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ご挨拶

角膜カンファランス2019

会長：外園 千恵
（京都府立医科大学　眼科学教室　教授）

この度、第43回日本角膜学会総会・第35回日本角膜移植学会を2019年2月7日（木）～
9日（土）の3日間、ウェスティン都ホテル京都におきまして、角膜カンファランス2019と
して開催する運びとなりました。伝統ある角膜カンファランスを開催させていただく
にあたり、日本角膜学会ならびに日本角膜移植学会の会員の皆様に厚くお礼申し上げ
ます。

角膜カンファランスは毎年、基礎・臨床ともに数多くの演題が登録され、活発な討論が繰り広げられてきまし
た。日本における角膜の研究は世界でもトップレベルにあり、角膜カンファランスで発表されて、その後に世界
標準となったコンセプト、診断や治療法も少なくありません。その一方で格式ばらずに、自由な雰囲気で若い先
生方が参加してきたという特徴があります。今年も角膜カンファランスの伝統である「活発に議論し、交流する」
ことを大切に、ベテランも若手も共に学び、角膜分野の今後の発展に寄与できる学会を目指したいと思います。 

さて今回、National Taiwan UniversityのFung-Rong Hu教授に特別講演をお願いしました。感染性角膜炎に
ついて、幅広い視点からご講演いただく予定です。またシンポジウム「皮膚粘膜症候群　up to date」を企画し
ました。眼表面に難治な病態を引き起こし、視力予後が極めて不良であるStevens-Johnson症候群、眼類天疱瘡、
GVHDを取り上げる予定です。もう一つのシンポジウムは「翼状片手術のこだわり」と題して、手術のエキスパー
トがこだわるポイントとその理由を解説いただきます。そして、学会の主軸は一般演題です。活発な討論を通し
て新たな知見も得られます。学会に積極的に参加し、多くの情報を得て、今後の診療や研究に役立てていただく
ことを期待しております。

最終日の午後、Cornea Seminarと羊膜移植講習会があります。国内外のcornea specialistsをめざす若手眼科
医を対象としてCornea Seminarを企画しました。若手もベテランも楽しめる内容となっています。積極的な参
加をお待ちしています。

さて京都での開催は1995年以来、24年ぶりとなります。桜満開の春、紅葉の秋も素晴らしいですが、静かな冬
もまた京都ならでの味わいがあります。学会後の連休、時間が許せば冬の京都を是非お楽しみください。一人で
も多くの方のご参加をお待ちしております。

Welcome	Message

Japan	Cornea	Conference	2019
Professor : Chie Sotozono, M.D., Ph.D.

We are proud to announce the 43rd Japan Cornea Society Meeting & the 35th Meeting of the Japan Keratoplasty 
Society. The Japan Cornea Society Meeting, formerly known as the “Cornea Conference”, began in 1977, and co-hosting 
of the Japan Cornea Society and the Japan Keratoplasty Society began in 1988. Each year, basic and clinical researchers 
specializing in cornea and ocular-surface related disease attend this meeting for the exchange of research and clinical 
outcomes. It is our great pleasure to welcome you for the meeting, which will be held in Kyoto from February 7th to 
February 9th, 2019.
Professor Fung-Rong Hu from the National Taiwan University has been invited to present special lectures on infectious 
keratitis, and we have also planned two special Symposiums - “Modern Treatment and Pathology of SJS, OCP, and 
GVHD” and “Tips in Pterygium Surgery”. In addition, nearly 100 oral lectures and 200 posters are presented each year.
On the final day of the meeting, we will be having a special Cornea Seminar for young ophthalmologists. Thus, please 
consider attending both the “Cornea Conference” and the “Cornea Seminar”. We believe that attendees from overseas 
will be greatly satisfied with our programs.
We look forward to welcoming all of you who will attend the “Cornea Conference” 2019.



2月7日（木）

第1会場
【西館4F 瑞穂北+通路2】

第2会場
【西館4F 瑞穂南】

第3会場
【西館3F コスモスホール】

ポスター会場【西館2F 比叡の間 / 愛宕の間】

器械展示会場【西館2F コロネード】

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

2月8日(金)

第1会場
【西館4F 瑞穂北+通路2】

第2会場
【西館4F 瑞穂南】

第3会場
【西館3F コスモスホール】

ポスター会場【西館2F 比叡の間 / 愛宕の間】

器械展示会場【西館2F コロネード】

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

2月9日（土）

第1会場
【西館4F 瑞穂北+通路2】

第3会場
【西館3F コスモスホール】

ポスター会場【西館2F 比叡の間 / 愛宕の間】

羊膜移植講習会会場【東館4F 鳳凰の間】

8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

優秀ポスター賞
表彰式

学術奨励賞
受賞記念講演

シンポジウム関連

招待講演

一般口演1
角膜内皮基礎

一般口演6
涙液

一般
口演

シンポジウム1
皮膚粘膜症候群 up to date

一般口演7
AI・臨床検査

一般口演8
症例報告①

一般口演9
症例報告②

総
会

一般口演3
上皮・観察

一般口演4
内皮・移植

ポスター討論1
（奇数）

アスレチック

懇親会

ポスター貼付 ポスター供覧

器械展示 器械展示

ポスター供覧

ポスター討論2
（偶数 International Poster）ポスター供覧

ポスター供覧

英語発表セッション

アイバンクセッション（ポスター展示・ビデオ放映）
西館 2F ポスター会場前ロビー・ゆりの間にて開催

アイバンクセッション（ポスター展示・ビデオ放映）
西館 2F ポスター会場前ロビー・ゆりの間にて開催

ポスター撤去

器械展示 器械展示

cornea seminar

羊膜移植講習会

ポスター供覧

一般口演5
感染

ランチョンセミナー1
参天製薬（株）

イブニングセミナー
参天製薬（株）

ランチョンセミナー2
HOYA（株）

ランチョンセミナー3
ライカマイクロシステムズ（株）

ランチョンセミナー4
千寿製薬（株）

ランチョンセミナー5
大塚製薬（株）

モーニングセミナー1
大塚製薬（株）

モーニングセミナー3
アルコンファーマ（株）

モーニングセミナー4
（株）モリア・ジャパン

フェアウェルセミナー
アルコンファーマ（株）

一般口演10
精選演題①

シンポジウム2
翼状片手術のこだわり

一般口演11
精選演題②

モーニングセミナー2
参天製薬（株）

ランチョンセミナー6
大日本住友製薬（株）

一般口演2
iPS・培養保存

開
会
式

閉
会
式

E

E

E E

E

E

P50

P61

P68 P38 P70

P60 P63 P29 P32 P64 P65

P52 P47 P53 P55 P57
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角膜内皮基礎 座長：山上　　聡（日本大） 50
O01 角膜内皮とSTAT3 原　　　進（大阪大）
O02 角膜内皮細胞のエネルギー代謝 沼　　幸作（京都府医大）
O03 角膜内皮細胞のプロテオミクス 向　　敦史（京都府医大）
O04 miR角膜内皮機能制御 浅田　和子（京都府医大）
O05 角膜内皮とMAM 松本　紗季（同志社大・生命医科学）
O06 mTOR阻害剤の作用機序 中山　元太（同志社大・生命医科学）
O07 前房内注入細胞の生体内動態解析 戸田　宗豊（京都府医大・感覚器未来医療学）

iPS・培養保存 座長：小泉　範子（同志社大・生命医科学） 52
O08 角膜輪部オルガノイドの移植 比嘉　一成（東京歯大・市川）
O09 眼組織発生系譜解析 小林　礼子（大阪大）
O10 iPS由来角膜内皮細胞の株間差 羽藤　　晋（慶應大）
O11 再生医療の単一製造プロセス 横尾　誠一（京都府医大）
O12 培養角膜内皮細胞の保存 福島　健生（同志社大・生命医科学）
学術奨励賞受賞記念講演 座長：大鹿　哲郎（筑波大） 47
視機能、前眼部疾患の疫学研究 難波　広幸（山形大）

一
般
口
演
1

一
般
口
演
2

一
般
口
演
3

一
般
口
演
4

一
般
口
演
5

イ
ブ
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー

元気が出る視力 ー QOV・VOL向上のためにー  120
  座長：大鹿　哲郎（筑波大）
元気が出る視力 ーコンタクトレンズ編ー “満足度を高めるCL診療” 平岡　孝浩（筑波大）
元気が出る視力 ー白内障編ー “快適な術後視力を目指して” 宮田　和典（宮田眼科病院）
元気が出る視力 ー術後ドライアイ編ー “白内障術後ドライアイ” 井上　　康（井上眼科）

 共催：参天製薬株式会社

上皮・観察 座長：臼井　智彦（国際医療福祉大・三田） 53
O13 アレルギーセンターで診る眼疾患 平野　耕治（藤田保健衛生大・坂文種）
O14 host結膜反転法併用翼状片手術 土至田　宏（順天大・静岡）
O15 神経麻痺性角膜症へのNGF点眼 岡田　由香（和歌山県医大）
O16 ファブリー病の視機能評価 春名　真依（大阪大）
O17 OSSNの前眼部OCTA 南平佳奈子（大阪大）
O18 手持ち顕微鏡による眼の観察 三村　達哉（帝京大）
内皮・移植 座長：小林　　顕（金沢大） 55
O19 PKP術後DSAEK 脇舛　耕一（バプテスト眼科）
O20 DSAEKにおけるヒゲ法の検討 杉田征一郎（眼科杉田病院）
O21 培養内皮細胞移植後のアロ感作 山田　　潤（明治国際医療大）
O22 落屑症候群と角膜内皮密度減少 青木　崇倫（京都府医大）
O23 同一ドナーのDSAEK後のECD変化 小林　　瞳（京都府医大）
O24 角膜移植の予後早期予測 田中　　寛（京都府医大）
感染  座長：佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センター） 57
O25 ボリコナゾール点眼薬の保存 中村日菜美（同志社大・生命医科学）
O26 ガンシクロビル点眼の薬物動態 福井　佑弥（同志社大・生命医科学）
O27 アメーバ角膜炎とステロイド点眼 中川　　迅（東京医大）
O28 Multiplex PCR 針谷　威寛（東北大）
O29 真菌性角膜炎に対する前房洗浄 北澤　耕司（京都府医大・北部医療センター）

角膜！ナイトスクープ in 京都 座長：井上　幸次（鳥取大） 123
  大橋　裕一（愛媛大） 
  外園　千恵（京都府医大）
  小泉　範子（同志社大・生命医科学）

 共催：参天製薬株式会社

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
1

角膜内皮移植のイノベーションⅢ 座長：西田　幸二（大阪大） 121
NS Endo-Inserterを用いたDSAEKの臨床成績 相馬　剛至（大阪大）
当施設での使用症例の実際,術中修正法などを含めて 内尾　英一（福岡大）
NS Endo-Inserterの使用上の注意点 山上　　聡（日本大）
NS Endo-Inserter の広い守備範囲と要注意症例の見極め 山口　剛史（東京歯大・市川）

 共催：HOYA株式会社メディカル事業部

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
2

開会式

11:45

12:45

9:10
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角膜内皮基礎 座長：山上　　聡（日本大） 50
O01 角膜内皮とSTAT3 原　　　進（大阪大）
O02 角膜内皮細胞のエネルギー代謝 沼　　幸作（京都府医大）
O03 角膜内皮細胞のプロテオミクス 向　　敦史（京都府医大）
O04 miR角膜内皮機能制御 浅田　和子（京都府医大）
O05 角膜内皮とMAM 松本　紗季（同志社大・生命医科学）
O06 mTOR阻害剤の作用機序 中山　元太（同志社大・生命医科学）
O07 前房内注入細胞の生体内動態解析 戸田　宗豊（京都府医大・感覚器未来医療学）

iPS・培養保存 座長：小泉　範子（同志社大・生命医科学） 52
O08 角膜輪部オルガノイドの移植 比嘉　一成（東京歯大・市川）
O09 眼組織発生系譜解析 小林　礼子（大阪大）
O10 iPS由来角膜内皮細胞の株間差 羽藤　　晋（慶應大）
O11 再生医療の単一製造プロセス 横尾　誠一（京都府医大）
O12 培養角膜内皮細胞の保存 福島　健生（同志社大・生命医科学）
学術奨励賞受賞記念講演 座長：大鹿　哲郎（筑波大） 47
視機能、前眼部疾患の疫学研究 難波　広幸（山形大）
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元気が出る視力 ー QOV・VOL向上のためにー  120
  座長：大鹿　哲郎（筑波大）
元気が出る視力 ーコンタクトレンズ編ー “満足度を高めるCL診療” 平岡　孝浩（筑波大）
元気が出る視力 ー白内障編ー “快適な術後視力を目指して” 宮田　和典（宮田眼科病院）
元気が出る視力 ー術後ドライアイ編ー “白内障術後ドライアイ” 井上　　康（井上眼科）

 共催：参天製薬株式会社

上皮・観察 座長：臼井　智彦（国際医療福祉大・三田） 53
O13 アレルギーセンターで診る眼疾患 平野　耕治（藤田保健衛生大・坂文種）
O14 host結膜反転法併用翼状片手術 土至田　宏（順天大・静岡）
O15 神経麻痺性角膜症へのNGF点眼 岡田　由香（和歌山県医大）
O16 ファブリー病の視機能評価 春名　真依（大阪大）
O17 OSSNの前眼部OCTA 南平佳奈子（大阪大）
O18 手持ち顕微鏡による眼の観察 三村　達哉（帝京大）
内皮・移植 座長：小林　　顕（金沢大） 55
O19 PKP術後DSAEK 脇舛　耕一（バプテスト眼科）
O20 DSAEKにおけるヒゲ法の検討 杉田征一郎（眼科杉田病院）
O21 培養内皮細胞移植後のアロ感作 山田　　潤（明治国際医療大）
O22 落屑症候群と角膜内皮密度減少 青木　崇倫（京都府医大）
O23 同一ドナーのDSAEK後のECD変化 小林　　瞳（京都府医大）
O24 角膜移植の予後早期予測 田中　　寛（京都府医大）
感染  座長：佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センター） 57
O25 ボリコナゾール点眼薬の保存 中村日菜美（同志社大・生命医科学）
O26 ガンシクロビル点眼の薬物動態 福井　佑弥（同志社大・生命医科学）
O27 アメーバ角膜炎とステロイド点眼 中川　　迅（東京医大）
O28 Multiplex PCR 針谷　威寛（東北大）
O29 真菌性角膜炎に対する前房洗浄 北澤　耕司（京都府医大・北部医療センター）

