 例 15 眼。手術は上方 2.4mm 角膜切開で行った。術前の因子は平均角
膜屈折率 (D)、角膜乱視 (D)、等価球面度数 (D)、角膜のコマ収差と球面収差 ( μ m)、
隅角底深度 (mm)、明所瞳孔径 (mm)、薄暮視瞳孔径 (mm)、Pdist( 角膜輝点－明所視
の瞳孔中心 )(mm)、Mdist( 角膜輝点－薄暮視の瞳孔中心 )(mm) を検討した。隅角底
深度 は前眼部光干渉断層計 (SS-1000 CASIA, トーメー）にて測定した。収差、瞳孔
径、Pdist、Mdist は角膜形状屈折力解析装置 (OPD-SCAN III, ニデック ) を用いた。
術後 1 ヶ月以上経過した後に裸眼遠見視力および裸眼近見視力が 1.0 以上のものを視力
良好とし、それ以外を不良として多重ロジスティック回帰分析 ( ステップワイズ法 ) に
て行った。[ 結果 ]Pdist のみが採用され (P=0.0108)、ROC 曲線の AUC(Area Under
the Curve) 面積は 0.901、感度 67%、特異度 100%、カットオフ値 0.23 であった。[ 結
論 ] 回折型多焦点眼内レンズの術後裸眼視力には 角膜輝点と明所視の瞳孔中心のずれが
関与している可能性が示唆された。
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角膜屈折矯正術後の残余屈折異常に対
する後房型有水晶体眼内レンズ
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【目的】角膜内皮移植 (Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty：
DSAEK) の術後では遠視化による眼内レンズ度数誤差が生じると報告されている。今
回我々も DSAEK 術後の屈折変化と眼内レンズ度数誤差について検討した。【対象およ
び方法】2010 年～ 2016 年に東京医科大学眼科で DSAEK を施行し、1 年以上経過観察
が可能であった 11 例 11 眼 ( 平均年齢 73 歳 ) を対象とした。原疾患は Fuchs 角膜内
皮ジストロフィ 7 眼、レーザー虹彩切開術後 3 眼、偽水晶体眼水疱性角膜症 1 眼で、
これらを DSAEK と白内障手術を同時に行った同時手術群 (5 眼 )、白内障術後に二期
的に DSAEK を行った二期的手術群 (6 眼 ) の 2 群に分けた。まず、DSAEK の手術自
体による屈折変化を、二期的手術群の DSAEK 前と１年後の自覚等価球面度数で比較し
た。次に眼内レンズ度数計算値と術後の屈折値の誤差を、同時手術群と二期的手術群の
両群で、屈折目標値と DSEAK 術後 1 年の自覚等価球面度数の差として求めた。【結
果】DSAEK による屈折変化は +0.35 ± 1.06D で軽度に遠視化していた。眼内レンズ度
数誤差は同時手術群、二期的手術群でそれぞれ +0.51 ± 0.40D、+0.66 ± 0.71D であ
り、両群間に有意差はなかった (t 検定 p ＝ 0.70)。【結論】DSAEK と白内障手術につ
いては、同時手術または二期的手術でも眼内レンズ度数誤差は変わりなく、軽度の遠視
化さえ考慮すれば、どちらの方法を選択しても問題はないと考えられる。
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【目的】
角膜屈折矯正手術（LASIK:laser in situ keratomileusis、RK:radial keratotomy）
後の残余屈折異常に対する治療として再度エキシマレーザーにて追加矯正を行う方法も
あるが、術後ドライアイの悪化、Haze、高次収差増加、ケラトエクタジアのリスク増
大にて不適応な例が存在する。そこで今回角膜屈折矯正術後に対する後房型有水晶体眼
内レンズ（ICL, STAAR 社）挿入術の臨床成績を検討した。【方法】山王病院、北里大
学病院にて LASIK、RK 後の残余屈折異常に対して ICL 挿入術を施行した 7 例 12 眼
（男性 2 例、女性 5 例）を対象とした。初回手術として LASIK6 眼、RK6 眼、ICL 術
前の平均年齢、等価球面度数、自覚乱視度数はそれぞれ 44.3 ± 8.7 歳（34 ～ 58 歳）、
-2.43 ± 2.83D（-7.25 ～ +3.13D）、-0.98 ± 1.17D（0 ～ -4.00D） で あ っ た。 術
前にコンタクトレンズにて目標屈折度数をシミュレーションしたのち、自覚屈折値を
元に ICL 度数計算を行った。【結果】術後の安全係数、有効係数（術後正視ねらい例）
は そ れ ぞ れ 1.09 ± 0.18（0.80 ～ 1.33）、0.93 ± 0.24（0.67 ～ 1.33）、 屈 折 誤 差
は -0.15 ± 0.39D（-0.93 ～ +0.39D）で全例± 1.0D 以内であった。また術中、術後
に特記すべき合併症はなかった。【結論】角膜屈折矯正術後の ICL 挿入術は安全性が高
く、矯正精度も良好であり、有用な方法と示唆された。
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角膜移植後早期に眼内レンズ挿入術と
なった一例
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【緒言】角膜屈折力が眼内レンズ（以下 IOL）度数計算の誤差の原因となるのは 8％以
下程度とされているが、特殊な角膜形状を有する眼の場合、通常の度数計算では術後に
予期せぬ屈折誤差を生じることが知られている。今回、全層角膜移植（PKP）後早期
に眼内レンズ挿入術となった一例を経験した。【症例】症例は、58 歳、女性。右眼角膜
混濁に対して PKP 施行。術中盲目的硝子体切除を併施した際、水晶体後嚢に接触があ
り術後 3 ヶ月で水晶体核が落下したため、硝子体手術＋ IOL 挿入術を予定した。移植
片は透明生着していたが、抜糸前であり角膜形状は不整乱視が強く、オートケラトメー
ター、光学的計測装置で角膜曲率が測定不能であった。Pentacam（Oculus）の Total
Corneal Refractive Power（以下 TCRP）を K 値とし、第３・４世代の計算式であ
る SRK/T、Haigis、Holladay １の平均値を採用して -3.0D を目標として IOL 度数を
決定した。術後２ヶ月で視力 (0.6x-1.5DC-2.0DA80) と回復し角膜も透明生着を維持
している。【考按】PKP 術後早期の特殊な角膜形状を有する IOL 度数決定において、
TCRP と複数の計算式を用いる方法は有用であった。
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リック眼内レンズ挿入後過矯正となった1例
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京都府立医科大学組織バンクの活動報
告と今後の展望
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【目的】難治性眼表面疾患に対する羊膜移植術が保険収載され、羊膜移植術は全国に広
まった。保険診療には、日本組織移植学会認定バンクから羊膜を供給を受ける必要があ
る。本邦初の羊膜バンクとして持続的に活動している本バンクの活動実績を分析し、
今後の課題について考察する。【方法】2015 年 1 月～ 2016 年 12 月の活動について
分析した。手術適応疾患については書式を変更した為、旧書式で報告を受けた計 249
例について分析した。【結果】2015 年における羊膜の供給先施設は 22 箇所、本バン
クから供給され実施された移植術件数は 142 件、2016 年は 35 箇所（+34％）、207
件（+30％）であった。併施手術の占める割合は 2015 年は 58％、2016 年は 44％で
あった。疾患は翼状片が最多で、次いで角膜潰瘍・角膜上皮欠損と続き、上位 3 疾患で
80％を占めた。【考察】外部施設へ供給可能な羊膜バンクは 2016 年に 6 箇所に増加し
たが、急速に増加する羊膜の需要に対応する為には各バンクの活動性の向上が必要であ
り、運営上の問題に共同で取り組む為の情報交換を開始した。現在の移植報告書では症
状と疾患名が混在しており、分析の精度が落ちることが判明し、また全羊膜バンクで今
後データを一元化する為、書式の見直しと統一化に向け協働で取りくむ必要がある。今
後、バンク間で横断的な意見交換を行い、羊膜の安定的な供給に向けて取り組みを続け
る。

■

【目的】フェムトセカンドレーザー（FSL）による種々の切開を用いた角膜移植の生体
力学特性を比較する。【対象と方法】対象は当院で角膜移植を受けた患者を年齢、眼圧
をマッチさせたうえで、FSL による Zig-Zag 切開 PKP（FKP）10 例 10 眼、FSL に
よる Angle つき切開 DALK（FDALK）10 例 10 眼、DSAEK10 例 10 眼、トレパン
に よ る PKP(TKP)10 例 10 眼、 ト レ パ ン に よ る DALK（TDALK）10 例 10 眼、 お
よびコントロールとして正常眼 10 例 10 眼と比較した。対象に対し、術後一年後に
OcularResponseAnalyzerTM で cornealhysteresis（CH）を測定した。【結果】それ
ぞ れ の CH は FKP(9.5 ± 2.1)、FDAL(10.8 ± 1.0)、DSAEK(8.9 ± 1.5)、TKP(7.5
± 1.5)、TDALK(9.0 ± 0.8)、正常眼（11.2 ± 1.47）で TKP を除く各群間に有意差
はなかったが TKP のみ各群より有意に低下していた。（P ＜ 0.05）【結論】角膜移植
による術後眼球強度は、Donor-Host junction が重要で接合部を工夫することで、強
度を高められる。
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フェムトセカンドレーザーを用いた角膜
移植における角膜生体力学特性

【目的】近視 LASIK 術後の眼圧値は菲薄化した角膜のため低く測定される。術前情報が
不明の患者でも術後周辺角膜厚から正確な眼圧を予測する補正法を検討した。【方法】
近視 LASIK 術後の 50 名 100 眼（平均年齢 34.5 ± 8.5 歳）に、前眼部光干渉断層計
(CASIA, TOMEY) での中心角膜厚 (CCT) と周辺 7mm8 点の平均角膜厚 (PCT)、非
接触眼圧角膜厚計 (NT-530P, NIDEK) での実測眼圧と角膜厚補正眼圧の術前、術後
6 ヶ月の測定値をピアソン相関係数検定と単回帰分析を用いて、術後 PCT と実測眼圧
から角膜厚補正眼圧を予測する計算式を見出し計算結果の信頼性を検証した。【結果】
術前 CCT と術前 PCT に有意な相関を認め (r ＝ 0.93、p ＜ 0.01)、PCT から CCT を
予測する計算式は CCT ＝ 0.85PCT ＋ 5.58 となった。術前 PCT と術後 PCT にも有
意な相関を認め (r ＝ 0.96、p ＜ 0.01)、術前予測 CCT ＝ 0.80 術後 PCT ＋ 45.1 と
なり、術前予測 CCT は 545.7 ± 28.6 μ m と計算され実測値と有意な相関を認めた
(r=0.92、p ＜ 0.01)。その結果、術後角膜厚補正眼圧＝術後実測眼圧＋ 0.045(0.80 術
後 PCT －術後 CCT ＋ 45.1) という計算式が得られ、術後実測眼圧 10.3 ± 2.3mmHg
に対し計算式での術後角膜厚補正眼圧は 13.4 ± 2.3mmHg で、NT-530P での角膜厚
補正眼圧 13.2 ± 2.3mmHg と有意な相関を認めた (r ＝ 0.97、p ＜ 0.01)。【結論】術
後周辺角膜厚から術前中心角膜厚の予測が可能で、術後の周辺角膜厚が測定できれば、
補正式を使うことで正確な術後眼圧が予測可能だった。
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LASIK術後眼圧の周辺部角膜厚による補
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【緒言】トーリック眼内レンズ（T-IOL）の計算にはより正確な角膜乱視の計測が求めら
れる．近年角膜後面乱視が注目され，前眼部 OCT（CASIA；トーメー）などで角膜前
後面屈折力を測定し T-IOL の計算を行う施設も少なくない．今回 T-IOL 挿入後に大き
く過矯正となり，CASIA の角膜乱視測定結果が実際と乖離していると考えられた症例
を経験したので報告する．
【症例】白内障手術希望で受診した 75 歳男性．眼手術の既往はなく，診察上角膜混濁な
どの角膜異常所見は認めなかった．術前視力は右眼 0.2（1.0 ×－ 3.0D ＝ cyl － 1.25D
Ax60°），左眼 0.2（1.0 ×－ 5.5D ＝ cyl － 0.5D Ax110°）．右眼にはオートケラト
メータ（KR-8100；トプコン）で 1.33D の斜乱視，CASIA の Real Power で 2.10D
の倒乱視を認めた．フーリエ解析では非対照成分が上昇していたが，正乱視成分は
Real Power と乱視量・軸ともに相違なかったため，T-IOL 挿入で乱視の軽減が可能
と考え，Real Power の結果から ZCV375（AMO）を挿入した．術翌日の視力は 0.3
（1.2 ×＋ 1.5D ＝ cyl － 2.25D Ax25°）と過矯正であった．術後の角膜乱視は Real
Power では 1.90D の倒乱視であったが，波面収差解析装置（KW-9000；トプコン）
では 0.88D の斜乱視であり，Real Power が実際の角膜乱視と乖離していると考えら
れた．
【考按】CASIA は角膜前後面の屈折を測定可能であるが，角膜形状が正常と異なる場合
は他機種の測定結果も考慮し，T-IOL の計算は慎重に行うべきである．
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PRKの術後にICR のトンネル内に金粉を
挿入された1例

けんたろう

都筑賢太郎 1）、大越貴志子 1）、輿水

純子 1）、山口

達夫 1,2）

聖路加、2）新橋眼科

1）

P054
みやもと

宮本
田海
1）

【緒言】他院で PRK 術後に角膜輪部に金粉をリング状に挿入された 1 例を経験したの
で報告する。【症例】36 歳男性 2014 年 6 月 2 日両眼の視力低下を主訴に来院。現病
歴：2006 年 6 月 14 日他院 (A クリニック ) で両眼に PRK を施行された。術前視力は
Rv=0.05（1.2S-10.75c-0.25Ax15）Lv=0.05(1.2S-0.5c-0.25Ax45） で あ っ た が、
術後 12 ヶ月後の視力は Rv=0.9(1.2S-1.00c-0.75Ax90) Lv=1.0(1.2S-1.0) に改善し
た。その後 A クリニックの閉院に伴い他の眼科 (B 医院 ) を紹介され、regression が
認められた為、再度 PRK が施行された。その後 Haze と regression の進行予防目
的にて角膜周辺部に金粉を輪状に挿入された。【現症】来院時 視力 Rv=0.3(1.5S1.5c-1.75Ax110) Lv=0.6(1.5S-1.0c-2.0Ax60) 細隙灯顕微鏡検査で両眼の角膜周辺
部の実質内に、金粉と思われる黄金色の物質が、リング状に挿入されていた。角膜中
央部には haze をわずかに認めた。中間透光体、眼底には異常を認めなかった。【考
按】患者より、Femtosecond Laser を用いた手術は受けた事がないとのことより、
ICR(Intrastromal Corneal Ring) によって創られた実質トンネル内に金粉が挿入され
たものと考えられた。金には組織の炎症を抑える作用があると報告されている。【まと
め】PRK 後の Haze と regression の進行予防目的で角膜周辺部に輪状に金粉を挿入さ
れた希少な症例を経験した。手術の効果は不明であった。文献上、本術式を用いた報告
が無い事より報告した。

れいな

91歳の親族提供ドナーによる全層角膜
移植を施行した1例

玲奈 1）、崎元
美子 3）

暢 1）、崎元

丹 1）、山上

聡 1）、崎元

卓 2）、

日本大、2）フシミ眼科クリニック、3）かながわ健康財団 腎・アイバンク推進本部

【緒言】2010 年の臓器移植法の改正により臓器の親族提供が可能となり角膜移植におい
てもその提供がなされている。今回、91 歳の親族提供ドナーの全層角膜移植（PKP）
を施行し角膜内皮細胞密度を含めた良好な経過をたどった 1 例を経験した。【症例】症
例は 58 歳、女性。14 歳時に酢酸原液による両眼化学外傷を生じ、右眼は他院で PKP
施行されるも眼球癆に至った。左眼は表層層状角膜移植、深層前部層状角膜移植、PKP
施行されるも移植片機能不全のため再混濁を来し左眼視力 (0.03) となった。実母に角
膜提供の意思があり親族提供登録を行っていた。2017 年某月、老衰により 91 歳で逝
去され眼球摘出後、PKP を施行した。死亡から摘出まで約 4 時間、摘出から強角膜片
作製まで 1.5 時間、強角膜片作製時の角膜内皮細胞密度は 2857 個 /mm2 であった。術
後の角膜内皮細胞密度は術後 1 か月で 2817 個 /mm2、術後 6 か月で 2738 個 /mm2 で
あり、術後最高矯正視力は 0.4 である。【考按】91 歳という高齢ドナーでも経過が良好
であった親族提供ドナー PKP を経験した。摘出・強角膜片作製までの時間が短かった
ことも経過良好な一因と考えられた。
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歯根部利用人工角膜（OOKP）が有効
であった瘢痕性角結膜障害の１例

こういち

功一 1）、福田
史郎 4）、下村

昌彦 1）、高橋
嘉一 1）

彩 1）、江口

洋 2）、濱田

傑 3）、

近畿大、2）近畿大・堺、3）近畿大・歯科口腔外科学、4）お茶の水・井上眼科クリニッ
ク
1）

【緒言】歯根部利用人工角膜（OOKP）は重症の Stevens-Johoson 症候群や眼類天疱
瘡で両眼性の高度の視力障害患者の視力回復に有効な手段である。今回我々は、ベー
チェット病の治療中に両眼の眼類天疱瘡様の変化を起こして瘢痕性角結膜障害となった
１例に OOKP を施行し良好な結果を得たので報告する。【症例】６４歳男性、平成５年
頃よりベーチェット病の診断を受け加療されていた。平成２３年に両眼に眼類天疱瘡様
の変化（結膜嚢短縮、全周輪部機能不全）が進行し、平成２８年３月に PKP 施行する
も血管侵入が進行し、瘢痕性角結膜障害（両）となり、OOKP 目的で平成２９年１月
に当科紹介となった。視力は両眼とも手動弁であった。平成２９年６月、左眼に対して
OOKPstage １、９月に stage ２を施行した。合併症は認めず、術後１か月で左眼矯正
視力は０．２に改善した。【結論】ベーチェット病の既往のある瘢痕性角結膜障害にも、
OOKP は有効な治療法であった。

P056
くさの

草野

羊膜移植併用角結膜腫瘍切除術の術後
成績

まお

真央、上松

聖典、植木亮太郎、井上

大輔、今村

直樹、北岡

隆

長崎大

【目的】角結膜腫瘍に対する羊膜移植術の手術成績について検討する。【対象と方法】
2011 年 12 月から 2016 年 12 月までに、長崎大学病院眼科で羊膜移植術を施行し、
術後 6 か月以上経過観察できた角結膜腫瘍症例 18 例 20 眼 ( 男性 8 例 10 眼、女性 10
例 10 眼、平均年齢 67.0 ± 21.6 歳 ) を対象とした。平均経過観察期間は 21.5 か月で
あった。診療録をもとに後ろ向きに検討した。【結果】疾患の内訳は良性腫瘍 6 例、
眼表面扁平上皮新生物 (OSSN) 12 例であった。OSSN のうち、扁平上皮癌 (SCC) 4
例、結膜上皮内悪性新生物 (CIN) 8 例であった。SCC、CIN ともに腫瘍は全例球結膜
鼻側に発生していた。基本術式として、切除、マイトマイシン C 塗布、羊膜移植術を
施行した。冷凍凝固を施行したものが 5 例、輪部移植を併用したものが 2 例あった。2
例 11.1% において再発を認め、羊膜移植を再施行した。術後 3 例でインターフェロン
α -2b 点眼を使用した。全例で羊膜に起因する合併症は認められなかった。最終経過観
察時全例で腫瘍の再発は認めなかった。【結論】OSSN は全例球結膜鼻側に発生してい
た。羊膜移植術は角結膜腫瘍性病変に有効で安全な治療法であると思われた。

P057
あらい

新井

としこ

角膜パッチ術と白内障手術を施行した瘢
痕性類天疱瘡の1例

淑子、武田

彩佳、高橋

浩

日本医大

【緒言】角膜穿孔に対する角膜パッチ術および僚眼への白内障手術を施行した瘢痕性類天
疱瘡の１例を経験した。 【症例】
62 歳男性。当院皮膚科にて IgA 型粘膜類天疱瘡との
診断でジアフェニルスルホン投与されていたが、近医より霧視と充血にて当院紹介され
た。初診時、両眼の睫毛乱生、びまん性表層角膜炎、瞼球癒着、上下涙点閉塞、涙液分
泌低下を認め、瘢痕性類天疱瘡としてヒアルロン酸点眼と就寝時アイマスク装用にて加
療開始した。経過は安定していたが、右眼角膜の菲薄化が進行し穿孔したため表層角膜
パッチ術を施行。ガチフロキサシン、リンベタ、アトロピン点眼投与にて経過をみた。
パッチは３ヶ月で融解するも穿孔部は閉鎖し瘢痕治癒した。一方、左眼角膜は表層角膜
炎を認めるものの菲薄化はなく、白内障が進行したため超音波乳化吸引術を施行した。
術後視力（１．０）と経過は順調であったが、瞼球癒着と睫毛乱生による遷延性角膜上
皮欠損が出現し、自己血清点眼と眼軟膏にて加療継続している。【考按】瘢痕性類天疱
瘡は瞼球癒着や睫毛乱生により慢性的な角膜上皮障害を来たし時に角膜菲薄化から穿孔
を招き角膜パッチ術を要することもまれではない。また白内障手術が必要となった際に
は術後の眼表面健常性維持に難渋することもあり適切な治療が重要である。
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周辺部角膜潰瘍後の過熟白内障に対し、鼻
下側より超音波乳化吸引術を施行した一症例

卓 1,2,3）、稲用 和也 1,4）、藤野 亮介 1）、本田
清人 1,2）、野本 洋平 1）、臼井 智彦 2）

紘嗣 1）、

旭中央病院、2）東大病院、3）さいたま赤十字病院、4）東京警察病院

【緒言】周辺部角膜潰瘍により周辺部の角膜が菲薄化した症例に対し白内障手術を行う場
合、創口部位の決定に難渋することがある。今回我々は、ほぼ全周性のリウマチ性周辺
部角膜潰瘍に合併した過熟白内障に対し、鼻下側より超音波水晶体乳化吸引術（PEA）
を施行し、良好な術後結果を得られたので報告する。【症例】症例は 80 歳女性。白内
障手術を近医で予定されていたが、両眼の周辺部角膜潰瘍の進行を認め、2017 年 3 月
旭中央病院眼科を受診。全身既往には関節リウマチを認めた。両眼とも周辺部角膜潰瘍
を認め、特に右眼は鼻下側を除いたほぼ全周性角膜潰瘍であり、ステロイド点眼等によ
り加療するも、受診後３週間で角膜穿孔となった。その後ソフトコンタクトレンズ装用
やステロイド・シクロスポリンの全身投与により病勢の沈静化を得られるも、白内障の
進行と角膜内皮細胞密度の減少（約 600/mm2）を認めた。そのため、鼻下側より約
3mm の強角膜一面切開から、サイドポートは作成せず一手法にて PEA を施行した。
視力は手動弁より術後 (0.7) に改善し、経過良好である。【考按】近年、白内障手術の進
歩と共に、重篤な強角膜疾患に対しても白内障手術適応が広がってきている。本症例の
ように耳側を中心にほぼ全周性に角膜菲薄化を認め一見通常の白内障手術が困難と考え
られるような症例であっても、適切な切開部位と術式の選択により、手術は可能である
と考えられた。
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内野

美樹（慶應大）

P095

西山

一聖（住友病院）

P060

坂根

由梨（愛媛大）

P096

上田

晃史（宮田眼科病院）

P061

長谷川

瞳（順天大）

P097

山田

健司（杏林大）

P062

奥村

雄一（順天大）

P098

森尾

倫子（鳥取大）

P063

村上

沙穂（慶應大）

P099

中井

浩子（京都市立病院）

P064

小野

眞史（日本医大）

P100

松澤亜紀子（川崎市立多摩病院／聖マリ医大）

P065

佐藤

真帆（慶應大）

P101

小林

由佳（山口大）

P066

冨岡

靖史（京都府医大）

P102

福田

昌彦（近畿大）

P067

前原

紘基（福島県医大／太田西ノ内病院）

P103

山本智恵子（井上眼科病院）

P068

森

弓夏（関西ろうさい病院）

P104

奥村

P069

福岡

詩麻（大宮はまだ眼科／ LIME 研究会／東京大）

P105

山本理紗子（東京大）

P070

村戸ドール（慶應大／東京歯大）

P106

石橋

誠一（福島県医大）

P071

高尾

和弘（日本医大）

P107

豊川

紀子（永田眼科）

P072

山田

桂子（京都府医大北部医療センター）

P108

江頭亜沙美（福岡大）

P073

成松

明知（東京医大／東京医大

微生物）

P109

宮腰

晃央（富山大）

P074

藤本

啓一（順天大／順天大・大学院医学研究科 アトピー疾患研究センター）

P110

谷口

行恵（鳥取大）

P075

堀内

稔子（舞鶴日赤）

P111

吉村

彩野（兵庫医大）

P076

青木

崇倫（京都府医大）

P112

太和田彩子（千葉大）

P077

清水

映輔（慶應大）

P113

川本

晃司（かわもと眼科）

P078

Fan Yang（Keio University／Aier Eye School of Ophthalmology, Central South University, Changsha, China）

P114

岡島

行伸（東邦大・大森）

P079

米川

由賀（三重大）

P115

丸山

登士（ツカザキ病院）

P080

山中

行人（京都府医大）

P081

吉川

大和（大阪医大／京都府医大）

P082

小林

茂樹（小林眼科）

P083

橋本絵梨子（女子医大）

P084

三島

彩加（福岡大）

P085

森井

智也（和歌山県医大）

P086

秋山

陽一（杏林大）

P087

佐々木

P088

長谷川実茄（山口大）

P089

安達

P090

清水

大輔（千葉大）

P091

戸所

大輔（群馬大）

P092

宮本

龍郎（回生病院／徳島大）

P093

長谷川亜里（JCHO 中京病院）

P094

出口香穂里（JR 広島病院／広島大）

梢（川崎市立多摩病院）
彩（関西医大）

峻大（大阪医大／京都府医大）
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一般市民におけるドライアイ検診とアプリに
おける実用視力・ドライアイ測定の有用性

みき

内野 美樹 1）、川島
鈴木なつめ 1）、横井
1）

素子 1）、内野
則彦 2）、坪田

裕一 1）、三田村浩人 1）、水野
一男 1）

未稀 1）、

( 目的 ) ドライアイの自覚症状はその診断に必須であるが、自覚症状の判定に用いる
Dry Eye-related Quality of life Score (DEQS) スコアにおけるドライアイの有無に
対するカットオフ値は定まっていない。本研究では、DEQS スコアのドライアイの有
無に対するカットオフ値を設定する。( 方法 ) 2015 年 11 月から 2017 年 4 月におけ
る 250 例 (61.4 ± 14.3 歳、女性 76.8%) を横断的に観察した。Asia Dry Eye Society
の 2016 年ドライアイ診断基準をもちいた。自覚症状 (DEQS) ならびに涙液層破砕時
間 (TBUT)、角結膜上皮障害 (CFS)、涙液分泌量 (Schirmer 試験 1 法 ) を収集した。
Receiver Operating Characteristic (ROC) 解析をもちいて、ドライアイの有無に対
する DEQS の識別能および最適なカットオフ値を検討した。 ( 結果 ) 対象の内訳は、
非 ド ラ イ ア イ 83 例 (66.6 ± 13.0 歳、 女 性 62.7%、TBUT4.8 ± 3.1 秒、CFS1.1 ±
1.5、涙液分泌量 8.4 ± 6.5mm)、ドライアイ 167 例 (58.2 ± 12.3 歳、女性 83.8%、
TBUT1.8 ± 1.3 秒、CFS4.1 ± 2.5、涙液分泌量 4.5 ± 5.9mm) であった。DEQS ス
コアは非ドライアイと比較し、有意にドライアイで高かった ( 非ドライアイ : 16.3 ±
21.0 vs. ドライアイ : 36.4 ± 22.2, p ＜ 0.001)。ドライアイの有無に対する DEQS ス
コアの ROC 曲線下面積は 0.81 であり、最適なカットオフ値は 20 で、この時の感度は
76.6%、特異度は 74.7% であった。( 結論 ) DEQS スコアが 20 以上の場合にはドライ
アイを疑う。
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敦 1）

村上

愛媛大、2）愛媛県立中央病院

さほ

一般口演

昌彦 2）、白石

晶 1）

学術奨励賞記念講演

ゆり

DEQS を用いたドライアイ患者における
レバミピド点眼効果の検討

由梨 1）、山口

奥村 雄一 1）、猪俣 武範 1,2）、岩上 将夫 4）、ティナ シャン 5）、藤本 啓一 1）、江口 敦子 2,3）、村上

シンポジウム

さかね

おくむら ゆういち

順天大、2）順天大・戦略的手術室改善マネジメント講座、3）順天大・病院管理学講
座、4）London School of Hygiene and Tropical Medicine, Department of NonCommunicable Disease Epidemiology、5）Orange park Medical Center

【目的】一般市民におけるドライアイの有病率とドライアイアプリを用いた実用視力・ド
ライアイ検査の有用性を検証する。【方法】対象は、「なみだの日」検診に参加した一
般市民 63 名 [ 男性 25 名、女性 38 名 ; 平均年齢 50.8 ± 15.9 歳（24 歳 -84 歳）]。
「なみだの検診」およびドライアイアプリによる実用視力の測定を実施した。検診項目
は、涙液層破壊時間、角結膜染色スコア、マイボーム腺機能不全の評価、涙液層破壊
パターン 、結膜弛緩の有無とした。ドライアイアプリは「１分でわかる実用視力＆ド
ライアイ測定」を用いた。検診結果を用いて、ドライアイの有病率を検討した。【結
果】ドライアイの有病率は 42 名 (66.7%) であり、ドライアイは非ドライアイと比較し
て有意に年齢（歳）が高く (53.7 ± 15.9 vs 44.9 ± 10.8, p=0.04)、女性に多かった
（p=0.04)。ドライアイで涙液層破壊時間（秒）は有意に短く (3.8 ± 2.4 vs 8.7 ±
2.0, p=0.04)、Meibum スコアは有意に高く (p=0.02)、涙液層破壊パターンは line と
random が多く、角結膜染色スコアに有意差はなかった（p=0.33)。ドライアイとドラ
イアイアプリによるドライアイ確率には相関がなかったが (r=0.14, p=0.26)、実用視
力には有意な相関を認めた (r=-0.25, p=0.047) 。【結論】一般市民におけるドライア
イの有病率は高かった。また、ドライアイにおいて、アプリを用いた実用視力測定結果
は有意に低下する事が示された。

坂根

DEQSスコアのドライアイ有無に対する
カットオフ値の検討

1）

慶應大、2）京都府医大
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特別講演・招待講演
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ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