角膜！ナイトスクープ in 京都 座長：井上　幸次（鳥取大） 123
  大橋　裕一（愛媛大） 
  外園　千恵（京都府医大）
  小泉　範子（同志社大・生命医科学）

 共催：参天製薬株式会社
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角膜内皮移植のイノベーションⅢ 座長：西田　幸二（大阪大） 121
NS Endo-Inserterを用いたDSAEKの臨床成績 相馬　剛至（大阪大）
当施設での使用症例の実際,術中修正法などを含めて 内尾　英一（福岡大）
NS Endo-Inserterの使用上の注意点 山上　　聡（日本大）
NS Endo-Inserter の広い守備範囲と要注意症例の見極め 山口　剛史（東京歯大・市川）

 共催：HOYA株式会社メディカル事業部
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2月7日（木）

ライカ手術用顕微鏡Proveo 8と術中OCT EnFocusを使用した角膜移植  122
  座長：島﨑　　潤（東京歯大・市川）
手術用顕微鏡Proveo 8と術中OCT EnFocusのご紹介 ライカマイクロシステムズ
症例での使用観 ～ DALK, PKP 島﨑　　潤（東京歯大・市川）
症例での使用観 ～ DSAEK, DMEK 冨田　大輔（東京歯大・市川）

 共催：ライカマイクロシステムズ株式会社
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ショートタイトル一覧



シンポ関連 座長：山田　昌和（杏林大） 60
シンポ関連1 Corneal aberrations in SJS イブラヒム　オサマ（東京歯大・市川）
シンポ関連2 BUTと眼国際診断基準の検証 平塚　諒（慶應大）
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口
演

涙液  座長：白石　　敦（愛媛大） 61
O30 ドライアイと抑うつ症状の関連 藤本　啓一（順天大）
O31 食品摂取とMGD 福岡　詩麻（大宮はまだ眼科）
O32 ドライアイ患者の通院自己中断 内野　美樹（慶應大）
O33 J-CLDEQ-8の妥当性の検討 高　　静花（大阪大）
O34 涙液中Oグリカン量およびMMP活性 内野　裕一（慶應大）
O35 結膜弛緩症とBreakup Pattern 横井　則彦（京都府医大）
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6

AI・臨床研究 座長：宮田　和典（宮田眼科病院） 63
O36 人工知能を用いた円錐角膜診断 神谷　和孝（北里大・医療衛生）
O37 AIによる角膜認識アルゴリズム 岩田七奈美（順天大）
O38 機械学習による感染性角膜炎診断 宮崎　　大（鳥取大）
O39 顆粒状角膜変性PTK長期追跡 安田　明弘（聖路加国際病院）
O40 LASIK15年の変化 稗田　　牧（京都府医大）

  座長：外園　千恵（京都府医大） 29
Infectious Keratitis: Clinical Features, Risk Factors, and Management
 Hu, Fung Rong（National Taiwan University Hospital）

皮膚粘膜症候群 up to date  32
  オーガナイザー：小川　葉子（慶應大）
  上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）
S1-1 粘膜類天疱瘡の診断と治療 青山　裕美（川崎医大・皮膚科学）
S1-2 皮膚・粘膜の移植片対宿主病 岡本真一郎（慶應大・血液内科）
S1-3 SJSの遺伝子素因と病態 上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）
S1-4 移植片対宿主病における眼表面粘膜病変の病態機序 小川　葉子（慶應大）
S1-5 皮膚粘膜症候群の臨床 難波　広幸（山形大）

症例報告① 座長：近間泰一郎（広島大） 64
O41 巨大な角膜線維腫 藤田あさひ（東京大）
O42 脊髄小脳変性症の角膜解析 江口　麻美（大阪大）
O43 神経移植を行った２例 横倉　俊二（東北大）
O44 LCAT遺伝子異常の視機能 小野　　喬（宮田眼科）
O45 小児ビタミンA欠乏症の3例 薗田　直央（兵庫医大）

症例報告② 座長：相馬　剛至（大阪大） 65
O46 酒さ性角膜炎とMRKCの比較 皆本　　瑛（広島大）
O47 角膜ケロイドの角膜形状 戸田良太郎（広島大）
O48 DSAEK後接着不良の一例 奥村　峻大（大阪医大）
O49 非典型的なアミオダロン角膜症 井上　英紀（済生会松山病院）
O50 生体接着剤を用いた角膜穿孔治療 永田　有司（宮田眼科）

総　会

一
般
口
演
7

第5回全国角膜選手権2019 司会：大橋　裕一（愛媛大） 126
  アシスタント：佐々木香る（JCHO 星ヶ丘医療センター）

 共催：千寿製薬株式会社
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こんな時どうする？不定愁訴ケーススタディ！～再現VTRから学ぶ～  127
  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）
 　　パネリスト：今野　公士（近藤眼科）
  鈴木　　崇（東邦大・大森）
  福田　　憲（高知大）
 共催：大塚製薬株式会社

マイボーム腺と角結膜のカンファレンス2019  124
  座長：木下　　茂（京都府医大・感覚器未来医療学）
マイボーム腺梗塞とは？ 小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
MGDの関連する角膜障害 鈴木　　智（京都市立病院）
マイボーム腺機能不全の診断基準 天野　史郎（井上眼科）
マイボーム腺腫瘍の鑑別診断と治療 渡辺　彰英（京都府医大）
 共催：大塚製薬株式会社
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2月8日(金)

眼科医が知っておくべき希少疾患 ～見落としたら“アカン”でファブリー病～  128
  座長：稲富　　勉（京都府医大）
ファブリー病 あるある7つのポイント 坪井　一哉
  （名古屋セントラル病院ライソゾーム病センター・血液内科）
眼科でのファブリー病診察のポイント ～スリット検査で命を救う～ 高　　静花（大阪大・視覚先端医学）

 共催：大日本住友製薬株式会社

こんな時どうする？重症角結膜疾患Q&A  125
  座長：内尾　英一（福岡大）
重症角膜感染症の診断・治療 鈴木　　崇（いしづち眼科／東邦大・大森）
重症アレルギー性結膜疾患の診断・治療 宮﨑　　大（鳥取大）

 共催：参天製薬株式会社
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シンポ関連 座長：山田　昌和（杏林大） 60
シンポ関連1 Corneal aberrations in SJS イブラヒム　オサマ（東京歯大・市川）
シンポ関連2 BUTと眼国際診断基準の検証 平塚　諒（慶應大）
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口
演

涙液  座長：白石　　敦（愛媛大） 61
O30 ドライアイと抑うつ症状の関連 藤本　啓一（順天大）
O31 食品摂取とMGD 福岡　詩麻（大宮はまだ眼科）
O32 ドライアイ患者の通院自己中断 内野　美樹（慶應大）
O33 J-CLDEQ-8の妥当性の検討 高　　静花（大阪大）
O34 涙液中Oグリカン量およびMMP活性 内野　裕一（慶應大）
O35 結膜弛緩症とBreakup Pattern 横井　則彦（京都府医大）

一
般
口
演
6

AI・臨床研究 座長：宮田　和典（宮田眼科病院） 63
O36 人工知能を用いた円錐角膜診断 神谷　和孝（北里大・医療衛生）
O37 AIによる角膜認識アルゴリズム 岩田七奈美（順天大）
O38 機械学習による感染性角膜炎診断 宮崎　　大（鳥取大）
O39 顆粒状角膜変性PTK長期追跡 安田　明弘（聖路加国際病院）
O40 LASIK15年の変化 稗田　　牧（京都府医大）

  座長：外園　千恵（京都府医大） 29
Infectious Keratitis: Clinical Features, Risk Factors, and Management
 Hu, Fung Rong（National Taiwan University Hospital）

皮膚粘膜症候群 up to date  32
  オーガナイザー：小川　葉子（慶應大）
  上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）
S1-1 粘膜類天疱瘡の診断と治療 青山　裕美（川崎医大・皮膚科学）
S1-2 皮膚・粘膜の移植片対宿主病 岡本真一郎（慶應大・血液内科）
S1-3 SJSの遺伝子素因と病態 上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）
S1-4 移植片対宿主病における眼表面粘膜病変の病態機序 小川　葉子（慶應大）
S1-5 皮膚粘膜症候群の臨床 難波　広幸（山形大）

症例報告① 座長：近間泰一郎（広島大） 64
O41 巨大な角膜線維腫 藤田あさひ（東京大）
O42 脊髄小脳変性症の角膜解析 江口　麻美（大阪大）
O43 神経移植を行った２例 横倉　俊二（東北大）
O44 LCAT遺伝子異常の視機能 小野　　喬（宮田眼科）
O45 小児ビタミンA欠乏症の3例 薗田　直央（兵庫医大）

症例報告② 座長：相馬　剛至（大阪大） 65
O46 酒さ性角膜炎とMRKCの比較 皆本　　瑛（広島大）
O47 角膜ケロイドの角膜形状 戸田良太郎（広島大）
O48 DSAEK後接着不良の一例 奥村　峻大（大阪医大）
O49 非典型的なアミオダロン角膜症 井上　英紀（済生会松山病院）
O50 生体接着剤を用いた角膜穿孔治療 永田　有司（宮田眼科）
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第5回全国角膜選手権2019 司会：大橋　裕一（愛媛大） 126
  アシスタント：佐々木香る（JCHO 星ヶ丘医療センター）

 共催：千寿製薬株式会社
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こんな時どうする？不定愁訴ケーススタディ！～再現VTRから学ぶ～  127
  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）
 　　パネリスト：今野　公士（近藤眼科）
  鈴木　　崇（東邦大・大森）
  福田　　憲（高知大）
 共催：大塚製薬株式会社

マイボーム腺と角結膜のカンファレンス2019  124
  座長：木下　　茂（京都府医大・感覚器未来医療学）
マイボーム腺梗塞とは？ 小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
MGDの関連する角膜障害 鈴木　　智（京都市立病院）
マイボーム腺機能不全の診断基準 天野　史郎（井上眼科）
マイボーム腺腫瘍の鑑別診断と治療 渡辺　彰英（京都府医大）
 共催：大塚製薬株式会社
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12:00

13:00
13:15

14:05
14:10

15:50
15:55

16:25

16:55

第1会場【西館4F 瑞穂北】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

第2会場【西館4F 瑞穂南】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

2月8日(金)

眼科医が知っておくべき希少疾患 ～見落としたら“アカン”でファブリー病～  128
  座長：稲富　　勉（京都府医大）
ファブリー病 あるある7つのポイント 坪井　一哉
  （名古屋セントラル病院ライソゾーム病センター・血液内科）
眼科でのファブリー病診察のポイント ～スリット検査で命を救う～ 高　　静花（大阪大・視覚先端医学）

 共催：大日本住友製薬株式会社

こんな時どうする？重症角結膜疾患Q&A  125
  座長：内尾　英一（福岡大）
重症角膜感染症の診断・治療 鈴木　　崇（いしづち眼科／東邦大・大森）
重症アレルギー性結膜疾患の診断・治療 宮﨑　　大（鳥取大）

 共催：参天製薬株式会社
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第3会場【西館3F コスモスホール】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

9

ショートタイトル一覧



英語発表セッション① 座長：内野　裕一（慶應大） 68
O51 眼表面のマイクロバイオーム 鈴木　　智（京都市立病院）
O52 角膜創傷治癒時の脂質網羅的解析 小川　　護（慶應大）
O53 MGDとドライアイの関係 有田　玲子（伊藤医院）
O54 GVHD眼の細菌叢 清水　映輔（慶應大）
O55 GVHD後のドライアイと視機能 鈴木　孝典（慶應大）

英語発表セッション② 座長：堀　　裕一（東邦大・大森） 70
O56 Smart Eye Camera 明田　直彦（慶應大）
O57 TLR3と角膜上皮バリア増強 アジザ　ユリア（京都府医大）
O58 虹彩損傷と角膜内皮細胞減少 山口　剛史（東京歯大・市川）
O59 Role of estrogen  in FECD 宮島　大河（獨協医大）
O60 NAD関連代謝と眼恒常性維持機構 稲垣　絵海（慶應大）
O61 前房内微小環境 上野　盛夫（京都府医大）
O62 NSI DSAEK 小林　　顕（金沢大）
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11

翼状片手術のこだわり  38
  オーガナイザー：小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
  島﨑　　潤（東京歯大・市川）　　　　　　
S2-1 Pterygium puzzle 稲富　　勉（京都府医大）
S2-2 Inferior Bulbar Conjunctival Autograft for Pterygium Surgery 小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
S2-3 God is in the details. 子島　良平（宮田眼科病院）
S2-4 Analysis of Recurrence Patterns Following Pterygium Surgery Kim, Hong Kyun
  （Kyungpook National University）
S2-5 Pterygium surgery: tips and tricks Puangsricharern, Vilavun
  （King Chulalongkorn Memorial Hospital）
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2

優秀ポスター賞表彰式

マイクロバイオームと耐性菌 ～眼感染症学と細菌学のクロストーク  131
  座長：近間泰一郎（広島大）
  江口　　洋（近畿大）
結膜嚢のマイクロバイオームと腸球菌 戸所　大輔（群馬大）
我が国において臨床分離される多剤耐性MRSA株のゲノム特徴について 北川　浩樹（広島大）
 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
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13:00
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14:00