ドライアイと主観的幸福度、睡眠の関
係

沙穂、川島

素子、内野

美樹、常吉由香里、根岸

一乃、坪田

一男

慶應大

1）

ポスター

【目的】ドライアイと主観的幸福度および睡眠障害の関係を調査すること。【方法】老
眼研究会とボシュロム社の共同研究として、日本人男女 40 － 59 歳、平均 48.99 ±
0.13 歳、2000 名 を 対 象 に Web based survey を 行 っ た。 ド ラ イ ア イ の 自 覚 症 状
は Woman’s Health Study Questionnaire (WHSQ) を 用 い て 評 価 し、 乾 燥 感 と
異物感の頻度が「いつも」又は「時々」を自覚的ドライアイとした。主観的幸福度
（subjective happiness scale:SHS）およびピッツバーグ睡眠調査票（PSQI-J）を用
いて睡眠調査を行い、年齢・性別・婚姻状況・年収などの背景情報も同時に取得した。
ドライアイと主観的幸福度および睡眠障害の関係を統計解析した。【結果】ドライアイ
は 570 人 28.5％であった。今回の調査での平均 SHS は 4.27 ± 0.02 であった。ドラ
イアイ自覚群では 4.06 ± 0.04、非ドライアイ群では 4.35 ± 0.03 であり、ドライアイ
群では有意に SHS が低かった（p ＝ 0.05）。年齢 , 性別を調整した多変量解析の結果、
ドライアイ自覚は SHS と有意に関連することが分かった (p ＜ 0.001)。また、PSQI は
平均で 5.39 であり、ドライアイ自覚群では 6.22 ± 0.12、非ドライアイ群では 5.06 ±
0.07 であり（p ＜ 0.001）、年齢 , 性別を調整した多変量解析の結果も有意であった（p
＜ 0.001）。【結論】ドライアイ自覚を有する者は主観的幸福度が低く睡眠障害の程度
が高い。

■

【目的】Dry Eye related Quality of life Score(DEQS) を用いて、ドライアイ患者の
レバミピド点眼液 (RM) 投与によるスコアの経時的変化および臨床所見との相関を検
討する【方法】対象は 2012 年 11 月～ 2016 年 6 月に愛媛大学眼科において RM を投
与され、投与後 1 か月以上観察できたドライアイ患者 43 例 43 眼 (64.0 ± 14.5 歳 )。
投与前・後 1，3，6，12，24 か月 (M) の DEQS スコア , シルマー 1 値 , フルオレセ
イン BUT(FBUT), TSAS-RBUT(RBUT), 角結膜上皮障害スコア (KCS;0-9) を後向き
に検討した。【結果】RM 投与前の平均 DEQS サマリースコアは 41.7 ± 22.7 で、投
与後は 1M:34.2 ± 24.6(p=0.008)，3M:39.8 ± 24.8(p=0.004)，6M:34.4 ± 20.8(p
＜ 0.001)，12M:33.3 ± 17.1(p=0.049)，24M:34.4 ± 12.1(n.s.) と 投 与 前 と 比 較
して 12M まで有意に改善した（paired-t test)。DEQS のサブスケールスコアでは、
目の症状スコアが投与前 48.1 ± 23.4 に比べ、投与後 1,3,6M において有意な改善が
み ら れ ( １ M:37.7 ± 23.2，p=0.019 → 3M:42.9 ± 28.3，p=0.016 → 6M:41.5 ±
21.7，p=0.020)、日常生活への影響スコアでは投与前 37.7 ± 25.0 に比べ、投与後
12M まで有意な改善がみられた (1M:31.9 ± 27.1，p=0.014 → 3M:37.7 ± 24.8，
p=0.018，→ 6M:29.8 ± 21.7，p ＜ 0.001 → 12M:29.3 ± 19.1，p=0.034)。DEQS
各スコアとシルマー１値，FBUT，RBUT，KCS の変化量に有意な相関はなかった
【結
論】RM は長期的にドライアイの自覚症状と QOL を改善させる効果があることが示さ
れた。

■

P061
はせがわ

ひとみ

ドライアイ新診断基準におけるDEQSと
OSDI の有用性の評価

長谷川 瞳 1）、猪俣 武範 1,2）、岩上 将夫 3）、Shiang Tina4）、藤本 啓一 1）、奥村 雄一 1）、村上

晶 1）

順天大、2）順天大・医学部戦略的手術室マネジメント講座、3）London School of
Hygiene and Tropical Medicine, Department of Non-Communicable Disease
Epidemiology, London, UK.、4）Orange Park Medical Center, Jacksonville, FL, US.
1）

【目的】2016 年 の ド ラ イ ア イ 新 診 断 基 準 で は 質 問 紙 票 に よ る 自 覚 症 状 の 調 査 が 推
奨 さ れ た。 本 研 究 で は、 新 診 断 基 準 に お け る Dry Eye-Related Quality-of-Life
Score(DEQS) と Ocular Surface Disease Index (OSDI) の 相 関 を 検 討 し、 さ ら に
その有用性を比較する。【方法】
74 例 (62.7 ± 14.3 歳、女性 87.8%) を横断的に観察
した。自覚症状として DEQS ならびに OSDI を施行し、その相関関係を検討した。
また、Receiver Operating Characteristic (ROC) 解析をもちいて各質問紙票のドラ
イアイの有無に対する識別能およびカットオフ値を検討した。【結果】結果は、DEQS:
24.6 ± 21.4、OSDI: 31.2 ± 23.1 であった。DEQS ならびに OSDI はドライアイ群
において有意に増加がみられた (DEQS; 非ドライアイ : 12.1 ± 10.1 秒 vs. ドライアイ
35.2 ± 22.8、p ＜ 0.001, OSDI; 非ドライアイ : 12.1 ± 10.7 vs. ドライアイ 42.7 ±
9.1、p ＜ 0.001)。DEQS と OSDI は強い正の相関をしめした (r=0.849, p ＜ 0.001)。
ドライアイ有無に対する DEQS の ROC 曲線下面積は 0.83 であり、最適なカットオフ
値は 15.9 で、この時の感度は 77.5%、特異度は 70.6% であった。ドライアイ有無に
対する OSDI の ROC 曲線下面積は 0.87 であり、最適なカットオフ値は 27.1 で、こ
の時の感度は 80.0%、特異度は 91.2% であった 。【結論】DEQS と OSDI は正の相関
をみとめ、DEQS ならびに OSDI はともに新診断基準においても有用性が示唆された。

P064
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小野
1）

まさふみ

風負荷誘発ドライアイにおける前頭葉賦
活低下例の原因

眞史 1）、鈴木

雅也 2）、熊谷

直也 2）、武田

幸人 1）、高橋

浩 1）

日本医大、2）東海光学株式会社

【目的】我々は近赤外線分光法により、風負荷誘発ドライアイの眼不快発生時を前頭葉
賦活として計測できる可能性を報告した（2008、臨眼）。また当初健常と考えたが角
膜知覚低下があり、風負荷で前頭葉賦活を生じない症例を報告した（2017、角膜カン
ファ）。今回は同症例における賦活消失の原因探索を目的とし角膜神経密度計測および
結膜知覚計測を行った。【方法】症例は 29 歳女性。オルソケ K 既往のある SCL 装用者
で C&B にて両 45mm(1.40g/mm2) の角膜知覚低下を認めている。角膜神経密度は生
体共焦点顕微鏡 (HRT2RCM、Heidelberg 社製）にて撮影された角膜中央部の上皮下
神経叢の両眼６枚の異なる画像から、1 フレームで認められた全ての神経の長さを加算
し面積で割り算出し既報（Patel, 2009) と比較した。結膜知覚は C&B にて上下眼瞼、
耳鼻側球結膜の計測を行い平均し既報 (Igarashi, 2014) と比較した。【結果】角膜上皮
下神経叢での神経密度は 21.8 で既報の 25.9mm/mm2 と同程度であった。結膜知覚の
平均は右 10.8 ± 3.6 と既報の SCL 非装用者の 24.6 ± 7.3 より低く、装用者の 10.7
± 2.6g/mm2 とほぼ同じ値であった。【結論】本例は１例であり既報との比較で統計学
的有意差を論じることはできないが、健常人と考えられた風負荷誘発ドライアイ状態で
近赤外線分光法による開瞼時前頭葉賦活の陰性化および角膜知覚低下を認めた１例にお
いて角膜神経密度および結膜知覚低下はないものと考えられた。
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佐藤

ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

機械学習を用いたドライアイスクリーニ
ングツールの作成

まほ

もり

真帆

森

慶應大

1）

機械学習を用いたドライアイスクリーニングツールの作成佐藤真帆、内野美樹、川島素
子、内野裕一 、山田昌和、坪田一男
【目的】高齢化や visual display terminal 就労者
の増加に伴い医療過疎地域でもドライアイ患者が増えている現在、遠隔でドライアイを
スクリーニングできるツールが望まれる。今回我々は問診票のみでドライアイ診断をサ
ポートできる質問項目を、機械学習アルゴリズムを利用して抽出したので報告する。
【方法】対象は 2 つのドライアイ横断研究（DECS-J、Moriguchi Study）に参加した
538 名。538 例のデータを無作為に学習データ 500 例とテストデータ 38 例に分割し、
学習データに 2 つの機械学習のアルゴリズム（Random Forest, Naive Bayes）を適
用し分類器を構築した。その分類器でテストデータ 20 例を評価分類し、実際のドライ
アイ診断結果との一致率、感度、特異度を算出した。上記作業を１万回繰り返し一致
率、感度、特異度の平均値を算出した。質問には DEQS、ドライアイ診断は 2017 年
の新診断基準を用いた。【結果】
「眼が乾く」「眼が疲れる」の 2 項目の質問がドライア
イ診断時に有用であった。20 例のテストデータに診断ツールを適用しその精度を検証
したところ、Random Forest では一致率 81.1%、診断感度 88.1%、特異度 66.0%、
Naive Bayes では、一致率 77.1%、診断感度 75.0%、特異度 81.6% となった。【結論】
本質問票は特にドライアイのスクリーニング時に有用であると思われる。
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冨岡
外園
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やすふみ

ドライアイ外来における眼表面の層別治
療

靖史、横井
千恵

則彦、加藤

弘明、小室

青、薗村有紀子、小池

保志、

まえはら

前原

ひろき

瞬目方法の違いが涙液層破壊時間と
breakup pattern に及ぼす影響

紘基 1,3）、横井

則彦 2）、石龍

鉄樹 1）

福島県医大、2）京都府医大、3）太田西ノ内病院

1）

ふくおか

福岡
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慶介 1）、中田

亙 1）、渡辺

仁 1,2）

ジクアホソル点眼液はマイボーム腺機能不全
を伴うドライアイの涙液油層を増加させる

しま

詩麻 1,3,4）、有田

玲子 2,3,4）

大宮はまだ眼科、 伊藤医院、3）LIME 研究会、4）東京大
2）

【目的】ジクアホソル点眼液 (DQS) は，涙液の水分やムチンを増加させるドライアイ
(DE) 治療薬であり，マイボーム腺機能不全 (MGD) 患者のマイボーム腺形態改善 (Arita
ら，2013)，正常眼の涙液油層厚増加 (Fukuoka ら，2017) が報告されている。今回，
MGD 合併 DE 眼の涙液油層に対し DQS が与える影響を検討した。【方法】対象は
MGD 合併 DE，47 例 94 眼 ( 男 33 例，女 14 例，48.1 ± 13.0 歳 )。片眼に DQS，
僚眼に人工涙液 (AT) を 1 回点眼し，点眼 30，60，90 分後に涙液油層厚 (LLT)，非
侵襲的涙液層破壊時間 (NIBUT)，涙液メニスカス高 (TMH)，涙液光干渉像を観察，
点眼前と比較した。【結果】DQS 群では LLT は点眼前 (49.4 ± 16.2 nm) に比べ，
30, 60 分後に有意に増加し (30，60，90 分後，70.6 ± 28.2，63.9 ± 30.0，62.0 ±
26.2 nm，p ＜ 0.001，0.042，0.11)，NIBUT は 点 眼 前 (3.0 ± 1.8 秒 ) と 比 べ，30
～ 90 分後まで有意に延長したが (6.1 ± 2.9，6.6 ± 2.7，6.1 ± 2.8 秒，p ＜ 0.001，
＜ 0.001， ＜ 0.001)，TMH は 変 化 し な か っ た (p=0.853，1.00，1.00)。AT 群 で
は LLT，NIBUT，TMH は変化しなかった。点眼前に涙液光干渉像で干渉縞を認めな
かった眼 ( 蒸発亢進型 DE) では，AT 群 (36 眼中 5，5，2 眼 ) より DQS 群 (40 眼中
25，32，23 眼 ) で有意に多く改善 した (p ＜ 0.001，＜ 0.001，＜ 0.001)。【結論】
MGD 合併 DE で，DQS は 30, 60 分後に LLT を増加させ，90 分後でも涙液安定性が
著明に改善していた。DQS は水分，ムチン増加と共に涙液油層改善にも有効だった。

P070
むらと
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ドライアイ患者を対象としたムコスタ点
眼液 UD2% の眼表面細胞に対する作用

村戸ドール 1,2）、新澤
柴崎 佳之 3）、島崎
1）

【目的】瞬目方法の違いが、breakup time(BUT) と breakup pattern(BP) に及ぼす影
響について検討した。【方法】ドライアイ研究会の診断基準 (2016) を満たす 54 例 54
眼 [ 男性 11 例 11 眼、女性 43 例 43 眼、平均年齢 64.0 ± 12.6(SD) 歳 ] を対象とした。
自然瞬目における自然開瞼後 ( 自然瞬目群 )、軽い閉瞼に続く早い開瞼後 ( 軽負荷群 )、
強い閉瞼に続く早い開瞼後 ( 強負荷群 ) に開瞼維持を指示し、この順に各群 3 回ずつ
BUT を測定し、BP を評価した。【結果】BUT は自然瞬目群、軽負荷群、強負荷群で、
それぞれ 2.7 ± 1.5 秒、2.0 ± 1.5 秒、2.2 ± 1.5 秒であり、自然瞬目群で軽負荷群や
強負荷群に比べて有意に ( それぞれ、P=0.00014、P=0.010) 長かったが、軽負荷群と
強負荷群の間に有意差は見られなかった (P=0.18)。BP の出現数 [ 自然瞬目群 ; 軽負荷
群 ; 強 負 荷 群 ] は、area break[4 例 ;4 例 ;4 例 ]、line break(LB)[3 例 ;7 例 ;2 例 ]、
spot break(SB)[1 例 ;5 例 ;3 例 ]、dimple break(DB)[10 例 ;17 例 ;19 例 ]、random
break(RB)[35 例 ;17 例 ;23 例 ]、SB+DB[0 例 ;2 例 ;2 例 ]、LB+DB[1 例 ;1 例 ;1 例 ]、
SB+LB[0 例 ;1 例 ;0 例 ] となり、異常な BP(RB 以外の涙液層形成前の BP) の検出数は、
自然瞬目群で最も少なく (19 例 )、軽負荷群で最も多かった (37 例 )。【結論】強く瞬目
させると Meibum の圧出などで BUT が変化する可能性があることを考慮すると、ド
ライアイにおける異常 BP の看破に軽い閉瞼後早く開瞼させる方法は有効と考えられた。

史香 1）、神田
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【目的】ドライアイでは点眼で治療が十分でない場合、涙点プラグ治療が選択される例が
ある。しかし、プラグ治療では涙点径に即したプラグ選択が必要であり、当院では独自
の涙点径によるプラグ選択表を作成、報告した（2014 角膜カンファ）。そこで今回実
際にこの選択表でのプラグ選択の留置性を種別、挿入部位別、涙点径別に検討した
【方
法】対象は 2015 年 8 月から 2017 年 9 月までの間に、シリコーン製プラグを治療に必
要とした涙液減少型ドライアイでプラグ挿入後 3 か月以上経過観察できた 36 例 44 眼
58 涙点である。涙点径 0.4mm － 0.8mm ではパンクタル F（PF）、0.7mm － 1.0mm
ではイーグルプラグ ONE（EP １）、1.0mm 以上ではパンクタルプラグ L（PPL）を
適応させ留置期間、上下別、涙点径別について検討した。【結果】この選択で総 58 涙
点でのプラグ留置率は 2、6、10 ヶ月で 94.6％ 84.2％ 77.8％と高値で PF(19 涙点 )
では 94.1% , 71.4%, 33.3%、EP1(36 涙点 ) は 94.4%, 85.7%, 81.0%、PPL(3 涙点 )
は全期間 100％であった。涙点径で重複のある 0.7mm では PF と EP1 に有意な差はな
かったが、0.8mm では 6 か月でみると EP1 が PF より有意に留置率で高かった（P ＜
(0.05）。上下涙点では上涙点より下涙点が有意に留置期間が長かった（P ＜ 0.02）。
【結論】作成した涙点径からのプラグ選定では全体的に高いプラグ留置を示し、下涙点の
方が上涙点より留置期間が長かった。また涙点径 0.8mm では EP １が PF より優れた
留置性を示した。

1）

【目的】当 科 ド ラ イ ア イ 外 来 で 行 っ て い る 眼 表 面 の 層 別 治 療 (Tear film oriented
therapy) の現状をレトロスペクティブに検討した。【方法】対象は 2013 年 5 月から
2016 年 6 月までの期間に 1 年以上 (1 年を超えた最初の再診日まで ) 治療された 133
例 133 眼。フルオレセインブレイクアップパターン (FBUP) 分類 (Yokoi N, et al.,
AJO 180, 2017) によりドライアイを涙液減少型 [ATD、重症 (s) と中等症以下 (m)
を区別 ]、水濡れ性低下型 (DW)、蒸発亢進型 (IE) の 3 つのタイプに分類 [sATD: 37
例 37 眼、mATD: 29 例 29 眼、DW: 61 例 61 眼、IE: 6 例 6 眼 ; 平均年齢 : 63.8 ±
12.8 歳 ; 男性 22 例、女性 111 例 ] し、それまでに行っていた治療を sATD は涙点プ
ラグと人工涙液 (AT)、mATD と DW はジクアホソルナトリウム (DQS)、IE は AT
を基本治療とし TFOT を開始。改善が得られない場合、他剤を併用した。治療効果判
定は 4 段階 ( 症状・所見共改善 : ◎、いずれかが改善 : ○、いずれも改善なし : △、い
ずれかが悪化 : × ) で評価した。【結果】基本治療と他剤併用に基づく TFOT により
改善率は、sATD、mATD、DW、IE のそれぞれで 89.3%、69.0%、67.2%、50.0%
で あ り、 他 剤 併 用 率 は sATD、mATD、DW、IE の そ れ ぞ れ で 62.2 ％、48.3%、
60.7%、83.3% であった。症状・所見共に改善の見られなかった背景疾患として結膜
弛緩症、点眼不適合などが考えられた。【結論】FBUP でドライアイのサブタイプを決
定し TFOT で治療を選択することは効果的と考えられた。

ドライアイ治療において涙点径に基づいた
涙点プラグ選択法はどれほど効果的か？

恵 1）、田
潤 2）

聖花 2）、伊勢田博之 2）、鈴木

舞 2）、

慶應大、2）東京歯大、3）大塚製薬

【目的】ドライアイでは，角結膜上皮細胞の分化異常による扁平上皮化生が報告されてい
る。今回，ムコスタ点眼薬のドライアイ患者における眼表面粘膜機能に対する薬理作用
を明確にするために，角結膜上皮に対する作用を細胞レベルで検討した。【方法】
2016
年 6 月から 2017 年 3 月に市川総合病院を受診したドライアイ患者 15 例（男性 1 例，
女性 14 例，平均 64.9 歳）を対象とし，ムコスタ点眼液を 12 週間点眼し，ドライアイ
症状スコア，涙液層破壊時間，フルオレセイン角膜染色スコア，リサミングリーン結膜
染色スコア，Lid Wiper 所見，角膜知覚検査値，結膜上皮細胞の角化スコア，杯細胞
密度，角膜上皮細胞密度，N/C 比，角膜神経密度，涙液中サイトカイン及びケモカイ
ン濃度を検討した。【結果】ドライアイ症状スコア，涙液層破壊時間，フルオレセイン
角膜染色スコア，リサミングリーン結膜染色スコア，Lid Wiper 所見に有意な改善が
認められ，結膜上皮細胞角化スコア（1.2 ± 0.1 → 0.3 ± 0.1，p=0.004），角膜上皮
細胞密度（660.1 ± 62.6 → 1015.5 ± 43.5cells/mm2，p=0.002）、N/C 比（0.1 ±
0.0 → 0.2 ± 0.0，p=0.042）は有意に改善した（平均値±標準誤差，Wilcoxon の符
号付順位検定）。【結論】ムコスタ点眼薬は角結膜上皮細胞の分化異常を改善し，細胞
レベルで粘膜機能を改善することにより，ドライアイの自覚症状及び他覚所見を改善し
ている可能性が示唆された。

ポスター ( 領域２：内田賞候補 )

たかお

高尾
高橋

かずひろ

CL 装用ドライアイ患者に対するレバミピド
点眼による自覚症状・他覚所見への効果
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【目的】抗 CD80/86 抗体のマウス角膜移植における免疫学的効果を検討する。【方法】
C57BL/6 マウスから血管新生を誘導した BALB/c マウスに同種異型角膜移植を行っ
た ( ハイリスク群 ; HR)。移植直後、24 時間後、48 時間後に抗 CD80/86 抗体 ( 各 50
μ g) の腹腔内投与を行った。（コントロール群には PBS を投与）。細隙灯顕微鏡にて
角膜混濁ならびに血管新生を移植後 8 週間評価した。移植後 14 日目に頸部リンパ節を
採取し、フローサイトメーターで CD4+CD25+Foxp3+ 制御性 T 細胞（Tregs）、
CTLA-4、CD11c+MHC II + 成熟樹枝状細胞（matureDC）の分布を計測した。ま
た、平均蛍光強度（MFI）で CTLA-4、MHCII の発現量を分析した。【結果】HR で
は、抗 CD80/86 抗体投与により、角膜移植片の生着の延長（平均生存期間 : HR-PBS
24.5 日、HR- 抗 CD80/86 抗体 49.0 日、p ＜ 0.001）、移植後 56 日目の角膜混濁
スコアの減少（HR-PBS; 5.0、HR- 抗 CD80/86 抗体 ; 1.3、p ＜ 0.05）、Treg にお
ける CTLA-4 の発現量の増加（HR-PBS; 3462、HR- 抗 CD80/86 抗体 ; 4229、p ＝
0.003）、DC における MHC II の低下（HR-PBS; 45748、HR- 抗 CD80/86 抗体 ;
34566、p ＜ 0.05）を認めた。【結論】抗 CD80/86 抗体は CTLA-4 の活性化や DC
の成熟化の抑制を介し、角膜移植片の生着を延長する可能性が示唆された。

学術奨励賞記念講演

1）

ヒト結膜上皮の網羅的遺伝子解析を用い
たレバミピドの作用についての検討

けいこ

武範 1,3）、内田浩一郎 2）、Shiang Tina4）、村上

シンポジウム

やまだ

けいいち

啓一 1,2）、猪俣

順天大、2）順天堂大学院医学研究科 アトピー疾患研究センター、3）順天大・戦略的
手術室改善マネジメント講座、4）Orange Park Medical Center

【目的】コンタクトレンズ（CL）を装用しているドライアイ患者は多いと考えられる。
ドライアイ点眼薬であるレパミピドは、防腐剤が入っていないため CL 装用中のドライ
アイ患者に対して処方する機会も多い。第 70 回日本臨床眼科学会にてレパミピド点眼
液による自覚症状・他覚所見の変化について報告した。今回症例数が増加したため、再
度報告する。
【対象と方法】対象はソフト CL を装用しているドライアイ患者 20 名 40 眼 ( 女性 20 名、
平均年齢 30.0 ± 8.3 歳 )。レバミピド点眼開始前と４週後に他覚所見と自覚症状を比
較検討した。他覚所見として、涙液層破壊時間（BUT）、フルオレセイン染色スコア
(FSS)、リサミングリーン染色スコア (LSS)、シルマー試験 I 法 (SCH)、角膜の知覚を、
自覚所見として、Ocular Surface Disease Index Score (OSDI) を行った。
【結果】他覚所見では、BUT(p ＜ 0.01)、FSS(p ＜ 0.01)、LSS(p ＜ 0.05) 角膜知覚 (p
＜ 0.05) において有意な改善を示したが、SCH(p ＜ 0.01) は逆に有意に減少した。自
覚症状では OSDI 全項目において有意な改善を示した。
【結論】レバミピド点眼薬は、ドライアイの自覚症状・他覚所見ともに有意な改善を示
し、CL 装用を希望する患者へのドライアイ点眼薬として有効であると考えられた。
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眼表面疾患に対する長期連続装用コンタ
クトレンズからの検出菌と安全性の検討

のりこ

堀内 稔子 1）、稲富
上田真由美 4）、小泉

勉 2）、北澤
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舞鶴日赤、2）京都府医大、3）バプテスト眼科クリニック、4）京都府医大・感覚器未来
医療学、5）同志社大・生命医科学
1）

ポスター

【目的】眼表面疾患の治療におけるコンタクトレンズ (CL) の長期連続装用者からの検出
菌と感染症に対する安全性を検討する。【方法】対象は 2012 年 1 月より 2016 年 12
月までの 5 年間に眼表面疾患の治療目的で CL を 6 か月以上連続装用し、CL 培養検査
を 2 回以上施行した 31 人 39 眼。男性 17 人女性 14 人、平均年齢 47 ± 19 歳、平均
観察期間 48 ± 18 か月、原疾患はスティーブンス・ジョンソン症候群 (SJS)17 眼、化
学外傷 10 眼、モーレン潰瘍 3 眼、眼類天疱瘡 3 眼、その他 6 眼であった。【結果】CL
培養検査総数は 209 回、１症例あたりの平均検査回数は 5.4 ± 5.6 回。菌の分離は 15
眼 (38.5％ )、陽性検体数は 35 回 (16.7％ ) であり、24 眼（61.5％）からは一度も菌
は検出されなかった。検出菌はコアグラーゼ陰性ブドウ球菌 (CNS) が最も多く 13 眼
24 回 ( うちメチシリン耐性表皮ブドウ球菌 2 眼 2 回 )、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌
(MRSA) が 2 眼 5 回、連鎖球菌 3 眼 3 回、コリネバクテリウム、バチルス、カンジダ
がそれぞれ 1 眼 1 回であった。MRSA は SJS の 1 名で検出された。経過中 2 眼（5.1%）
で角膜感染症を発症し、１眼は SJS の遷延性上皮欠損例のカンジダ感染であり約 1 か月
で治癒、もう 1 眼は化学外傷、上皮移植後で 2 週間の抗菌点眼薬治療で治癒した。【結
論】眼表面治療での長期 CL 連続装用においては、定期的な CL 培養検査によるモニタ
リングからの薬剤選択と角膜感染症の予防が重要であると考える。

■

【目的】レバミピドはドライアイの治療薬として使用され、その作用に抗炎症作用も報告
されている。ヒト結膜上皮細胞におけるレバミピドの作用を検討するために、網羅的遺
伝子発現解析を行ったので報告する。【方法】患者の同意の上、結膜弛緩症の手術時に
切除・廃棄される結膜組織を用いた。3 個体 ( 平均年齢 69 ± 15 歳、全て女性 ) の結膜
組織から Dispase を用いて結膜上皮を分離し、培養したヒト結膜上皮細胞に対して、
polyI:C(10 μ g/ml) 単独群と polyI:C( 同 ) ＋レバミピド (2mM) 添加群で、各 3 時間
作用させたものを、GeneChip ○ R を用いて網羅的遺伝子解析を行い比較検討した。
【結果】網羅的遺伝子発現解析の結果、polyI:C 単独群に比較し、polyI:C ＋レバミピド
群の３個体の全てで、発現比が 1.5 以上に増加している遺伝子は 18 遺伝子 (NmrA-like
family domain containing 1 pseudogene、PR domain containing 1 with ZNF
domain、growth differentiation factor 15 等 )、0.6 以下に抑制されている遺伝子
は 6 遺 伝 子 (myxovirus resistance 2、RGM domain family-member B、v-myc
myelocytomatosis viral oncogene homolog 等 ) であった。【結論】網羅的遺伝子解
析において、レバミピドは、ヒト結膜上皮の遺伝子の発現を多数上昇あるいは抑制す
ることが明らかとなった。今後、定量 PCR でその遺伝子発現について確認するととも
に、レバミピドの作用機序における各遺伝子の役割について検討していく必要がある。

■
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サルコイドーシスとドライアイの関連性の
検討
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【目的】リンパ管は角膜の免疫機構に重要であることが知られているが、細菌感染とリン
パ管新生に関する詳細な報告はない。我々は緑膿菌感染によるマウス角膜炎モデルを用
い、マクロファージ（M φ）を除去することによってリンパ管新生が抑制されることを
報告した（角膜カンファランス 2017）。今回は緑膿菌による感染性角膜炎の病像にお
けるリンパ管の役割について検討したので報告する。【方法】C57BL/6 マウスの角膜上
皮を擦過し、緑膿菌（PAO-1 株）を点眼することによって角膜炎モデルを作成した。
緑膿菌を接種したのみの群を対照群、緑膿菌接種後 4、8、12 日後にクロドロン酸リポ
ソームを腹腔内投与した群を M Φ除去群とし、緑膿菌接種後 2、7、14 日後における
両群の、角膜におけるリンパ管新生の同定（抗 LYVE-1 抗体による免疫染色）、角膜
炎の程度（クリニカルスコア）、角膜浮腫の程度について評価を行った。リンパ管新生
の程度はイメージ J で解析し、角膜浮腫は CASIA（TOMEY 社）で中心角膜厚を計測
することによって評価した。【結果】M Φ除去群は対照群と比較して、緑膿菌接種 14
日後のリンパ管新生が有意に抑制されていた。緑膿菌接種 7 日後では、対照群との間に
クリニカルスコアおよび角膜浮腫の程度に有意差はなかったが、14 日後では M Φ除去
群はいずれも有意に悪化していた。【結論】緑膿菌感染に伴う角膜のリンパ管新生は、
感染後期において炎症の消退に関与している可能性がある。

【目的】サルコイドーシス ( サ症 ) における眼表面、涙液異常の有無を検討した。【方法】
当科ぶどう膜外来にて治療中のサ症 15 例 15 眼 (70.3 ± 9.5 歳 )、および、Vogt- 小柳
- 原田病 (VKH)7 例 7 眼 (55.6 ± 21.5 歳 )、加えて、健常対照 (NC)9 例 9 眼 (48.6 ±
10.0 歳 ) に対して、1. ドライアイの症状の評価 DEQS(Dry Eye-related Quality of
life Score)、2. フルオレセイン breakup time(FBUT)、3. メニスカス高 (MH)、4. 角
結膜上皮障害 (ED)、5. シルマーテスト 1 法 (ST1) を比較検討した ( 全員女性、右眼を
対象）。【結果】[DEQS; BUT( 秒 ); MH(mm); ED;ST1(mm/5 分 )] は、それぞれ、
サ症 [17.9 ± 18.3; 5.24 ± 2.72; 0.269 ± 0.066; 0.60 ± 0.91;12.7 ± 11.7]、VKH
[25.4 ± 15.3; 8.09 ± 3.05; 0.234 ± 0.084;0.43 ± 0.53; 24.1 ± 12.8]、NC [9.3 ±
8.2; 7.37 ± 2.43; 0.278 ± 0.101; 0 ± 0; 29.4 ± 8.6] であり、サ症と NC の比較で
ST1 のみ、サ症で有意 (p ＜ 0.05) に低値をとった。【結論】サ症で ST1 が有意に低下
を示したことは、サ症における涙腺機能の低下、ひいては、ドライアイ発症との関連が
示唆された。
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Unique ocular surface found by electron
microscope in graft-versus-host-disease

えいすけ

映輔 1）、小川 葉子 1）、山根 みお 1）、楊
景良 1,2）、矢野 哲也 3）、芝田 晋介 3）、坪田
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帆 1,2）、
一男 1）

山中
1）

慶應大、2）Aier Eye school of Ophthalmology, Central South University、3）慶
應大・医学部電子顕微鏡研究室

ゆきと

Stevens Johnson 症候群 慢性期の上眼瞼瘢
痕に対して自家口唇粘膜移植を施行した 2 例

行人 1）、渡辺

彰英 1）、上田真由美 2）、外園

千恵 1）

京都府医大、2）京都府医大・感覚器未来医療学

1）

Purpose: To evaluate the ultrastructural abnormalities in conjunctiva of graftversus-host-disease (GVHD) murine model. Methods: Twelve week-old female
BALB/c mice extracted their conjunctiva. To develop GVHD, they received
sublethal irradiation followed by allogeneic bone marrow transplantation.
Transmission & scanning electron microscope (TEM & SEM) were used to
evaluate their ultrastructural micrographic findings of vertical & horizontal
epithelial layer.Results: Under TEM observation, number of microvilli was
statistically significant smaller in the GVHD mice compared to that in the agematched healthy controls, and the height of microvilli was lower in the GVHD
mice (numbers: 12.3 ± 2.8 vs 27.8 ± 6.0 /0.01mm, height: 160.5 ± 65.1 vs
295.6 ± 104.2 nm, both P ＜ 0.01, Unpaired T-test). Under SEM observation,
direction of microvilli were distorted as“Arabesque pattern”in GVHD, which
seems to be the consequence of epithelial changes due to GVHD.Conclusions:
We found unique findings as a new marker of cGVHD-related dry eye disease
by using EM. Utilizing this precision instrument, it is possibly helpful to
evaluate ocular surface condition of immune-mediated ocular surface disease.

P078

Eyelid vascular changes in Chronic Ocular
GVHD: In Vivo Confocal Microscopy study

P081
よしかわ

Fan Yang1,2）、Yoko Ogawa1）、Mio Yamane1）、Yumiko Saijo-Ban1）、Miki Uchino1）、
Masaki Fukui1）、Eisuke Shimizu1）、Yuta Shigeno1）、Kazuo Tsubota1）

吉川
横井

Keio University、2）Aier Eye School of Ophthalmology, Central South University, Changsha,
China

1）

1）

Purpose: To evaluate the eyelid vascular changes in patients with and without
ocular graft-versus-host disease (GVHD)-related dry eye disease (DED) after
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) using in vivo confocal microscopy
(IVCM).
Methods: In this cross-sectional study, six patients with GVHD-related DED and
four patients without GVHD-related DED after HSCT were recruited. Clinical
parameters of subjective feeling and objective ocular surface condition were
evaluated. IVCM was applied to capture images of stromal vessels in center upper
eyelid margin. The density, average diameter of vessels, number of anastomoses
and fibrosis grades were evaluated.
Results: OSDI, BUT, meibomian gland dysfunction score (MGDs) were 31.5 ± 13.6,
3.2 ± 0.9 and 2.6 ± 0.5 respectively in GVHD group and 5.5 ± 10.2, 5.1 ± 2.2 and 1.1
± 1.0 respectively in non-GVHD group. The density, average diameter of vessels,
number of anastomoses and fibrosis grades were 160.4 ± 59.7cells/mm2, 15.1 ± 3.3
μ m, 10.3 ± 8.5 and 1.2 ± 0.9 respectively in GVHD group and 103.9 ± 41.3 cells/
mm2, 10.4 ± 2.8 μ m, 4.9 ± 5.0 and 0.1 ± 0.4 respectively in non-GVHD group.
Conclusion: In GVHD-related DED, eyelid vascular changes including dilation,
anastomose and neovascularization exist. This may relate to fibrosis and ischemia.
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偽膜性結膜炎がきっかけとなり診断に
至った小児の GVHD

ゆか

由賀 1）、加藤久美子 1）、竹内

真希 1）、高嶌祐布子 2）、近藤

峰生 1）

三重大、2）松阪市民病院

【緒言】慢性 GVHD によるドライアイは造血幹細胞移植後の眼合併症で最も頻度が高
く、全身 GVHD の診断のきっかけとなることがある。我々は眼脂増多をきっかけに眼
科受診し、偽膜性結膜炎から全身 GVHD と診断された小児の 1 例について報告する。
【症例】9 歳女児。眼脂増加あり、細菌性結膜炎・アレルギー性結膜炎として近医で抗生
剤点眼、低濃度ステロイド点眼を処方されたが改善せず、精査目的で当科を受診した。
両眼瞼結膜に偽膜形成を認め、半年前に骨髄移植が行われていたことから眼 GVHD と
考えた。全身倦怠感と肝機能異常、血液の PCR 検査で EBV が増幅されており、小児
科ではウイルス血症と診断されており、ステロイド・免疫抑制剤の全身投与は困難と判
断された。フルオロメトロンあるいはベタメタゾンとタクロリムスの局所投与と偽膜除
去を行ったが、右眼の眼瞼結膜の癒着が進行し開瞼困難となった。小児科と相談の上プ
レドニゾロン 20mg/ 日の全身投与を追加したが改善なく、タクロリムス 0.6mg/ 日か
ら 6mg/ 日まで漸増したところ、結膜の炎症は軽快した。またウイルス血症によると考
えられていた全身倦怠感、肝機能異常は消失した。【考按】 眼 GVHD の治療におい
て、本症例のようにステロイドや免疫抑制剤の局所投与が奏功しない例もある。そのよ
うな例では、他科と十分相談した上で、ステロイドあるいは免疫抑制剤の全身投与を考
慮する必要があると考えた。
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【緒言】Stevens- Johnson syndrome(SJS) の発症後には眼瞼結膜の瘢痕化に起因する眼
表面障害がしばしば問題となる。今回 SJS 慢性期の上眼瞼瘢痕に対して自家口唇粘膜移
植を施行し良好な結果を得たので報告する。【症例1】55 歳女性。2012 年 9 月発症。
左眼の遷延性上皮欠損に対して 2012 年 12 月角膜上皮形成術を施行するも翌年に拒絶
反応を生じた。その後に上皮欠損が難治化したため 2014 年 9 月に培養自家口腔粘膜上
皮移植を施行するも上皮欠損の増悪寛解を繰り返していた。2017 年 1 月左眼の上眼瞼
に自家口唇粘膜移植および下眼瞼睫毛内反症手術を施行した。いずれの症例も上眼瞼に
口唇粘膜が生着し、眼表面上皮障害が軽減した。【症例2】46 歳女性。2007 年 8 月発
症。これまでに角膜穿孔に対する角膜移植および複数回の羊膜移植を施行され、結膜嚢
の癒着に対しても複数回結膜嚢形成術を施行されていた。右上眼瞼結膜の瘢痕形成が著
しく眼表面の炎症および上皮障害が遷延していたため、2017 年 7 月右眼に対して上眼
瞼の自家口唇粘膜移植および耳下側癒着解除 + 羊膜移植を施行した。【考察】
SJS 慢性
期の 2 症例に自家組織である口唇粘膜を移植することで術後に良好な結果を得た。上眼
瞼結膜の自家口唇粘膜移植は眼表面への直接的な摩擦を減弱させると考えられ、SJS 慢
性期の治療法として今後さらなる発展が期待できる。

慢性期 Stevens-Johnson 症候群の進行
と背景因子の検討

やまと

大和 1,2）、上田真由美 2）、福岡 秀記 2）、稲富
勉 2）、横田
勲 3）、
則彦 2）、木下
茂 2）、田尻 健介 1）、池田 恒彦 1）、外園 千恵 2）

大阪医大、2）京都府医大、3）京都府医大

医学研究科

生物統計学

【目的】慢性期 Stevens-Johnson 症候群 ( 以下 SJS) は長期経過の中でどのように悪化す
るかと初診時メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSA) の保菌及びステロイド使用の有
無の影響について検討した。【方法】1998 年から 2011 年までに京都府医大に受診した
SJS 患者 186 例のうち、5 年以上経過観察でき、かつ観察前および観察中に眼表面への
手術介入がない症例 66 例 105 眼 ( 男 24 例、女 42 例 ) を対象とした。定期的に撮影
した写真をもとに前眼部所見を評価し、評価開始時および 5 年後の所見を比較、検討し
た。前眼部所見の評価は既報に基づき、臨床的結膜侵入、血管新生、角膜混濁、角化、
瞼球癒着、結膜嚢短縮 ( 上下 ) を各々 0 ～ 3 点の 4 段階でスコア化した。【結果】評価
開始時に臨床的結膜侵入や血管新生、角化が 1 ～ 2 点のものは 0 点よりも有意に悪化・
進行した。いずれの時期においても角化が 1~3 点のものは臨床的結膜侵入が 3 点であっ
た。初診時の MRSA の保菌とステロイド使用の有無は悪化に影響を与えなかった。
【結論】SJS 患者は初期には臨床的結膜侵入、血管新生が生じ、徐々に進行する。臨床的
結膜侵入が角膜全面に広がったのちに角化が生じ、徐々に進行する。その進行に初診時
の MRSA の保菌、ステロイド使用の有無は大きな影響を与えない可能性が示唆された。
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小林

0.05％エピナスチン塩酸塩点眼液の点
眼回数軽減の有効性

しげき

茂樹

小林眼科

【目的】エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05％（アレジオン点眼液 0.05％：参天製薬社製）
は通常、1 回 1 滴、１日 4 回点眼するが今回、アレルギー性結膜炎の自覚症状のある患
者に 1 回 1 滴２回点眼させ、エピナスチン塩酸塩点眼液 0.05％の有効性を評価した。
【対象および方法】対象は初期投与を行っていない症例で、平成２９年３月、4 月にアレ
ルギー性結膜炎の自覚症状を訴えて当院を受診した１３名。方法はこの１３名にエピナ
スチン塩酸塩点眼液 0.05％を単剤で 1 回 1 滴、1 日２回点眼させ、再受診時に点眼治
療前および治療後の自覚症状および他覚的所見を数値化し、統計学的に評価した。統計
学的検討は Wilcoxon の符号順位検定を用いた。ただし、1 日 2 回点眼で自覚症状の改
善が十分でない場合は 1 日 4 回点眼とした。【結果】点眼治療開始後再受診しなかった
１例を除外し、点眼回数は 12 例全症例、1 日 2 回であった。また、自覚症状は全症例、
掻痒感のみであった。この１２例を点眼治療前と比較して点眼治療後、自覚症状（p ＜
0.002）、他覚的所見（p ＜ 0.005）において改善されることが示唆された。【結論】点
眼回数の軽減は点眼回数のコンプライアンスに有効であると考える。また、自分で点眼
できない幼児、児童に対し、保育士、教諭が点眼をしないことが多く、保護者が点眼す
ることになるため、1 日 2 回の点眼であれば、家庭において保護者の管理で点眼可能と
なり、保護者による点眼液の管理が容易になると考える。

ポスター ( 領域２：内田賞候補 )
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春季カタルに対するタクロリムス点眼薬
の効果
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PAヨードにより治療した初期アカント
アメーバ角膜炎の2 症例

こずえ

梢 1）、松澤亜紀子 1）、林

泰博 1）、松村

綾子 1）、高木

均 2）

川崎市立多摩病院、 聖マリ医大
2）

ポスター

緒言：アカントアメーバ角膜炎（AK）は、難治性でありクロルヘキシジンなどの消毒
剤や抗真菌剤点眼、角膜擦過を行うなどして治療することが一般的である。今回、初期
の AK に対し PA ヨード点眼を使用し治療を行ったので報告する。症例１：27 歳男性。
2 週間交換ソフトコンタクトレンズ（SCL）を使用していた。1 週間前より左眼痛出現
し近医受診し点眼加療を行うも改善せず、2017 年 5 月 26 日当院初診となった。初診
時、左眼視力 0.15 と低下し、毛様充血、樹枝状角膜上皮障害、放射状角膜神経炎を認
めた。角膜擦過にてアメーバシストを確認し AK と診断し PA ヨード、クロルヘキシジ
ン、ミカファンギン、トブラマイシン点眼を開始した。約 1 ケ月後に放射状角膜神経炎
は消失し視力 1.2 と回復した。症例２：1 日使い捨て SCL を水道水で洗浄しながら使
用していた。1 ケ月前より両眼痛出現し近医受診し点眼加療を行うも改善せず、2017
年 7 月 3 日当院初診となった。初診時、視力右眼 0.9 左眼 0.6 と低下し、両眼とも毛様
充血、放射状角膜神経炎を認めた。角膜擦過にてアメーバシストは確認できなかったも
のの臨床所見より AK と診断し症例１と同様の点眼を開始した。約２か月後に放射状角
膜神経炎は消失し両眼とも視力 1.2 と回復した。考案：PA ヨード点眼は、初期 AK に
対し使用することで重症化することなく治療する事ができ有用であった。

■

【目的】眼瞼、眼球結膜に著明な乳頭増殖を認めた 1 例を経験したので報告する。【症
例】19 歳女性。アトピー性皮膚炎の既往がある。2017 年 3 月に右結膜巨大乳頭に対し
て近医でオロパタジン，ベタメタゾン，タクロリムス点眼液を使用するもステロイドに
よる眼圧上昇が出現し，加療目的に当科へ紹介となった。当科初診時，右鼻側の眼瞼，
眼球結膜に背丈の高い密集した乳頭形成を認めた。クラミジア抗原検査は陰性であっ
た。点眼薬をすべて中止したところ乳頭の増加，痛みの出現，眼脂の増加がみられ，
ステロイド内服を行ったが改善はみられなかった。角膜所見はみられなかった。 4 月
4 日に右眼球，眼瞼結膜の乳頭を全て切除した。病理検査では，HPV は陰性であり，
少数の杯細胞を含む重層円柱上皮で覆われた粘膜，高度の慢性活動性炎症細胞浸潤や多
核巨細胞，異所性の上皮，組織球の集積と少数の肥満細胞を認めたが明らかな腫瘍性変
化はみられなかった。術後は軽度の瞼球癒着がみられるも乳頭の再燃はなく経過してい
る。【結論】ステロイド全身投与に反応せず外科的治療が有効であった片眼性の著明な
結膜乳頭増殖はアトピー性皮膚炎の合併症として注意が必要である。

【目的】点眼液に含まれる防腐剤の違いによる角膜上皮バリア機能へ及ぼす影響を、フル
オロフォトメトリー法で評価した。【方法】まず正常者 10 例 20 眼を対象として、自家
調整した異なる濃度の塩化ベンザルコニウム (BAK ) 含有点眼後の角膜上皮バリア機能
を測定した。角膜中央部の背景蛍光を測定した後、右眼に 0.02%BAK 点眼液、左眼に
0.001%BAK 点眼液を 2 分毎に 3 回点眼し、蛍光強度を測定した。次に正常者 12 例
24 眼を対象として、エピナスチン点眼液 ( アレジオン点眼液 0.05%) の従来処方製剤
BAK 含有 と改良処方製剤 ホウ酸含有 の角膜上皮バリア機能へ及ぼす影響を、同様の
方法で測定した。【結果】点眼前の角膜上皮バリア機能は、BAK 点眼、エピナスチン点
眼のいずれも左右で有意差はなかった。BAK 点眼後の蛍光強度は 0.02% 点眼 99.2 ±
46.1、0.001% 点眼 50.0 ± 38.8 であり、0.02% 点眼では点眼後に有意に角膜上皮バ
リア機能の低下を認めた (p ＜ 0.01)。エピナスチン点眼後の蛍光強度は従来処方 61.1
± 26.7、改良処方 61.9 ± 32.1 であり、点眼前後で有意差はなかった。【結論】濃度の
異なる BAK 点眼では、0.02% 点眼は 0.001％ 点眼よりも有意に角膜上皮バリア機能を
低下させた。エピナスチン点眼液の新旧製剤では蛍光強度の変化は見られず、いずれの
製剤も正常者への数回の点眼では角膜上皮バリア機能に影響を与えないと考えられた。
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乳頭切除のみが奏功した眼瞼，眼球結
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みしま

よういち

陽一、名畑

シンポジウム

【目的】春季カタルの治療にタクロリムス点眼薬が用いられるようになり、短期間に症状
の改善が得られるようになってきた。しかし、再燃する場合もある。そこでタクロリ
ムス点眼薬のより有用な使用法を探るために、臨床経過を検討した。【方法】対象は、
現在通院中の春季カタル患者で、タクロリムス点眼を 6 ヵ月以上使用した 14 例（男性
11 例、女性 3 例）、年齢 4 ～ 12 歳（平均 8.7 ± 2.4 歳）、眼瞼型 10 例、輪部型 2 例、
混合型 2 例、経過観察期間は 6 ～ 69 ヵ月である。タクロリムス点眼は、通常 2 回、悪
化時 4 回まで増量し、寛解時は１回に減量した。角結膜所見の変化、ステロイド点眼併
用状況、再燃時の治療効果を評価した。【結果】シールド潰瘍、落屑様角膜上皮障害を
呈した眼瞼型 9 眼中 6 眼は結膜所見の改善とともに角膜所見は 1 か月以内に改善した。
初診時、ステロイド点眼薬が使用されていた 10 眼は、治療開始時 3 眼、1 か月以内 3
眼、6 ヵ月以内 2 眼で中止できた。寛解時タクロリムス点眼を 1 回以下に減量できたも
のが 9 眼、減量までの期間は、2.5 ～ 54 ヵ月であった。1 年以上観察できた 8 眼中 6
眼で再燃したが、1 眼を除き高濃度ステロイド点眼併用なしに、タクロリムス点眼回数
増量で改善した。【結論】タクロリムス点眼は点眼回数の増量により重症な角膜所見を
短期に改善し、継続によりアレルギー炎症の鎮静化が可能である。

三島

あきやま

秋山

エピナスチン点眼液の角膜上皮バリア機
能への影響

杏林大

女子医大

P084

P086

特別講演・招待講演

P083

ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

■

P085
もりい

森井

ともや

アトピー性皮膚炎の既往があり春季カタ
ルにシールド潰瘍を発症した３例

智也、石川

伸之、白井

久美、雑賀司珠也

和歌山県医大

【緒言】春季カタルは結膜に増殖性変化がみられるアレルギー性結膜疾患である。角膜疾
患を高率に合併しシールド潰瘍など症状が重篤であることが多い。今回、我々はアト
ピー性皮膚炎の既往があり当院初診時よりシールド潰瘍を伴った春季カタル３例を経験
したので報告する。【症例】症例 1：６歳男児。他院にて両アレルギー性結膜炎にて通
院加療中に右眼瞼結膜に乳頭増殖、シールド潰瘍を認め当院紹介受診。受診時シールド
潰瘍に加え角膜プラークを認め角膜掻爬術施行。角膜プラーク除去、角膜透明性改善し
角膜上皮被覆した。症例 2：５歳男児。他院にて両結膜炎の診断で治療も改善なく当院
受診。両眼瞼結膜に乳頭増殖、左眼シールド潰瘍認め点眼加療開始。潰瘍改善乏しく角
膜プラーク認め角膜掻爬術施行。角膜プラーク除去され角膜透明性改善し角膜上皮被覆
した。症例 3；８歳男児。他院にて両アレルギー性結膜炎の診断で点眼加療していたが
左眼角膜潰瘍出現し当院紹介受診。受診時眼瞼結膜に乳頭増殖、シールド潰瘍認め点眼
加療開始。潰瘍改善乏しく角膜プラーク認め角膜掻爬術施行。角膜プラーク除去、角膜
透明性改善し角膜上皮被覆した。【考按】今回アトピー性皮膚炎の既往があり春季カタ
ルにシールド潰瘍を併発した３例を経験した。シールド潰瘍にまで進行すると遷延化す
れば角膜混濁をきたし恒久的な視力障害を生じる可能性があるので早期に診断および治
療を行うことが重要である。

P088
はせがわ

みな

レンズケース汚染が原因と考えられたオルソ
ケラトロジー関連アカントアメーバ角膜炎

長谷川実茄、柳井

亮二、山田

直之、守田裕希子、東島

史明、木村

和博

山口大

【緒言】オルソケラトロジーは角膜形状変化のためレンズと角膜が長時間接触し，レンズ
の動きも制限されるため感染性角膜炎の危険性が高くなる。今回，オルソケラトロジー
レンズ装用中に，アカントアメーバ角膜炎を発症し，レンズケース汚染が原因と考えら
れた一例を経験した。【症例】20 歳男性。2 年前より両眼にオルソケラトロジーによる
視力補正を行っていたが，左眼の視力低下を主訴に近医を受診し，角膜炎がみられたた
め，精査加療目的に当院を紹介された。初診時視力は右 1.5, 左 0.15 (0.3) で，左眼に
放射状角膜神経炎および実質浅層に浸潤巣がみられ，アカントアメーバ角膜炎が疑わ
れた。入院の上，角膜上皮掻爬を行い，フルコナゾール点眼液，ガチフロキサシン点眼
液、0.05% クロルヘキシジングルコン酸塩点眼液，ピマリシ眼軟膏，イトラコナゾール
内服により治療を行った。角膜擦過物およびレンズケースから，Acanthamoeba spp.
およびグラム陰性桿菌が培養同定され，アカントアメーバ角膜炎と診断された。治療を
継続の上，4 日毎に角膜上皮掻爬を行い，角膜実質の浸潤巣は消失し視力も左（1.5）
に回復した。
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ポスター ( 領域２：内田賞候補 )
P089
あだち

ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

菌種の同定を行った Moraxella 角膜潰
瘍の3 症例

あや

安達
彩 1）、嶋 千絵子 1）、豊川
佐々木香る 1,2,3）、高橋 寛二 1）

紀子 3）、奥田

みやもと

和之 4）、

宮本
矢口

関西医大、2）JCHO 星ヶ丘医療センター、3）永田眼科、4）関西医科大・附属病院臨床
検査室
1）

【著言】モラクセラは外眼部感染症以外に、種々の病型の角膜炎を呈するが、分離培養・
菌種同定が困難で、検出頻度は高くない。今回、モラクセラ角膜炎 3 例を経験したの
で、その特殊な臨床像と特徴を報告する。【症例】症例１：91 歳女性。3 日前から左
眼の流涙、充血、視力低下。軽度浸潤の不整形角膜潰瘍、強い endothelial plaque、
前房蓄膿を認めた。角膜スメアにてグラム陰性桿菌（GNR）を、培養・質量分析にて
M.nonliquefaciens を検出。レボフロキサシン（LVFX）点眼にて約 25 日間で軽快。
症例２：75 歳女性。2 日前から右の眼痛、眼脂、充血。浸潤軽度の角膜潰瘍、大きな
endothelial plaque、前房蓄膿を認めた。角膜スメアにて GNR を、培養にてモラクセ
ラを検出。モキシフロキサシンとトブラマイシン（TBM）点眼にて約 30 日間で軽快。
症例３：81 歳女性。5 日前から右眼異物感、視力低下、充血。辺縁不整の円形角膜潰
瘍、角膜後面の濃い fibrin 付着を確認。角膜スメアにて GNR を、培養・質量分析にて
M.nonliquefaciens を検出。LVFX と TBM 点眼にて約 50 日間で軽快。【考案】3 例
共に強い endothelial plaque と長時間の治療期間を要した。強い endothelial plaque
を呈する感染性角膜炎を見た時は、真菌以外にも、本菌を疑いスメア、質量分析が重要
と思われた。

P090
しみず

清水

全周線維柱帯切開術施行眼に真菌性角
膜炎を認めた一例

だいすけ

大輔、太和田彩子、山本

P092

1）

P093

1）

【緒言】全周線維柱帯切開術の既往眼に当初は実質型角膜ヘルペスや真菌性角膜炎を疑っ
たが、その後真菌性角膜炎の診断に至った一例を報告する。【症例】72 歳男性。関節リ
ウマチでメトトレキサート内服中。開放隅角緑内障により左眼は 2016 年 1 月に全周線
維柱帯切開術、同年 11 月に線維柱帯切除術を施行され、眼圧良好でベタメタゾン 0.1%
点眼中であった。2017 年 1 月 19 日再診時、繊維柱帯切開術時の創口周辺の下方角膜
周辺部実質深層に浸潤所見を認めた。過去に HSV 虹彩炎の既往があることから、アシ
クロビル眼軟膏、バラシクロビル内服を開始するも所見の改善がなく、細菌性角膜炎
を疑い抗菌薬の頻回点眼、全身投与を開始したが、浸潤は拡大傾向であり、2 月 19 日
より真菌性角膜炎の可能性を考え、ボリコナゾールの頻回点眼・内服、ピマリシン眼軟
膏による治療を開始し、角膜掻爬も併用した。角膜擦過培養では検出菌は認めなかっ
たが、2 月 13 日に施行した前房水からの培養検査にて Aspergillus unguis が検出さ
れ起因菌と考えられた。抗真菌薬治療開始後は非常に緩徐ではあるが徐々に浸潤は縮小
し、8 月 9 日再診時にはほぼ瘢痕治癒を認めた。【考按】緑内障手術時の切開創近くに
感染巣が認められ、抗真菌薬への反応も緩徐であることを考えると、全周繊維柱帯切開
の際に用いた糸が感染の原因である可能性も考えられる。同様の所見を認めた場合、真
菌性角膜炎を疑う必要があるものと考えられた。

とどころ

戸所
1）

だいすけ

移動性の黒色上皮病変を呈した
Exophiala lecanii-corni 角膜炎

大輔 1）、佐竹

良之 2,3）、槇村

浩一 4）、宮久保純子 3）、秋山

群馬大、2）東京歯大・市川、3）宮久保眼科、4）帝京大・医療共通教育研究センター

【緒言】
水疱性角膜症（BK）に対する DSAEK 術後はステロイド点眼や CL 装用により易感染状
態となる。今回我々は Exophiala lecanii-corni が移動性の黒色上皮病変を来たした症例
を経験した。
【症例】
81 才女性、50 才頃白内障手術を受けた。2014 年 7 月左視力低下を自覚し近医で左眼 BK
を指摘された。2016 年 3 月に左眼 DSAEK を行った。5 月頃より左角膜に黒色の不整形
角膜上皮病変を認めたため、真菌性角膜炎を疑い 1% ピマリシン眼軟膏および角膜擦過を
行うも、病変は移動し繰り返し再発した。2017 年 2 月に当院を紹介受診した。左矯正視
力は 0.09 で、角膜表層に上皮欠損を伴う地図状混濁を認めた。角膜擦過物の鏡検で真菌
を認め、1% ボリコナゾール（VRCZ）点眼 1 時間ごとおよび 1.5% レボフロキサシン点
眼 3 回を開始した。真菌培養で黒色の集落が発育し、リボゾーム DNA シークエンスから
E. lecanii-corni と同定した。抗真菌薬感受性検査で VRCZ の MIC 値は 0.06 だった。
VRCZ 点眼を約 3 か月間継続したところ病変は瘢痕化し、視力は 0.5 へ改善した。
【考按】
Exophiala 属真菌は黒カビの一種として知られ、皮膚黒色真菌症の原因となる。角膜炎は
これまでに数例が報告されているが、E. lecanii-corni の報告はない。黒色上皮病変は本
菌による角膜炎の特徴である可能性がある。
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あさと

透史 2）、仁木

昌徳 2）、塩田

洋 1）、

翼状片手術後に真菌性角膜炎を発症し
角膜穿孔に至った一例
隆司 1,2）、原
一夫 1,4）

修哉 1,3）、横山

翔 1）、

JCHO 中京病院、2）慶應大、3）大雄会第一病院、4）中京眼科

【緒言】翼状片手術後に真菌性角膜炎を生じ、角膜穿孔を来した症例を経験したので報告
する。【症例】症例は 69 歳男性。右眼はぶどう膜炎、血管新生緑内障のため硝子体手術
および線維柱帯切除術の既往あり。術前の矯正視力は（0.3）だった。全身疾患の既往
は特になし。翼状片の影響によるものと思われる角膜乱視が徐々に増強してきたため、
2016 年 12 月、右翼状片に対し、翼状片切除および遊離結膜弁移植術が行われた。手
術 1 か月後、翼状片を剥離した部位に辺縁不整な角膜潰瘍と、淡い浸潤を認めた。その
1 週間後、角膜潰瘍は悪化し、角膜後面のプラークおよび前房蓄膿を生じていたため、
角膜外来に紹介となった。検眼鏡所見および抗菌剤点眼で改善傾向に乏しいことから真
菌感染を疑い、ボリコナゾール点眼および内服、ピマリシン点眼を追加したところ、潰
瘍および前房内の炎症所見は少しずつ改善した。紹介時に行った病巣擦過物の培養の結
果、Alternaria sp. が検出された。その後、ゆっくりと病変は縮小傾向ではあったが、
2 か月経過しても潰瘍が残存していた。発症から約 2 か月半の来院時、角膜穿孔を来し
ていた。表層角膜移植術を行い穿孔は閉鎖が得られた。【考按】翼状片手術は比較的周
術期の合併症が少ない手術ではあるが、手術によって生じた角膜上皮欠損に、コンタク
トレンズの連続装用やステロイド投与などの要因が加わって、易感染状態にあることに
留意する必要がある。

P094
英雄 1）

陽子 2）、樋端

【緒言】リポソーマル化アムホテリシン B(L-AmB) の全身・局所投与による治療を行い、
角膜穿孔を合併することなく良好な経過を辿った Fusarium 角膜炎の 1 例を経験した
ので報告する。【症例】58 歳、女性。糖尿病の既往がある。室内の清掃作業後に左眼の
違和感を自覚し、近医眼科を受診した。角膜炎の診断のもと 0.5% モキシフロキサシン
点眼と 0.1% フルオロメトロン点眼による治療を受けるも改善なく他院へ転院した。転
院先で左眼の感染性角膜炎を指摘され、徳島大学病院眼科へ紹介となった。初診時左
視力は 30cm 手動弁であり、毛様充血と前房蓄膿があり、上皮欠損を伴う角膜浸潤が
あった。感染性角膜炎を考慮し、角膜掻把を行い塗抹検鏡により真菌を認めたため、
同日入院させ 0.1%L-AmB の頻回点眼と全身投与、ピマリシン眼軟膏による治療を開
始した。投与 7 日後に腎機能の悪化があり全身投与を中止したが、前房蓄膿は消失し
角膜浸潤は小さくなった。糸状菌の形態学的特徴や遺伝子解析から F. sonani と判明
し、0.1%L-AmB とピマリシン眼軟膏を継続したところ、投与 21 日後には上皮化が得
られ退院となった。その後上記治療を漸減し 80 日後に抗真菌剤を中止した。投与 255
日後において軽度の上皮下混濁を残すのみとなり、視力は (1.2) に改善した。【考按】
Fusarium 角膜炎に対し 0.1%L-AmB 点眼と L-AmB 全身投与を組み合わせた治療は考
慮して良いと思われた。