アレルギー疾患・最前線 ～診療科の枠を超えて～  129
  座長：内尾　英一（福岡大）
環境因子とアレルギー炎症 ー眼科の立場から 三村　達哉（帝京大）
上気道炎症の粘膜ワクチンによる制御 ー耳鼻咽喉科の立場から 黒野　祐一（鹿児島大）

 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
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最新の角膜内皮移植手術とドナー角膜グラフトの現状  130
  座長：木下　　茂（京都府医大・感覚器未来医療学）
本邦における角膜内皮移植の現状 小林　　顕（金沢大）
角膜内皮移植のコツと注意点 稲富　　勉（京都府医大）
DSAEKグラフト作製における人工前房内圧設定およびカット法の至適条件を探る 西迫　宗大（東京歯大）
Ultra-Thinグラフトを目指して 門田　　遊（久留米大）
 共催：株式会社モリア ジャパン
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閉会式

2月9日（土）
第1会場【西館4F 瑞穂北】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

第3会場【西館3F コスモスホール】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

10

ショートタイトル一覧



英語発表セッション① 座長：内野　裕一（慶應大） 68
O51 眼表面のマイクロバイオーム 鈴木　　智（京都市立病院）
O52 角膜創傷治癒時の脂質網羅的解析 小川　　護（慶應大）
O53 MGDとドライアイの関係 有田　玲子（伊藤医院）
O54 GVHD眼の細菌叢 清水　映輔（慶應大）
O55 GVHD後のドライアイと視機能 鈴木　孝典（慶應大）

英語発表セッション② 座長：堀　　裕一（東邦大・大森） 70
O56 Smart Eye Camera 明田　直彦（慶應大）
O57 TLR3と角膜上皮バリア増強 アジザ　ユリア（京都府医大）
O58 虹彩損傷と角膜内皮細胞減少 山口　剛史（東京歯大・市川）
O59 Role of estrogen  in FECD 宮島　大河（獨協医大）
O60 NAD関連代謝と眼恒常性維持機構 稲垣　絵海（慶應大）
O61 前房内微小環境 上野　盛夫（京都府医大）
O62 NSI DSAEK 小林　　顕（金沢大）
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翼状片手術のこだわり  38
  オーガナイザー：小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
  島﨑　　潤（東京歯大・市川）　　　　　　
S2-1 Pterygium puzzle 稲富　　勉（京都府医大）
S2-2 Inferior Bulbar Conjunctival Autograft for Pterygium Surgery 小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）
S2-3 God is in the details. 子島　良平（宮田眼科病院）
S2-4 Analysis of Recurrence Patterns Following Pterygium Surgery Kim, Hong Kyun
  （Kyungpook National University）
S2-5 Pterygium surgery: tips and tricks Puangsricharern, Vilavun
  （King Chulalongkorn Memorial Hospital）
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優秀ポスター賞表彰式

マイクロバイオームと耐性菌 ～眼感染症学と細菌学のクロストーク  131
  座長：近間泰一郎（広島大）
  江口　　洋（近畿大）
結膜嚢のマイクロバイオームと腸球菌 戸所　大輔（群馬大）
我が国において臨床分離される多剤耐性MRSA株のゲノム特徴について 北川　浩樹（広島大）
 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
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アレルギー疾患・最前線 ～診療科の枠を超えて～  129
  座長：内尾　英一（福岡大）
環境因子とアレルギー炎症 ー眼科の立場から 三村　達哉（帝京大）
上気道炎症の粘膜ワクチンによる制御 ー耳鼻咽喉科の立場から 黒野　祐一（鹿児島大）

 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
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最新の角膜内皮移植手術とドナー角膜グラフトの現状  130
  座長：木下　　茂（京都府医大・感覚器未来医療学）
本邦における角膜内皮移植の現状 小林　　顕（金沢大）
角膜内皮移植のコツと注意点 稲富　　勉（京都府医大）
DSAEKグラフト作製における人工前房内圧設定およびカット法の至適条件を探る 西迫　宗大（東京歯大）
Ultra-Thinグラフトを目指して 門田　　遊（久留米大）
 共催：株式会社モリア ジャパン
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2月9日（土）
第1会場【西館4F 瑞穂北】

タイトル 講演者（所属）
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演題
番号

第3会場【西館3F コスモスホール】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

  座長：堀　　裕一（東邦大・大森） 118
手続きと関連ガイドライン 佐々木千秋（東京歯大）
羊膜の採取、処理、保存 長井　一浩（長崎大）
適応および手術方法 大家　義則（大阪大）
術後管理と合併症 坂根　由梨（愛媛大）羊

膜
移
植
講
習
会

14:15

16:15

2月9日（土）
羊膜移植講習会会場【東館4F 鳳凰の間】

タイトル 講演者（所属）
掲
載
頁

演題
番号

11

ショートタイトル一覧
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ショートタイトル一覧

ポスター（領域1：眞鍋賞候補）
演題番号 タイトル 演者 所属 頁
P001 多発血管性肉芽腫症の2例 冨岡　靖史 京都府医大 75
P002 翼状片手術の動向と治療成績 佐藤　潤弥 愛媛大 75
P003 溺死ドナー由来の真菌性角膜潰瘍 中島　勇魚 高知大 75
P004 神経麻痺性角膜症を生じた一例 山口　瑞穂 北海道大 75
P005 術後角膜障害 加藤久美子 三重大 75
P006 表層角膜移植術後のデルモイド19例 山下　和哉 慶應大 75
P007 全層角膜移植後の前房内上皮増殖 水野　未稀 慶應大 76
P008 広範囲な穿孔に対する角膜移植 山崎　知世 慶應大 76
P009 重症瞼球癒着を再建した1例 廣田　旭亮 日本大・板橋 76
P010 PTK9回施行した角膜変性 小岩　千尋 順天大 76
P011 角膜リング術後の感染性角膜炎 澤木　綾子 JCHO中京病院 76
P012 角膜内リング挿入術後5年の成績 坂谷　慶子 みなとみらいアイクリニック 76
P013 LASIK後のDALK 近間泰一郎 広島大 77
P014 PTK後細胞浸潤 豊川　紀子 永田眼科 77
P015 オープンスカイIOL強膜内固定 井之川宗右 広島大 77
P016 円錐角膜の角膜移植後の再発形態 阿部　　駿 東京医大 77
P017 OUP-AとiFSの切開面の比較 坂東　　誠 獨協医大 77
P018 角膜知覚障害眼の角膜移植手術 藤田　　皓 福岡大 77
P019 クロスリンキング後生体力学特性 玉置　正一 井上眼科病院 78
P020 角膜移植片に線維化を生じた2例 馬場　太郎 広島大 78
P021 高度虹彩前癒着眼へのDSAEK 吉岡　　誇 福知山市民 78
P022 DMEK早期成績 大賀　智行 近畿大 78
P023 DSAEKグラフト厚と術後視力 高橋　　綾 東京歯大・市川 78
P024 DSAEK後の予後に関わる因子 高原　彩加 舞鶴日赤 78
P025 Coats病の水疱性角膜症 長谷川亜里 JCHO中京病院 79
P026 Descemet膜上への移植片迷入 宮腰　晃央 富山大 79
P027 PKP長期経過後のデスメ膜剥離 松下　知弘 江口眼科病院 79
P028 残存水晶体断片による内皮減少 神野安季子 愛知医大 79
P029 DSAEK術後5年の角膜厚変化 松本佳保里 京都第二日赤 79
P030 難治症例に対する角膜内皮移植術 坂倉　早紀 慶應大 79
P031 DSAEK後の周辺虹彩前癒着 西尾　侑祐 日本医大 80
P032 拒絶反応眼への複数回角膜移植 川崎　麻矢 バプテスト眼科 80
P033 ライフラインスーチャー法 横川　英明 金沢大 80
P034 フラウン切開DSAEK 中谷　　智 順天大 80
P035 DMEK後のCMEと危険因子 伊野田　悟 自治医大 80
P036 DMEKでのSF6ガスの使用DMEK 小橋川裕司 横浜市大 80
P037 DMEK術後角膜厚 堀内　稔子 京都府医大・北部医療センター 81
P038 7CRの術後眼圧補正値 鈴木　啓祐 大阪医大 81
P039 兎眼性角膜症に対する眼形成手術 末岡健太郎 広島大 81
P040 角膜混濁眼への内視鏡硝子体手術 古賀　隆史 大島眼科・福岡 81
P041 眼球破裂に対する結膜複数枚移植 中尾　　功 佐賀大 81
P042 OCT手術顕微鏡を用いた手術 中村　恭子 獨協医大 81
P043 感染性角膜炎の移植術式の工夫 守田裕希子 山口大 82
P044 富山県アイバンクの献眼実績報告 入江　真理 富山県アイバンク 82
P045 長崎アイバンクの角膜使用状況 原田　康平 長崎大 82
P046 ネットワークとラボの構築 渡邉　和誉 兵庫アイバンク 82
P047 2017年羊膜移植の現況 石垣　理穂 京都府医大 82
P048 壊死性強膜炎の羊膜移植症例 草野　真央 長崎大 82
P049 エピレーシックの術後成績 佐々木美帆 京都府医大 83
P050 多焦点眼内レンズの術後評価 植木亮太郎 長崎大 83
P051 Simple	limbal	transplantation-Outcomes	in	corneal	scar Puranik,Charuta	J Virinchi	Hospitals 83
P052 FS変法による眼瞼下垂術後の影響 白川　雄一 京都府医大 83
P053 眼表面再建術の適応と効果 小川　　令 京都府医大 83
P054 Challenging	in	managing	Pseudophakic	bullous	keratopathy	A	case	series Rhendy,	Rio Faculty	of	Medicine	Universitas	Indonesia 83

ポスター（領域2：内田賞候補）
演題番号 タイトル 演者 所属 頁
P055 角膜移植後形状とHCL視力 山口　昌大 順天大 87
P056 点眼薬が不安行動に与える影響 小島　隆司 慶應大 87
P057 ドライアイと全身疼痛 山西竜太郎 慶應大 87
P058 J-OSDIの妥当性と信頼性 長谷川　瞳 順天大 87
P059 レバミピド点眼に伴う鼻涙管閉塞 島袋　幹子 関西メディカル病院 87
P060 SCL上の水濡れ性 鈴木　　崇 東邦大・大森 87
P061 アイペイン患者の特徴 川島　素子 慶應大 88
P062 カプサイシン感受性低下DE 海道美奈子 慶應大 88
P063 涙道結膜瘻を生じたシェーグレン 石川　　聖 埼玉医大 88
P064 角膜移植術後の結膜嚢菌 中山　智佳 バプテスト眼科 88
P065 細菌性結膜炎と鼻前庭保菌 出口　英人 町田病院 88
P066 結膜に伝染性軟属腫が生じた1例 鈴木　貴文 東京大 88
P067 眼表面温度による治療効果判定 原　　祐子 愛媛大 89
P068 デュピルマブ投与後の結膜炎 岸本　達真 高知大 89
P069 真菌性角膜炎の検討 河内さゆり 愛媛大 89
P070 米国イムノクロマト法の評価 川村　朋子 福岡大 89
P071 ヘルペス角膜潰瘍へのmulti-PCR 佐々木研輔 久留米大 89
P072 AKCに再発した角膜ヘルペス 梯　　瑞葉 女子医大 89
P073 両眼単純ヘルペス角膜炎 岡部　　達 東北大 90
P074 ビタミンA欠乏性角膜潰瘍の1例 高山真祐子 群馬大 90
P075 ミケルナの角膜上皮障害の検討 高田　幸尚 和歌山県医大 90
P076 TS-1の角膜合併症と予後 宍道紘一郎 広島大 90
P077 Ca沈着をきたしたPEDの一例 水野　暢人 京都府医大 90
P078 ドライアイと歩数の関連 奥村　雄一 順天大 90
P079 カラーCLによる角膜障害 浜野　和代 関西医大 91
P080 治療に難渋したSJS 林　　美香 日本医大 91
P081 マイボーム腺炎関連角膜上皮障害 堀中真理子 日本大 91
P082 中枢性三叉神経麻痺による角膜症 向井　規子 大阪医大 91
P083 中枢性神経麻痺性角膜症 出口香穂里 広島大 91
P084 虹彩炎を伴う神経麻痺性角膜症 田中　公子 南和歌山医療センター 91
P085 フリクテン後の高次収差 片山泰一郎 東京歯大・市川 92
P086 細菌性角膜炎の血管、リンパ管 成松　明知 東京医大 92
P087 抗生剤湿潤療法が著効した1例 安田　慎吾 和歌山県医大 92
P088 鈍的外傷による角膜感染症の1例 芳原　直也 鹿児島大 92
P089 錘による鈍的角膜外傷 都筑賢太郎 聖路加国際病院 92
P090 兎眼とAlternaria属真菌性角膜炎 春木　智子 鳥取大 92
P091 Didymella	gardeniae角膜炎 宮久保朋子 群馬大 93
P092 セラチア角膜炎症例報告 中尾　武史 大阪大 93
P093 SCLによる両細菌性角膜炎の一例 山口　雄大 和歌山県医大 93
P094 周辺部潰瘍に対するタリムス点眼 佐伯　有祐 福岡大 93
P095 アトピー性角結膜炎の急性水腫 笠松　桃子 日本医大 93
P096 アカントアメーバ角膜炎の臨床像 高野　博子 自治医大・さいたま医療センター 93
P097 慢性涙嚢炎が関与する角膜障害 花田　一臣 旭川医大・医工連携総研 94
P098 強膜炎に合併した真菌性角膜炎 子島　良平 宮田眼科 94
P099 アカントアメーバ強角膜炎 久須見有美 杏林大 94
P100 淋菌性結膜炎による角膜穿孔 洲之内千尋 日本大 94
P101 非外傷性角膜穿孔の原因と治療 後藤田哲史 大森赤十字病院 94
P102 Mooren潰瘍に対する免疫抑制点眼 矢津　啓之 鶴見大 94
P103 慢性眼疼痛患者と睡眠の関係 西島　有衣 慶應大 95
P104 10年間の角膜穿孔の検討 渡邉　竜也 北海道大 95
P105 脳死下提供時のSCL確認 谷口　和寛 兵庫アイバンク 95
P106 アポクリン汗嚢腫 杉野　日彦 近畿大 95
P107 Limbal	Stem	Cell	Graft	in	Various	Etiology	of	Limbal	Stem	Cell	Deficiency Edwar,	Lukman Universitas	Indonesia 95