長谷川亜里 1）、小島
加賀 達志 1）、市川

千葉大

P091

たつろう

龍郎 1,2）、大串
貴志 3）

回生病院、2）徳島大、3）千葉大・真菌医学研究センター

はせがわ

修一

リポソーマルアムホテリシン B 製剤投与
が有効だったFusarium 角膜炎の1例

いでぐち

角膜内皮移植後にみられた前房内白色
浮遊物から酵母様真菌が検出された1例

かおり

出口香穂里 1,2）、近間泰一郎 2）、戸田良太郎 2）、井之川宗右 2）、木内
1）

良明 2）

JR 広島病院、2）広島大

【緒言】角膜内皮移植の約 2 か月後に眼内炎症状が出現し、前房内球状白色浮遊物から
酵母様真菌が検出された症例を経験した。【症例】症例は 80 歳、女性。白内障手術希
望で受診した近医眼科で角膜内皮細胞数減少を指摘され、広島大学病院（以下、当院）
に紹介された。白内障手術を施行したが、術後角膜浮腫が遷延したため角膜内皮移植を
施行した。術後経過は良好で、モキシフロキサシン点眼とリン酸ベタメサゾン点眼を継
続していた。約 2 か月後に視力低下と軽度の充血、疼痛を自覚し、近医で眼内炎を疑
われて抗生剤、ステロイド、フルコナゾールによる点滴加療を受けたが、翌日前房蓄膿
が出現したため当院に紹介された。結膜充血は軽度だったが前房内に炎症が強く、白色
の小さな浮遊物がみられた。手術室で前房洗浄を施行した際に白色浮遊物をサーフロー
針を用いて取り出して塗抹鏡検を行ったところ、多数の酵母様真菌がみられた。真菌性
眼内炎と診断し、ボリコナゾール点滴、フルコナゾール点眼、モキシフロキサシン点眼
で加療を行い、眼内炎は速やかに軽快した。後日、白色浮遊物の培養検査で Candida
glabrata が同定された。【考按】角膜移植後はステロイド点眼を長期使用する必要があ
り、経過中に感染をおこすことがあるため注意を要する。今回の症例は感染経路は不明
だったが、前房内の白色浮遊物を直接鏡検することで真菌感染の早期診断、治療が可能
となり、重症化を阻止することができた。

ポスター ( 領域２：内田賞候補 )
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一聖 1）、大家

義則 2）、松下
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洋斉、小野

大、大谷

史江、魚谷

竜、清水由美子、

喬、子島

良平、宮田

【緒言】若年者のコンタクトレンズ (CL) 関連角膜感染症が問題となっているが、今回、
60 代の高齢者で、ソフト CL(SCL) 不適切使用による細菌性角膜炎を発症し、1 年後
に瞭眼にも細菌性角膜炎を生じた 1 例を経験したので報告する。【症例】糖尿病とうつ
病の既往のある 60 歳女性。左視力低下、眼瞼腫脹を主訴に近医を受診し左角膜潰瘍
を指摘された。その際 3 ヶ月前から装用されたままの SCL も結膜円蓋部に認められ、
2016 年６月 13 日当科紹介となった。持参した CL ケース、角膜擦過物の培養ではと
もに Staphylococcus aureus が検出された。レボフロキサシン点眼、セフメノキシム
点眼、セファゾリン点滴による加療によく反応し、更に 0.1% フルオロメトロン点眼
を追加して鎮静化した。しかし、その後、通院を自己中断し SCL の使用を継続し、約
１年後、今度は右眼瞼腫脹と眼脂を自覚、家族に右眼が白くなったことを指摘され、
2017 年４月 19 日に透析中の内科病院より紹介受診となった。角膜擦過物の培養では
Serratia liquefaciens が検出された。局所・全身の抗菌薬治療に対する反応は良好で
あったが、瘢痕に伴う視力低下を軽減するためベタメタゾン点眼を追加処方した。【考
按】CL の使用開始年齢の低年齢化は以前より指摘されているが、高齢化に伴い使用者の
年齢分布は今後拡大することが予測される。また、糖尿病や認知症など基礎疾患を伴う
CL 関連角膜感染症も増加すると考えられる。
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中井

宮田眼科病院

1）

生後 2 ヶ月の乳児に生じた多発霰粒腫
の一例

ひろこ

浩子 1）、杉立

有弥 2）、鈴木

智 1）

京都市立病院、 京都市立病院小児科
2）

ポスター

【目的】霰粒腫はマイボーム腺開口部が閉塞することによって生じる慢性炎症性肉芽腫で
あり、小児より成人に多く、乳児に多発することは極めて稀である。今回生後 2 ヶ月の
乳児に多発霰粒腫を認めた症例を経験したので報告する。【症例】症例は生後 2 ヶ月の
男児。平成 29 年 7 月 16 日より左眼瞼腫脹が出現し、2 日後右眼瞼腫脹も出現。前医
でセフメノキシム点眼、ガチフロキサシン点眼、オフロキサシン眼軟膏等を処方される
も改善なく、24 日当院紹介受診。右上下眼瞼と左上眼瞼に多発霰粒腫を認め、眼瞼の
発赤・腫脹が強く角膜がわずかに観察できる程度であった。小児科併診のもと入院にて
セファゾリン点滴、ガチフロキサシン点眼、ベタメタゾン眼軟膏塗布にて加療を開始し
たところ、翌日より炎症所見は著明に改善し、2 日後に左上霰粒腫は自壊し縮小した。
1 週後にセファゾリン点滴は終了し、セファレキシン内服へ切り替え外来観察となっ
た。すべての霰粒腫が徐々に軽快した。結膜嚢培養検査で左結膜嚢より MRSE が検出
された。【考按】易感染性となる生後 3 ヶ月以前の乳児期にも多発霰粒腫が生じること
はあり、本症例のように細菌増殖による急性炎症を伴う場合には眼瞼蜂窩織炎への波及
を予防するために全身的な抗菌薬投与を行い炎症をコントロールする必要がある。

■

【緒言】強膜軟化症は、感染性強膜炎を生じ、強膜穿孔や眼内炎をきたすことがある。そ
のため、予防的に保存強膜または角膜を用いた欠損部補填が行われる。今回、翼状片手
術後の強膜軟化症に対して、保存強膜＋羊膜移植を行った後、緑膿菌による感染性強膜
炎を認めた 1 例を経験したので報告する。【症例】87 歳男性。1974 年に右翼状片切除
術の既往があり、2003 年に右眼の充血を主訴に当院初診。初診時、右眼鼻側に強膜軟
化症を認め、保存強膜＋羊膜移植を行った。2017 年 9 月に右眼疼痛・霧視を自覚し、
当院受診。受診時の右眼矯正視力は（0.9）で、眼圧は 16mmHg であった。強膜移植
部に上皮欠損と Calcification plaque、前房内細胞および軽度硝子体混濁を認めた。明
らかな膿瘍を強膜移植部に認めなかったが、結膜擦過物の塗抹検鏡でグラム陰性桿菌が
検出されたため、感染性強膜炎と診断した。結膜切開後、膿瘍を認めたため、膿瘍およ
び保存強膜切除を行い、メロペネム点滴、1.5％レボフロキサシン点眼、トブラマイシ
ン点眼、オフロキサシン軟膏で治療開始した。培養検査では緑膿菌が検出された。治療
後、膿瘍は消失し、炎症は徐々に改善した。2017 年 10 月現在、感染の再発は認めて
いない。【考按】強膜軟化症に対して、保存強膜移植による物理的な補強を行っても、
本症例のように術後長期間経過して感染を起こす可能性があるため、注意深い経過観察
が必要である。
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晃史、森

みちこ

倫子、井上
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シンポジウム

うえだ

上田

コンタクトレンズ不適切使用によって細
菌性角膜炎を繰り返した高齢者の１例

鳥取大

【緒言】非定型抗酸菌 Mycobacterium 属は環境中に普遍的に存在するが、稀に感染性
角膜炎の原因となる。とくに M. chelonae は外傷後・コンタクトレンズ使用後・前
眼部手術後等に角膜炎を引き起こしうる。全層角膜移植後の M. chelonae による感
染性角膜炎は既に幾つか報告があるが、経過中に極端な浅前房をきたした症例を経験
したので報告する。【症例】症例は 46 歳男性。全層角膜移植術後 1 年 3 ヶ月の時点で
M.chelonae 角膜炎を発症した。アルベカシンおよびモキシフロキサシン点眼、エリス
ロマイシン軟膏、クラリスロマイシン内服を用いて加療し、角膜炎は寛解傾向にあっ
たが、治療開始約 1 か月後に角膜穿孔を伴わない極端な浅前房が急速に出現した。前
眼部光干渉断層計（OCT）を用いた前眼部観察では、浅前房に加えて毛様体脈絡膜剥
離を認めた。抗菌薬継続に加えアトロピン点眼を追加し、炎症及び浅前房は徐々に軽快
した。角膜炎寛解後の水疱性角膜症に対して全層角膜移植を行い、矯正視力は 0.2 まで
回復した。【考按】毛様体脈絡膜剥離は原田病・強膜炎・眼内炎等の後眼部炎症によっ
て引き起こされ、毛様体の浮腫や前方回旋により浅前房の原因となることが知られてい
る。本症例では前眼部の強い炎症が毛様体に波及し、毛様体脈絡膜剥離を引き起こした
と考えられる。毛様体脈絡膜剥離を疑う場合には前眼部 OCT を用いた評価が有用であ
ると考えられた。
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毛様体脈絡膜剥離による極端な浅前房を認め
た全層角膜移植後非定型抗酸菌角膜炎の一例
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P097 大腸菌による感染性角膜炎の1例
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【緒言】感染性角膜炎の起炎菌は細菌、真菌、アカントアメーバなど様々であるが、その
中でも大腸菌によるものは稀である。今回、慢性涙嚢炎を背景として、大腸菌による感
染性角膜炎を生じたと考えられる症例を経験したので報告する。【症例】82 歳、女性。
平成 24 年頃より左眼の眼脂を自覚し、近医受診時に鼻涙管狭窄を指摘されるが、定期
受診はしていなかった。平成 29 年 6 月 6 日左眼の視力低下、眼瞼腫脹と眼脂の増加を
自覚し近医を受診したところ、角膜潰瘍を認め、抗菌薬点眼（モキシフロキサシン、セ
フメノキシム）とオフロキサシン眼軟膏を処方された。6 月 9 日当院を紹介受診時、矯
正視力は左眼 (0.1)、角膜傍中心部に輪状の潰瘍をみとめ、潰瘍底の菲薄化がみられデ
スメ膜瘤を呈していた。眼脂および角膜擦過物の培養からは Escherichia coli が検出さ
れ、レボフロキサシン耐性であった。アルベカシン点眼に変更した上、角膜切迫穿孔に
対して表層角膜移植術を施行した。術後、感染は一時沈静化したが、抗菌薬の減量に伴
い眼脂の増加、移植片融解がみられたため、9 月 25 日に鼻涙管閉塞に対してシリコン
チューブ留置術を施行した。【考案】大腸菌は感染性角膜炎の起炎菌としては非常に稀
であるが、涙嚢炎の起炎菌としては報告がみられる。今回の症例は慢性涙嚢炎が背景に
あり細菌叢の変化に伴って大腸菌が角膜炎の起炎菌になったものと考えられた。

あきこ

アデノウィルス結膜炎における臨床症状
の変化
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均 2）

梢 1,2）、

川崎市立多摩病院、2）聖マリ医大、3）工藤眼科クリニック

【目的】アデノウィルス（Adv）結膜炎は、原因となる型が 60 以上あるため様々な臨床
症状を呈する。今回、3 年間、同一クリニックにおいて Adv 結膜炎患者の臨床症状変
化について検討を行ったので報告する。【方法】対象は、2014 年 10 月から 2017 年 9
月までの 3 年間に都内クリニックにおいてアデノウィルス迅速診断キット陽性であっ
た 124 例 ( 男性 75 例、女性 49 例 )、０～ 86 歳 ( 平均 34.0 ± 12.6 歳 ) に対し、結
膜偽膜 ( 偽膜 )、角膜上皮下浸潤（MSI）の発生率、MSI 出現までの日数および使用ス
テロイド点眼について後方視的に調査した。【結果】偽膜発生率は、2014 年 16.3%、
2015 年 8.9%、2016 年 4.0% と減少傾向にあったが、MSI 発生率はそれぞれ 14.0%、
26.8%、24.0% と増加傾向にあった。また、フルオロメトロン（FM）使用例での偽膜
発生率は 4.3%、MSI 発生率は 28.3% に対し、ベタメタゾン（BM）使用例での偽膜発
生率は 14.1%、MSI 発生率は 19.2% であった。MSI 出現までの日数は、FM 使用例で
13.6 日、BM 使用例で 18.6 日であった。使用ステロイド薬の違いによる偽膜、MSI 発
生率、MSI 出現日数に有意差は認められなかった。【結論】2015 年には結膜炎が重症
化し角膜病変を伴うことの多い Adv54 型が流行したため、偽膜の発生は少なくなった
ものの MSI の発生が増加傾向にあった。流行する Adv の型により臨床症状が左右され
ることが示唆された。
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【緒言】ムンプスウイルスによる眼合併症は稀であるが、角膜炎、虹彩炎、強膜炎、視神
経炎、涙腺炎などがある。今回、ムンプスによる角膜内皮炎の一例を経験したので報告
する。
【症例】9 歳女児。ムンプス発症 3 日目より右眼の視力低下、羞明、眼痛、結膜充血、眼
瞼腫脹を認めた。5 日目、前医にて右眼の角膜浮腫を認め、ぶどう膜炎疑いでリン酸ベ
タメタゾン点眼 1 日 4 回を開始されたが増悪するため、9 日目に当院紹介。初診時、
視力は右指数弁、左 1.0 (1.5) であり、右眼の著明なびまん性角膜浮腫を認めた。角膜
厚は右 1081 μ m、左 510 μ m であり、角膜内皮細胞密度は右測定不能、左 3759
cells/mm2 であった。右眼のムンプスによる角膜内皮炎と診断し、リン酸ベタメタゾン
点眼を 1 日 6 回に増量した。徐々に角膜浮腫は改善したため 2 週目で角膜内皮細胞が
撮影でき、1256 cells/mm2 であった。23 週目、右眼は視力 1.2 (1.5)、角膜厚 489 μ
m と改善した。右眼の内皮細胞密度は 2283 cells/mm2 まで回復した。
【考按】ムンプスによる角膜内皮炎は急激な角膜内皮細胞密度の減少をきたすため留意が
必要である。急性発症の片眼性角膜浮腫ではムンプスも鑑別に挙げる必要がある。本症
例では急性期から回復するにつれて角膜内皮細胞密度も著明に回復し、角膜厚も正常化
した。このことは角膜内皮細胞に移動能があることを改めて示唆している。
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【緒言】リウマチ性角膜潰瘍は関節リウマチ (RA) 患者にまれに併発し、角膜周辺部～傍
中心部に潰瘍を生じる。今回、分子標的治療薬により内科的に RA が寛解していたに
も関わらず角膜穿孔をきたし、表層角膜移植術 (LKP) を施行した症例を経験したので
報告する。【症例】63 歳女性。25 歳頃に RA を発症し、近年は 4 週間間隔でトシリズ
マブ ( 抗 IL-6 レセプター抗体 ) 点滴加療を受け内科的に寛解状態であった。国外で左
眼に角膜穿孔を生じ、皮膚用接着剤による応急的穿孔部閉鎖処置とプレドニゾロン内服
50mg/ 日で加療された。発症から 3 週間後に京都府立医科大学眼科を紹介受診された。
初診時矯正視力は右眼 0.5、左眼 0.1、左眼は穿孔部の再穿孔、虹彩嵌頓と前房水漏出
を認めた。右眼は角膜傍中心部の菲薄化を認めたが穿孔はしていなかった。左眼に治療
用ソフトコンタクトレンズを装用しプレドニゾロン内服 30mg/ 日とし、抗菌薬点眼と
眼軟膏、ベタメタゾン点眼による保存的治療を開始した。穿孔に伴い、RA の疾患活動
性の再燃が疑われたが、内科では再燃はないとの評価であった。その後も穿孔の閉鎖が
得られなかったため発症から 3 ヶ月後に左眼 LKP を施行した。角膜穿孔は閉鎖し、左
眼視力は矯正 (0.4) に改善した。再穿孔は認めていない。【結論】分子標的治療薬により
内科的に寛解状態であってもリウマチ性角膜穿孔を認めることがあるため注意が必要で
ある。
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角膜実質菲薄化と上皮肥厚がみられた
角膜穿孔 3 症例

山本理紗子、吉田

絢子、豊野

哲也、白川

理香、宮井

尊史、臼井

智彦

【緒言】様々な原疾患によって角膜穿孔をきたした症例において、角膜実質厚の把握が重
要であった 3 症例について報告する。【症例】症例１；70 歳男性。Mooren 潰瘍の進行
を認め当院受診。初診から２週後に角膜穿孔を生じ、表層角膜移植術（LKP）を施行し
た。初診時の前眼部 OCT では穿孔部の角膜厚は 360 μ m、上皮もほぼ 360 μ m と全
幅を占めた。症例２；73 歳女性。他院で右脂腺癌に対し放射線療法加療中に、その副
作用と考えられる網膜剥離をきたし、手術目的に当院受診。硝子体手術施行されたが、
術後角膜上皮障害が出現し、角膜穿孔に至った。穿孔創は自然閉鎖することを 2 回繰り
返した。穿孔前の穿孔部角膜厚は 300 μ m、上皮がそのほとんどを占めていた。症例
３；86 歳女性。関節リウマチ、シェーグレン症候群で右眼角膜穿孔による LKP 後経過
観察中左眼にも角膜穿孔を生じ LKP を施行した。穿孔前の穿孔部角膜厚は 305 μ m、
上皮が 293 μ m であった。【考按】本報告の 3 症例はいずれも、穿孔前の角膜実質は
菲薄化していたものの上皮が代償性に肥厚することで一見角膜厚は保たれているように
見られた。急激に穿孔をきたすような症例の中には、角膜実質の菲薄化が上皮により隠
れているものがあり注意深く前眼部 OCT やスリット所見を観察することが必要である
と考えられた。
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【緒言】上皮型角膜ヘルペスに対する国内での第一選択薬であるアシクロビル（ACV）
に耐性の角膜ヘルペスの症例が報告されている。我々は、ACV 耐性角膜ヘルペスと
考えられた症例に角膜表層擦過が有効であった症例を経験したので報告する。【症例】
71 歳女性。2017 年 3 月に左眼霧視の悪化を主訴に当院を初診。1 年半前から、近医
でヘルペス性角膜炎・虹彩炎で通院。1 年前に A 大学に転院し ACV 眼軟膏を 1 日
3-5 回継続使用したが樹枝状潰瘍が治癒しないため当院を初診した。初診時左眼矯正
視力 0.3。左眼角膜中央に terminal bulb を伴う樹枝状潰瘍を認めた。経過より ACV
耐性上皮型角膜ヘルペスを疑い、ACV を中止しビダラビン 300mg 点滴静注した。
点滴 1 回施行後、所見改善しなかったため、潰瘍部より少し広めの範囲の表層擦過を
行った。3 日後、最初より小さい樹枝状潰瘍が出現したため、再度擦過を行った。擦過
物より免疫クロマト法キットで HSV 抗原を検出した。擦過開始後 17 日間に 4 回の表
層擦過を施行し、樹枝状潰瘍は消失した。6 ヶ月後の時点で樹枝状潰瘍の再発は認め
ておらず、最高視力は 0.9 である。【考按】ACV 耐性上皮型角膜ヘルペスに対しては
trifluorothymidine 点眼が有効とされるが、自家調剤の必要性、倫理審査の必要性など
から、一般クリニックでは処方困難である。こうした症例には角膜表層擦過を試みる価
値がある。【結論】
ACV 耐性上皮型角膜ヘルペスに対して角膜表層擦過が有効な場合が
ある。
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峻大 1,2）、福岡 秀記 2）、高原
恒彦 1）、外園 千恵 2）

東京大

【緒言】角膜ヘルペスの進行は一般的には緩徐で、アシクロビル眼軟膏、バルトレックス
内服、ステロイド点眼等でコントロールできる場合が多い。今回我々は周辺部潰瘍から
発症、急激に進行、角膜穿孔、眼内炎の病状を呈した角膜ヘルペスの１例を経験したの
で報告する。【症例】
86 歳、男性。左眼の角膜潰瘍で近医から紹介された。初診時の所
見は左眼の内下方の浸潤を伴った三日月状の周辺部潰瘍で軽度前房炎症と KP を伴って
いた。感染性の潰瘍を疑い、抗生物質点眼で治療を開始した。菌は検出されず炎症は持
続したため免疫反応の可能性を考え、0.1％フルオロメトロン点眼を追加したが病状は
改善せず初診から２週間後角膜穿孔と地図状潰瘍を認めた。チェックメイトヘルペス
アイが陽性であったので角膜ヘルペスの重症例と診断し、フルオロメトロンを中止し
てアシクロビル眼軟膏１日５回を追加した。その後バルトレックス内服も併用したが病
勢は衰えず強い角膜浸潤、前房蓄膿、前房出血が持続、初診から４か月後には下方角膜
の融解と虹彩脱出が出現した。その後一旦所見は落ち着いたが初診から１年後には著明
なぶどう膜突出と眼内炎所見が出現したため保存角膜を用いた前角膜移植を行った。
【結論】角膜実質に同時に急激にヘルペスウイルスの感染を起こすとされる Necrotizing
stromal keratitis が疑われた。

やまもと

分子標的治療薬により寛解状態であった
関節リウマチに生じた角膜穿孔の1例

Mooren 潰瘍への角膜表層移植片に生じた潰瘍
にシクロスポリン全身投与が有効だった一例

せいいち

誠一 1）、横倉
鉄樹 1）

俊二 2）、飯高

佑介 1）、大口

泰治 1）、古田

実 1）、

福島県医大、2）東北大

【緒言】Mooren 潰瘍は、進行するとまれに角膜穿孔に至り、角膜移植を必要とすること
も少なくない。今回、角膜穿孔を来した Mooren 潰瘍に表層角膜移植術を施行後、移
植片に潰瘍が生じたが、シクロスポリン全身投与によって改善が得られた症例を経験し
たので報告する。【症例】60 歳、男性。１か月前から左眼充血が出現し、近医を受診。
左眼角膜輪部にそって潰瘍がみられたため、1.5% レボフロキサシン点眼と 0.1% デキ
サメサゾンの点眼が行われた。一時充血は改善したが再燃し、潰瘍が拡大・進行したた
め当科へ紹介となった。初診時、矯正視力は右 1.5、左 0.3、左眼球結膜に高度充血、
３～ 7 時方向角膜輪部に潰瘍を認めた。プレドニゾロン 30mg の内服投与を開始した
３週間後、左眼５時方向角膜輪部に穿孔が生じたため、この部位に表層角膜移植術を施
行した。術後はタクロリムス点眼追加、プレドニゾロン内服を継続していた。一時悪化
なく経過していたものの、その後結膜血管が侵入したグラフト角膜内に、浸潤と overhanging edge を伴う潰瘍がみられた。このため、シクロスポリン内服を開始したとこ
ろ、1 か月かけて上皮化が進行し、病態は次第に改善した。【考按】 Mooren 潰瘍に
対する表層角膜移植術後に移植片に生じる潰瘍に対しては、シクロスポリンの全身投与
が有効と思われた。

ポスター ( 領域２：内田賞候補 )

とよかわ

豊川

Ex-PRESS® を用いた濾過手術後に両眼
Mooren 角膜潰瘍を発症した1例

のりこ

紀子 1）、佐々木香る 1,2）、木村

谷口

1）

有祐 1）、瀧

瑠美子 2）、大石誠一郎 2）、内尾

英一 1）

福岡大、2）福岡赤十字病院

【緒言】角膜移植術後アトピー性強角膜炎 (Postkeratoplasty Atopic Sclerokeratitis：
PKAS) はアトピー性皮膚炎患者の角膜移植後に生じる重篤な強角膜炎である．今回，
PKAS の１例を経験したので報告する．【症例】32 歳男性，アトピー性皮膚炎と春季カ
タルの既往あり．左眼はヘルペス性角膜炎を繰り返し 2 度の角膜穿孔を来たし，中央
は瘢痕性角膜混濁となっていた．視力は右眼 (1.5)，左眼 (0.2)．術前はオロパタジン点
眼，タクロリムス点眼にて眼瞼結膜の乳頭増殖と充血は軽度で落ち着いていた． 2016
年 11 月，左眼のヘルペス性角膜炎後の瘢痕性角膜混濁に対して全層角膜移植を施行．
術後は予防的にバラシクロビル内服を行った．術後，ナイロン縫合糸周囲を中心とした
強角膜炎が遷延したため，ソフトコンタクトレンズ装用の上でベタメタゾン点眼および
タクロリムス点眼の増量とベタメタゾン内服にて経過観察したが軽快なくホスト角膜の
融解と縫合糸の緩みが生じたため，術後 24 日目に一部の縫合糸を抜糸．抜糸後強角膜
炎は改善傾向となり，術後 73 日目までには全ての縫合糸を抜糸．その後，角膜移植片
周囲に軽度の瘢痕を残し強角膜炎は鎮静化した．最終視力は右眼 (1.5)，左眼 (0.3) で
あった．なお，縫合糸の細菌培養および real-time PCR 法での HSV-DNA は陰性で
あった．【考按】本症例は抜糸により軽快したことより、縫合糸に関連した PKAS であ
ることが推測された．
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タクロリムス点眼が奏功した強い前房炎
症を伴う周辺部角膜潰瘍の一例

あさみ
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大、井上

シンポジウム

緒言： Mooren 角膜潰瘍は自己免疫反応を介し角膜周辺部に急性発症し梅毒、結核、
慢性肝炎、ウィルス感染に関連するもの、異物反応、白内障手術、角膜移植、翼状片手
術後の報告があるが緑内障インプラント手術後の報告はまだない。今回 Ex-PRESS® 用
いたマイトマイシン C 併用濾過手術 (Ex-PRESS® 手術 ) 後に両眼 Mooren 潰瘍を発症
した症例を経験したので報告する。症例：現在 71 歳男性で両眼原発開放隅角緑内障の
診断で両眼 Ex-PRESS® 手術を施行された。術後経過良好であったが術後 7 か月右眼、
術後 10 ヶ月左眼角膜周辺部潰瘍を発症した。潰瘍は Ex-PRESS® 挿入部から発症し輪
部に沿って拡大し深彫れを呈した。手術を契機とした Mooren 潰瘍と判断しステロイ
ド点眼・内服にて加療した。治療によく反応し角膜菲薄を認めるものの消炎軽快し以後
両眼ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼 1 回継続し経過観察中である。内科
的には高血圧と軽度アルコール性肝障害のみで膠原病、細菌ウイルス感染はなかった。
なお、Ex-PRESS® 手術以前に両眼線維柱帯切開術併用白内障手術、左眼線維柱帯切開
術再手術の既往があるがその際、周辺部潰瘍の発症はなかった。考案：手術を契機に
Mooren 潰瘍が発症する報告が散見される。本症例は過去の内眼手術時に発症なく今回
Ex-PRESS® 挿入術後に初めて Mooren 潰瘍を発症し潰瘍発生部位は Ex-PRESS® 挿入
部位近傍であったため Ex-PRESS® そのものが発症に関与している可能性も示唆される。
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P110 角膜移植術後アトピー性強角膜炎の１例
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ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

エルロチニブ塩酸塩（タルセバ）が原因
と考えられた角膜穿孔の１例

あやの

彩野、岡本

真奈、細谷

友雅、五味

文

兵庫医大

ポスター

緒言：エルロチニブ塩酸塩は非小細胞性肺癌などに経口投与される上皮増殖因子受容体
チロシンキナーゼ阻害剤である。眼科的副作用として角膜炎、結膜炎、睫毛の異常など
が知られているが、角膜穿孔の報告はない。今回我々は本薬剤使用中に角膜穿孔をきた
した１例を経験したので報告する。症例：７４歳男性。２週前からの両眼視力低下と
眼脂を自覚し、近医眼科受診。両眼の角膜潰瘍を指摘され、紹介受診となった。肺腺
癌の脳転移を認め、2 ヶ月前よりエルロチニブ塩酸塩内服およびベバシズマブ点滴加療
中であった。初診時矯正視力は右眼（0.15）左眼（0.05）、両眼の角膜輪部上皮は粗
造で、両眼の鼻側に角膜潰瘍を認めた。潰瘍部の細胞浸潤は軽微であったが前房内細胞
を認めた。診察所見や全身諸検査上、細菌性や自己免疫疾患などによる角膜潰瘍は否定
的であったため、原因として疑わしいエルロチニブ塩酸塩内服中止した。中止後徐々に
上皮化が進行したが、3 週後右眼の角膜菲薄化部位の穿孔と虹彩嵌頓、前房消失を認め
た。穿孔創の安静を保てないため、層状角膜移植術を施行した。左眼は瘢痕を残すもの
の治癒した。考按：エルロチニブ塩酸塩は重篤な角膜障害を引き起こす可能性がある。
両眼性の角膜潰瘍をみたら、全身投与薬の副作用も念頭に入れ、診断・治療を進める必
要がある。

■

【緒言】周辺部角膜潰瘍に前房内炎症を認めることはまれである。今回、我々は周辺部角
膜潰瘍に強い前房炎症を伴い、タクロリムス点眼が奏功した 1 症例を経験したので報
告する。【症例】48 歳女性。平成 26 年 8 月、近医で強膜炎と診断下、抗菌薬、ステロ
イド局所投与を行ったが、寛解増悪を繰り返した。既往に膜性腎症があった。平成 27
年 6 月 20 日、前房炎症を認め、前医紹介受診。左眼に毛様充血、角膜外上方の周辺
部角膜潰瘍、12 時部前房隅角部に白色塊を認め、ベタメタゾン点眼、プレドニゾロン
（PSL）30mg の内服を行うも角膜潰瘍が拡大し、白色塊が増大したため眼内炎も疑わ
れ当科紹介受診。6 月 26 日、当科初診時に 9 から 11 時、12 から 1 時にかけて周辺部
潰瘍、12 時部前房に綿あめ状の白色塊、虹彩後癒着を認めた。PSL の内服は継続し、
局所投与はベタメタゾン点眼を中止し、タクロリムス点眼、アシクロビル眼軟膏のみで
加療を行ったところ周辺部潰瘍の縮小と前房中白色塊の著明な減少を認めた。以後 PSL
内服を漸減したが悪化は認めず、32 日後には周辺部角膜潰瘍は消失した。経過中、関
節リウマチや多発血管性肉芽腫症を疑う全身所見は認められなかった。【考按】著明な
前房炎症を合併している周辺部角膜潰瘍の、非常に稀な 1 例を経験した。原因は不明で
あったが、周辺部角膜潰瘍にステロイド点眼よりもタクロリムス点眼が有効であった。

■
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BCG 膀胱内注入療法後に生じた周辺部
角膜潰瘍の一例
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1）

【緒言】Bacille de Calmette et Guerin（以下、BCG）膀胱内注入療法は、表在性膀胱
癌の治療法であるが、Reiter 症候群をはじめ多様な副作用が報告されている。今回我々
は、BCG 膀胱内注入療法後に片眼性の周辺部角膜潰瘍を生じた症例を経験したので報
告する。【症例】78 歳男性。主訴は右眼の充血。2016 年 1 月より厚生連高岡病院泌尿
器科にて、膀胱上皮内癌に対して BCG 膀胱内注入を 1 週間ごとに計 8 回施行した。
2016 年 9 月 6 日より上記主訴が出現し、同院眼科受診。右上方の角膜輪部に浸潤を認
めたため、フルオロメトロン点眼を開始するも改善傾向なく、9 月 21 日当科紹介受診
となった。免疫反応に伴う周辺部角膜浸潤の可能性を考え、ベタメタゾン点眼・眼軟
膏およびタクロリムス点眼にて治療を開始するも、増悪傾向を示し潰瘍を形成した。周
辺部角膜穿孔に至る危険性があり、さらに消炎を強化するために 11 月 4 日よりプレド
ニゾロンおよびシクロスポリンの内服を追加したところ、徐々に角膜潰瘍は軽快しはじ
め、数か月で瘢痕治癒が得られた。【考按】BCG 膀胱内注入療法は周辺部角膜潰瘍をき
たす可能性がある。角膜穿孔に至ると視機能予後が不良になるため、適切な消炎が必要
である。
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たわだ