※　	は2019年特別賞候補演題にも含まれます。IP

ポスター会場【西館 2F	比叡の間 / 愛宕の間】

IP
IP

IP
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ショートタイトル一覧

ポスター（領域3：北野賞候補）
演題番号 タイトル 演者 所属 頁
P108 PTK後のIOL計算式の比較 伊藤　　栄 獨協医大 99
P109 涙液と前房水サイトカインの関連 冨田　大輔 東京歯大・市川 99
P110 ジクアホソルのOCTA撮影の有用性 山崎　沙織 女子医大 99
P111 BUTと白内障術中の角膜湿潤 今泉　利康 岩手医大 99
P112 結膜粘液腫の2症例 粥川佳菜絵 京都第二日赤 99
P113 稀な出血性リンパ管拡張症の1例 丸橋　歩美 京都府医大 99
P114 COMET後の長期の上皮 石田　　学 京都府医大 100
P115 水素水点眼とSOD1活性 木村　彩香 日本医大 100
P116 多血小板血漿の成長因子産生 小林　達彦 東邦大・大森 100
P117 ナノ結晶点眼製剤の開発 長井　紀章 近畿大・薬 100
P118 ニロチニブによる角膜障害 林　　泰子 川崎医療福祉大 100
P119 GDLDにおけるSCL装用効果 前野　紗代 大阪大 100
P120 ボウマン層ジストロフィのOCT 西野　　翼 金沢大 101
P121 Cogan角膜上皮ジストロフィ 安藤　良将 杏林大 101
P122 Fabry病患者の角膜生体組織所見 森　奈津子 金沢大 101
P123 高齢者でのPeters異常 丸岡佐知子 ツカザキ病院 101
P124 フックスの生体共焦点顕微鏡 谷渕ほなみ 大阪大 101
P125 COMET術後の角膜新生血管解析 切通　祥子 大阪大 101
P126 オゾン水点眼と角膜内酸素分圧 柿栖　康二 東邦大・大森 102
P127 ブリモジニン点眼液による角膜炎 佐藤　彰記 兵庫医大 102
P128 円錐角膜眼の角膜体積 森重　直行 大島眼科病院 102
P129 F&F	cornea	の7例 宮越　茉莉 厚生連滑川病院 102
P130 角膜穿孔したペルーシド変性 魚谷　　竜 鳥取大 102
P131 ペルーシドの急性水腫の角膜穿孔 水井　　徹 東京医大 102
P132 FCDを疑った1例 本武　拓真 広島大 103
P133 角膜拡張症の早期診断 井上　亮太 大阪大・視覚先端医学 103
P134 円錐角膜のHCL長期継続装用 新木　智子 大阪大 103
P135 培養角膜内皮細胞の凍結保存 角谷　紗織 同志社大・生命医科学 103
P136 保存培養角膜内皮細胞注入療法 今井　博文 同志社大・生命医科学 103
P137 ガンシクロビル点眼液の安定性 田中　壽恭 同志社大・生命医科学 103
P138 フックスとCTG反復配列 徳永　　歩 同志社大・生命医科学 104
P139 フックス治療薬のスクリーニング 中川理咲子 同志社大・生命医科学 104
P140 角膜内皮とカスパーゼ阻害剤 殿村　茂仁 同志社大・生命医科学 104
P141 フックスと上皮間葉転換 佐藤　正和 同志社大・生命医科学 104
P142 フックスとmTOR阻害 大嶋　剛史 同志社大・生命医科学 104
P143 フックスにおけるTCF4の発現 小森　裕也 同志社大・生命医科学 104
P144 アマンタジンによる角膜内皮障害 黄　　俐穎 杏林大 105
P145 Mooren潰瘍後CMVによるBK 上田　晃史 東京大 105
P146 鉗子分娩による角膜内皮障害 中村　友美 済生会呉 105
P147 年齢と五角形角膜内皮細胞の面積 部坂　優子 大阪大 105
P148 フウセントウワタによる角膜障害 木下　雄人 宮田眼科病院 105
P149 角膜新生血管の経時変化の観察 矢野　　風 日本医大 105
P150 ACDとECDに関する年代別検討 渡邉　敦士 大阪大 106
P151 SCLの種類によるアメーバの付着 高橋　尚子 筑波大 106
P152 複視の無いV1VZV多発脳神経炎 池袋　東陽 日本医大 106
P153 セリシン-金属ナノ粒子配合剤 岡本　紀夫 おかもと眼科 106
P154 リパスジルの抗血管・炎症作用 猪俣　武範 順天大 106
P155 円錐角膜の視力に関連する要素 小林　　航 東北大 106
P156 SCLの水濡れ性評価 岩下　紘子 東邦大・大森 107
P157 角膜混濁眼の角膜収差 谷口　　紫 東京歯大・市川 107
P158 角膜後面エレベーションの互換性 張　　佑子 京都府医大 107
P159 CL表面摩擦係数測定の試み 坂根　由梨 愛媛大 107
P160 サイトメガロウイルス角膜内皮炎 池田　敏英 京都府医大 107

International	Poster（2019年特別賞候補）
演題番号 タイトル 演者 所属 頁

IP01
DMEK	Triples:	Choosing	
the	IOL	for	the	Fellow	eye	
based	on	first	eye	results

Shin-Yi	
Chen

Devers	Eye	
Inst. 111

IP02
The	Effect	of	Collagenase	Assistant	
Cultivate	Oral	Mucosal	Epithelial	
Tansplantation	(Co-COMET)	for	the	
treatment	of	limbal	insufficiency	

Chia-Ying	
Tsai

Fu	Jen	
Catholic	Univ. 111

IP03
Toxic	keratopathy	
secondary	to	topical	
anesthetic	abuse	in	welder

Shu-Yun	
Yang

Changhua	
Christian	
Hosp.

111

IP04
Lycium	Barbarum	Polysaccharide	
Solution	as	a	Novel	Therapuetic	Agent	
in	the	Prevention	of	Cornea	Scarring

Kendrick	
Co	Shih

Univ.	of	Hong	
Kong 111

IP05
Outcomes	of	Descemet	Membrane	
Endothelial	Keratoplasty	Using	
Imported	Donor	Corneas

Punyanuch	
Pisitpayat Mahidol	Univ. 112

IP06
Discovery	of	aqueous	humor	biomarkers	
associated	with	corneal	endothelial	cell	
dysfunction	using	proteomic	analysis

Yong	Woo	Ji
National	Health	
Insurance	Service	
Ilsan	Hosp.

112

IP07
Human	Leukocyte	Antigen	Class	I	Genotypes	
of	Cold	Medicine-Associated	Stevens-Johnson	
Syndrome	and	Toxic	Epidermal	Necrolysis	
with	Severe	Ocular	Complications	in	Koreans

Ikhyun	Jun
Yonsei	Univ.	
College	of	
Med.

112

IP08
Clinical	and	microbiological	
characteristics,	treatment	outcomes	of	
microsporidial	stromal	keratitis	in	Vietnam

Nguyen	Thi	
Nga	Duong National	Inst. 112

※領域1、2の　	の演題も2019年特別賞の候補となります。

ポスター会場【西館 2F	比叡の間 / 愛宕の間】

IP
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空港バス

約55分

約75分

JR特急「はるか」
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ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン
都
ホ
テ
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京
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JR山科駅

会場周辺図

アクセス方法

ウェスティン都ホテル京都
住所：〒605-0052 京都市東山区粟田口華頂町1（三条けあげ）
TEL：075-771-7111（代）

●地下鉄をご利用の場合

※お車・タクシーでお越しの方は、正面玄関よりお入りください。

8:45 ～ 21:05　毎時5分，25分，45分発
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参加者へのご案内

1.	 参加登録受付
場所 … ウェスティン都ホテル京都　西館2F　宴会ロビー
時間 … 2月7日（木） 8：00～19：00
　　　  2月8日（金） 7：45～18：30
　　　  2月9日（土） 7：45～13：00

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。事前にご送付したネームカードを着用の上、ご入場
ください。

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。
当日登録料：会　員　21,000 円
　　　　　　非会員　23,000 円
　　　　　　研修医、留学生、コ・メディカル*1　海外からの参加者　13,000円
　　　　　　学生*2　無料
　　　　　　*1  研修医は、研修医新臨床研修医制度3年目（後期研修1年目）までといたします。 

研修医、留学生、コ・メディカルの方は、主任教授または所属長の証明書が必要
です。

　　　　　　*2  学生の区分については、社会人大学生（給与所得者）は、除きます。当日、受付
にて学生証をご提示ください。

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
当日、コングレスバッグ引換所にてバッグをお受け取りください。
お受け取りの際は、ネームカードのコングレスバッグ引換券をご持参ください。
数に限りがありますので、在庫切れの際はご容赦ください。
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参加者へのご案内

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。
受付時間・単位数 … 2月7日（木） 8：00～19：00　　3単位
　　　　　　　　　  2月8日（金） 8：00～18：30　　3単位
　　　　　　　　　  2月9日（土） 8：00～13：00　　2単位

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　茨木市美穂ケ丘3-6　山本ビル302号
Tel：072-623-7878　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　大阪大学大学院医学系研究科 眼科学教室内
Tel： 06-6879-3451 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。受付周辺に伝言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
2F 宴会クロークをご利用ください。

11.	交通案内
■電車
　・京都駅から地下鉄（烏丸線・東西線）で約15分、地下鉄東西線「蹴上駅」下車　徒歩約2分
　・山科駅から地下鉄（東西線）で約6分、地下鉄東西線「蹴上駅」下車　徒歩約2分
■車
　・名神京都東ICから三条方面へ約15分
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■飛行機
　・関西国際空港から京都駅へJR特急「はるか」で75分
　・大阪空港から京都駅へ空港バスで約50分
　・中部国際空港セントレアから京都駅へ名古屋鉄道、新幹線で約80分

12.	昼食
ランチョンセミナー、フェアウェルセミナーにて昼食を提供いたします。

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（7日、8日）、フェアウェルセミナー（9日）、
イブニングセミナーを開催いたします。
詳細は、119ページ～131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
器械展示会場（西館2F　コロネード）にて、開催いたします。詳細は、25ページをご覧ください。

15.	関連会議
日本角膜学会理事会 2月6日（水） 18：00～19：30  別途ご案内いたします。
日本角膜学会評議員会 2月7日（木） 7：30～8：30 東館4F　鳳凰の間
日本角膜移植学会理事会 2月8日（金） 7：00～8：00 東館4F　鳳凰の間
総　会 2月8日（金） 11:10～11:25 西館4F　第1会場　瑞穂の間（北）

16.	アスレチック
日　　時 … 2月7日（木） 16：10 ～
場　　所 … 西館3F　第2会場　瑞穂の間（南）
競技種目 … ブラインドサッカー
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8日（金）　18：30～20：00
場　所 … 西館4F　第1会場　瑞穂の間（北）
参加費 … 無料
お誘い合わせの上、是非ご参加ください。

参加者へのご案内



20

18.	Cornea	Seminar
日　時 … 2月9日（土） 14：15～
場　所 … 3F　コスモホール
詳細につきましては、学会ホームページ「Cornea Seminar」のページをご参照ください。

19.	コピー・FAXサービス
コピーは、本館1F　ビジネスセンターにてご利用いただけます。（有料）
時間 … 6：30～0：00
※FAXは、本館地階のみやこアベニュー内の「コンビニエンスストア」にご用意しております。（有料）

20.	ドリンクサービス
器械展示会場（コロネード）付近にドリンクコーナーを設置します。ぜひご利用ください。

参加者へのご案内
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講演規定

■学術奨励賞受賞記念講演・招待講演・シンポジウムの講演者、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。
9日の講演は、英語の発表となりますので、予めご了承ください。

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。スライド・ビデオは、使用できません。
詳細は、「一般口演 座長・演者の方へ」の項をご参照ください。

■一般口演	座長・演者の方へ
1.	 講演時間・発表言語

一般口演（症例報告以外）　発表 7分　討論 3分
一般講演（症例報告）　　　発表 4分　討論 2分
時間厳守でお願いします。
7日、8日：日本語・英語いずれでも可
　　9日：英語

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、講演時間内に終了するようにご配慮ください。

3.	 受付
場所 … PC プレビュー（西館4F　ロビー）
時間 … 2月7日（木） 8：00～18：00
　　　  2月8日（金） 7：45～18：30
　　　  2月9日（土） 7：45～13：00
①演者は、講演開始1 時間前までにPCプレビュー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プレビューにて動作確認後、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
講演スライドの作成については以下のいずれかでお願いいたします。
　1）日本語、英語の両方（同じ枚数で作成してください。）
　2）英語のみ
　3）日本語のみ
角膜カンファランスの国際化を目指しており、1または2を選択いただけますと幸いです。
スクリーンは3面用意しております。すべてのスライドは同時進行で投影します。
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講演規定

【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 10
　アプリケーション … Power Point 2010/2013/2016
　動画ファイル … Windows Media Player
　※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。
　※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プレビューでは、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

義されてい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プレビュー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端子をご持参

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いても、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 AC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。
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講演規定