あやこ

パクリタキセル、ナブパクリタキセルによ
る角膜障害を呈した 5 例

太和田彩子、山岸

梓、清水

大輔、山本

修一

千葉大

【緒言】近年、パクリタキセル (PTX)、ナブパクリタキセル (nab-PTX) による角膜障害
の報告が散見される。当院においても PTX、nab-PTX による角膜障害が疑われた症例
を 5 例経験したので報告する。【症例】2013 年 1 月から 2017 年 8 月までに千葉大学
医学部附属病院に受診した角膜障害を有する症例のうち PTX、nab-PTX を投与されて
いた症例 5 例。平均年齢 58.2 ± 16.3 歳、男性 2 例、女性 3 例。角膜障害を呈するの
に有した期間は PTX で 7.3 ± 6.7 ヶ月、nab-PTX では 5.3 ± 3.1 ヶ月、黄斑浮腫の
合併は 3 例、治癒するまで経過をおえた症例では休薬後 4 ヶ月で治癒を認めた。また
S-1 同様 PTX、nab-PTX とも減量にて症状の軽快を認めた。【考按】PTX, nab-PTX
単独による角膜障害を経験した。休薬により角膜障害は消失したが治癒までに 4 ヶ月有
した。また減量によっても障害程度が軽減を認めた。PTX、nab-PTX は適応疾患も拡
大しており今後難治性角膜障害を認める症例については抗癌剤治療の有無を確認する必
要がある。また休薬後も治癒するまでに期間を有することを患者と共有することが重要
である。
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TS-1による角膜上皮障害に対し、レバミ
ピド点眼薬が著効した一例

こうじ

晃司 1）、舩津

浩彦 2）

かわもと眼科、2）ふなつ眼科

1）

【緒言】経口抗癌薬ティーエスワン（以下、TS-1）には，角膜上皮への副作用が報告さ
れている。今回我々は、TS-1 内服に伴う遷延性角膜上皮障害に対して、レパミピド点
眼薬が著効した 1 例症を経験したので報告する。【症例】症例は 75 歳女性。平成 23 年
6 月に当院初診。初診時より両眼の白内障と緑内障を認めた。平成 26 年に両眼の白内
障手術を施行。平成 26 年 10 月から両眼の視力低下と流涙症を訴えるようなった。広
範な点状表層角膜症（以下、SPK）を伴う流涙症を認め、ヒアロンサン点眼薬を処方
したが軽快しなかった。薬剤性角膜障害の可能性も考え、抗緑内障点眼を変更を試みた
が改善しなかった。平成 27 年 2 月になって「半年前から TS-1 を服用している」との
申告があった。両眼の涙小菅の完全閉塞がみられ、遷延性の SPK は涙液中に分泌され
た TS-1 によるものと考えられた。涙道再建は困難と判断し、涙液中の TS-1 の薬剤濃
度の希釈と SPK 改善目的で人工涙液とヒアロン酸点眼薬を処方したが、改善しなかっ
た。平成 27 年 4 月からレバミピド点眼薬を投与した。投与直後より SPK の改善が見
られ、レバミピド点眼薬使用開始から 4 週間後には SPK は完全消失した。レバミピド
点眼薬使用前後で TS-1 の使用は継続されているが、現在まで SPK の再発は認めてい
ない。【考按】レバミピド点眼薬は TS-1 による涙道閉塞に伴う遷延性角膜上皮障害を
改善させる効果があり、この効果は TS-1 継続中でも効果があることが示唆された。
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おかじま

岡島

ゆきのぶ

薬剤毒性によって感染性角膜潰瘍の治
療に難渋した 2 症例

行伸、鈴木

崇、鈴木

佑佳、小林

達彦、渡邊

綾、堀

裕一

東邦大・大森

【緒言】感染性角膜潰瘍において抗菌薬点眼治療は不可欠であるが抗真菌薬やアミノグリ
コシド系抗菌薬点眼は薬剤毒性が強く、角膜病変の悪化や遷延性上皮欠損など病態の把
握が困難な場合がある。今回我々は感染性角膜炎の治療経過中に抗菌薬、抗真菌薬点
眼が起因していると思われる薬剤毒性の 2 症例を経験した【症例】症例 1 は 67 歳女性、
毛様充血、疼痛、羞明を自覚し前医受診、角膜下方に円形潰瘍みとめ、擦過培養にて
S.aureus 、S.epidermidis を検出した。前医にて 1.5％レボフロキサシン（LVFX）、
セフメノキシム点眼にて治療開始し、その後角膜所見の増悪認めアルベカシン、ピマリ
シン、ボリコナゾール頻回点眼開始したが効果なく当科紹介となった。薬剤毒性を疑
い、角膜擦過検鏡・培養にて感染が沈静化していることを確認し、抗菌薬および抗真菌
薬点眼を中止したところ約 1 か月で上皮化みとめられた。症例 2 は 42 歳女性 2 週間頻
回交換 SCL 使用中、充血、疼痛が出現し前医を受診した。培養にて P.aeruginosa を
検出し、感染性角膜炎の診断で 1.5％ LVFX、トブラマイシン点眼頻回点眼を 1 か月間
治療するも炎症の遷延があり当科紹介された。感染が沈静化していることを確認後、点
眼を中止し、約 1 か月で炎症の軽快がみとめられた【症例】抗真菌薬、アミノグリコシド
系抗菌薬点眼など角膜上皮に対する毒性の強い点眼や多種類の点眼併用により薬剤毒性
をきたすことがあり、注意深い経過観察が重要である。
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まるやま

丸山

とし

トスフロキサシン点眼液によると思われ
る角膜沈着物をきたした症例

登士、片上千加子、田淵

仁志

ツカザキ病院

【諸言】トスフロキサシン点眼液によると思われる角膜沈着物をきたした症例を経験した
ので報告する【症例】
84 歳女性。ドライアイによる糸状角膜炎のため、前医にて治療用
ソフトコンタクトレンズ装用により加療されていた。2017 年 6 月 7 日、右眼痛を自覚
し、9 日に前医受診。右眼に前房蓄膿を伴う角膜潰瘍を認め、セフメノキシム、トスフ
ロキサシン点眼 30 分毎、レボフロキサシン 500mg、リンデロン 5mg の内服を開始し
た。翌日、前房蓄膿は消失し、角膜潰瘍も改善傾向認めたが、上記点眼 30 分毎を継続
した。その翌日頃より、角膜中央下部に白色沈着物出現し、徐々に拡大傾向あるとの事
で前医受診から 4 日後に当院紹介となる。当院初診時、右眼視力は 0.08(n.c.)、右眼に
角膜上皮びらんと中央から下方にかけて白色の顆粒状沈着物を認めたが、前房内炎症は
認めなかった。薬剤毒性角膜障害の可能性を疑い、頻回点眼を中止し、レボフロキサシ
ン、セフノキシム点眼 6 回 / 日、タリビッド眼軟膏 1 回 / 日とした。角膜びらんは徐々
に軽快したが、白色の顆粒状沈着物は改善なかった。前医でのトスフロキサシン点眼液
による角膜沈着物を疑い、角膜沈着物の除去術を施行した。その後、レボフロキサシン
点眼 4 回のみで経過観察し、右眼視力 (0.7) に回復した。【考按】本症例で認めた角膜
沈着物は、薬剤毒性角膜上皮びらんを基盤として、トスフロキサシン点眼液の影響によ
る可能性があり、注意を要すると考えられた。
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ポスター ( 領域３：北野賞候補 )

かとう

加藤
渡辺

上方弛緩結膜が瞬目に与える影響の検
討

ひろあき

弘明 1,2）、横井 則彦 1）、酒井利江子 1）、小室
彰英 1）、外園 千恵 1）、木下
茂 3）

青 1）、薗村有紀子 1）、

京都府医大、2）国立長寿医療研究センター、3）京都府医大・感覚器未来医療学
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Prostaglandin D2による神経細胞活性
化に対するEpinastine の抑制作用

ゆきこ

守田裕希子、山田

直之、吉本

拓矢、徳田

和央、木村

特別講演・招待講演

P116
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和博

山口大

1）

うつのみや つぎあき

宇都宮嗣了 1,2）、石羽澤明弘 1）、横山
石居 信人 1）、吉田 晃敏 1）

一弘 1）、松本千恵美 1）、花田

一臣 1）、
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つじ

辻

一般口演

流体力学的アプローチを用いた瞬目摩擦刺激
による角膜上皮細胞のANGPTL4 発現上昇

学術奨励賞記念講演

P117

【目的】ア レ ル ギ ー 炎 症 に お け る か ゆ み に は、Histamine と Prostaglandin D2
（PGD2）が関与していることが知られている。今回、神経細胞を用いて Histamine、
PGD2 各種刺激下での神経突起伸長作用および抗アレルギー薬である Epinastine の
抑制効果について評価を行った。【方法】ラット副腎皮質由来褐色細胞腫 PC12 を用い
て、Nerve Growth Factor (NGF) 存 在 下、NGF 非 存 在 下 で PGD2、Histamine、
Epinastine 刺激後に神経突起伸張を認めた細胞数をカウントし、各種刺激による神経
突起伸張作用を検討した。また、促進された神経突起伸長が Epinastine 添加で抑制さ
れるか検討した。【結果】NGF 存在下、PGD2 は濃度依存性に神経突起伸張促進作用を
有したが、Histamine、Epinastine は神経突起伸張促進作用を認めなかった。PGD2
と Epinastine の同時刺激では PGD2 の神経突起伸張促進作用を認めなかったことか
ら、PGD2 の神経突起伸張作用を Epinastine が抑制すると考えられた。一方 NGF 非
存在下では、PGD2、Histamine、Epinastine のいずれも神経突起伸張促進作用を有
さなかった。【結論】Epinastine は PGD2 による神経細胞の活性化を抑制する可能性
がある。

シンポジウム

【目的】眼瞼結膜と、それと対面する眼球結膜との間には、瞬目時に健常眼では摩擦を生
じない間隙が存在するが、上方弛緩結膜 (UCh) が見られる場合には、瞬目時の摩擦が
亢進する可能性がある。そこで UCh が瞬目に与える影響について検討した。【方法】
涙液・角結膜上皮・瞬目検査を施行した結膜弛緩症患者 (50 例 50 眼、全て女性、平均
年齢 68.7 歳 ) を対象とし、UCh が見られた群【UCh( ＋ ) 群 :23 例 23 眼】と UCh
が見られなかった群【UCh( － ) 群 :27 例 27 眼】の間で、ドライアイ関連自覚症状、
涙液メニスカス曲率半径、涙液油層伸展グレード、フルオレセイン破壊時間、角膜上皮
障害、結膜上皮障害、上輪部角結膜炎 (SLK) の有無、瞼裂高、瞬目数、閉・開瞼時上眼
瞼移動距離 / 移動時間 / 最大速度、シルマー 1 法値を比較検討した。【結果】UCh( ＋ )
群は UCh( － ) 群と比較して有意に、SLK が見られる頻度が多く (p ＝ 0.044)、閉瞼時
の上眼瞼の移動距離は短く、最大速度は遅く、開瞼時の上眼瞼の移動距離は短く、最大
速度は遅かった（それぞれ p ＝ 0.019, 0.022, 0.015, 0.022）。その他の項目は 2 群
間で有意差は見られなかった。【結論】UCh( ＋ ) 群は UCh( － ) 群に比べて、瞬目時
の摩擦亢進が関連する病態である SLK の頻度が高く、さらに、閉・開瞼時の上眼瞼の
移動距離が短く、最大速度が低下しており、その他の因子には差がなかったことから、
UCh が瞬目時の上眼瞼の動きを妨げ、摩擦を亢進させている可能性が考えられた。

Pam3CSK4 により誘導されたケモカイ
ン産生に対するトラニラストの影響

かずひろ

和宏、河合

宏美、永岡

昭吾、黒瀬

孝弘

ロート製薬（株）

旭川医大、2）留萌市立病院

1）

ポスター

【目的】TLR（Toll-like Receptor）1 及 び 2 は ヘ テ ロ 二 量 体（TLR1/2） を 形 成 し、
グラム陽性菌の細胞膜成分を認識する。TLR1/2 は免疫細胞を活性化し、抗菌作用
を示す他、アレルギー疾患との関係性も報告されている。本研究では、Pam3CSK4
（TLR1/2 アゴニスト）刺激により誘導されたケモカイン産生に対して、抗アレルギー
薬であるトラニラストがどのような影響を及ぼすかについて検討した。
【方法】SV40 で不死化した角膜上皮細胞株（HCE-T）を用いた。サブコンフルエン
トにまで培養した HCE-T をトラニラストで前処理後、Pam3SCK4 1ng/mL で 6 時
間 刺 激 し、mRNA を 回 収 し た。real-time PCR に て MCP-1（CCL2）、RANTES
（CCL5）の mRNA 発現解析を行った。タンパク質レベルでの解析は ELISA 法で行っ
た。トラニラストで前処理後、Pam3CSK4 1ng/mL で 24 時間刺激した培養上清を用
いて MCP-1、RANTES の濃度を測定した。
【結果】Pam3CSK4 刺激により、MCP-1、RANTES の mRNA の発現、及び培養上清
中への MCP-1、RANTES の産生が上昇した。トラニラストは Pam3CSK4 刺激で誘
導された MCP-1、RANTES の発現を、mRNA 及びタンパク質レベルで濃度依存的に
有意に抑制した。
【結論】トラニラストは、Pam3CSK4 刺激で誘導されるケモカインの発現を濃度依存的
に抑制した。トラニラストは TLR1/2 を介するシグナル経路を抑制することで、ケモ
カイン産生を抑制したと示唆された。

■

【目的】角膜上皮は瞬目時に上眼瞼の摩擦による機械的刺激を受けている。瞬目による機
械的刺激は物理的に角膜上皮を障害するだけでなく、何らかのシグナル伝達に関与して
いる可能性がある。眼瞼結膜上皮と角膜上皮の間には涙液が存在することから、瞬目に
よる摩擦を流体力学的にシェアストレスとして捉え、水流を用いて角膜上皮細胞にシェ
アストレスを負荷することにより、瞬目時の摩擦による機械的刺激を再現し、その応答
を見た。【方法】ヒト角膜上皮細胞をスライドグラス上に培養し、平行平板型流れ負荷
装置を用いて定常的な層流によるシェアストレス (12, 1.2dyne/cm2) を 24 時間細胞に
負荷した。負荷後の細胞を採取し、Angiopoietin-like protein 4 (ANGPTL4) に関し
て RT-PCR にて mRNA 発現を、WB にて蛋白濃度を検討した。【結果】静置した細胞
と比較し、ANGPTL4 の mRNA 発現は 12dyne/cm2 負荷後の細胞で 148.6 ± 48.8
倍、1.2dyne/cm2 で 77.7 ± 24.0 倍に有意に増加した。細胞中の ANGPTL4 蛋白は
12dyne/cm2 負荷後の細胞で 22.7 ± 1.7 倍、1.2dyne/cm2 で 18.8 ± 5.4 倍に有意
に増加した。【結論】ANGPTL は血管新生・炎症・代謝制御などに関与するとされ、
種々の領域で治療標的として注目されている蛋白質である。生物学的作用は未解明な点
が多いが、角膜上皮細胞の ANGPTL4 の発現は瞬目摩擦による機械的刺激と関連があ
ると考えられ、ANGPTL4 は眼科前眼部領域においても治療標的となる可能性がある。

■
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ドライアイとアレルギー性結膜炎の相互
作用の検討

達真、福田

憲、石田

わか、福島

敦樹

高知大

【目的】ドライアイとアレルギー性結膜炎は、いずれも罹患患者数が多く、両者を合併し
ている患者も多い。しかしながら両疾患が相互に影響しているかは不明である。今回
我々は、ドライアイとアレルギー性結膜炎の相互作用をマウスを用いて検討した。【方
法】ドライアイはマウスの眼窩外涙腺を摘出して誘導し、涙液量と角膜上皮障害スコア
を評価した。アレルギー性結膜炎は、卵白アルブミンを腹腔内投与し、その後抗原を点
眼して誘導した。アレルギーの即時相を、眼の引っ掻き回数と、臨床スコア（結膜充
血、浮腫、眼脂、眼瞼腫脹）で評価した。また抗原点眼の 24 時間後に結膜を採取し好
酸球数を計測した。実験群として対照群、ドライアイ単独群、アレルギー単独群、およ
びドライアイ・アレルギー合併群の 4 群を比較した。【結果】涙液量はドライアイ群と
ドライアイ・アレルギー合併群で低下したが、両群に差はなかった。角膜上皮障害は、
ドライアイ群で有意に上昇し、ドライアイ・アレルギー合併群では抗原点眼後にさらに
上昇した。アレルギーの臨床症状は、アレルギー単独群に比してアレルギー・ドライア
イ合併群が結膜充血、結膜浮腫で有意に上昇した。眼の引っ掻き回数、好酸球浸潤数は
アレルギー単独群とドライアイ・アレルギー合併群では差がなかった。【結論】ドライ
アイとアレルギー性結膜炎の合併により、角膜上皮障害とアレルギー症状の増悪をきた
すことが示唆された。
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環境ストレス起因性ドライアイモデルに
おける行動解析

隆司、Cem Simsek、大村

清香、村戸ドール、坪田

一男

慶應大

【目的】マウスを用いた環境ストレス起因性ドライアイモデルにおける行動を解析するこ
とである。【方法】野生型 C57BL/6 マウス１０匹を用いて、環境ストレスストレス負
荷 (Nakamura S. et al. J Functional Food. 2014) を与えた。環境ストレス負荷は１
日５時間、連続２日間行った。行動解析として、Open field 試験、高架十字試験を用
いた。これらはマウスの心理学的特性を利用した探索行動及び情動行動の解析手法であ
る。統計解析は Wilcoxon matched-pairs signed rank test を用い有意水準は 5% 未
満とした。【結果】環境ストレス不可前後で、涙液分泌量は 0.129 ± 0.027mm/g から
0.097 ± 0.020mm/g へと有意に低下した (p=0.0002)。生体染色スコアは有意に低下
した（フルオレセインスコア：1.67 ± 1.23 点から 2.75 ± 1.71 点、p=0.022）( リサ
ミングリーンスコア：1.42 ± 1.44 点から 2.33 ± 0.98 点、p=0.016)。Open field 試
験において、全体の移動距離に変化は認めなかったが、中心部滞在時間は、ES 負荷後
に有意に低下した（97.4 ± 33.0 秒から 51.4 ± 22.2 秒、p=0.037）。また高架十字
試験では全体の移動距離には変化が無かったが Open arm 滞在時間が ES 負荷後に有意
に低下した（80. ０± 24.5 秒から 27.0 ± 19.6 秒、p=0.002）。【結論】環境ストレス
負荷によって不安行動を示したことより、今後このモデルはドライアイ治療における行
動変化の解析、行動変化の機序解明などに有用と思われた。
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Early Alterations in Mouse Corneal Nerve
after Desiccating Environmental Stress

じぇむ
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清香、村戸ドール、坪田

ばん

一男

伴

慶應大

セレン化合物を用いた角膜障害治療薬の
開発

あきひろ
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セマフォリン3A 阻害薬ビナキサントンに
よる新規ドライアイ治療の可能性

梨沙、山添
一男、榛村

克弥、吉田
重人

悟、羽藤

晋、稲垣

絵海、岡野

栄之、

慶應大
【緒言】角膜は生体内で最も神経密度が高い組織であるが、ドライアイによって角膜神経
は容易に障害され、角膜知覚の低下や涙液量の低下を引き起こす。セマフォリン 3A 阻
害薬ビナキサントンはその神経再生効果から、脊椎損傷モデルマウスの治療効果がある
事も知られている。
【方法】我々は、ビナキサントンがドライアイによる神経障害に対しても保護作用がある
という仮説を立て、マウスの右眼窩外涙腺を摘出することでドライアイモデルを作成
し、ビナキサントン点眼を 4 週間行い以下の作用を確認した。
【結果】角膜知覚については、ビナキサントン点眼群で 2.3 ± 0.1mm、PBS 点眼群で 1.4
± 0.3mm とビナキサントン点眼群で有意に角膜知覚が保たれた (p=0.004)。涙液量に
関しては、ビナキサントン点眼群で 1.1 ± 0.1mm、PBS 点眼群で 0.3 ± 0.1mm とビ
ナキサントン点眼群で有意に涙液量が保たれた (p ＜ 0.001)。また、角膜上皮障害部位
をフルオレセイン染色したところ、その染色領域は SM-345431 点眼群で 4.1 ± 0.1%、
PBS 点眼群で 12.9 ± 2.2% とビナキサントン点眼群で有意に角膜上皮障害面積が少な
く (p ＜ 0.001)、有意にびらん形成が抑制された (p=0.001)。さらに、角膜上皮下神経
叢をβ III tubulin で免疫染色したところ、ビナキサントン点眼群で有意に角膜上皮下
神経が保たれた。
【結論】ビナキサントン点眼は、新たなドライアイ治療法となる可能性がある。
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ヒト角膜上皮細胞の炎症性サイトカイン
応答におけるガレクチン3 の重要性

ゆういち

内野 裕一 1,2）、Mauris Jerome1）、Woodward Ashley1）、Argueso Pablo1）

【目的】ドライアイなどに起因する角膜障害発症には酸化ストレス上昇が関与する。涙液
中にはセレノプロテイン P が存在し、角膜上皮にセレンを供給しているが、ドライアイ
患者ではその量が低下している。角膜にセレンを供給することにより角膜障害を改善す
る治療薬の開発を検討した。【方法】ラクトフェリンにセレンを結合させたセレンラク
トフェリン（Se-lac）を開発し、各種ドライアイモデルラットに対する点眼実験を行う
ことにより有効性を評価した。さらにヒト角膜上皮細胞株を用いて、細胞への Se-lac
の取り込みを検討した。【結果、結論】涙腺摘出によるドライアイモデル、タバコ主流
煙曝露による角膜障害モデル、ウサギ強制開眼ドライアイモデルにおいて、Se-lac 点眼
は有効であった。また、既存薬であるジクアスとの比較対照実験の結果、タバコ主流煙
曝露モデルにおいて優位な結果が得られた。培地中に Se-lac を添加することにより、
セレンが角膜上皮細胞に取り込まれることを明らかにした。さらに EIA 法を用いて、
ラクトフェリンが角膜上皮細胞に取り込まれること、取り込みにラクトフェリン受容体
が関与することを明らかにした。以上の結果から、Se-lac のドライアイ治療に関する有
用性が明らかとなった。本研究成果の一部は、JST A-STEP フィージビリティスタディ
シーズ顕在化タイプおよび喫煙科学研究財団からの助成によって得られた。

やまざき

尚子 3）、外園

【緒言】角膜と結膜で形成されるオキュラーサーフェスは様々の外界刺激に直接面してお
り、上皮細胞間の tight junction や、膜型ムチンとガレクチン -3 によって形成される
グライコカリックスバリアによって、機能的・物理的バリアを形成している。我々は
これまでに、ウイルス由来二本鎖 RNA によるウイルス感染様刺激で、培養角結膜上皮
の経上皮電気抵抗値や膜型ムチン発現が増加することを報告してきた。【目的】ウイル
ス由来二本鎖 RNA によるウイルス感染様刺激が角結膜上皮に存在するガレクチン -3
mRNA の発現に及ぼす変化を検討した。【方法】ヒト角膜上皮細胞 (HCLE) およびヒ
ト結膜上皮細胞 (HCjE) をトランスウェル上に培養後、ウイルス由来二本鎖 RNA と相
同性を示す polyI:C 25 μ g/ml で刺激した。24 時間後に RNA を分離し、real-time
PCR 法で角結膜上皮に発現するガレクチン -3 mRNA を測定した。【結果】HCLE,
HCjE ともに、ガレクチン -3 mRNA 発現は polyI:C による刺激後 24 時間で上昇した。
【結論】角結膜上皮はウイルス感染に対しての防御反応として、膜型ムチンとともにガレ
クチン -3 発現を増加させグライコカリックスバリアの強化を図ると考えられた。

うちの

明弘

大分大全学研究推進機構

山崎
坪田
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由利子 1,2）、宮城
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P123
ひぐち

核酸刺激によるヒト角結膜上皮細胞のガ
レクチン-3 mRNAの変化

1）

Purpose: To investigate the early morphological changes in the mouse subbasal
corneal nerve plexus after desiccating stress.Methods: Six eight-week-old Balb/
c male mice were exposed to an air fan 5 hours a day for 3 days. Another 5
mice were used as a control. The corneal nerves were investigated using in
vivo confocal microscope. Density, tortuosity and reflectivity, and dendritic cell
(DC) density were evaluated using NeuronJ.Results: The nerve fiber density
showed a marked decrease after desiccating stress (before 2788 ± 691 pixel/
frame, after 1898 ± 286 pixel/frame, P = 0.0002). The nerve reflectivity (grade,
before 1.5 ± 0.2, after 1.4 ± 0.3, P = 0.2804), the tortuosity (grade, before 0.7
± 0.2 after 0.8 ± 0.2, P = 0.307) and the DC density (before 9.6 ± 4.4 cells/
mm2, after 11.6 ± 3.6 cells/mm2, P = 0.135) did not demonstrate statistically
significant difference after desiccating stress.Conclusion: Even after short-term
exposure to environmental desiccating stress, we found impaired subbasal
corneal nerve density. Desiccating stress application for 3 days appears not to
affect subbasal corneal nerve fibers reflectivity, tortuosity and DCs in the mice.

樋口
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スケペンス眼研究所、2）慶應大

【目的】ガレクチン 3（以下 Gal-3）は眼表面のグライコカリックスバリアを維持する上
で重要な糖鎖結合タンパクであり、グライコカリックスが破綻したドライアイ患者では
正常者と比較して涙液中濃度が高いことが知られている。今回、培養ヒト角膜上皮 ( 以
下 HCLE）細胞に対して、培溶液中に recombinant human Gal-3（以下 rhGal-3）
を高濃度に溶解させた条件下での炎症性サイトカイン応答について検討したので報
告する。【方法】HCLE の培養液中に、rhGal-3 を 100 μ g/ml の濃度で溶解した場
合（rhGal-3(+)）としない場合（rhGal-3(-)）、インターロイキン ( 以下 IL)1 βを
10ng/ml の濃度で溶解した場合（IL-1 β (+)）としない場合（IL-1 β (-)）の組み合
わせで 4 群にわけて設定した。6 時間後および 24 時間後の培養液を回収し、IL-1 β
による HCLE 細胞の炎症応答の結果である IL-8 および IL-6 のタンパク量を western
blotting で比較評価した。【結果】rhGal-3(+)/IL-1 β (+) 群では rhGal-3(-)/IL-1 β
(+) 群に比較して、6 時間後および 24 時間後ともに、培養液中の IL-8 や IL-6 は有意
に増加し、培養液中の rhGal-3 は IL-1 βにより誘導される HCLE 細胞の炎症反応を増
強していた。また rhGal-3(+)/IL-1 β (-) 群は rhGal-3(-)/IL-1 β (-) 群に比較しても、
培養液中の IL-8 や IL-6 に有意な変化はなく、rhGal-3 が単独で炎症を惹起はしていな
かった。【結論】rhGal-3 の併用投与は HCLE 細胞の IL-1 βによる炎症反応を増強さ
せる可能性がある。
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Kruppel-like Factor 4 は角膜上皮細胞
において上皮間葉転換を抑制する

聡子、林

竜平、佐々本

弦、原

進、辻川

元一、西田

幸二

大阪大

【目的】Kruppel-like Factor 4 (KLF4) の角膜上皮における上皮性維持および上皮間
葉転換 (EMT) への影響を検討した。【方法】研究用輸入アイバンク角膜から採取した
角膜輪部上皮細胞を初代培養した後、siRNAs を用いて KLF4 発現のノックダウンを
行った。細胞は siRNA 導入後 48,96,168 時間で回収し、KLF4 および EMT 関連マー
カーの発現解析を行った。また、角膜上皮細胞にレンチウイルスを用いて KLF4 の強
制発現を行い、導入後 72 時間で回収し、同様の発現解析を行った。【結果】KLF4 の
ノックダウンにより、角膜上皮細胞の線維芽細胞様形態への変化が認められた。定量的
リアルタイム PCR の結果から、K12, K14 の発現量低下と、Vimentin, fibronectin,
N-cadherin の発現量上昇が有意に認められた (p ＜ 0.05)。また、ウェスタンブロッ
トの結果より、タンパク発現レベルでも同様の結果が得られた。免疫染色法の結果か
ら、KLF4 ノックダウンによる細胞間における E-cadherin 発現の消失が認められた。
また、KLF4 の強制発現実験の結果より、K12, K14, E-cadherin, ZO-1, OVOL2 の
有意な発現上昇が認められた (p ＜ 0.05)。【結論】KLF4 は角膜上皮の上皮性維持と
EMT 抑制に寄与していることが示唆された。
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ウサギの培養角膜内皮細胞による新しい
水疱性角膜症モデル
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【目的】Peroxisome Proliferator Activated Receptor（PPAR）は核内受容体の一つ
でα、β ( δ )、γのサブタイプがある。近年 PPAR は炎症制御に関する役割が注目
されている。今回我々はアルカリ熱傷惹起後ラット角膜における PPAR αの局在と、
PPAR α agonist 点眼による抗炎症作用を検討した。【方法】アルカリ熱傷惹起後 6 時
間、1 日、2 日のラット角膜に対し HE、PPAR α、エステラーゼ、ED-1 染色をそれ
ぞれ施行した。また基剤および PPAR α agonist 点眼を作成し、基剤を点眼した群（V
群）と PPAR α agonist を点眼した群（P 群）とで、角膜輪部に浸潤する好中球およ
びマクロファージ数を比較した。さらにアルカリ熱傷惹起後 6 時間のサイトカイン（IL8,IL-6,IL-1 β ,MCP-1,PPAR α ,NF- κ B,I κ -Ba）を測定し、V 群と P 群を比較した。
【結果】アルカリ熱傷惹起後の再生角膜上皮基底細胞に PPAR α陽性細胞を認めた。ア
ルカリ熱傷惹起後 6 時間、2 日では角膜輪部の好中球およびマクロファージ数が P 群で
有意に低かった。またアルカリ熱傷惹起後 6 時間の IL-8,IL-6,IL-1 β ,MCP-1 は P 群
で有意に低く、PPAR αは P 群で有意に高かった。NF- κ B,I κ -Ba は両群で有意差
はなかった。【結論】PPAR α agonist 点眼薬は、急性期の角膜炎症に対し抗炎症作用
を有する可能性があると考えられた。
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膠様滴状角膜ジストロフィに対する低
分子治療薬の探索