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。

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 … 西館2F　比叡の間/愛宕の間

日程 貼付 展示 討論 撤去
2月7日（木） 9：00～11：00 11：00～18：00 18：00～19：00（奇数）
2月8日（金） 8：30～17：00 17：00～18：00（偶数、IP00）
2月9日（土） 9：00～11：00 11：00～12：00

※ 展示物は、各自で必ず撤去してください。指定の時間以降に放置された展示物は、事務局にて
処分致します。

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。
④ 貼付は、押しピンなどを利用し、しっかりとめてくだ

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

ていただき、英文抄録（A4サイズ1枚程度）もご用意く
ださい。掲示位置は発表スペースの左上でお願いし
ます。

演題
番号

英文抄録

発表スペース

演題名・演者名・所属

70cm20cm

20cm

160cm
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講演規定

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。
　演題番号奇数 ………… 2月7日（木） 18：00～19：00
　演題番号偶数 ………… 2月8日（金） 17：00～18：00
　International Poster … 2月8日（金） 17：00～18：00

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、表彰式で発表いたします。
　表彰式　2月9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）
　2019特別賞  ： International Poster演題（ポスター番号白色） 

領域1、2の　  のマークの演題も対象となります。

5.	 ホットポスターアワード2019
本会では、前述の優秀ポスター賞に加えて、参加者全員で選ぶ「ホットポスターアワード2019」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、当日、ポスター会場前にご用意させていただきます。
表彰は2月8日（金）に実施します。

IP
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【併設医薬品・医療機器】
Eye－Lens　Pte Ltd
エイエムオー・ジャパン株式会社
興和株式会社
株式会社コーナン・メディカル
小林製薬株式会社
CorneaGen
株式会社サンコンタクトレンズ
参天製薬株式会社
株式会社シード
ジャパンフォーカス株式会社/株式会社JFCセールスプラン
株式会社トーメーコーポレーション
株式会社トプコンメディカルジャパン
株式会社ニコンヘルスケアジャパン
株式会社ニデック
株式会社はんだや
株式会社ホワイトメディカル
株式会社メディアート
株式会社モリア・ジャパン
ライカマイクロシステムズ株式会社
Lions Eye Institute for Transplant & Research
ロクシタングループ

【書籍展示】
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

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
社会福祉法人　京都社会事業財団　西陣病院
興和創薬株式会社
株式会社サンコンタクトレンズ
参天製薬株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

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
株式会社トプコンメディカルジャパン

株式会社ニデック
株式会社日本点眼薬研究所
ファイザー株式会社
HOYA株式会社 メディカル事業部
社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院
株式会社メジカルビュー社
株式会社モリア・ジャパン
ライカマイクロシステムズ株式会社
Lions Eye Institute for Transplant & Research
株式会社リイツメディカル
わかもと製薬株式会社

併設医薬品・医療機器/書籍展示のご案内

協賛一覧

（2019年1月21日現在、五十音順）

＜会場＞　西館2F　器械展示会場（コロネード）
＜期間＞　2月7日（木）9:00～19:00
　　　　　2月8日（金）9:00～19:00





2月8日（金）　13：15～14：05

座長：外園　千恵（京都府医大）

Fung-Rong Hu（National Taiwan University Hospital）

招待講演
Infectious Keratitis: Clinical Features,  

Risk Factors, and Management
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Infectious keratitis is a leading cause of ocular morbidity and blindness worldwide. The 
spectrum of infectious organisms, risk factors, drug resistance patterns for infectious 
keratitis has significant geographic variations. In this presentation, I will first introduce the 
demographics, risk factors, microbiology, and outcomes for infectious keratitis in Asia conducted 
by Asia Cornea Society. In the second part, I will introduce Pseudomonas aeruginosa, the most 
common bacteria causing microbial keratitis in Asia. A significant risk factor associated with 
pseudomonal keratitis is contact lens wear. Various studies have tried to determine possible 
bacterial virulence factors and its interaction with the host or contact lens material. Depending 
on the secretion of certain exotoxins produced by the Type III secretion system (T3SS), P. 
aeruginosa may be genotyped as either cytotoxic or invasive. Several studies found a higher 
prevalence of cytotoxic strains isolated from patients with contact lens microbial keratitis. 
In contrast, non-contact lens wearers with a history of previous ocular trauma or surgery 
were mostly infected with the invasive genotype. Analysis comparing contact lens adhesion 
between the two genotypes to various type of contact lenses showed that both contact lens 
material and the T3SS were significantly involved in bacterial-contact lens adhesions. Genotype 
differences also affect clinical features and antibiotic sensitivity. Early recognition of the two 
genotypes of P. aeruginosa may help guide clinical treatment and thus promote better patient 
outcome. In the third part, I will introduce the diagnosis and treatment of atypical keratitis 
including nontuberculous Mycobacterial keratitis, Microsporidial keratitis, Acanthamoeba 
keratitis and CMV Endotheliitis. Early diagnosis by ophthalmologist alertness, clinical 
characteristics, adequate laboratory work-up and timely selection of an initial antibacterial 
therapy are important key factors to improve treatment outcomes. Since corneal transplant is 
the final resort to treat microbial keratitis, shortage of donor corneas is a challenging issue in 
Asia. Finally, I will briefly introduce our recent study to reappraise the suitability of corneas 
from bacteremic donors for use in corneal transplants. Our study showed that corneas from 
bacteremic and non-bacteremic donors have equally low contamination rates and are of the 
same quality in terms of endothelial cell density and safety.

■	略歴
Professor	Fung-Rong	Hu	is	the	Professor	of	Ophthalmology	at	the	National	Taiwan	University	Hospital	and	medical	director	of	National	Eye	Bank	of	Taiwan.	
She	received	her	Ophthalmology	residency	training	at	 the	National	Taiwan	University	Hospital	and	corneal	 fellowship	training	at	Massachusetts	Eye	&	
Ear	 Infirmary,	Harvard	Medical	School.	Professor	Hu	had	served	as	the	Chair	of	Department	of	Ophthalmology,	National	Taiwan	University	Hospital,	Vice	
Superintendent	of	National	Taiwan	University	Hospital,	and	President	of	the	Ophthalmological	Society	of	Taiwan.	She	is	currently	the	President	of	Taiwan	
Academy	of	Ophthalmology	(TAO)	and	council	member	of	Asia	Corneal	Society.	Professor	Hu	has	extensive	research	experience	in	pathogenesis,	diagnosis,	
and	treatment	of	corneal	diseases.	Professor	Hu’s	clinical	and	research	achievements	are	highly	respected	 in	the	 international	ophthalmic	community.	
Professor	Hu	has	received	many	awards	including	Distinguished	Service	Awards,	Outstanding	Service	in	Prevention	of	Blindness	Award	and	Achievement	
Award	from	Asia	Pacific	Academy	of	Ophthalmology,	Asia	Cornea	Foundation	Medalist	Lecture	(Asia)	Award	from	Asia	Corneal	Society.	Her	achievements	
have	earned	her	a	membership	of	Academia Ophthalmologica Internationalis (AOI)	and	fellow	of	Academy	of	Asia-Pacific	Professors	of	Ophthalmology.

招待講演	 2月8日（金）　13:15～14:05　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

Infectious	Keratitis:	Clinical	Features,	
Risk	Factors,	and	Management

Fung-Rong Hu（National Taiwan University Hospital）





2月8日（金）　14：10～15：50

オーガナイザー： 小川　葉子（慶應大） 

上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）

青山　裕美（川崎医大皮膚科）

岡本真一郎（慶應大内科学（血液内科））

上田真由美（京都府医大感覚器未来医療学）

小川　葉子（慶應大）

難波　広幸（山形大）

シンポジウム1
皮膚粘膜症候群 up to date

“Modern Treatment and Pathology of SJS, OCP, and GVHD”
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シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date	 2月8日（金）　14:10～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

シンポジウム「皮膚粘膜症候群　up to date」では、皮膚粘膜症候群の代表でもあるStevens-
Johnson症候群、眼類天疱瘡、移植片対宿主病（GVHD）の病態、診断、治療、各疾患の類似点、相違
点について横断的な各科および各分野からの講演をお願いしました。本疾患群は難治性線維化眼
表面疾患として高度な炎症と線維化を伴う粘膜病変をきたし、現時点では有効な治療法が少なく、
病態解明と新規治療法の開発が喫緊の課題です。

まず皮膚科の観点から青山裕美先生より、粘膜類天疱瘡の診断と治療、重症薬疹との類似点、相
違点を見極めた鑑別診断についてご講演いただきます。

次に、Stevens-Johnson症候群の眼科領域では上田真由美の研究により、Stevens-Johnson症候
群の研究に眼科も加わることで、眼科で診療するStevens-Johnson症候群の患者は、皮膚科で診療
するStevens-Johnson症候群/中毒性皮膚粘膜壊死症の一部である、つまり重篤な眼後遺症を伴う
Stevens-Johnson症候群は、Stevens-Johnson症候群/中毒性皮膚粘膜壊死症全体の一亜型である
ことも明らかとなりました。重篤な眼後遺症を伴うStevens-Johnson症候群に対象を絞ることに
より、今まで皮膚科では見つけてこられなかった多くの眼科からの研究成果が報告されます。

皮膚粘膜症候群のもう一つの代表でもあるGVHDについては全身GVHDの観点から主に造血
幹細胞移植後のGVHDに関連する皮膚粘膜病変の基礎と臨床、病態に基づいた最新の治療につい
て内科の全身的観点から岡本真一郎先生にお願いし、眼科の観点からはGVHDの眼表面粘膜病変
の発症から遷延化にかかわる病態機序について他の粘膜病変との関連性を交え小川葉子が担当い
たします。

さらに皮膚粘膜症候群の臨床対応と課題について、難波広幸先生にお願いいたします。眼類天
疱瘡をはじめとして、臨床上ではその診断、病態評価、急性期・慢性期治療の選択肢など未だ問題
が多く残っています。実際の症例を提示しながら、これらの問題点や対応について検討いたします。

皮膚粘膜症候群の病態解明、診断、治療に関係する最新の知見を皆様にお届けできればと思い
ます。

オーガナイザーの言葉
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オーガナイザー

■	略歴
1980年	 	 慶應義塾大学医学部　卒業
1980年	 	 	慶應義塾大学医学部眼科学教室　入局
1982年～1992年	 東京都済生会中央病院眼科
1990年	 	 医学博士
1993年～2003年	 小川眼科クリニック　院長
1998年	 	 	慶應義塾大学医学部眼科学教室　講師

（非常勤）
1998年～2011年	 	慶應義塾大学医学部先端医科学研究所

細胞情報部門　研究員
2011年～現在	 	慶應義塾大学医学部眼科学教室　特任

准教授（常勤）
	 	 現在に至る

■	略歴
1990年	 	 高知医科大学卒業
1999～2003年	 	京都府立医科大学大学院	

（2003年医学博士）
2003～2005年	 	東京大学医科学研究所炎症免疫分野客員

研究員
2004～2006年	 	大阪大学微生物病研究所細菌感染分野	

特別研究員
2004年	 	 京都府立医科大学眼科学教室医員
2008～2015年	 同志社大学生命医科学部

（2008年からチェア・プロフェッサー講師,	2011年からチェア・プロフェッサー准教授）
2009～2011年	 	大阪大学微生物病研究所自然免疫分野	

研究員
2011～2014年	 	大阪大学免疫学フロンティア研究センター　

招聘教員
2012年～現在	 東京大学医学研究科　客員研究員
2015年～現在	 	京都府立医科大学　特任講座	

感覚器未来医療学講座　准教授
	 	 現在に至る

シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date	 2月8日（金）　14:10～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date

上
うえた

田　真
まゆみ

由美
（京都府医大感覚器未来医療学）

小
おがわ

川　葉
ようこ

子
（慶應大）
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シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date	 2月8日（金）　14:10～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

粘膜類天疱瘡は，粘膜と皮膚のびらんを特徴とする自己免疫性水疱症である。皮膚に病変の首座
がある水疱性類天疱瘡の約3割に，粘膜にもびらんを合併するといわれている。粘膜類天疱瘡は，び
らんが主に粘膜に生じている自己免疫性水疱症をいう。粘膜類天疱瘡には，瘢痕形成を起こさない

良性粘膜類天疱瘡と，瘢痕形成を伴う瘢痕性類天疱瘡がある。瘢痕性類天疱瘡は，適切に治療されなければ食道および咽頭の狭
窄と失明を生じる可能性のある疾患で一般的に予後が悪い臨床型である。粘膜類天疱瘡の自己抗体の標的抗原は，粘膜上皮下の
接着構造であるヘミデスモソームの構成分子で，17型コラーゲン，ラミニンV，インテグリンβ4がある。臨床症状と検出される
自己抗体により確定診断されるが，自己抗体を検出する検査は保険適用がないので，臨床症状から推定し治療を行わざるを得な
いケースも多い。

粘膜類天疱瘡の臨床症状のうち，眼科領域の瘢痕形成は予後を左右するので早期に診断し，適切な治療を行う必要がある。我々
皮膚科医は，皮膚，口腔粘膜の臨床症状と病理組織診断の経験はあるが，皮膚以外の部位に生じた病変については，眼科，耳鼻科，
消化器内科と連携しながら治療にあたっている。本講演では，皮膚科領域からみた粘膜類天疱瘡の診断と治療を解説し，重症薬
疹における粘膜症状との類似点と相違点にも言及したいと考えている。皮膚科と眼科の連携診療の一助になれば幸いである。

Allogeneic hematopoietic cell transplantation (allo-HCT) is a potentially curative treatment 
of many benign and malignant hematological diseases but it also associated with significant 
toxicities. One of the major limitations to allo-HST is graft -versus-host disease (GVHD). The 

acute form of GVHD leads to potentially life-threatening dysfunction of the gut, liver, and skin. The chronic form can be 
severely debilitating because of a diverse array of pathogenesis including sclerosis/fibrosis. Development of either acute or 
chronic GVHD is the second leading cause of death in allo-HCT. This presentation will update the treatment of GVHD based 
upon the understanding of its pathogenesis.