千舟 1）、川崎
義則 2）、高

諭 2）、徐
静花 2）、丸山

鵬 2）、辻川
和一 2）、前田

元一 2）、相馬
直之 2）、西田

剛至 2）、
幸二 2）

大阪大・医学部医学科、2）大阪大

ポスター

【目的】膠様滴状角膜ジストロフィ（GDLD）は TACSTD2 遺伝子の機能喪失により上
皮バリアが低下し角膜上皮直下にアミロイド沈着を生じる遺伝性疾患である。治療とし
て角膜移植や表層角膜切除が行われるが、角膜上皮細胞に病態の主座があるため再発が
必発である。GDLD の角膜上皮細胞においてクローディン分子の細胞内局在が変化す
ることが知られており、上皮バリアの低下に関与していると考えられている。本研究で
は GDLD のモデル細胞を構築し、治療的効果のある低分子化合物のスクリーニングを
行った。
【方法】クローディン分子に蛍光タンパク分子を融合した人工遺伝子（Fl-CLDN）を作
成し、HeLa 細胞に強制発現させ GDLD のモデル細胞とした。この細胞をクローニン
グして純化し、スクリーニング条件の最適化を行った。96 ウエルのアッセイプレート
に細胞を播種し、低分子化合物を添加して 24 時間後に細胞を固定・染色した。ハイス
ループットイメージング装置を用いて蛍光分子の細胞内局在変化を観察することで効果
判定を行った。
【結果】低分子化合物のスクリーニングを実施したところ、7 つの低分子化合物において
細胞膜への移行が認められた。
【結論】GDLD に対する治療薬候補となる 7 つの低分子化合物を得た。上皮バリア機能
などの二次アッセイや GDLD モデルマウスを用いた検討を行うことで有効性の評価を
行う予定である。

■

【目的】我々は、ドキシサイクリン（Dox）の有無で導入ウイルス (SV40LT）の発現が
コントロールできる不死化ヒト結膜上皮細胞株 (iHCjEC) を作製し、高い増殖能を有
することを報告した。今回、iHCjEC をウサギ線維芽細胞 (RCjF) を含むコラーゲンゲ
ル上で三次元培養し、その分化能につき検討する。【方法】iHCjEC (12 継代 ) を Dox
(1 μ M) 含有培地で増殖させた後、RCjF (3 継代 ) を含むコラーゲンゲル上に播種 (5
× 105 cells/ cm2)、DMEM/F12 (1:1) に加え Dox 含有群、Dox 非含有群、Dox 非
含有５％ FBS 添加群に分け、5 日間培養した。Dox の有無による形態、分化能、ム
チンの発現につき組織学的、免疫組織学的に検討した。【結果】全ての培養条件におい
て iHCjEC の重層化が見られた。Dox 含有群では CK13 の発現が認められなかったの
に対して、Dox 非含有群および Dox 非含有５％ FBS 添加群では発現が確認された。
KL-6 は Dox の有無に関わらず発現を認めた。【結論】RCjF を用いた三次元培養で、
iHCjEC の重層化が得られた。Dox 非含有培地では CK13 の発現が認められたことか
ら、SV40LT の発現を抑制することで結膜の分化が促進された可能性がある。また、
KL-6 の発現が見られ、結膜上皮のムチンの性質を有する培養結膜モデルとして今後も
検討を重ねていく予定である。
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誘導性不死化ヒト結膜上皮細胞の三次
元培養での検討

三谷亜里沙 1）、小林
大橋 裕一 1）

とびた

Peroxisome proliferator activated
receptor α agonist 点眼の抗炎症作用

飛田悠太朗 1）、仲野裕一郎 1,2）、内山
清水
章 2）、高橋
浩 1）
1）

現在、角膜内皮機能不全 (CED) は、角膜失明の主な原因だが角膜移植以外に有効な治
療法がない。代替治療が模索され、その評価にはヒトの CED を模倣する動物モデルを
確立することが重要である。ヒトの CED は主に眼科手術後および角膜内皮ジストロ
フィから起こり、疾患や加齢性変化等に伴って機能低下した角膜内皮細胞が慢性的な角
膜浮腫を生じさせる。これまで、化学薬品投与、外科的擦過、凍結損傷などを用いた
CED モデルは、いずれも急性の角膜内皮傷害を模倣した動物モデルであった。
ウサギの角膜内皮細胞は、創傷治癒過程で線維芽細胞への形質転換を示し、角膜内皮
細胞形態を変化させる。我々は TGF β -1 及び FGF 添加培地を用いた培養で角膜内
皮細胞へ上皮間葉転換（EMT）を人為的に起こした。培養したウサギ角膜内皮細胞は
primary の角膜内皮細胞と比較して、免疫染色で EMT の機能マーカーであるα -SMA
の発現増加を認め、細胞径が著明に増大していた。この培養したウサギ角膜内皮細胞
を、正常な角膜内皮細胞を擦過したウサギに注入し、生着させることで 6 週間と長期に
わたって水疱性角膜症を安定的に持続することに成功した。
今後、この新しい CED モデルは新たな治療法開発に向けて機能的評価系の構築、新規
薬剤スクリーニング系の検討など治療コンセプトの具体化に寄与する可能性がある。
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ヒト幹細胞から涙腺上皮表現型の誘導
を促進する転写因子の同定
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【目的】多能性幹細胞からの涙腺再生は、ドライアイの新しい治療として期待されてい
る。これまで涙腺発生を決定する遺伝子は不明であり、幹細胞からの涙腺誘導は困難で
あった。そこで本研究では、ヒト幹細胞から涙腺上皮表現型への分化を促進する転写因
子を探索し、ヒト幹細胞から涙腺上皮へ分化誘導が可能かを検討した。【方法】胎生涙
腺上皮特異的に発現する遺伝子を同定するために、マウス胎生涙腺、成熟涙腺、涙腺発
生類縁器官であるハーダー腺、結膜を用いて、遺伝子発現をマイクロアレイにより解
析し、結果を比較した。同定した転写因子を合成 mRNA によるダイレクトリプログラ
ミング技術によりヒト胚性幹細胞（ES 細胞）に導入した。分化した細胞における涙腺
上皮マーカーの発現を解析した。【結果】マイクロアレイの結果から、胎生涙腺上皮特
異的に発現する遺伝子群を同定した。さらに、唾液腺などの類縁組織における遺伝子発
現と比較し、涙腺発生に重要と考えられる転写因子（FOXC1, SIX1, SIX2）を同定し
た。涙腺発生に必須である PAX6 と合わせてこれらの転写因子をヒト ES 細胞に導入し
たところ、PAX6, FOXC1, SIX1 の導入により、涙腺発生に重要な BARX2, 涙液分泌
に関わる AQP5, 涙液蛋白であるラクトフェリンを発現する細胞が誘導された。【結論】
ヒト幹細胞から涙腺表現型への分化を促進する転写因子を同定した。これらは涙腺発生
におけるマスター転写因子のひとつと考えられた。

How TACSTD2 missense mutations lead
to gelatinous drop like corneal dystrophy

Osaka

University、2）Osaka

University, Graduate school of Medicine

BackgroundGelatinous drop-like corneal dystrophy (GDLD) is caused by
biallelic dysfunction of the TACSTD2 gene. The mutations found in GDLD
patients consist of nonsense, frameshift and missense mutations. While
the former two mutations seem to cause apparent gene function loss, the
mechanism how missense mutations lead to its dysfunction is still unclear.
MethodsNine so-far reported TACSTD2 missense mutations as well as controls
(positive control: 2 nonsense mutations, negative control: wild type and 2
SNPs) were investigated. We transduced TACSTD2 gene with or without the
above mutations as well as GFP-tagged CLDN7 gene into cells. Under confocal microscope, we observed their subcellular localization.ResultsIn the
negative control, both TACSTD2 and CLDN7 were localized to cell membrane.
On the contrary, in the positive control and missense mutations, the TACSTD2
protein was localized in cytoplasm not at cell membrane. Also, the GFP-tagged
CLDN7 protein was localized at perinuclear region as aggregates not at cell
membrane.ConclusionAberrant subcellular localization of TACSTD2 and
CLDN7 proteins found in missense mutations seems to be the pathological
mechanism leading to GDLD.
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角膜内皮細胞、iPS 細胞由来神経堤細胞およ
び角膜内皮代替細胞の integrin 発現の比較

ひでゆき

英之、羽藤
重人

晋、関口

友美、庭野

博子、稲垣

絵海、坪田

一男、

[ 目的 ] 角膜内皮細胞、iPS 細胞由来神経堤細胞および角膜内皮代替細胞における、細
胞 - 基質間接着因子 integrin α鎖サブタイプの発現を比較した。
[ 方 法 ] Ff-I01s04 株 (iPS 細 胞 ス ト ッ ク の ラ ボ 専 用 株 ) を、Bajpai ら（Nature,
2010）による既報を修正した方法で神経堤細胞 (i-NCC) に誘導した。輸入角膜 9 眼分
と i-NCC ３ロット分の DNA マイクロアレイ解析結果から、両者の integrin α鎖サブ
タイプ発現を比較した。また、角膜内皮セルライン（B4G12）、i-NCC、iPS 細胞か
ら誘導した角膜内皮代替細胞の 3 者において、flow cytometory 法により、integrin
α鎖サブタイプの発現率を検証した。
[ 結果 ]DNA マイクロアレイの結果から、角膜内皮細胞では integrin α 3 が、i-NCC
ではα 4 が発現していた。Flow cytometory では、i-NCC では integrin α 4 が 75％
以上の発現率であるのに対しα 3 はほとんど発現しておらず、一方 B4G12 および iPS
由来角膜内皮代替細胞では integrin α 4 はほとんど発現せず、α 3 が 90％以上の発現
率であった。
[ 結論 ] 神経堤細胞から角膜内皮細胞へ分化するに従い、integrin サブタイプはα 4 か
らα 3 へスイッチしていると考えられ、分化度の指標として有用である可能性がある。
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ヒトiPS 細胞加工製品のためのヌードラッ
ト前房を用いたin vivo 造腫瘍性試験

えみ

絵海 1）、羽藤
一男 1）、榛村

慶應大、2）慶應大

晋 1）、宮下
重人 1）

英之 1）、許斐

健二 1）、岡野

栄之 2）、

生理学教室

【目的】ヒト iPS 細胞は奇形腫形成能による造腫瘍性を有する為、造腫瘍試験が必須であ
る。多くの in vivo 造腫瘍性試験は免疫不全動物背部の皮下移植により行われるが、腫
瘍が検出可能な大きさに増殖するまでに数か月を要する。今回、我々は、角膜を通して
透見可能な前房内に iPS 細胞を注入することで、新しい造腫瘍性試験法を開発し、その
有用性を検証した。【方法】ヌードラット前房内に 2 種の iPS 細胞株（201B7 株および
iPS 細胞ストックのラボ専用株 FFI01s01 株）を 1 × 10^4 から 1 × 10^6 個の細胞数
でマトリゲルと混合し移植した。前房容積の 1/2 以上を占める腫瘤形成をもって腫瘍形
成と判定し、カプランマイヤー曲線を作製した。観察期間終了後に眼摘し、病理組織学
的検討を行った。【結果】ヒト iPS 細胞の前房内移植モデルでは最短 4 週間という早期
に腫瘍形成を確認した。病理組織学的検討にて腫瘍内に 3 胚葉成分を認め、奇形種形成
を確認した。また、1 × 10^4 から 1 × 10^6 個の範囲で移植細胞数依存的に iPS 細胞
の奇形腫瘍形成率が増加した。さらに、8 週間の経過観察では、201B7 株は Ff-I01 株
より有意に奇形腫形成率が高く（p=0.04, Log rank test）、分化特性の株間差を有す
る事が示唆された。【結論】ヌードラット前房内移植による in vivo 造腫瘍性試験は、
視認性の良さから皮下移植よりも早期に腫瘍を検出できる利点があり、細胞株間の比較
などにも応用できる可能性がある。
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【目的】Fuchs 角膜内皮ジストロフィ（FECD）では、TCF4 において CTG 反復配列の
伸長が認められることから、TCF4 の病態への関与が予測されている。一方で、FECD
患者の角膜内皮における TCF4 の発現量については不明な点が多い。我々は、FECD
患者において反復配列の伸長と角膜内皮における TCF4 の発現量の関係について検討
した。
【方法】268 人のドイツ人の FECD 患者のゲノム DNA を用いて反復配列の有無の検討
を行った。また、これらの患者の角膜内皮組織を採取し、TCF4 の異なる 3 箇所を認識
する 3 種類のプローブを用いて qPCR を行い TCF4 の発現量の解析を行った。コント
ロールとして 78 名分の研究用ドナー角膜から採取した角膜内皮を用いた。
【結果】49 例（18%）において反復配列の伸長を認めず、219 例（82%）において 50
回以上の伸長を認めた。また FECD 患者の角膜内皮組織における、TCF4 の発現量は
全バリアントを認識できるプローブを使用した場合、正常コントロールに対して伸長な
し群 2.14 倍、伸長あり群 2.10 倍と有意に高値であった（p ＜ 0.01）。その他の 2 種
類のプローブによっても同様に正常コントロールに対して伸長なし群、伸長あり群とも
に有意に高値であった。
【結論】FECD 患者において CTG 反復配列の伸長の有無に関わらず、角膜内皮において
TCF4 の遺伝子レベルにおける発現量の増加が認められた。今後、TCF4 の角膜内皮に
おける働きを解明することは FECD の病態解明に重要であることが示唆された。
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【目的】膠様滴状角膜ジストロフィ（GDLD）の病態解析のため、原因遺伝子である
tacstd2 遺伝子欠損マウスを作製し、その表現型を解析した。【方法】マウス tacstd2
遺伝子を欠失させたヌルマウスを作製した。生後 1 年半以上経過したマウス全 56 眼
（ホモ接合型 16 眼、ヘテロ接合型 22 眼、野生型 18 眼）の角膜病変の有無を横断的
に確認し、遺伝子型、混濁率の関係を調べた。また病理組織像についても検討した。
【結果】ホモ接合型マウスの組織を用いて RT-PCR によりマウス tacstd2 遺伝子が発現
していないことを確認した。角膜中央部に血管新生を伴う隆起状の混濁または帯状の混
濁が観察され、全混濁発症数はホモ接合型 10 眼、ヘテロ接合型 4 眼、野生型 11 眼で
あった。なかでも重度の混濁発症数はホモ接合型 10 眼、ヘテロ接合型 3 眼、野生型 4
眼であった。重度の混濁の混濁率は遺伝子型（ホモ接合型）と強く相関していた。(p ＜
0.01)
【結論】マウス tacstd2 遺伝子を欠失させたヌルマウスではホモ接合型に重度の混
濁が有意に発症した。

宮下
榛村
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【目的】我々は Fuchs 角膜内皮ジストロフィ (FECD) 患者の角膜内皮において TCF4 遺
伝子の発現量が増加していることを報告した。今回、我々は TCF4 が FECD の病態に
与える影響について検討した。
【方法】FECD 患者より角膜内皮を採取して培養することで、疾患モデル細胞を作製し
た。CRISPR/Cas9 を用いて TCF4 のノックアウトを行い TCF4 -/- 細胞株を作製し
た。疾患モデル細胞および TCF4 -/- 細胞を TGF- βにより刺激し、アポトーシスをフ
ローサイトメトリーにより評価した。また、上皮間葉移行（EMT）関連タンパク質で
ある Snail1、ZEB1、および ECM 関連タンパク質であるフィブロネクチン、アポトー
シス関連タンパク質である Caspase3 および PARP の発現量を、ウエスタンブロット
法を用いて評価した。
【結果】TGF- β刺激により、FECD 疾患モデル細胞ではアポトーシスが誘導され、
Annexin V 陽性細胞率が 35.8 ± 2.7% となったが、TCF4 -/- 細胞で 7.5 ± 0.4% と有
意に抑制された (p ＜ 0.01)。EMT 関連タンパク質である Snail1 は FECD 疾患モデル
細胞と比べて、TCF4 -/- 細胞で低下した。フィブロネクチンの発現量は FECD 疾患モ
デル細胞と比べて、TCF4 -/- 細胞で低下した。さらに、アポトーシス関連タンパク質
である Caspase3 および PARP は、TCF4 -/- 細胞で上昇が抑制された。
【結論】FECD において TCF4 は、Snail1 を介して ECM タンパク質の産生を促進する
ことにより、アポトーシスを誘導している可能性が示唆された。
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培養ヒト角膜内皮細胞の凍結保存の検
討

貴斗、奥村

直毅、渡辺

恭子、殿村

茂仁、中原マキ子、小泉

範子

同志社大・生命医科学

【目的】我々は培養角膜内皮細胞注入療法の開発を行っているが、産業化を進める上で培
養細胞の凍結保存はマスター細胞の保存や輸送上の観点から重要な課題である。今回、
我々は培養ヒト角膜内皮細胞の凍結保存が可能であるかについて検討した。
【方法】培養したヒト角膜内皮細胞を、OptiMEM に DMSO、ウシ胎児血清（10%）を
添加した凍結保存液中に 3.0 × 105、5.0 × 105、1.0 × 106 cells/ml の細胞密度で凍
結し液体窒素中で保存した。14 日後、細胞を起眠し生存率をトリパンブルー染色によ
り測定した。また、起眠した細胞を播種し、細胞形態の観察および生細胞数測定を行っ
た。免疫染色にて機能関連マーカーの発現を検討した。なお、未凍結で継代培養した細
胞をコントロールとした。
【結果】起眠時の細胞生存率は、3.0 × 105、5.0 × 105、1.0 × 106 cells/ml 群それぞれ
で 50.0 ± 2.7、59.8 ± 6.4、71.6 ± 7.0% であり 1.0 × 106 cells/ml 群が最も高値で
あった。起眠して培養 1、7、14、28 日後の 1.0 × 106 cells/ml 群の細胞数は、コン
トロールの細胞数と比べてそれぞれ、33.1、38.8、58.6、81.5% であった。28 日後に
は、ZO-1、Na+/K+ -ATPase を発現する多角形のシート構造を示した。一方、細胞密
度はコントロールと比べて 75.7% と低下傾向であった。
【結論】培養角膜内皮細胞の凍結保存が可能である可能性が示されたが、凍結後に細胞密
度の低下を抑制する凍結保存液の最適化が必要である。
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円錐角膜症例に対するコンタクトレン
ズ治療の限界

ともみ

友美 1）、戸田良太郎 2）、井之川宗右 2）、近間泰一郎 2）、木内

良明 2）

済生会呉病院、 広島大
2）

ポスター

【目的】 円錐角膜症例に対する治療経過の検討を行った。
【方法】 2015 年 1 月 1 日～ 2017 年 9 月 30 日に広島大学病院で円錐角膜と診断し、
継続的に加療している症例の治療経過を後ろ向きに検討した。トライアンドエラーを繰
り返しながらハードコンタクトレンズ（HCL）デザインを決定し、必要に応じてカス
タム HCL を処方した。HCL での矯正視力不良例や HCL 不耐症例に対して角膜移植術
を行った。
【結果】 対象は 28 例 39 眼（男性 20 例、女性 8 例）で平均年齢 38.9 ± 15.5 歳（15
～ 74 歳）であった。Amsler-Krumeich 分類（AK 分類）で stage1 が 9 眼、stage2
が 4 眼、stage4 が 26 眼であった。円錐角膜形状による分類では nipple type が 1 眼、
oval type が 17 眼、globus type が 21 眼であった。
nipple type に は 球 面 HCL を 処 方 し た。oval type16 眼 に は 球 面 HCL を 処 方 し、
続発性角膜アミロイドーシスによる 1 眼は手術に至った。globus type のうち 6 眼は
HCL で解決できたが、そのうち 5 眼に多段カーブ HCL を処方した。globus type の
うち 15 眼は手術に至った。また、手術に至った 16 眼はいずれも AK 分類 stage4 であっ
た。
【結論】AK 分類 stage ４かつ globus type は球面 HCL での矯正には限界がある可能性
が高いと考えられた。

■

目的：白内障術後患者における眼表面温度を測定し、加齢による眼表面温度への影響に
ついて検討した。方法：白内障手術後 1 か月という同一条件のもとで、視力良好（矯正
視力 0.8 以上）な患者 31 名 43 眼 ( 男性 16 名、女性 15 名、60 ～ 84 歳、平均 75.3
± 6.2 歳 ) を対象とした。白内障以外の眼疾患のある症例は除外した。全例、ネパフェ
ナック点眼のみ使用中であった。同意取得後、インターフェロメトリ (DR1 α、興和 )
にて非侵襲的涙液層破壊時間 (NIBUT) を測定し、前眼部サーモメータ（TG100、トー
メー）にて開瞼直後の眼表面温度 (OST) および 10 秒間連続開瞼した時の眼表面温度変
化 ( Δ OST) を測定し、年齢と眼表面温度の相関を検討した。結果：対象者の NIBUT
は 6.1 ± 3.4 秒（1.3 ～ 10.0 秒 ）、OST は 34.3 ± 0.7 ℃（32.0 ～ 35.6 ℃）、 Δ
OST は -0.39 ± 0.3℃（0.1 ～ -1.2℃）であり、NIBUT とΔ OST は有意な相関がみ
られた（r=0.45、P=0.002、スピアマンの順位相関係数）。年齢とΔ OST は有意な相
関があり (r=0.34、p=0.02)、年齢が上がるにつれて眼表面温度変化が小さくなった。
NIBUT が 5 秒以下の症例（23 眼）を除いても、年齢とΔ OST は有意な相関がみられ
た (r=0.45、p=0.04)。結論：眼表面温度は、涙液動態と関連することはよく知られて
いるが、眼における何らかの加齢性変化も関係する可能性が示唆された。

一般口演
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加齢性変化がおよぼす眼表面温度への
影響

学術奨励賞記念講演
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【目的】円錐角膜に対する治療および視力矯正としてハードコンタクトレンズ（HCL）
装用を行うが、フィッティングがよくても矯正視力が出ない症例を認める。後面形状が
影響していると考え、前眼部光干渉断層計（ASOCT）の Instantaneous 後面形状か
ら６タイプ（ニップル、オーバル、グローバル、バタフライ、下方、初期）に分類し、
各タイプ別の視力を比較した。【方法】2015 年 1 月～ 2017 年 3 月に順天堂医院コン
タクト外来を受診し、ASOCT が測定され、50 歳以下、角膜混濁や眼合併症を認めな
い円錐角膜症例 103 例 181 眼 ( 男性 76 例女性 27 例 ) を対象とした。【結果】平均年
齢 32.4 ± 8.9 歳、logMar 視力 -0.05 ± 0.06 だった。タイプ別の眼数および HCL 装
用下 LogMAR 視力はそれぞれ、ニップル 7 眼 0.02 ± 0.14、オーバル 108 眼 -0.05
± 0.06、グローバル 17 眼 0.00 ± 0.10、バタフライ 10 眼 -0.06 ± 0.04、下方 18 眼
-0.06 ± 0.06、初期 21 眼 -0.07 ± 0.03 だった。【結論】ニップルやグローバルタイプ
は HCL 矯正視力がでにくい傾向にあり、角膜後面中央の急峻な突出が視力に影響して
いる可能性が示唆された。

シンポジウム

【目的】ソフトコンタクトレンズ（SCL）上の摩擦係数を測定する新しい実験系を開
発 し、 ヒ ア ル ロ ン 酸 (HA) の SCL に 対 す る 潤 滑 性 能 を 検 討 す る こ と。【方法】
SCL
専用の振り子式摩擦測定装置を新規に作成し、点眼液潤滑下での摩擦を測定した。
SCL(narafilcon A) と相手面 (PET 製人工眼瞼 ) の荷重は 37.5g の重量で加えて、摩
擦面の平均面圧を 1.2kPa とした。潤滑剤として生理食塩液、HA 水溶液（0.05, 0.1,
0.2, 0.3, 0.4, 0.5％）、市販の人工涙液点眼液、0.1％と 0.3％の HA 含有点眼液を用い
た。各潤滑剤の動粘度をウベローベ粘度計 (SU、柴田科学 ) にて測定した。【結果】生
理食塩液、人工涙液点眼液、0.1％と 0.3％ HA 含有点眼液添加後の摩擦係数はそれぞ
れ 0.045 ± 0.007、0.037 ± 0.007、0.031 ± 0.006、0.045 ± 0.008 であり、0.1％
HA 含有点眼液が最低値であった（Steel-Dwass, p ＜ 0.05）。HA 水溶液での摩擦係
数は、0.2％で最低値 0.029 ± 0.004 を示し、それより低濃度でも高濃度でも増大し
た。粘度に関しては、HA の濃度上昇に伴って動粘度は増加し、0.5％ HA 水溶液が最
高値（125.4 mm2/s）となった。【結論】ソフトコンタクトレンズに対する点眼液の潤
滑効果を摩擦測定によって評価した。その結果、ヒアルロン酸含有の効果は、濃度が
0.2％程度までは有効であり、それ以上の濃度では、粘性の上昇に伴う流動抵抗が、摩
擦の増大を生むことが明らかになった。

■
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若年日本人における近視と前眼部形状の
相関

加藤久美子 1）、竹内
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真希 1）、米川

由賀 1）、平野

耕治 2）、近藤

峰生 1）

三重大、2）藤田保健衛生大・坂文種

緒言：眼軸の延長は近視発生の重要な要因である。昨年の本学会において、我々は 20
歳代の被験者 200 人を対象にした角膜のバイオメトリーについての検討を行い、眼軸
延長による屈折異常においては屈折の等価球面度数、角膜径、角膜内皮細胞にはほとん
ど変化がなかったことを報告した。今回症例数を増加し、眼軸長 , 屈折値と前眼部の解
剖学的な変化について検討したので報告する。方法：眼疾患や全身疾患がない 20 歳代
の被験者 229 人を対象にスペキュラーマイクロスコープ EM-4000(Tomey)、OPDScan(NIDEK)、光学式眼軸長測定装置 OA2000(Tomey) を使用して角膜形状や前房深
度 (ACD)、眼軸長 (AL) を測定し統計学的に検討した。結果：単変量解析では、AL と
ACD には中等度の正の相関が認められ (R=0.41, P ＜ 0.001)、また AL と角膜径では
R=0.41(P ＜ 0.001)、AL と角膜曲率半径の間には R=0.39(P ＜ 0.001) と中等度の正
の相関が認められた。AL と角膜厚の間には弱い負の相関が認められた (R=-0.15, P ＜
0.001) 。多変量解析では、AL は ACD、角膜曲率半径との間に有意な相関が認められ
た。考按：眼軸長が延長した近視の被験者では、角膜の曲率の低下と前房深度増加によ
る水晶体の後方への偏移があり、前眼部に近視を弱めるような解剖学的な特徴が認めら
れた。
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角膜の菲薄化と実質深層の混濁がみられた角
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川崎医療福祉大、2）広島大

【目的】角膜全体の菲薄化と実質深層にびまん性の混濁がみられた角膜屈折力が弱い非典
型的な円錐角膜の 1 例を経験したので報告する。【症例】18 歳男性。2017 年上旬から
視力低下を自覚し、近医で左）円錐角膜と両）実質深層のびまん性混濁を指摘され、当
科を紹介され受診した。既往歴、家族歴には特記すべきことはなかった。前眼部は、
両眼の角膜周辺部の血管侵入と実質深層から内皮面にびまん性の混濁がみられた。矯
正視力は両眼（1.2）、角膜内皮細胞密度は右 2,736 個／ mm2、左 2,708 個／ mm2
で角膜後面沈着物や内皮面の不整はなかった。前眼部 OCT は中心角膜厚が両 387 μ
m で、左眼の角膜中央部からやや下方に軽度の突出がみられたが、平均角膜屈折力は
右 39.2D、左 42.0D であった。レーザー生体共焦点顕微鏡（HRT III - RCM）では、
デスメ膜直上の実質深層の輝度が高かった。【結論】本症例は、両眼に角膜全体の菲薄
化と実質深層にびまん性の混濁がみられたが HRT III - RCM では実質深層が高輝度で
あったのみで、不整な細胞や顆粒状物質などがなかった。また、角膜は軽度突出してい
たが、角膜屈折力は弱かった。実質深層の混濁や円錐角膜を合併する疾患としてデスメ
膜前角膜ジストロフィがあるが、実質深層に細粒状の高輝度物質がみられず、角膜屈折
力が弱かったことから非典型的な円錐角膜であるといえる。
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P146 睫毛内反がある角膜の高次収差の測定
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【目的】ドライアイ眼では、高次視機能障害を呈することが過去の報告に挙げられてい
る。現行のドライアイの基準では、その変更により、点状表層角膜炎 (SPK) の有無は除
外されたものの、多くのドライアイ患者に SPK を認める。一方で、同様に SPK を有す
る病態として睫毛内反が挙げられる。そこで、睫毛内反による SPK の有無が高次視機
能障害に影響するかどうかを比較したため、今回報告する。
【方法】当院を受診した、老人性眼瞼内反による睫毛内反を有し、細隙灯顕微鏡観察下
で SPK を有する 14 人 17 眼を対象とした。また、睫毛内反を有しない 13 人 19 眼を
対照群として測定した。収差の測定は HOYA 社の iTrace を使用し、Wavefront と
角膜トポグラフィー用いて角膜収差を測定した。総合高次収差 (HO total)、球面収差
(Spherical aberration) を検討した。測定は暗室で行い、瞳孔径は 3mm を基準とした。
【結果】HO total および Spherical aberration は、両者に有意差を認めなかった（p ＞
0.05）。
【結論】今回の研究で睫毛内反に伴う SPK は高次視機能障害には影響しないことが示唆
された。このことから、ドライアイに伴う高次視機能障害は SPK に起因するものでは
ないことが推定された。
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乱視毎の K 値と角膜全屈折力の相違点
および角膜不正乱視の比較
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目的：角膜前後面乱視について詳細な検討が行われるようになり、直乱視や倒乱視につ
いては十分に議論されているが、斜乱視についての検討は不十分である。今回、斜乱視
を含めた角膜形状解析を行い、結果を乱視毎に比較検討した。方法：K 値の乱視度数が
0.75D 以上の角膜乱視 601 例 902 眼（直乱視 546 眼、倒乱視 277 眼、斜乱視 79 眼）
を対象とし、CASIA（トーメー）で角膜形状解析を行った。K 値と角膜全屈折力の乱
視度数および乱視軸度を比較し、乱視毎の特徴を検討した。角膜中央から 6mm の範囲
の角膜全屈折力をフーリエ解析し、非対称成分・高次不正乱視成分を乱視毎に比較し
た。結果：K 値および角膜全屈折力の乱視度数は、直乱視で 1.49D、1.28D と K 値の
方が大きく（P ＜ 0.05）、倒乱視で 1.35D、1.60D と角膜全屈折力の方が大きく（P
＜ 0.05）、斜乱視では 1.11D、1.13D と有意差がなかった。K 値と角膜全屈折力の乱
視軸度の差は、直乱視、倒乱視、斜乱視の順に 2.1°、2.1°、6.7°であり、斜乱視が直乱
視や倒乱視よりも大きかった（P ＜ 0.05）。非対称成分は直乱視、倒乱視、斜乱視の
順に 0.41D、0.45D、0.50D、高次不正乱視成分は 0.17D、0.20D、0.21D であった。
結論：斜乱視では K 値と角膜全屈折力で乱視度数は変わらないが乱視軸が異なってお
り、直乱視や倒乱視と特徴が異なっていた。また、斜乱視は直乱視や倒乱視よりも角膜
不正乱視が大きい傾向にあった。
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【目的】白内障術後の乱視を評価するには自覚乱視、他覚乱視が挙げられるが、他覚乱視
の評価には多くの測定機器があり、それぞれの結果を見比べる必要がある。これまでに
他覚乱視を機器間で比較した報告はあるが、白内障術後の自覚乱視と他覚乱視の関連性
について報告はない。そこで今回我々は白内障術後の自覚乱視と他覚乱視のそれぞれ
の機器での関係について検討した。【方法】当院にて白内障手術した 42 例 42 眼（年齢
67 ± 12 歳、男性 17 例・女性 25 例）を対象とした。屈折異常以外の眼疾患を有する
症例、乱視矯正、多焦点眼内レンズ症例は除外した。術後１か月時の自覚乱視が 0.50D
以上ある例を対象とし、それぞれの機種での他覚乱視と比較した。測定機器はオートレ
フケラトメータ (TONOREF, NIDEK)、光学式生体計測装置 (IOL マスター 700, Carl
Zeiss Meditec) にて角膜乱視、前眼部 OCT(CASIA2, TOMEY) にて real K を測定
した。【結果】測定値はそれぞれ、自覚乱視 -0.71 ± 0.38D、TONOREF は -0.90 ±
0.57D、IOL マスターは -0.95 ± 0.54D、CASIA2 の real K は -0.81 ± 0.50D であっ
た。また、自覚乱視と他覚乱視の全ての機器にて相関が認められたが ( スピアマンの順
位相関行列 , r=0.46, r=0.44, r=0.51, 全て p ＜ 0.001)、CASIA2 の real K が自覚乱
視と最も相関が強い傾向であった。【結論】白内障術後の自覚乱視は各測定機種で差を
認めるものの、角膜全屈折力を評価する CASIA2 の real K と最も相関する傾向であっ
た。