S1-1

S1-2

粘膜類天疱瘡の診断と治療　	
重症薬疹の粘膜障害との類似点と相違点

同種造血幹細胞移植後の移植片対宿主病(GVHD)
による皮膚・粘膜病変-その病態と治療

青
あおやま

山　裕
ゆ み

美（川崎医大皮膚科）

岡
おかもと

本真
しんいちろう

一郎（慶應大内科学（血液内科））

■	略歴
平成元年	 岐阜大学医学部卒業　岐阜大学医学部皮膚科入局
平成6年	 京都薬科大学生命薬学研究所　分子生体制御部門
平成12年	 	Massachusetts	General	Hospital,	Harvard	medical	

school　留学
平成16年	 岐阜大学医学部皮膚科　講師
平成21年	 岡山労災病院皮膚科　医長

平成22年	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学　講師
平成23年	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科皮膚科学　准教授
平成27年	 川崎医科大学総合医療センター皮膚科　教授
平成30年	 川崎医科大学皮膚科　主任教授
	 現在に至る

■	略歴
Shinichiro	Okamoto,	MD,	PhD	is	a	Professor	of	Medicine	at	Keio	University	School	of	Medicine,	and	he	is	a	Director	of	
Hematology	Service	at	Keio	University	Hospital	in	Tokyo,	Japan.	His	clinical	and	research	work	is	focused	on	the	treatment	for	a	
variety	of	hematologic	malignancies	and	hematopoietic	stem	cell	transplantation.	As	the	Chairman	of	the	Board	of	Directors,	he	is	
currently	leading	two	Hematopoietic	Cell	Transplantation	Societies;	JSHCT	(Japan	Society	of	Hematopoietic	Cell	Transplantation)	
and	APBMT	(Asia	Pacific	Blood	and	Marrow	Transplantation	Group),	and	contribute	to	fostering	and	harmonizing	the	global	
activity	of	hematopoietic	cell	transplantation.	
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Stevens-Johnson症候群（SJS）とその重症型である中毒性表皮壊死症（TEN）は、いずれも投薬後突然
に発症して全身の皮膚と粘膜にびらんと水疱を生じる全身性の皮膚粘膜疾患である。高い死亡率を有し、
たとえ救命できても重篤な視力障害が後遺症となることが多い。眼科領域では、眼粘膜後遺症のため

重篤な視力障害を生じた慢性期の患者を診ることが多く、SJSとTENを併せて広義のStevens-Johnson症候群と呼称している。SJS/
TEN全体のうち約40％が重篤な眼合併症（眼表面上皮欠損と偽膜形成を伴う重篤な結膜炎）を伴う。重症薬疹の原因薬剤としては、
抗てんかん薬や抗痛風薬などがよく知られているが、重篤な眼合併症を伴う広義のStevens-Johnson症候群の多く（約8割）は感冒様
症状に対する投薬をきっかけに発症している。感冒様症状を自覚して、市販の感冒薬を服用したり、病院にいって感冒薬を処方、または、
注射されるということは、皆が経験することである。にも関わらず、SJSやTENの発症頻度は、年間100万人に数人と、大変まれである。

演者は、Stevens-Johnson症候群の発症に自然免疫応答の異常が関与している可能性を考え、病因、病態、ならびに、遺伝子素因の
解析を進めてきた。その結果、同じように感冒薬を服用してもStevens-Johnson症候群を発症する人と発症しない人がいるのは、そ
の発症に薬剤投与や微生物感染等の環境要因のみならず遺伝子素因が関与していることが明らかとなってきている。

本講演では、Stevens-Johnson症候群発症にかかわる遺伝子素因についてお話しし、病因と合わせて、Stevens-Johnson症候群の病
態について考察したい。

造血幹細胞移植（HSCT）は、本邦では年間5000例以上、世界的に60000件以上施行されている。
HSCT後の晩期合併症である移植片対宿主病(GVHD)によるドライアイはHSCT後の約半数に発症
するため、年間に約2500例の新規GVHDによるドライアイが発症する。その病態には多因子が関与
し多段階であると考えられる。

1） HSCT後の眼表面は移植前の前処置により炎症の前段階が生じている。ドナーとレシピエントの細胞間の免疫応答に加え、眼
表面上皮の変性細胞の蓄積によるDanger Signalによる非感染性炎症が加わり高度な炎症が惹起される。老化マクロファージ、
各種T細胞、線維芽細胞の小胞体ストレスにより慢性炎症と病的線維化が増幅される。

2） GVHDによるドライアイ発症の前駆症状として偽膜が生じることがある。 GVHDの偽膜においては、ドナーT細胞がレシピエ
ント上皮を攻撃し、眼表面上皮が変性に陥る。変性上皮内の多数のマクロファージから多量のサイトカイン放出され、眼表面
がサイトカインストームの状態となる。涙液中にはIL-6, TNF- α等の分泌が亢進する

3） 一方マクロファージが間質細胞由来因子を分泌し骨髄幹細胞由来のドナーファイブロサイトや、もともと間質に存在する線維
芽細胞の遊走を促す。眼表面の血管接着蛋白質-1の発現亢進、涙腺局所レニンアンギオテンシン系の活性化も関与する。

4） ドナーT細胞はレシピエント結膜上皮基底細胞を標的とし基底膜を破壊して上皮内に浸潤する。基底膜破壊により、眼表面上
皮の細胞質と間質の細胞外器質が直接接触し上皮間質転換が惹起され瞼球癒着等の病的線維化をきたす。

眼粘膜病変が全身GVHDの重症化に先行することもあり、全身病態の予後予測や治療方針の決定の指標となる可能性もある。

S1-3

S1-4

重篤な眼合併症を伴うStevens-Johnson	
症候群の遺伝子素因と病態

移植片対宿主病における眼表面粘膜病変の	
病態機序

上
うえた

田　真
まゆみ

由美（京都府医大感覚器未来医療学）

小
おがわ

川　葉
ようこ

子（慶應大）

■	略歴
1990年	 	 高知医科大学卒業
1999～2003年	 京都府立医科大学大学院（2003年医学博士）
2003～2005年	 東京大学医科学研究所炎症免疫分野客員研究員
2004～2006年	 大阪大学微生物病研究所細菌感染分野特別研究員
2004年	 	 京都府立医科大学眼科学教室医員
2008～2015年	 同志社大学生命医科学部

（2008年からチェア・プロフェッサー講師,	2011年からチェア・プロフェッサー准教授）

2009～2011年	 大阪大学微生物病研究所自然免疫分野研究員
2011～2014年	 	大阪大学免疫学フロンティア研究センター　招聘教員
2012年～現在	 東京大学医学研究科　客員研究員
2015年～現在	 	京都府立医科大学　特任講座	

感覚器未来医療学講座　准教授
	 	 現在に至る

■	略歴
1980年	 	 慶應義塾大学医学部　卒業
1980年	 	 慶應義塾大学医学部眼科学教室　入局
1982年～1992年	 東京都済生会中央病院眼科
1990年	 	 医学博士
1993年～2003年	 小川眼科クリニック　院長
1998年	 	 慶應義塾大学医学部眼科学教室　講師（非常勤）

1998年～2011年	 	慶應義塾大学医学部先端医科学研究所細胞情報	
部門　研究員

2011年～現在	 	慶應義塾大学医学部眼科学教室　特任准教授	
（常勤）

	 	 現在に至る

シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date	 2月8日（金）　14:10～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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眼科学分野における代表的な皮膚粘膜症候群である眼類天疱瘡（Ocular cicatricial pemphigoid; 
OCP）は、眼表面疾患の中で最も難治な疾患の一つである。結膜上皮基底膜の構成成分に対する自
己免疫疾患であり、眼表面の慢性炎症と瘢痕変化を特徴とする。治療が奏功しない場合、角膜輪部

不全や角膜穿孔に至る場合もある。進行の過程で涙腺の導管や結膜杯細胞が障害され、重度のドライアイとなる。眼表面以外に
も皮膚、口腔粘膜などにも病変を認めることがあるため、疑わしい場合は他科と連携して治療にあたる必要がある。

治療は重症度によりステロイド点眼、ステロイドや免疫抑制薬の全身投与などを組み合わせるが、60代以降に多い疾患のため、
全身状態には留意が必要である。鎮静化が得られているように見えても長期では増悪傾向のことも多い。また外科的侵襲が急性
増悪を惹起することがあるため、白内障手術などの際には免疫抑制など十分留意して行うことが必要である。このように疾患の
重症度、治療の選択肢、また病態評価についても未だ問題は多い。

その他、上皮細胞間のデスモソーム構成蛋白（デスモグレイン）に対する自己免疫疾患である尋常性天疱瘡でも同様の瘢痕性結
膜炎を来たすことがある。慢性移植片対宿主病（Graft versus Host Disease; GVHD）のドライアイも炎症に起因しているため、そ
のコントロールが必要である。

OCPを中心に、これら皮膚粘膜症候群の実際の症例を提示しながら、臨床上の問題点や対応について検討する。

S1-5 皮膚粘膜症候群の臨床上の問題点

難
なんば

波　広
ひろゆき

幸（山形大）

■	略歴
2005年	 山形大学医学部　卒業
	 山形大学臨床研修医
2007年	 山形大学医学部眼科学講座　入局

2009年	 山形大学大学院医学課程　修了（医学博士）
	 公立置賜総合病院眼科
2010年	 山形大学医学部眼科学講座　助教
	 現在に至る

シンポジウム１　皮膚粘膜症候群	up	to	date	 2月8日（金）　14:10～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）



2月9日（土）　10：00～11：30

オーガナイザー： 小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター） 
島﨑　　潤（東京歯大・市川）

稲富　　勉（京都府医大）

小幡　博人（埼玉医大・総合医療センター）

子島　良平（宮田眼科病院）

Hong Kyun Kim（Kyungpook National University）

Vilavun Puangsricharern 
　　　　　　　　　　　　（Chulalongkorn University）

シンポジウム2
翼状片手術のこだわり

“Tips in Pterygium Surgery”
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シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

シンポジウム “翼状片手術のこだわり”

翼状片手術は単純切除だと再発が多く、古
くから再発を防ぐための術式が数多く報告さ
れてきた。手術方法は一つに決まったものは
なく、各自が“こだわり”をもって各自の術式
で行っているのが現状である。術式が異なっ
ても、我々のゴールは再発させないことであ
るが、その他にcosmeticに優れているか、副作
用がないかという点も重要である。また、翼状
片手術は、眼表面再建術の基本となるもので
あり、様々なコンセプトが含有される。本シン
ポジウムでは、各演者の翼状片手術の”こだわ
り”を語って頂き、初回手術から絶対に再発さ
せない手術について皆さんと議論したい。

“Kodawari” for Pterygium Surgery

Pterygium often recurs after the simple 
excis ion of the pterygium, and many 
surgical techniques have been reported to 
prevent the recurrence of the pterygium 
over a period of time. There is more than 
one right way for the surgical method 
of the pterygium, and every doctor uses 
their own technique for the pterygium. 
We Japanese call it “Kodawari” meaning 
that every person has their own style for 
their job, although “Kodawari” is difficult to 
translate into English properly. The main 
goal for successful surgical treatment of 
the pterygium is to prevent the recurrence. 
The other important outcomes are cosmetic 
appearance and adverse effect after the 
surgery. Moreover, pterygium surgery 
includes a basic technique of ocular surface 
reconstruction and various relevant concepts. 

In this symposium, each speaker introduces 
“Kodawari” for pterygium surgery, and we 
would like to discuss the surgical treatment 
of the pterygium to prevent the recurrence 
in the first operation with the floor.

オーガナイザーの言葉
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オーガナイザー

■	略歴
1982-1988	 Gunma	University	School	of	Medicine
1988-1991	 	Residency,	Dept.	of	Ophthalmology,	

University	of	Tokyo	Hospital
1991-1995	 	Dept.	of	Pathology,	Faculty	of	Medicine,	

University	of	Tokyo,
1997-2000	 	Dept.	of	Cell	Biology,	New	York	

University	School	of	Medicine	
2000-2007	 	Assistant	Professor,	Dept.	of	

Ophthalmology,	Jichi	Medical	University
2007-2016	 	Associate	Professor,	Dept.	of	

Ophthalmology,	Jichi	Medical	University
2017-	 	Professor,	Dept.	of	Ophthalmology,	

Saitama	Medical	Center,	Saitama	
Medical	University

■	略歴
1982年	 慶應義塾大学卒業
1985年	 済生会神奈川県病院眼科
1987年	 	ボストン大学、及びEye	Research	Institute	

of	Retina	Foundation留学
1992年	 東京歯科大学眼科講師
1999年	 東京歯科大学眼科助教授
2006年	 東京歯科大学眼科教授
	 現在に至る

シンポジウム2　翼状片手術のこだわり

小
おばた

幡　博
ひろと

人
（埼玉医大・総合医療センター）

島
しまざき

﨑　　潤
じゅん

（東京歯大・市川）

シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

S2-1 Pterygium	puzzle

稲
いなとみ

富　勉
つとむ

（京都府医大）

■	略歴
1984-1990	 Kyoto	Prefectural	University	of	Medicine
1990-1991	 	Resident,	Kyoto	Prefectural	University	of	

Medicine
1993-1996		 	Research	fellow,		Schepens	Eye	Research	

Institute,	Harvard	Medical	School
2000-2001	 Fujieda	City	Hospital

2002-present	 	Assistant	Professor,	Department	of	
Ophthalmology,	Kyoto	Prefectural	University	of	
Medicine

翼状片は一般的な疾患である
が、多数の手術手技や手術適応
時期についてはさまざまな意見

がある。その理由は初発翼状片の大多数は比較的容易に良好
な経過をたどるが、再発症例や合併症をゼロにすることがで
きないためである。翼状片手術には4つの論点があり、1．手
術時期の設定、2．手術術式の選択、3．術式のポイントと適切
な実施、そして最後は再発翼状片への対応である。特に手術
方法に関してはどの術式を選択しても翼状片の起因となる結
膜下の異常増殖組織の除去が最も大切なポイントとなる。さ
らに再増殖と異常組織の伸展抑制が手術予後に影響する。再
増殖抑制は術中のマイトマイシンCの塗布のみで可能となる
が、適切な方法で実施することが必須となる。特に作用部位
や出血による拡大作用や薬剤希釈には十分に注意する必要が
ある。恐らくマイトマイシンC併用手術に対する効果や危険
性への意見が分かれる理由に手技の差異が影響していると推
測できる。もう一つのポイントは翼状片切除部位にできる角
膜輪部バリアーをいかに再建するかである。欠損部位のパズ
ルを最後に何で埋めるか？これが翼状片組織の再侵入の有無
を決定することになる。結膜移植やローテーション、角膜レ
ンティクルや羊膜移植などが考案されているが多くの症例で
は強膜上のタイトな上皮修復のみでもバリアーの回復が可能
である。再発の病態や術後変化を考察しながら、未だミステ
リーな翼状片の本質を考えてみたい。

A variety of surgical procedures have been developed 
for the treatment of pterygium, and previous studies 
have investigated the clinical efficacy of those procedures. 
It has been reported that although the rate of surgical 
complications and disease recurrence post surgery is low, 
both can still occur. The surgical removal of abnormal 
subconjunctival fibrotic tissue and reconstruction of 
the limbal barrier are key points for the prevention of 
recurrence, however, the precise pathogenesis of pterygium 
remains unclear, thus increasing the difficulty of preventing 
recurrence. Although pharmacological intervention with 
mitomycin C (MMC) appears to be effective for preventing 
not only disease recurrence but also neovascularization 
and postoperative inflammation, the appropriate application 
of MMC is key to preventing complications. MMC 
should not be applied to the damaged sclera surface and 
diluted by the bleeding, and reconstruction of the limbal 
barrier is another important concept for the prevention 
of pterygium recurrence. Thus, it is very important to 
select the procedures to generate the limbal barrier 
using conjunctival flap, corneal lenticel and AMT. Bare 
sclera region healed by epithelialization with minimum 
fibrovascular tissue could effect for the tight barrier.  In 
this presentation, the ideal surgical tips for pterygium 
resection and MMC application and the proper treatment 
modality will be discussed.
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シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

There are many surgical techniques to prevent the recurrence after pterygium surgery. Among them, 
superior conjunctival graft is commonly used in pterygium surgery. However, we would rather preserve 
superior conjunctiva for glaucoma filtration surgery in the future. I have been using the inferior bulbar 
conjunctival autografting for primary pterygium in approx. 500 eyes. Surgical technique is as follows:

1. Marking at the limbus
2. Drag the head of pterygium firmly attached to the cornea away from the cornea. 
3. Excision of the head of pterygium at the marking
4. Remove the subconjunctival fibrovascular tissue
5. Measurement of conjunctival defect on the bare sclera by caliper
6. Marking at inferior bulbar conjunctiva and making autograft
7. Suture the autograft on the bare sclera using 8-0 Vicryl
At 1 year we have the follow-up observational checkup, the recurrence rate was less than 1%. The main goal for successful surgical treatment 

of pterygium is to prevent the recurrence. The second outcome is a cosmetic appearance after the surgery. I believe that this technique provides 
a good cosmetic appearance without injection and conjunctival scarring. As for recurrent pterygium, mitomycin C (MMC) is needed for adjunctive 
therapy. That is, the inferior conjunctival autograft with MMC has been used for recurrent pterygium. Even if MMC is used in the recurrent 
pterygium, the recurrence rate was approx. 10 %. Therefore, we have to prevent the recurrence in the first operation of primary pterygium. 
Conjunctival autografting harvested from the inferior bulbar conjunctiva is an effective method as the first choice for primary pterygium.

S2-2 Minimum	Excision	and	Inferior	Bulbar	
Conjunctival	Autograft	for	Pterygium	Surgery

小
おばた

幡　博
ひろと

人（埼玉医大・総合医療センター）

■	略歴
1982-1988	 Gunma	University	School	of	Medicine
1988-1991	 	Residency,	Dept.	of	Ophthalmology,	University	of	Tokyo	

Hospital
1991-1995	 	Dept.	of	Pathology,	Faculty	of	Medicine,	University	of	Tokyo,
1997-2000	 	Dept.	of	Cell	Biology,	New	York	University	School	of	

Medicine	

2000-2007	 	Assistant	Professor,	Dept.	of	Ophthalmology,	Jichi	Medical	
University

2007-2016	 	Associate	Professor,	Dept.	of	Ophthalmology,	Jichi	Medical	
University

2017-	 	Professor,	Dept.	of	Ophthalmology,	Saitama	Medical	Center,	
Saitama	Medical	University
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シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

God is in the details. -神は細
部に宿る - という言葉がある。
その語源や意味については諸説

あるが、私は「何事も細かなところまで気を使わなければ、い
い仕事はできない」というように理解している。翼状片手術
は、増殖組織を切除し、縫合するというシンプルの極みといっ
てもいいような術式であるが、そのシンプルな手術の中には、
術者それぞれのこだわりが込められている。私が好んで行う
術式は有茎弁移植であるが、その際、翼状片組織をどうやっ
て除去、切除するのか、またその際にはどのような器具を使
うのか、そして有茎弁を作成するときの剪刀の向きはどうす
るのか、テノン嚢の剥離はどのように行うのか、縫合はどの
順番で、そして何針行うのか、などといった私なりの細部へ
のこだわりを述べてみたい。

また翼状片手術で最も重要なポイントは、再発を防ぐとい
うことであることは論を俟たない。翼状片の再発については、
当院の増田らが2013年に、国内では最大規模となる1832眼の
症例を解析した。その結果、再発率は約4%であり、再発の時
期は9か月以内であること、および再発の危険因子として年齢・
術者の手術経験が関連することを報告している。

本講演では手術時の私なりの細部へのこだわり、宮田眼科
病院における手術成績、そして翼状片手術の最も大きな問題
である再発について増田のデータや既報を紐解き、論じる予
定である。

There is an idiom - God is in the details-. There are 
various opinions about its etymology and meaning, but I 
myself take it as "If you do not care about every detail, 
you can not do a good job".  Pterygium surgery could be 
an extremely simple procedures to “excise proliferating 
tissue and then suture”, but during such simple surgical 
procedures, the full attention of each surgeon is required.  
My preferred method is conjunctival flap reconstruction 
where I like to focus on how to remove and excise the 
pterygium tissue, what kind of instrument to use at that 
time, and how I create flap.  I would like to describe my 
particular attention to details such as how to turn the 
scissors, how to peel the Tenon's sac, how the suture 
should be done, and how many stitches to be done. 

The most important point in pterygium surgery is 
to prevent recurrence. In the study by Masuda et al. 
described our experiences on 1,832 cases: the recurrence 
rate was about 4%, the recurrence time was within 9 
months, and the age of the patients and surgical experience 
of the surgeon is related as risk factors of recurrence.

In this presentation, I will discuss about my personal 
attention at the time of surgery, and surgical results at 
Miyata Eye Hospital.

S2-3 God	is	in	the	details.	-神は細部に宿る-

子
ねじま

島　良
りょうへい

平（宮田眼科病院）

■	略歴
2001年	 宮崎医科大学医学部　卒業
2001年	 医療法人明和会	宮田眼科病院
2009年	 医療法人明和会	宮田眼科病院　医局長
2016年	 医療法人明和会	宮田眼科病院　外来医長
	 現在に至る
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Pterygium is a common degenerative disease of the conjunctiva with increasing prevalence 
when approaching the equatorial region.  Risk factors for developing pterygium are male 
gender, outdoor activities, genetic predisposing, dry eye, among which ultraviolet radiation is 

one of the strongest association. The most challenging complication of pterygium surgery is recurrence, while risk factors 
reported are younger age, fleshy type, larger size, active inflammation, recurrence type and inadequate post-operative 
topical steroids usage. This presentation will uncover the tips to prevent recurrence as well as discussing the important 
steps for surgical technique. Firstly, pterygium should be classified into either primary or recurrent and type surgery 
should be chosen according to the presence of high risk factors for recurrence. Among those surgical techniques, excision 
using conjunctival autograft gives best surgical outcome with lowest recurrence. Adjunctive therapies such as using 
intraoperative mitomycin-C application, beta radiation and post-operative use of topical cyclosporine eye drop will further 
reduce the recurrence rate. Intraoperative tips are excessive removal of subconjunctival tissue Fibrin glue is favorable than 
suturing the graft since it can reduce intraoperative time and postoperative pain and inflammation. Finally, the postoperative 
management should include the adequate use of topical steroids and early intervention when it starts to recur.

S2-5 Pterygium	surgery:	tips	and	tricks

Vilavun Puangsricharern（Chulalongkorn University, Thailand）

■	略歴
1991	 	Graduated	from	Department	of	Ophthalmology,	Chulalongkorn	

University,	Bangkok,	Thailand
1995	 	Fellowship	in	cornea	and	external	disease,	Bascom	Palmer	Eye	

Institute,	U.	of	Miami,	USA
2011	 	President,	the	Cornea	and	Refractive	Society	of	Thailand
2014	 	Council	member,	Asia	Cornea	Society

2014	 	Director,	Excellence	Center	in	Cornea	and	Stem	Cell	
Transplantation,	King	Chulalongkorn	Memorial	Hospital,	Thailand

2018	 	Associate	Professor,	Department	of	Ophthalmology,	
Chulalongkorn	University,	Thailand

2018	 	Chairman,	Department	of	Ophthalmology,	Chulalongkorn	
University,	Thailand

Pterygium is considered a chronic lesion of the bulbar conjunctival tissue characterized by 
epithelial hyperplasia and elastotic degeneration. However, it also has invasive characteristics, 
including dysplastic expression, and local invasiveness. Since the first use of conjunctival 

autografts for the management of recurrent pterygium have been reported, it has become the primary choice for the 
surgical management of this disorder. However, some studies of conjunctival autografts to treat pterygium have still shown 
a significant rate of recurrence and no study has yet defined the pathogenetic origin of reproliferation. We performed a 
retrospective analysis of the morphologic changes that occur after pterygium excision and a conjunctival graft. Through 
this clinical analysis, we aimed to elucidate the pathogenetic origin of the reproliferative tissue. In this presentation, three 
different recurrent patterns according to its pathogenetic origin will be suggested.

S2-4 Analysis	of	Recurrence	Patterns	
Following	Pterygium	Surgery	

Hong Kyun Kim

■	略歴
1995		Graduated	from,	Kyungpook	National	University	School	

of	Medicine
1996-2000		Resident	training	for	Ophthalmology,	Kyungpook	

National	University	Hospital,	
2006-2008	PhD,	Kyungpook	National	University	School	of	Medicine
2003.5	-	2005.7:		Assistant	Professor	in	the	Dongguk	University	

School	of	Medicine
2005.7	–	2009.5:		Clinical	Assistant	Prof.	in	Kyungpook	National	

University	Hospital
2009.5	-		Assistant	Prof.	in	the	Kyungpook	National	University	

School	of	Medicine
2011.8	–	2013.7	:		Visiting	Scholar	in	Wake-Forest	University	

Institute	for	Regenerative	Medicine	
(Winston-Salme,	NC.	US)

2013.10	–		Chairman	and	Prof.	Dept.	of	Ophthalmology,	
Kyungpook	National	University	School	of	Medicine

-		Vice	president,	Biomedical	research	institute,	Kyungpook	
National	University	Hospital	(2015	~)

-		Executive	director,	Korean	External	Eye	Disease	Society	(2010	
–	2011)

-		Executive	director,	Korean	Society	of	Cataract	and	Refractive	
Surgery	(2005	-	)

-	CTO,	Keyem’s	Lab.	LLC.