はるひろ

悠大 1）、上野
康 3）、竹原

目的：前眼部 OCT CASIA2（トーメー）で測定された角膜中心 3mm 領域の角膜全
屈折力（Real Power）をフーリエ解析し、その正乱視成分を元に算出する新しい角膜
乱視パラメータ FRCyl を考案した。今回、IOL 挿入眼の屈折乱視を解析する際に使用
し、他の角膜乱視パラメータと比較することで有用性を検討した。方法：IOL 挿入眼
128 例 183 眼（トーリック 127 眼、非トーリック 56 眼）を対象に、オートレフケラ
トメータと CASIA2 を撮影した。オートケラトメータの K 値の乱視（以下ケラト）、
CASIA2 の Real Power の乱視（以下 Real）および新しいパラメータ FRCyl、3 種類
の角膜乱視を検討に使用した。水晶体乱視について非トーリック IOL を 0 とし、トー
リック IOL では散瞳下でトーリックマークを観察して乱視軸を参照した上で、IOL モ
デル毎に設定された乱視度数を使用した。角膜乱視と水晶体乱視のベクトル解析から計
算された屈折乱視と、実際にオートレフで測定された他覚屈折乱視との差を算出し、3
種類の角膜乱視それぞれを使用した場合で比較した。結果：計算上の屈折乱視と他覚屈
折乱視の差は、角膜乱視としてケラトを使用すると 0.60 ± 0.38D、Real では 0.58D
± 0.36D、FRCyl では 0.52 ± 0.35D であった。差が 0.5D 以内に収まった症例の割
合は、ケラト、Real、FRCyl の順に 46、51、57% であった。結論：新しい角膜乱視
パラメータである FRCyl により、IOL 挿入眼の他覚屈折乱視をより正確に評価できる
可能性が示唆された。

大阪大・視覚先端医学、2）大阪大、3）University of Kansas School of Medicine、
大阪大・血液・腫瘍内科

目的：多発性骨髄腫 (MM) に伴う角膜混濁の頻度は 1% と低いが、細隙灯顕微鏡で角膜
混濁が観察されなくとも生体共焦点顕微鏡による観察で角膜への異常沈着物質がみられ
ることが知られている。今回、MM 患者で角膜後方散乱を測定し、混濁の他覚的定量
評価を行った。方法：対象は MM 患者 10 例 20 眼、正常眼 10 例 10 眼。角膜後方散
乱の評価として、シャインプルーク型角膜形状解析装置（Pentacam HR、Oculus) の
Corneal densitometry プログラムにより角膜の表層、中層、深層のデンシトメトリー
値を測定した。結果：MM 患者全例において細隙灯顕微鏡では明らかな角膜混濁はみ
られなかった。MM 患者の角膜表層、角膜中層のデンシトメトリー値 (29.06 ± 3.51,
18.51 ± 2.23) は正常眼 (22.42 ± 1.81, 14.26 ± 0.92) に比べて有意に高かったが、
(p ＜ 0.001, p ＜ 0.001) 角膜深層のデンシトメトリー値 (14.07 ± 1.65) は正常眼
(13.08 ± 1.28) と比べて差はなかった。また、骨病変 ( 病的骨折 ) がある症例はデンシ
トメトリー値が高い傾向がみられた。結論：MM において角膜表層、中層の後方散乱
値が高かったことは角膜への沈着は涙液を介した表層からの侵入を示唆すると考えられ
た。角膜後方散乱の測定は、MM に伴うサブクリニカルな角膜の変化を検出できる可能
性がある。

前眼部 OCT を用いた新しい角膜乱視パ
ラメータの検討

ひろゆき

乱視ベクトル解析と10 年間の経時変化：
山形県コホート研究（舟形町研究）
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【目的】日本人一般成人において、10 年間での乱視の経時変化を明らかにすること。
【方法】山形県コホート研究（舟形町研究）の 2005-2007 年（1 期）、2010-2012 年
（2 期）、2015-2017 年（3 期）の検診全てに参加した住民を対象とし、眼球と角膜の
円柱度数と乱視軸の変化を power vector analysis の手法を用いて解析を行った。指標
である J0 の正の値は直乱視、負の値は倒乱視の程度を示す。Magnitude of difference
（MOD）は一定期間の乱視ベクトル全体の変化量を示す。【結果】対象は 284 人（男
性 126 人、女性 158 人）、ベースライン年齢は平均 56.7 歳（36 ～ 79 歳）であった。
J0、corneal J0（cJ0）は 1 期、2 期、3 期と年度を追うごとに低下し、加齢による倒乱
視化が認められた（共に p ＜ 0.001）。1 期～ 2 期と 2 期～ 3 期で J0、cJ0 の変化量に
差はなく（それぞれ p=0.420、p=0.190）、倒乱視化は一定の速度で進行していた。
MOD も 1 期～ 2 期と 2 期～ 3 期で有意差は認められなかった（p=0.148）。【結論】
眼球全体と角膜の加齢による倒乱視化が、縦断研究で確認された。倒乱視化と乱視全体
の変化は、加齢に伴い一定の速度で進行していた。

ポスター ( 領域３：北野賞候補 )
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【目的】角膜混濁例では、検眼鏡を用いた眼底検査や既存の眼底カメラの写真では、後眼
部の評価が困難であることも多い。今回、角膜混濁や角膜不正乱視を有する症例におい
て超広角走査型レーザー検眼鏡 (Optos) とデジタル眼底カメラの眼底写真の鮮明度を
検討した。【方法】角膜混濁例または角膜移植眼を対象とし、混濁の程度（0: なし、3:
高度）と Optos および眼底カメラの眼底写真の鮮明度（0: 良好、3: 不良）をそれぞれ
4 段階に分類し比較検討した。【結果】症例は 33 例 41 眼（男性 17 例、女性 16 例）、
平均年齢は 67 ± 16 歳。疾患の内訳は、角膜混濁の原因として、瘢痕 21 眼（感染後
12 眼、角膜移植後 4 眼、外傷後 3 眼、その他 2 眼）、ジストロフィ 9 眼（角膜移植後
の眼数：1 眼）、浮腫 7 眼（2 眼）、沈着 1 眼 (1 眼 ) であり、角膜移植後の不正乱視
が 3 眼であった。角膜混濁の程度と眼底写真の鮮明度の相関は、Optos(r ＝ 0.52,p ＜
0.01)、眼底カメラ (r ＝ 0.46,p ＜ 0.01) であり、それぞれに有意な相関がみられた。
撮影された眼底写真の鮮明度は、Optos(1.6 ± 0.9) の方が眼底カメラ (1.9 ± 1.1) に比
べて有意に高かった (p ＜ 0.01)。角膜混濁の程度別では、中等度（瞳孔領がかろうじて
おえる）以上の症例において両機器とも眼底の詳細な観察は困難となり有意差はなかっ
た。【結論】角膜混濁を伴う症例では、Optos は眼底カメラに比べて鮮明度が高く、特
に角膜混濁の程度の軽い症例の後眼部評価に有用であった。

P156
たにぶち

昌明 1,2）、仲野裕一郎 1,2）、

ほなみ

感染性角膜炎による角膜実質瘢痕眼に
対する生体共焦点顕微鏡による観察
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【目的】メ ニ ス コ メ ト リ ー 法 は 貯 留 涙 液 量 の 指 標 と な る 涙 液 メ ニ ス カ ス 曲 率 半 径
（TMR）を非侵襲に測定できる方法である。我々は、一昨年の本学会で、スマート
フォン（スマホ）の前面カメラを受光系、タブレット PC の画面を投光系としたシス
テムにて TMR を測定できる可能性を報告した。今回、より簡便性を高めるために、
スマホ 1 台で貯留涙液量を評価するシステムを構築し、TMR が測定可能か否かを検
討した。【方法】iPhone 6s Plus（Apple）の背面カメラにマクロレンズ（焦点距離
24mm）を取り付けたものを受光系、LED ライトに 3 本のスリット孔を有する遮蔽板
を配置したものを投光系とした。スリット幅は 1mm、スリット間隔は 4mm とした。
各スリットの光量を均一化するため、LED と遮蔽板の間に光拡散板を設けた。模擬実
験として異なる半径（0.15, 0.23, 0.32, 0.43, 0.60mm）のガラス細管内面を測定し
た。次に、健常者 20 名（男性 13 名、女性 7 名、平均年齢 35 ± 14 歳）の TMR を測
定した。【結果】本手法でガラス管の測定は可能であり、実測値と有意な相関を認めた
（r=0.994、p ＜ 0.001）。また、被検者の TMR も測定可能で、0.39 ± 0.3mm であっ
た。【結論】本手法を用いることにより、スマホ 1 台で貯留涙液量を評価できる可能性
が示された。
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【緒言】感染性角膜炎の寛解期に角膜瘢痕を合併した３症例に対して、生体共焦点顕微
鏡（HRTIII ロストック角膜モジュール）を用いて角膜の観察を行ったので報告する。
【症例】症例 1 は 61 歳女性。モラクセラによる細菌性角膜炎寛解後に角膜実質瘢痕を
合併し、矯正視力は 0.5 と低下した。生体共焦点顕微鏡の観察では、基底細胞密度は
5040 ± 724cells/mm2 と低下し、上皮厚は 25um と菲薄化していた。実質細胞密度
は浅層では 399 ± 69cells/mmm2、深層では 417 ± 126cells/mm2 と減少していた。
症例 2 は 62 歳男性。グラム陰性桿菌による細菌性角膜炎寛解後に角膜実質瘢痕を来
たし、矯正視力は 0.8p と低下していた。生体共焦点顕微鏡の観察では基底細胞密度は
5121 ± 562cells/mm2 と低下し、上皮厚は 29um と菲薄化していた。症例 3 は 63 歳
女性。実質型角膜ヘルペス後の角膜瘢痕を合併しているものの矯正視力は 1.0 と保たれ
ていた。生体共焦点顕微鏡の観察では、基底細胞密度は 3740 ± 641cells/mm2 と低
下、上皮厚は 30um と菲薄化していた。いずれの症例においても基底細胞の大きさの
不均一化、巨大化と上皮下神経の消失がみられ、実質では混濁により細胞が不鮮明化し
ており、特に症例２および３では細胞密度は測定不可であった。【考按】感染性角膜炎
後に角膜実質瘢痕を残した３症例全てで、角膜上皮基底細胞が大きくなり、上皮層の菲
薄化と角膜上皮下神経が減少していた。

■

【目的】電子顕微鏡 (EM) は様々な組織の微細構造を詳細に観察できるため、病理診断に
極めて有用である。しかし、専門的な技術を必要とし、準備に時間がかかることから利
用には限界があった。近年、操作が簡便で迅速に施行可能な低真空走査型電子顕微鏡
(LV-SEM) が開発された。今回、正常角膜及びアルカリ外傷モデルにおける角膜実質の
線維化や新生血管を LV-SEM を用いて観察した。【方法】正常及びアルカリ外傷 4 日 ,7
日 ,14 日後の角膜を LV-SEM を用いて観察した。光学顕微鏡 (OM) 用に用いられるパ
ラフィン切片を過ヨウ素酸メセナミン銀 (PAM) または白金ブルー (Pt) で染色し LVSEM で観察した。PAM 染色では角膜実質のコラーゲンを、Pt 染色では血管内皮細胞
をそれぞれ評価した。【結果】LV-SEM により角膜実質の線維化及び新生血管の三次元
的な観察が簡易かつ迅速に行えた。また、アルカリ傷害は角膜のコラーゲン配列を乱
し、空洞化や浮腫を引き起こすことが分かった。【結論】LV-SEM は OM 用のパラフィ
ン切片を用いて、EM 同様の高倍率画像の三次元解析を可能とした。LV-SEM は染色法
の組み合わせ次第で様々な組織の観察が可能であり、今後、眼科領域においても幅広く
活用されることが期待される。

■
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80 倍非接触レンズを用いたレーザー生
体共焦点顕微鏡による角膜観察

ちさと

智里 1）、近間泰一郎 1）、門廣

祐子 1）、林

泰子 2）、木内

良明 1）

広島大、2）川崎医療福祉大
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小林渓太郎 1）、奥村 直毅 1）、日和
悟 1）、Tourtas Theofilos2）、
Augustin Victor2）、Kruse Friedrich E.2）、小泉 範子 1）、廣安 知之 1）
1）

【目的】我々は以前より 200 倍の非接触高倍レンズを装着した HRTIII-RCM での観察
を試みてきた。高倍のため画像照度の低下が克服課題であったが、今回倍率を 80 倍に
落とすことで角膜各層がどの程度観察可能か、さらに非接触である利点を生かして角膜
疾患のスクリーニングを目的とした使用が可能かについて検討したので報告する。【方
法】HRTIII 本体に 80 倍の非接触レンズを装着し、コンタクトレンズは装用せず角膜
を撮影した。sensitivity は角膜各層が最も鮮明に映った 80 に一定し、Scan Type は
Sequence に設定して撮影した。検者 2 名、正常ボランティア角膜 2 眼を撮影した。
【結果】従来の HRTIII-RCM で得られる画像と比較し、倍率は落ちるが内皮から実質層
はスクリーニングで使用できるレベルで撮影できた。ボーマン層における神経線維叢は
正確なセンタリングができれば接触レンズと近いレベルで撮影する事が可能であった。
上皮層はハレーションを起こすため評価困難であった。【考按】80 倍の非接触レンズを
用いることで、200 倍と比べ広角になることにより解像度、照度が上がり角膜内皮から
実質層は容易に鮮明な画像を得ることが可能であった。ボーマン層における神経線維層
を撮影するには正確にセンタリングを行う必要があるため熟練が必要である。さらに従
来の接触レンズによる撮影と比較し上皮層はハレーションが生じるため、さらなる工夫
が必要であると考えられた。

接触型角膜内皮スペキュラを用いた自動
パノラマ画像作成ソフトウェアの開発

同志社大・生命医科学、2）エルランゲン大

【目的】フックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）患者の角膜内皮は部位により差異があ
り、guttae により角膜内皮の観察が困難である等の理由により再現性高く評価するこ
とが困難である。今回、我々は接触型角膜内皮スペキュラにより得られた広範囲の撮影
動画を元に自動的にパノラマ画像を生成するソフトウェアの開発を行った。
【方法】Erlangen 大 学 で 接 触 型 角 膜 内 皮 ス ペ キ ュ ラ（CellCheck, Konan Medical,
Inc.）により正常者 1 名、FECD 患者 3 名の角膜内皮を広域で動画撮影した。撮像動画
からフーリエ変換した周波数画像を用いて焦点の合った画像（合焦画像）を自動的に抽
出し、パノラマ画像を生成するソフトウェアを作製した。コントロールとして眼科専門
医が合焦画像を肉眼的に選択した画像を用いてパノラマ画像を作成した。
【結果】接触型角膜内皮スペキュラにより得られた撮像動画からソフトウェアにより合焦
画像を自動的に抽出し、パノラマ画像を作成できた。正常者では、眼科専門医の合焦画
像の選択によるパノラマ画像と同等の画像がソフトウェアにより得られた。一方で、
FECD 患者では、重度の guttae が広範囲に認められる範囲で眼科専門医と比べて合焦
していない像も選択する傾向が認められた。
【結論】角膜内皮細胞の撮像動画から合焦画像を抽出し、連結することで角膜内皮のパノ
ラマ画像を生成するソフトウェアを作製した。本ソフトウェアは FECD の進行の評価
に応用できると考えられる。
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ポスター会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

周辺部角膜浮腫を伴うが接触型スペキュラで
広範囲に高密度角膜内皮細胞を認めた1例

ひろし

寛 1,2）、沼

幸作 1）、稲富

勉 1）、外園

千恵 1）、木下

茂 1）

京都府医大、 京都第二日赤
2）

たきざわ

滝澤
坪田

なつみ

前眼部形状解析にて経過観察した巨大
角膜水腫の1例

菜摘、内野
一男

裕一、水野

未稀、三田村浩人、羽藤

晋、榛村

重人、

慶應大
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1）

グリセリン点眼による内眼手術中におけ
る角膜浮腫改善効果の検討

しょう

聖 1）、湯田健太郎 2）、林
直子 1）

孝彦 2）、山田

教弘 1）、佐々木貴優 1）、

埼玉医大、2）横浜南共済病院

[ 目的 ] 術中角膜浮腫に対するグリセリン点眼による改善効果を調べること。 [ 方
法 ]2016 年 4 月から 2017 年 9 月の間に、埼玉医大眼科にて水疱性角膜症または急性
緑内障発作にて内眼手術を行い、術中に視認性が悪化したためにグリセリン点眼を使用
した 11 例 11 眼（男性 4 例、女性 7 例）を対象とした。術中に角膜厚測定装置にて角
膜厚を測定した後グリセリン液を角膜表面に塗布した後、再度角膜厚測定装置にて角膜
厚を測定した。[ 結果 ] 水疱性角膜症が 10 例、急性緑内障発作が 1 例であった。角膜
厚は全例でグリセリン点眼によって速やかに減少し、全例の平均値はグリセリン点眼前
には 757.9 ± 126.2 μ m であったのに対し、使用後は 637.7 ± 128.3 μ m になった
( ウィルコクソン符号付順位検定 P=0.003 ) た。また、グリセリン使用後に術中の視認
性がやや向上した。グリセリン点眼使用による副作用は認めなかった。[ 結論 ] 術中に
角膜浮腫にて視認性が低下した場合、グリセリン点眼を使用することで速やかに角膜浮
腫を改善し、視認性の改善に貢献する可能性が示唆された。

98

あかり

浅井あかり、篠崎
高村 悦子、飯田

和美、木全奈都子、田尻
知弘

晶子、河野

泰三、三橋
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【目的】水疱性角膜症への治療は角膜移植であるが、ドナー不足、術後の視力回復が期待
できず合併症も生じる可能性が高い症例や、高齢や全身合併症で手術が困難な症例もあ
る。我々の施設では以前より角膜浮腫に対して 5% 高張食塩点眼液や眼軟膏（以下、高
張食塩治療）を利用してきた。今回、水疱性角膜症に対する高張食塩治療の有用性を検
討した。【方法】対象は、2017 年 7 ‐ 9 月に当科を受診した高張食塩治療を施行して
いる水疱性角膜症 7 例、男性 3 例、女性 4 例、平均年齢 60.1 ± 44.7 歳とした。水疱
性角膜症の原疾患、角膜厚（CASIA SS-1000: TOMEY）、投与期間、自覚症状、角
膜びらんの再発予防への効果、副作用について検討した。高張食塩治療には院内調剤室
で作製したものを使用した。【結果】水疱性角膜症の原疾患は、続発緑内障 3 例、前眼
部形成不全 2 例、フックス角膜変性症、脊髄小脳変性症が各 1 例だった。最終受診時
の角膜厚は 903.1 ± 226.5 μｍ。平均投与期間は 6 年 4.7 か月（6 か月～ 13 年 10 か
月）。角膜移植を必要とする眼痛を生じた症例はなかった。全例に角膜びらんの再発予
防効果を得た。ただし 6 例中 3 例に anterior stromal puncture(ASP) を併用した。眼
瞼発赤や刺激感などを多少訴える症例がいたが、中止例はなかった。【結論】高張食塩
治療は、水疱性角膜症の眼痛の原因となる角膜びらんの再発予防に有効と考えた。角膜
移植が困難な症例や角膜移植待機患者の症状緩和に有用と思われた。
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ぬま

沼
木下
1）

【緒言】急性角膜水腫は円錐角膜の約 3% に見られる合併症であり、数か月で改善する症
例から瘢痕が残存し角膜移植となる症例まで多用な経過をたどる。我々は発症早期から
前眼部形状解析にて経過観察した巨大角膜水腫の１例を経験したので報告する。【症
例】症例は 22 歳男性、眼科受診歴はなく裸眼で生活していた。発症 3 年前より徐々に
右眼視力低下を自覚したが、左目の裸眼視力は良好であり、眼鏡作成や眼科受診はして
いなかった。平成 29 年 1 月 6 日、右眼に巨大角膜水腫を発症し、同年 2 月 23 日、当
院初診時視力は右 20cm 手動弁、左裸眼視力 1.2、眼圧右 15mmHg、左 17mmHg で、
スリット所見ではデスメ膜断裂を水平方向に認め、角膜に著明な実質浮腫を認めた。前
眼部形状解析 (CASIA) では、角膜内皮面から上皮までの最大角膜厚は 2923 μ m、角
膜実質内は最大で高さ 2659 μｍ、水平断 4331 μｍ、矢状断 4565 μｍの巨大な空隙
を認めた。発症 3 か月で、デスメ膜断裂は閉塞し、実質内空隙は消失、角膜浮腫も大幅
に改善し、最大角膜厚 838 μ m、眼鏡矯正視力が（1.0) まで回復した。【考案】本症例
では角膜水腫発症の 3 年前より片眼のみに視力低下を自覚し、緩徐に円錐角膜が進行、
眼科通院歴のないまま巨大な急性角膜水腫が発症したと考えられる。巨大な角膜実質内
空隙をともなう急性水腫であっても、デスメ膜破裂の早期閉鎖と正常な内皮機能の温存
がなされれば、角膜形状の改善とともに視力回復が得られる。

石川
加藤

あさい

水疱性角膜症への 5% 高張食塩点眼液・
眼軟膏の有用性

女子医大

【緒言】内眼手術後に角膜内皮細胞障害で角膜浮腫をきたす症例を経験するが、この場
合、角膜内皮細胞は細胞サイズの肥大、細胞形態の大小不同、細胞密度勾配の不均一を
示すことがほとんどである。今回、内眼手術後に角膜周辺部にびまん性角膜浮腫を認め
ながら、角膜中央部の角膜内皮細胞は正常な角膜内皮密度と細胞形態を保持していた
症例を経験したので報告する。【症例】72 歳男性、右眼の網膜剥離に対して３回の硝子
体手術の既往がある。右眼の角膜中央部は透明であったが、耳側、鼻側の周辺部角膜
には明らかなびまん性浮腫を認めた。接触型スペキュラーマイクロスコープ（KSSP、
KONAN 社製）による角膜輪部から角膜中央部にわたる広視野観察では、透明な角膜
中央部から周辺部角膜には高密度（2000cells/mm2 以上）かつ均一な角膜内皮細胞が
観察され、周辺部の角膜浮腫の部位から観察が突如不可能になった。非接触型スペキュ
ラマイクロスコープによる観察では、角膜中央部の内皮細胞密度は 3 年間にわたり低下
しなかった。【考按】本症例では、角膜中央部から周辺部への角膜内皮細胞密度の段階
的な減少と細胞の肥大化が予想されたが、高密度かつ大小不同を認めない角膜内皮細胞
が透明な部位全てで確認された。角膜内皮細胞の contact inhibition に関与する前房環
境あるいは細胞外マトリックスの変化が推測され、角膜内皮疾患の病態理解に繋がる症
例であると考えられた。
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角膜後面観察から推測される水疱性角
膜症の病態

こうさく

幸作 1）、田中
茂 1）

寛 1）、稲富

勉 1）、小泉

範子 2）、外園

千恵 1）、

京都府医大、2）同志社大学

【目的】水疱性角膜症（BK）に罹患した患者の角膜後面を、非接触型スペキュラーマイ
クロスコープ（NC-SPM）と接触型ワイドフィールドスキャンニングスペキュラーマ
イクロスコープ (C-SPM) で観察し、BK の病態を考察する。【方法】当院において平
成 29 年７月１日から 9 月 30 日までに角膜内皮移植の適応と判断された BK 患者で
ある 12 例 12 眼を対象とした。中心角膜厚、及び角膜中央部における NC-SPM(EM3000TM TOMEY) と C-SPM(CellChekCTM KONAN) の観察所見を比較検討した。
【結果】中心角膜厚は 717 ± 64 マイクロメートルであり、全例で角膜中央部にびまん性
上皮浮腫を認めた。NC-SPM では 12 例全例で角膜後面は観察できなかった。C-SPM
では角膜後面を観察できなかった症例が 5 例で、観察できた症例が 7 例であった。角膜
後面を観察できた 7 例のうち、4 例で形態異常は認めるものの角膜内皮細胞 (CEC) を
同定でき、3 例は CEC を同定できず、細胞外マトリックスの沈着を認めた。【結論】
BK では、角膜後面が NC-SPM で観察できなくても、C-SPM では観察可能な症例が存
在した。BK では、角膜後面が細胞密度の低下により機能不全に陥った CEC や細胞外
マトリックスに占められる段階が存在し、CEC のポンプ機能とバリアー機能の破綻に
より角膜上皮浮腫が生じている可能性が示唆された。
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家族性ＬＣＡＴ欠損症と思われる著明な
両眼角膜混濁の１例

細谷比左志 1）、楠山
1）

元子 1,2）、細谷

友雅 1,2）

JCHO 神戸中央病院、2）兵庫医大

【緒言】両眼に著明な角膜混濁を認め、家族性レシチンコレステロールアシルトランス
フェラーゼ（LCAT）欠損症が疑われる症例を経験したので報告する。【症例】症例
は 71 歳女性。敗血症で入院中に内科よりの紹介で眼科受診。初診時視力 RV=0.06
（nc）,LV=0.01(nc)。眼圧は正常。両眼角膜実質に全層にわたる著明なスリガラス状
の混濁を認め、老人環も認めた。眼底は透見不能であった。前眼部 OCT では角膜実質
の表層から深層に均一に分布する混濁を認めた。家族性 LCAT 欠損症を疑い、全身検
査を施行した。当疾患の診断基準では HDL コレステロール値低値が重要であるが、本
症例では、2 ～ 4mg/dL( 正常値 40-150) と非常な低値であり基準を満たしていた。特
徴的徴候のタンパク尿、腎機能障害、角膜混濁、貧血 :Hb9.2g/dL( 正常値 11.4-14.6),
赤血球形態の異常（標的赤血球、大小不同）のすべてを満たしており、家族性 LCAT
欠損症が強く疑われた。LCAT 活性を測定したところ、70 未満 U（正常値 235-550）
と低値であり家族性 LCAT 欠損症として矛盾のないものであった。鑑別診断として、
ムコ多糖症、タンジール病、魚眼病、アポリポタンパク A1 異常症が挙げられるが、全
身検査結果と徴候が異なることからいずれも否定的である。【結語】両眼角膜に著明な
スリガラス状混濁を認めた場合、非常に稀な疾患ではあるが家族性 LCAT 欠損症も疑
うべきである。
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兄弟で角膜へのシスチン結晶の蓄積が見
られたシスチン症の2 例

さとし
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裕一 2）、伊藤
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頓宮

横浜市大・総合医療セ、 東邦大・大森
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良明 2）

広島日赤病院、 広島大
2）

哲郎 2）

【目的】角膜ケロイドは，角膜炎や角膜外傷などがきっかけとなり，異常な創傷治癒過程
が生じることによって生じる隆起性病変である．我々は再発性角膜上皮びらんに対し
て anterior stromal puncture を行い，いったんは上皮びらんは改善したものの，1 年
後には角膜ケロイドが生じた一症例を報告する．【症例】58 歳女性．右眼の上皮びらん
を繰り返すため当院を紹介受診．左眼には帯状角膜変性を認めた．角膜上皮はやや白濁
し，上皮と実質の接着は不良であった．再発性角膜上皮びらんと考え，異常な角膜上皮
を剥離し，角膜実質表層を 30G 針で anterior stromal puncture した．1 週間は治療
用ソフトレンズを装着させた．【経過】処置後に角膜上皮びらんが改善した．しかし処
置後 3 か月ごろに上皮剥離部位の一部で上皮～実質表層が隆起・白濁してきた．低濃度
ステロイド投与にもかかわらず上皮～実質表層の隆起は増大し，処置後 1 年以上経過
して，角膜ケロイドに典型的な所見になった．【結語】再発性角膜上皮びらんに対して
anterior stromal puncture を行うことがきっかけとなり，角膜ケロイドが生じて，か
えって術前より視力が低下した．角膜表層掻爬を含めて角膜の外科的処置後には，角膜
ケロイドが生じることも念頭に置き，術前の説明を行う必要がある．
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ふるた

古田
高木
1）

マイトマイシンC 点眼にて軽快した脂腺
癌の１症例

まゆ

真由 1）、松澤亜紀子 1）、林
均 2）

泰博 1）、松村

綾子 1）、佐々木

梢 1）、

川崎市立多摩病院、2）聖マリ医大

ポスター

緒言：脂腺癌は、Meibom 腺や Zeis 腺から発生する腫瘍であり、治療は外科的切除が
第一選択となることが多い。今回、高齢のために外科的治療を望まなかった症例に対し
０.04% マイトマイシン C(MMC) 点眼にて軽快した脂腺癌の 1 症例を経験したので報
告する。症例：97 歳女性。1 年ほど前から右眼の腫脹、眼脂のため近医に通院し点眼
加療を行っていたが改善せず、誤嚥性肺炎のため 2017 年 6 月当院入院し初診となっ
た。初診時、上下眼瞼結膜に乳頭腫様の増殖、びまん性の眼瞼肥厚、角膜混濁を認め
た。一部乳頭腫様変化を生じた部分を切除し病理診断を行い、脂腺癌と診断した。家族
が高齢のため外科的治療、放射線治療および全身検索を希望しなかったため、7 月 7 日
MMC 点眼 1 日 4 回３週間投与、1 週間休薬を 1 クールとして治療開始した。1 クール
目を終了し、2 クール目開始 2 週目より腫瘍は縮小したものの眼瞼皮膚炎および結膜び
らんを生じたため、MMC 点眼を休止しガチフロキサシン点眼およびフルオロメトロン
点眼、プレドニゾロン眼軟膏を開始した。眼瞼皮膚炎および結膜びらんは改善し脂腺癌
増悪も認められないため MMC 点眼を再開せずに経過観察となった。考案：脂腺癌はリ
ンパ節転移などの遠隔転移をすることがあり、早期に外科的切除を行うことが望まれる
が、高齢で手術不可能な症例に対しては MMC 点眼で保存的治療を行うことも治療の選
択肢の 1 つとなることが示唆された。

■

【緒言】栄養状態の良好な先進国において、ビタミン A 欠乏症は吸収障害をきたす基礎
疾患のない限りその発症は稀である。今回我々は開瞼障害と角結膜障害により明らかと
なった偏食が原因と考えられる角膜乾燥症の 1 例を経験したので報告する。【症例】症
例は 3 歳男児、開瞼障害と角膜上皮障害の精査のため近医眼科より当科を紹介受診と
なった。当科初診時は前医で指摘された所見に加え、充血ならびに光沢のない結膜およ
び角膜乾燥所見がみられた。問診により言語発達遅滞と偏食があることが確認された。
その後左眼は結膜充血の増悪と前房蓄膿が生じ抗生剤の眼軟膏と点眼を開始した。血液
検査の結果血清ビタミン A が低値（5IU/dl 以下：正常値 97-316IU/dl）でありビタ
ミン A 欠乏症に起因する角結膜障害と考えられた。小児科管理のもと、食事療法とビ
タミン A の内服を開始したところ感染所見、開瞼障害ともに改善した。言語発達遅滞
の原因は自閉症スペクトラム障害（以下 ASD）が疑われ小児科での精査が継続してい
る。【考按】本邦での ASD 罹患児の数は近年増加しており、食生活の欧米化による栄養
バランスの乱れも相まって今後も ASD による偏食が原因となるビタミン A 欠乏症が増
加する可能性がある。小児の難治性の角結膜上皮障害の診察に当たっては本病態に留意
した生活歴の聴取が必要と考えられた。

優一 2）、松本雄二郎 1）、大鹿

松本眼科、2）筑波大

一般口演

しんじ こういちろう

宍道紘一郎 1）、近間泰一郎 2）、井之川宗右 2）、戸田良太郎 2）、木内

まき

真紀 1）、加治

学術奨励賞記念講演

開瞼障害により明らかとなったビタミン
A 欠乏症の男児の1例

再発性角膜上皮びらんに対しanterior stromal
puncture 後に角膜ケロイドを生じた一例

シンポジウム

【緒言】シスチン症は常染色体劣性遺伝の非常に稀なアミノ酸代謝異常であり、全身の
細胞内へのシスチン沈着により全身症状を引き起こす。今回兄弟で角膜にシスチン結
晶の沈着が見られたシスチン症の 2 例を経験し、前眼部光干渉断層計で解析した結果
を報告する。【症例】症例は 35 歳男性（兄）と 34 歳女性（妹）である。共に生後よ
り fanconi 症候群と診断され、角膜に針状の結晶を認めたため、シスチン症と診断さ
れた。腎障害に対しては生体腎移植を双方とも 15 歳で行っている。システアミン酒石
酸塩導入目的に当院小児科受診、眼科的評価目的に当科併診となった。初診時矯正視力
は兄が右眼（1.2）、左眼（1.0）であり、妹が右眼（0.6）、左眼（0.8）であった。兄
弟共に羞明強く、細隙灯顕微鏡では針状結晶沈着が著明であった。前眼部光干渉断層計
では、兄弟共に角膜全面において角膜実質表層から深層にかけてびまん性に高輝度の針
状沈着物を認めたが、妹の方が沈着量は多かった。中心角膜厚は兄が右 572 μ m、左
553 μ m、妹が右 693 μ m、左 701 μ m と兄弟共に角膜が肥厚していた。角膜形状
解析では兄は倒乱視、妹は不正乱視を認めた。【考按】今回兄弟で角膜へのシスチン結
晶の蓄積が見られたシスチン症の 2 例を経験した。シスチン症において細隙灯顕微鏡で
の角膜へのシスチン蓄積は診断的価値があるが、前眼部光干渉断層計においてシスチン
沈着の重症度が増すと角膜厚が厚くなる可能性が示唆された。
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血中亜鉛欠乏による角膜上皮障害が疑
われた1例

常吉沙帆理、吉田

絢子、豊野

哲也、白川

理香、宮井

尊史、臼井

智彦

東京大

【緒言】血中亜鉛欠乏による角膜上皮障害が疑われた症例を経験したので報告する。
【症例】82 歳男性。2015 年 11 月に四肢の紅斑と爪甲変形が出現。紅皮症の診断にて全
身検査、生検など行うも当初原因不明であった。血液精査にて血中亜鉛値の低下（47
μ g/dl）が認められ亜鉛剤内服開始直後より皮膚症状の改善をみたことから、亜鉛欠乏
による皮疹と診断された。2017 年 4 月、視力低下および難治性の角膜上皮障害のため
当院眼科を紹介受診した。初診時矯正視力 RV=0.15、LV=0.03、両眼とも角膜全面に
点状表層角膜症を主体とする上皮障害を認め、特に右眼は多発する直径 0.4~1.3mm 大
の円形の強い浸潤性混濁と上皮欠損も認めた。亜鉛剤の内服続行に加え、それまで処方
されていた点眼の中止とソフトコンタクトレンズを使用し経過観察したところ、徐々に
上皮障害や混濁は消退し、矯正視力 RV=0.4、LV=0.1 と改善した。角膜障害を認めて
いた時期の血中亜鉛値は 63 μ g/dl であり、角膜所見改善時の亜鉛値は 74 μ g/dl で
あった。
【考按】本症例では非常に大きくて強い多発性角膜浸潤を伴う上皮障害がみられたもの
の、血中亜鉛濃度の改善に伴い角膜所見は改善した。鑑別として薬剤性上皮障害なども
疑われたものの、非典型的な角膜所見や病歴から亜鉛欠乏による角膜上皮障害が疑われ
た。亜鉛欠乏モデル動物では角膜上皮障害を来すことが報告されているが人での報告は
我々が調べた限りなく、今後症例の蓄積が望まれる。
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1%5-フルオロウラシル点眼が有効であっ
た角結膜上皮内新生物再発例

丸岡佐知子、片上千加子、田淵

仁志

ツカザキ病院

緒言 角結膜上皮内新生物（conjunctival and corneal intraepithelial neoplasia;CIN）
の外科的切除後の再発率は高く、手術を繰り返すことは輪部の幹細胞疲弊症を惹起し眼表
面の瘢痕化をきたす可能性があるため種々の補助療法が併用される。1%5- フルオロウラ
シル (5-FU) 点眼もその一つであり、1 日 4 回点眼が基本であるが、副作用としての角膜
上皮欠損などで苦慮することが多い。今回、1%5-FU 点眼回数を減らすことで副作用なく
腫瘍の縮小に有効であった症例を経験したので報告する。症例 69 歳女性。2016 年 10
月当院角膜外来受診時、右眼に角膜輪部全周に及ぶ CIN と角膜全面の上皮欠損を認めた。
上皮欠損加療後に、腫瘍切除術を施行。病理組織学的検査結果は前癌病変であった。3 か
月後頃から腫瘍が再発、増大したため、1％ 5-FU 点眼 1 日 2 回を開始。1 週間後に腫瘍
は縮小。角膜への副作用も認めなかった。その後も休薬することなく継続し、10 週間でほ
ぼ腫瘍を消失させることができた。考察 角結膜腫瘍の初発例、再発例に対し、1％ 5-FU
点眼 1 日 4 回点眼を数サイクル後休薬する治療法の報告が多いが、副作用も生じる。今回
の症例では 1 日 2 回点眼で十分な効果が得られ、重篤な副作用は出現しなかった。結論
CIN に対する 1％ 5-FU 点眼療法は、症例に応じて点眼回数を減らすことで副作用を軽減
しつつ十分な腫瘍縮小効果も望めることが示された。
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インターフェロンα２ｂ点眼が有効であっ
た再発性結膜上皮内癌の一例

やすひこ

泰彦、鳥山
敦

浩二、坂根

由梨、鎌尾

知行、鄭

暁東、原

祐子、

【緒言】結膜上皮内癌の治療は外科的切除が第一選択であるが、体調不良、再発例、病変
が広範囲症例などでは、外科的治療が困難な症例もある。今回我々は IFN 点眼により
組織所見が改善した再発結膜上皮内癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】
89 歳男
性。前医にて右耳側の結膜上皮内癌と診断され、4 年前に切除＋羊膜移植術を施行され
たが、徐々に増悪所見を認めるため紹介受診。初診時矯正視力、右 0.01 左 0.8。右
眼耳側に強い瞼球癒着と角膜全周から不整上皮と血管を伴った結膜様組織の侵入を認め
た。瞼球癒着部、角膜周辺部からの生検組織検査にて、上皮内癌の再発と診断された。
体調面から保存的治療を希望したため IFN 点眼 (100 万単位 /ml)1 日 4 回を開始した。
点眼開始後、侵入組織の悪性所見が改善傾向にあったため、点眼開始 6 か月、10 か月
後に２度病理組織検査を行ったところ、いずれの検査でも癌組織は認めなかった。体調
が回復し、視力改善を希望したため、眼表面再建目的で瞼球癒着解除、羊膜移植、表層
角膜移植を施行した。手術時に切除した組織からも癌組織は認めなかった。矯正視力は
右 0.04 と改善し、病変の再燃は認められていない。【考按】IFN 点眼により結膜上皮
癌組織が消失した症例を経験した。全身状態不良のため手術不能症例、再発例、病変が
広範囲の結膜上皮内癌の場合には IFN 点眼も治療の選択肢の一つであることが示唆さ
れた。

こまつ

小松

当院での MALTリンパ腫に対するリツキ
シマブ投与の治療成績

かおり

香織 1）、近間泰一郎 1）、三原圭一朗 2）、木内

広島大、 広島大

1）

2）

良明 1）

血液内科

【目的】結 膜 に 発 生 す る 悪 性 リ ン パ 腫 の う ち、 約 80% は Mucosa associated
lymphoma tissue (MALT) リンパ腫である。治療は放射線照射が主流であるが、白内
障等の眼副作用も報告されている。当院血液内科では MALT リンパ腫に対して主にリ
ツキシマブ投与による治療を行っている。今回結膜悪性リンパ腫と診断された症例の内
訳と、MALT リンパ腫に対するリツキシマブ治療の効果を検討した。
【方法】当院眼科で 2012 年 1 月から 2017 年 1 月までの 5 年間で悪性リンパ腫と診断さ
れた結膜腫瘍 22 症例（年齢 27 ～ 81 歳、平均 60 歳、男性 6 例、女性 16 例）を対象
としレトロスペクティブに検討した。
【結果】悪性リンパ腫と診断された 22 症例のうち、18 例が MALT リンパ腫、それ以外
は濾胞性リンパ腫、マントル細胞リンパ腫、びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫、末梢性
T 細胞性リンパ腫が各 1 例であった。1 ～ 55 カ月の経過観察期間で、MALT リンパ腫
の治療はリツキシマブが 11 例、経過観察が 6 例、他院紹介が 1 例であった。リツキシ
マブの投与を 3、4 週間に 1 回の点滴加療で全 8 回行ったものは 9 例、6 回および 4 回
の場合が各 1 例であった。再発は 2 例あった。投与後の明らかな副作用はなかった。
【結論】結膜に発生した悪性リンパ腫のうち、MALT リンパ腫が 81％を占めていた。リ
ツキシマブによる治療は 8 回の投与で寛解率は放射線治療と同等であり、放射線治療と
比較して局所的な副作用が少なく、患者への負担も軽いため、有用な治療と考える。

P172
おばた

ひろと

霰粒腫や脂腺癌に類似し急速に増大した
眼瞼扁平上皮癌の1例

小幡 博人 1）、小泉
河井信一郎 1）、山崎
1）

宇弘 1）、阿部竜三郎 1）、山田布沙絵 1）、星
真美 2）、百瀬 修二 2）、田丸 淳一 2）

埼玉医大・総合医療セ、2）埼玉医大・総合医療セ

太 1）、

病理

【緒言】眼瞼の扁平上皮癌は稀である。今回、霰粒腫や脂腺癌に類似し、急速に増大した
特異な眼瞼扁平上皮癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】71 歳女性。3 週間前か
ら右下眼瞼が腫脹、近医で生検の結果、扁平上皮癌と診断され、当科へ紹介となった。
初診時、右下眼瞼内側が大きく腫大し、眼瞼皮膚面は隆起するのみで異常なく、瞼結膜
上皮は平滑であった。瞼結膜に生検時の切開の痕があり、潰瘍を形成しており、潰瘍部
は白色膿汁様を呈していた。霰粒腫や脂腺癌に類似した所見で、扁平上皮癌とは考えに
くく、再度、診断確定のため皮膚からアプローチして腫瘍を切開生検し、10mm 大の検
体を得た。当院での病理検査の結果も、多数の癌真珠を伴う高分化の扁平上皮癌であっ
た。Adipophilin に対する免疫染色では、腫瘍細胞の一部が陽性であったが、総合的に
判断して脂腺癌と診断するには至らなかった。拡大切除を予定したが、急速に増大する
ため術前放射線治療 40Gy/20fr を行ったところ、放射線感受性は良好で病巣部は縮小
した。その後、拡大手術を行った。病理検査では、残存腫瘍はわずかであり、surgical
margin は陰性であった。【考按】皮膚の表皮や瞼結膜上皮が平滑な眼瞼の扁平上皮癌は
極めて稀であり、マイボーム腺の導管上皮由来の扁平上皮癌の可能性がある。白色膿汁
様を呈した部分は病理組織像から角化物や壊死物と考えられた。
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こいずみ

小泉

たかひろ

炎症性腫瘤が疑われた腎細胞癌の眼瞼
皮膚転移の1例

宇弘、小幡

博人、河井信一郎、星

太、阿部竜三郎、山田布沙絵

埼玉医大・総合医療セ

愛媛大

P171

P173

【緒言】腎細胞癌は血行性に肝・肺・骨に転移しやすく、膵・皮膚への転移はまれであ
る。今回我々は炎症性腫瘤と鑑別を要した腎細胞癌の眼瞼皮膚転移の１例を経験したの
で報告する。【症例】56 歳、女性。腎細胞癌の加療目的にて当院泌尿器科に入院、糖尿
病の合併症精査目的にて当科へコンサルトがあった。初診から 1 ヶ月後に左上眼瞼腫
瘤が出現し、再度コンサルトを受けた。左上眼瞼に 3mm 大の赤色腫瘤を認めた。炎症
が関与している可能性を考え、ステロイド眼軟膏の塗布を開始した。しかし、1 週間後
には腫瘤は増大傾向にあり、鼻側に新たに腫瘤が生じていた。翌日に診断目的にて生検
を行った。病理組織学的に、真皮内に淡明な胞体を有する腫瘍細胞が線維性間質を伴っ
て胞巣状、網目状に増殖している像を認めた。腫瘍細胞間には血管網の介在も認められ
た。免疫染色の結果、細胞は CD10(+)、vimentin(+) であった。これらは clear cell
renal cell carcinoma の転移として矛盾のない像であった。生検から 203 日後に多臓
器転移のため永眠された。【結論】眼瞼に発赤を伴う腫瘤性病変は麦粒腫や霰粒腫など
の炎症性疾患や、稀ではあるがメルケル細胞癌を疑うことが多い。しかし、本症例のよ
うに転移性眼瞼腫瘍も念頭に置く必要があると思われた。

アイバンクセッション

アイバンクセッション



「１：ダミーヘッドを用いた全眼球摘出術」
「２：強角膜切片の作成」
「３：ドナー角膜用スペキュラーマイクロスコーピーを用いた角膜内皮細胞の測定」
「４：マイクロケラトームを使用した角膜DSAEKグラフト作成」

日本角膜学会
日本角膜移植学会
（公財）日本アイバンク協会
アイバンクの責務はより多くの献眼提供を獲得すると同時に、安全かつ有効な角膜斡旋を行うこと
である。現在は財政的な問題や慢性的な献眼数の不足などの解決すべき問題を抱えている一方、全国
での角膜移植のニーズに対応した斡旋業務を前向きに行っていく必要がある。特に斡旋角膜の安全性
や質の担保は、医療成績に直結するものであり、その責務は大きい。アイバンクで行われる斡旋に関
しては、厚生労働省より発令されている「眼球のあっせんに関する技術指針」に基づき運営されている
が、十分な理解と技術を要求されている。さらには角膜移植術式の進歩により従来の全層移植のみな
らず角膜内皮移植や上皮移植に対応した斡旋業を目指す必要がある。
このセッションは、アイバンクに関わる方々の実際の業務における知識の習得と実践的なトレーニ
ングを目的として企画した。
アイバンクの眼球摘出を担当する眼科医には、全眼球摘出術の取得、さらには強角膜切片の作成は
必須であるにも関わらず、現在の国内ドナー数を勘案しても、実践する場が少ないのが現状である。
また、このトレーニングは１施設単位では実施が難しい状況にある。
また、角膜評価法の基本となりうる「ドナー角膜用スペキュラーマイクロスコーピーを用いた角膜内
皮細胞の測定」さらに角膜内皮移植術用のプレカット手技は、今後必要度が高まることは間違いない。
眼科医、アイバンクスタッフにとってより実践的なトレーニングが積めるよう、
① 全眼球摘出術
② 強角膜切片作成
③ ドナー角膜用スペキュラーマイクロスコーピーによる角膜内皮細胞測定
④ マイクロケラトームを使用した角膜DSAEKグラフト作成
の４ブースを設け、セッションに参加することで実技能力を向上させていただきたい。
アイバンクスタッフのみならず、アイバンク業務に従事する方々にとって、貴重な機会となり、日々
のアイバンク活動に活かして頂くことを期待する。
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2 月 17 日 ( 土 )

10:30 ～ 12:00

第 3 会場（グランドプリンスホテル広島

宮島）
特別講演・招待講演

下記の４つのブースを設けております。

1F

＊各ブースには、インストラクターがつきます。

②強角膜切片作成

③ドナー角膜用スペキュラーマイクロスコーピー
による角膜内皮細胞測定

④マイクロケラトームを使用した角膜
DSAEKグラフト作成

シンポジウム

①全眼球摘出術

学術奨励賞記念講演

一般口演
アイバンクセッション

■

ブース担当者（五十音順）
上松 聖典（長崎大）
内野 裕一（慶應大）
大家 義則（大阪大）
佐竹 良之（東京歯大・市川）
相馬 剛至（大阪大）
山田 直之（山口大）
共催（50音順）
株式会社イナミ
株式会社コーナン・メディカル
株式会社ホワイトメディカル
株式会社モリア・ジャパン
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第 10 回羊膜移植講習会

第 10 回羊膜移植講習会2月17日(土)

13:30 ～ 15:30 第2会場（グランドプリンスホテル広島 2F シーショア）

・日時

2018 年 2 月 17 日（土）13：30 ～ 15：30（予定）

・会場

グランドプリンスホテル広島

・講習内容

2F

シーショア

座長：堀

裕一（東邦大学医療センター大森病院）

１）手続きと関連ガイドライン

佐々木千秋（東京歯科大学）

２）羊膜の採取、処理、保存

石垣理穂（京都府立医科大学）

３）適応および手術方法

大家義則（大阪大学）

４）術後管理と合併症

坂根由梨（愛媛大学）

・受講対象
日本眼科学会専門医
＊専門医以外の方の受講は可能ですが、受講証は発行いたしません。

・受講料
無料

・定員
50 名
＊席数に限りがございますので、参加者多数の場合はご入場いただけない可能性がございます。
何卒ご了承ください。

・お申し込み方法
事前登録はございません。
当日会場前受付にて申込書に必要事項を記入していただき、提出していただきます。
日本眼科学会専門医番号が必要となります。

・お問い合わせ
日本角膜学会事務局
〒 567-0047
茨木市美穂ケ丘 3-6
TEL：072-623-7878

山本ビル 302 号室
FAX：072-623-6060

Email：folia@hcn.zaq.ne.jp
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輪部支持型コンタクトレンズ講習会

輪部支持型コンタクトレンズ講習会2月17日(土)

13:30 ～ 15:30 第3会場（グランドプリンスホテル広島 第3会場 1F 宮島）

輪部支持型コンタクトレンズ講習会

概要

【講習会名】 輪部支持型コンタクトレンズ講習会
【主

催】 AMED 難治性疾患実用化研究事業
「Stevens-Johnson 症候群慢性期の診断基準・実態調査と治療法の確立」研究班

【共

催】 株式会社 サンコンタクトレンズ

【日

時】 2018 年 2 月 17 日（土）13:30 ～ 15:30（予定）

【場

所】 グランドプリンスホテル広島

【内

容】 輪部支持型コンタクトレンズ講習会

1F バンケットホール「宮島」

（1）眼後遺症について
（2）輪部支持型コンタクトレンズについて
（3）適応、処方手順と注意点
【講

師】 外園 千恵
上田 真由美

京都府立医科大学

眼科学教室

教授

京都府立医科大学 特任講座 感覚器未来医療学 准教授

【受 講 料】 無料
【受講対象】 医師、眼科医療従事者（眼科スタッフ等）
【定

員】 50 名 ※予約制

【修 了 証】 日本眼科学会専門医には「受講修了証」を後日発送いたします。
【講習会内容に関するお問い合わせ先】
京都府立医科大学眼科学教室
FAX：075-251-5663

担当：福本（水・金 9:00 ～ 17:00）

TEL：075-251-5578

【申込方法】 角膜カンファランス 2018 ホームページにてご確認ください。
【申込み関連のお問い合わせ】
株式会社 サンコンタクトレンズ Kyoto-CS 事務局（担当：塩田、木本）
E-mail：kyoto-cs@sun-con.co.jp

FAX：075-211-0062

TEL：075-211-0981
（平日 9:00 ～ 17:30）
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共催セミナー

ランチョンセミナー 1

LS1

2 月 15 日（木）12:00 ～ 13:00
第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

共催：参天製薬株式会社
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LS2

特別講演・招待講演

ランチョンセミナー 2

2 月 15 日（木）12:00 ～ 13:00
第 2 会場（グランドプリンスホテル広島 2F シーショア）

シンポジウム
一般口演

座長

学術奨励賞記念講演

耐性菌を考慮した
治療戦略
宮田 和典 先生
宮田眼科病院 院長

講演1
演者

耐性菌を知る！
浅利 誠志 先生

大阪大学大学院医学系研究科 招聘教授

演者

耐性菌を防ぐ！

■

講演2

子島 良平 先生

講演3
演者

共催セミナー

宮田眼科病院

耐性菌と戦う！
鈴木

崇 先生

いしづち眼科 院長

共催：アルコン ファーマ株式会社／ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部
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イブニングセミナー

ES

2 月 15 日（木）19:00 ～ 20:30
第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

共催：参天製薬株式会社
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MS1

特別講演・招待講演

モーニングセミナー 1

2 月 16 日（金）8:00 ～ 8:50
第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

シンポジウム
学術奨励賞記念講演

一般口演
■
共催セミナー

共催：参天製薬株式会社
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モーニングセミナー 2

MS2

2 月 16 日（金）8:00 ～ 8:50
第 2 会場（グランドプリンスホテル広島 2F シーショア）

共催：大塚製薬株式会社
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MS3

特別講演・招待講演

モーニングセミナー 3

2 月 16 日（金）8:00 ～ 8:50
第 3 会場（グランドプリンスホテル広島 1F 宮島）

シンポジウム

角膜カンファランス2018

学術奨励賞記念講演

モーニングセミナー3

一般口演

2.16
2018

8:00〜8:50

会場

第3会場 グランドプリンスホテル広島 1F 宮島

8:00 ▶▶▶8:20

抗がん薬の効果と作用機序
座長

演者

広島大学大学院
医歯薬保健学研究科 視覚病態学
准教授

神戸大学大学院
医学研究科 内科学講座 腫瘍・血液内科学分野
教授

症例提示
&

総合討論

南博信先生

共催セミナー

近間泰一郎先生
8:20 ▶▶▶8:50

広島県広島市南区元宇品町23-1

■

特別講演

〒734-8543

抗がん剤がもたらす眼障害の実態とその対応
症例提示者

コメンテーター

広島大学大学院
医歯薬保健学研究科 視覚病態学 静岡県立静岡がんセンター
准教授
眼科 部長

神戸大学大学院
医学研究科 内科学講座
腫瘍・血液内科学分野 教授

近間泰一郎先生

柏木広哉先生 南博信先生

【 共 催 】 角 膜カンファランス2 0 1 8（ 第 4 2 回日本 角 膜 学 会 / 第 3 4 回日本 角 膜 移 植 学 会 ） / 大 鵬 薬 品 工 業 株 式 会 社

共催：大鵬薬品工業株式会社
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ランチョンセミナー 3

LS3

2 月 16 日（金）12:00 ～ 13:00
第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

全国角膜選手権 2018

第 回

4

司会

アシスタント

大橋 裕一 先生

佐々木 香る 先生
（星ヶ丘医療センター）

（愛媛大学）

ごあいさつ

!
e
g
n
e
l
l
a
Ch

大 橋 裕 一（愛媛大学）

今年もその時がやってまいりました！全国から選りすぐっ
た挑戦者チームと角膜エキスパートとの熱いファイト、
そして
ディスカッションが売り物の「全国角膜選手権」が金曜の昼下
がりに開催されます。第4回を迎える今回もプログラムは二部
構成、
まずは、
第1部で角膜エキスパートが出題する物知りクイ
ズに「早押し」で挑んだ後、次の第2部では診断治療に難渋した
相談症例を挑戦者チームが呈示し、
その症例への
「頑張り度」
あ
るいは「感動度」に対する角膜エキスパートの先生方の評価点
により優劣を競います。
エキスパート陣は皆さまよくご存知の、木下、坪田、井上、西

田の各教授です。対する今年の挑戦者チームには、連覇を目指
す福岡大学チーム、学会主催校である広島大学チーム、そして
関東の雄、日本医科大学チームをお招きしています。各チーム
とも相当気合が入っている様子です。アシスタントの佐々木
香る先生とともに、ご参加いただいた先生方が楽しみながら
学べる有意義なセミナーにしたいと考えています。
はたして福岡大学の連覇は成るのか？ 広島大学が主催校
の意地を見せるのか？ 関東から参戦した日本医科大学が箱
根越えで優勝旗を持ち帰るのか？ 3チームの熱い戦いにご期
待ください。皆さまのご来場をお待ちしています。

角膜
エキスパート
（50音順）

井上 幸次 先生
（鳥取大学）

挑戦者チーム
（50音順）

木下 茂 先生
（京都府立医科大学）

日本医科大学チーム

広島大学チーム
（学会主催校）

共催：千寿製薬株式会社
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坪田 一男 先生
（慶應義塾大学）

西田 幸二 先生
（大阪大学）

福岡大学チーム
（前年度優勝校）

LS4

特別講演・招待講演

ランチョンセミナー 4

2 月 16 日（金）12:00 ～ 13:00
第 2 会場（グランドプリンスホテル広島 2F シーショア）

シンポジウム
学術奨励賞記念講演

一般口演
■
共催セミナー

共催：大塚製薬株式会社
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ランチョンセミナー 5

LS5

2 月 16 日（金）12:00 ～ 13:00
第 3 会場（グランドプリンスホテル広島 1F 宮島）

角膜カンファランス2018

ランチョンセミナー5
12：00〜13：00

会場

日時

2018年2月16日
（金）

第3会場
（グランドプリンスホテル広島 1F 宮島）

眼科医が診る希少疾患：

ファブリー病

〜あなたの 気づき が
ファブリー病患者さんの診断に繋がるけんね〜
座長

外園 千恵 先生

京都府立医科大学 眼科学教室 教授

ファブリー病は遺伝性の糖脂質代謝異常症です。
ファブリー病は指定難病のひとつですが、
福岡地区で実施されたファブリー病新生児スクリーニング
ファブリー病は全身の細胞にグロボトリアオシルセラミド
（Gb3）
が
から、
ファブリー病の有病率は約１/7,000と推察されており、
身近な疾患と言えます1）。
蓄積することで多彩な症状を示します。
ファブリー病の症状の一つに角膜混濁があり、
比較的早期に発現することから早期診断のためには眼科医の 気
づき が重要となります。
本セミナーでは、
ファブリー病の基礎を鳥取大学 成田綾先生に、
ファブリー病の眼科的所見を大阪大学 高静花先生にご講演いただきます。
ファブリー
病患者さんの早期、
適切な診断に繋げていくため、
多くの先生方に本セミナーにご参加いただきたいと思います。
1）Inoue T,et al.J Hum Genet.2013; 58
（8）
: 548-552
演題Ⅰ

日常診療で遭遇する治療可能な
先天代謝異常症：ファブリー病

成田

綾

先生

鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科 助教

演題Ⅱ

眼科でのファブリー病診断

高

静花

先生

大阪大学大学院医学系研究科
視覚先端医学寄附講座 准教授

共催：大日本住友製薬株式会社
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きほんのき

MS4

特別講演・招待講演

モーニングセミナー 4

2 月 17 日（土）8:00 ～ 8:50
第 1 会場（グランドプリンスホテル広島 2F 瀬戸内）

シンポジウム

座長

学術奨励賞記念講演

眼と全身疾患
内尾 英一 先 生

一般口演

福岡大学

眼炎症疾患は全身疾患の存在がその原因となっている場合も少な
くありません。
しかしながら、おそらく多くの眼科医の先生方は、全身
疾患と聞くと
「避けて通りたい」
と苦手意識が働くのではないでしょう
か。全身疾患がベースにあり、その部分症状として眼症状を呈するわ
けですが、特殊な臨床像を示すため、これらを見逃がさず適切に治
療することが大切です。そこで角結膜疾患から全身疾患を見つけるノ
ウハウを知り、また近年患者が増加しているアトピー性皮膚炎と眼病
変の関連を考えるセミナーを企画いたしました。
角結膜所見からは稀に全身疾患が発見されることがあり、重篤に
なるケースが多いため、眼所見から適切に見抜くことが重要です。そ
のコツを順天堂大学の山口先生にご講演頂きます。次に、アトピー性
皮膚炎に合併する主な眼病変として春季カタル・アトピー性角結膜炎
などがありますが、それら特徴的所見と治療のコツ、特に免疫抑制薬

■

の使い方を中心に北海道大学の南場先生にご講演頂きます。
早朝の時間帯ではありますが、必ず日常診療にお役に立つことと
思います。多くの先生方のご参加をお待ちしています。

山口 昌大 先 生

講演2

順天堂 大 学

角結膜所見から見つける全身疾患

共催セミナー

講演1

南場 研一 先 生

北海道大学

アトピー性皮膚炎と角結膜疾患

共催：千寿製薬株式会社
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モーニングセミナー 5

MS5

2 月 17 日（土）8:00 ～ 8:50
第 2 会場（グランドプリンスホテル広島 2F シーショア）

痛みを科学する
〜角膜知覚〜
座長

島﨑

潤 先生

東京歯科大学市川総合病院眼科 教授

基礎から痛みを学ぶ
演者

津田

誠 先生

九州大学大学院薬学研究院 ライフイノベーション分野 教授

眼の痛みと患者QOL
演者

内野 美樹 先生

慶應義塾大学眼科 特任講師

共催：アルコン ファーマ株式会社／ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部
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MS6

特別講演・招待講演

モーニングセミナー 6

2 月 17 日（土）8:00 ～ 8:50
第 3 会場（グランドプリンスホテル広島 1F 宮島）

シンポジウム
学術奨励賞記念講演

一般口演
■
共催セミナー

共催：HOYA 株式会社 メディカル事業部
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