Bio-medical institute, Kyungpook National University Hospital, Daegu / Department of 
Ophthalmology, School of Medicine, Kyungpook National University, Daegu, Korea（ ）

シンポジウム2　翼状片手術のこだわり	 2月9日（土）　10:00～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）





2月7日（木）　11:10～11:30

座長：大鹿　哲郎（筑波大）

難波　広幸（山形大）

学術奨励賞受賞記念講演
一般日本人における視機能の加齢変化解析と、 

前眼部疾患有病率の確立
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本邦では地域一般住民を対象とした疫学研究データが少なく、特に眼科、前眼部分野において
それが顕著である。欧米の研究では人種、生活習慣、疾患有病率に違いがあるため、その結果は参
考程度にとどめざるをえない。日本人での疫学データ集積のため、我々は山形県コホート研究（舟
形町研究）において、正常日本人眼の加齢による視機能の変化について、また角膜疾患の有病率に
ついて検討している。

前身となった舟形町研究は、糖尿病とその合併症について調査する目的で1979年に山形大学内
科学第三講座によって立ち上げられた。5年毎に同一地区で検診を行うデザインであるため、横断
研究だけでなく縦断研究で経時変化を評価することも可能である。そこに2000年から眼科検診が
追加されている。その目的から当初は眼底写真のみの検診で、糖尿病網膜症をはじめとした網膜
疾患の有病率と、それに関連する因子について報告してきた。徐々に屈折や視力、眼圧に加え、眼
軸長、角膜厚、高次収差、前後眼部の光干渉断層計（Optical Coherence Tomography, OCT）など検
査内容を拡充し、眼科検診の重要性は増してきている。これにより、網膜疾患のみならず前眼部に
ついての検討を行うことが可能となった。

現在の眼科をとりまく状況として、白内障手術に代表される光学的眼科手術は安全性、安定性
共に高い水準にあるが、一方で患者の視機能に対する要望も年々高くなってきている。加齢によ
る眼球・視機能の変化、また疾患リスクは患者満足度や長期での安定性に影響を来たしうるため、
特に超高齢化社会を迎えている本邦において、それらを把握し対応することは社会的な重要性が
大きい。我々は視機能の加齢変化について、乱視や高次収差の解析を行っている。角膜疾患につい
ては、翼状片や滴状角膜などの一般成人における頻度、また内皮細胞の減少率も検討している。

本講演では、これらの山形県コホート研究（舟形町研究）において我々が報告してきた成果と、
これからの展望について述べる。

■	略歴
2005年	 山形大学医学部　卒業
	 山形大学臨床研修医
2007年	 山形大学医学部眼科学講座　入局
2009年	 山形大学大学院医学課程　修了（医学博士）
	 公立置賜総合病院眼科
2010年	 山形大学医学部眼科学講座　助教
	 現在に至る

学術奨励賞受賞記念講演	 2月7日（木）　11:10～11:30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

一般日本人における視機能の加齢変化解析と、
前眼部疾患有病率の確立

難
な ん ば

波　広
ひろゆき

幸（山形大）





一般口演　2月7日（木）
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O05 角膜内皮の小胞体ストレス応答における
mitochondria-associated	ER	membranesの関与

松
まつもと

本　紗
さき

季1）、奥村　直毅1）、奥田　浩一1）、Robert Young2）、
Andrew Quantock2）、小泉　範子1）

1）同志社大・生命医科学、2）Cardiff University, School of Optometry and Vision 
Sciences

【目的】我々はフックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）において小胞体ストレスが
ミトコンドリア経路を活性化することでアポトーシスを誘導することを報告した。
Mitochondria-associated ER membranes（MAM）は小胞体とミトコンドリアの接
触部位であり、神経変性疾患への関与が報告されている。今回、我々は角膜内皮の
小胞体ストレス応答におけるMAMの関与について検討した。

【方法】不死化角膜内皮細胞（iHCEC）においてMG132刺激により小胞体ストレ
スを誘導した。ウェスタンブロッティングにより小胞体ストレスセンサーおよび
MAM関連タンパク質の発現を評価した。また、小胞体とミトコンドリアをそれぞ
れPDIとTom20で染色し、接触部位を観察した。透過型電子顕微鏡により小胞体お
よびミトコンドリアの形態を観察した。

【結果】iHCECをMG132により刺激することで、小胞体ストレスセンサー（PERK、
IRE1）およびMAM関連タンパク質（GRP75、IP3R、Mfn1、Sigma1）の発現が増
加した。共焦点顕微鏡による観察像では、小胞体とミトコンドリアの接触部位である、
PDIとTom20の共発現領域が9.0%から68.5%と有意に増加した（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が膨化、および接触部位の増加を認めた。

【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
された。今後、MAMのFECDにおける役割を検討することは病態解明に有用であ
ると考える。

O04 miR/Exosomeによる角膜内皮機能の制御

浅
あさだ

田　和
かずこ

子1）、上野　盛夫1）、戸田　宗豊2）、外園　千恵1）、木下　　茂2）、
羽室　淳爾1）

1）京都府医大、2）京都府医大 感覚器未来医療学

【目的】培養ヒト角膜内皮細胞（cHCEC）は、前房内注入により角膜移植を代替
する再生医療として期待されている。本研究では、cHCECの品質・フックス角膜
内皮ジストロフィーを含む水疱性角膜症のin vitro病態モデル作成を目的とし、細
胞老化を中心とした内皮細胞変性をcHCECが産生する遊離型 Exosome miRの視
軸より解析した。【方法】Guttata形成低内皮密度角膜内皮組織/非目的細胞で劇的
に発現低下するmiR378a-3p高/低発現細胞を用い、細胞老化に係るSASP (MCP1/
IL6/IL8)の培養上清中産生量をELISA測定した。CD44発現で選別した目的・非目
的細胞が産生するExosome miRを測定し、差異のあるExosome miRを選択。選
択されたmiRのmimicを目的・非目的細胞へ導入し、角膜内皮形質変動 (IL6 IL8 
MCP1 PDGFbb VEGF CD44)に関与しているか否かをqRT-PCRを用い評価。【結果】
miR378a-3p高発現細胞でMCP1/IL6/IL8産生量減少が確認された。目的・非目的細
胞Exosome miRで差異が確認され、内皮形質変動に関与しているmiRとして1273e 
1246 1285-3p 23a-3pを同定した。23a-3p mimic を導入された目的細胞のECM PCR 
Array評価では、laminin やMMPなどの変動が確認された。【結論】cHCECの産生
する遊離型 Exosome miR分子種の同定により、それぞれのmiR分子種が、老化／
SASP産生に及ぼす機能の一端が明確になった。水疱性角膜症の病態増悪における
細胞干渉を介するmiR/Exosomeの役割解明が今後の課題である。

O03 ヒト角膜内皮細胞の機能的タンパクのプロファイ
リング

向
むかい

　　敦
あつし

史1）、藤田　智子1）、植田　幸嗣2）、徳田　雄市3）、中野　正和3）、
上野　盛夫1）、木下　　茂4）、外園　千恵1）、羽室　淳爾1）

1）京都府医大、2）癌研究会・有明、3）京都府医大・ゲノム、4）京都府医大・感覚器未来

【目的】培養ヒト角膜内皮細胞（cHCEC）亜集団における細胞特性の相違をプロテ
オミクス解析により明らかにし、cHCEC亜集団選別技術の開発に繋げる。

【方法】GC/MSにより細胞のタンパク質を網羅的に解析し、前房内cHCEC注入と
いう新しい再生医療に適した目的細胞と細胞注入に適さない相転移非目的細胞を対
比させた。DAVID解析等により機能的に重要なタンパクを抽出した。

【結果】cHCEC亜集団の内、GOTERMによる細胞構成要素解析では、成熟分化
細胞ではミトコンドリア機能に係るタンパク発現が、相転移細胞ではExosome関
連タンパク発現が高いことが判明した。KEGG pathwayの窒素代謝に係る酵素タ
ンパクとしてGlutamate dehydrogenasesやGlutamate ammonia ligases, Carbonic 
anhydrasesなどの発現に顕著な差異が認められた。相転移細胞の方が成熟分化細胞
よりCD63陽性Exosomes産生量が高いことも確認された。

【結論】成熟分化細胞が主にミトコンドリアOXPHOS系によりエネルギーを得ており、
相転移細胞は解糖系も動員しているという我々の先行知見を裏付ける結果が得られ
た。また、窒素代謝に係る酵素タンパクの発現プロファイルにも顕著な違いが認め
られ、cHCEC亜集団選別における機能的タンパクプロファイリングの意義が検証
された。

O02 培養ヒト角膜内皮細胞機能とエネルギー代謝の可
塑性

沼
ぬま

　　幸
こうさく

作1）、向　　敦史1）、戸田　宗豊2）、上野　盛夫1）、外園　千恵1）、
木下　　茂2）、羽室　淳爾1）

1）京都府医大、2）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】新たな再生医療である培養ヒト角膜内皮細胞(cHCEC)の前房内注入療法
は良好な成績を収めている。cHCECは培養過程で成熟分化度が異なる亜集団を
形成し、亜集団間で生成されるサイトカインやmiRNAや代謝産物が異なること
がわかっている。今回、亜集団間のミトコンドリア呼吸機能の差異について検討
した。【方法】ドナー角膜から培養したcHCECの亜集団を位相差顕微鏡像とcell 
surface markers(CD24,44,105,166)で決定し、亜集団間の呼吸能をextracellular flux 
analyzer(Agilent Technologies, Santa Clara, CA)を用いてMito Stress Testで解析
した。また培養添加物が呼吸に与える影響についても解析した。【結果】成熟分化
したcHCEC亜集団と相転移した亜集団で、それぞれbaseline OCRが134.2±8.9 / 
89.3±3.8、maximum OCRが371.9±28.3 / 178.7±11.8 pmol/min (P＜0.01)と有意
に高値を認めた。また、EGFを24時間添加の有無によりmaximum OCRが321.1±
51.2、241.2±40.6 pmol/min (P＜0.01)とEGF添加群で有意に低下を認めた。【結論】
cHCECでは、組織の恒常性を維持するOXPHOS傾斜状態が変性による代謝リプロ
グラミングを介し、Glycolytic主導のエネルギー代謝に偏奇する。このエネルギー
代謝の可塑的偏奇が水疱性角膜症の病態に関与していることが示唆された。

O01 角膜内皮における転写因子STAT3を介したバリ
ア機能の制御

原
はら

　　　進
すすむ

1）、辻川　元一2）、丸山　和一2）、西田　幸二2）

1）大阪大・幹細胞応用医学、2）大阪大

【目的】角膜内皮に発現する転写因子STAT3の転写制御およびその役割について明
らかにすることを目的とする。【方法】リン酸化STAT3（pSTAT3）の発現をヒト
眼組織およびマウスにおいて免疫組織学的に検討した。STAT3リン酸化阻害剤を
用いてpSTAT3のバリア機能と細胞生存率について解析した。角膜内皮細胞株を用
いて種々のサイトカインを添加し、pSTAT3を亢進させる因子についてウエスタン
ブロット法を用いて探索した。またSTAT3の標的遺伝子をクロマチン免疫沈降法
およびルシフェラーゼアッセイによって解析した。【結果】ヒトおよびマウスの角
膜内皮組織のほぼすべての細胞にpSTAT3が発現していた。STAT3阻害剤によっ
てZO-1の発現およびバリア機能が低下し、角膜内皮細胞数も減少した。一方でNa/
K-ATPaseの発現には影響しなかった。サイトカインを用いた検討によってLIF、
IL-6、IFN-gによってpSTAT3の発現が亢進した。LIFについて着目するとLIFの
培地への添加によってZO-1およびSTAT3の抑制因子であるSOCS3の発現亢進が
認められた。LIFは培養角膜内皮細胞の培養上清中に含まれ、中和抗体によって
pSTAT3は減少した。STAT3に対するZO-1およびSOCS3のプロモーター解析によっ
て、それらの転写活性が制御されることが明らかになった。さらにヒト角膜内皮組
織のSTAT3とZO-1の発現は正の有意な相関が認められた。【結論】STAT3は角膜
内皮のバリア機能の制御を担う転写因子であることが示唆された。

一般口演	1	 2月7日（木）　9:00～10:10　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）

角膜内皮基礎：Basic	Investigation	for	
corneal	endothelial	cells

座長： 山上　　聡（日本大）

 O01 原　　　進（大阪大）

 O02 沼　　幸作（京都府医大）

 O03 向　　敦史（京都府医大）

 O04 浅田　和子（京都府医大）

 O05 松本　紗季（同志社大・生命医科学）

 O06 中山　元太（同志社大・生命医科学）

 O07 戸田　宗豊（京都府医大・感覚器未来医療学）
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O07 量子ドット標識ナノ技術による前房内注入培養ヒ
ト角膜内皮細胞の生体内動態の解析

戸
とだ

田　宗
むねとよ

豊1）、湯川　　博3）、山田　　潤2,4）、上野　盛夫2）、有本　知子3）、
外園　千恵2）、馬場　嘉信3）、木下　　茂1）、羽室　淳爾2）

1）京都府医大・感覚器未来医療学、2）京都府医大、3）名古屋大・先端ナノバイオデバ
イス研究セ、4）明治国際医療大眼科

【目的】培養角膜内皮細胞の前房内注入による障害内皮組織機能再建療法における
移入細胞の生体内動態を高感度に解析するためナノテクノロジー技術を駆使したマ
ウス個体イメージング系の確立を目的とした。【方法】量子ドット（QDs）標識は、
細胞表面ではなく、より安定性の高い細胞内への導入を選択した。標識効率および
細胞毒性を指標にQDsと膜透過性ペプチドとの最適混合割合を決定した。得られた
条件で標識した細胞をクライオ法により角膜内皮細胞を脱落させたマウス眼球の前
房内に注入した。比較対照には非クライオ眼マウスを用いた。注入3、24、48時間
後にIn vivo imaging systemおよび高速多光子共焦点レーザー顕微鏡を用いてQDs
蛍光を検出した。【結果】QDsによる標識効率はフローサイトメーター解析で95%
以上であり、角膜内皮細胞亜集団組成や細胞機能に対する障害は見られなかった。
前房内注入した本標識細胞は上記システムで検出可能であり、クライオ眼は非クラ
イオ眼に比べ、注入後24、48時間で眼球内角膜内皮組織面に高い蛍光強度が検出さ
れた。細胞の生体内他組織における動態を調べるために、肺、心臓、肝臓、脾臓、
腎臓をex vivoで解析したところ、クライオ眼マウスでは肺に、非クライオ眼マウ
スでは肺および肝臓に僅かにQDs標識細胞が検出された。【結論】QDs標識技術に
より、前房内移入細胞の生体内動態を高感度で検出するマウス個体イメージングモ
デルが確立できた。

O06 フックス角膜内皮ジストロフィにおけるmTOR
阻害剤による細胞死抑制の作用機序

中
なかやま

山　元
げんた

太、奥村　直毅、大嶋　剛史、上田　江美、渡辺　恭子、
小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】我々は薬剤スクリーニングにより、mTOR阻害剤がフックス角膜内皮ジ
ストロフィ（FECD）において細胞死を抑制する可能性を見出した。本研究では、
mTOR阻害剤の作用機序を検討した。

【方法】FECD疾患モデル細胞にTGF-β刺激を行い、mTOR阻害剤（temsirolimus）
およびmTORノックダウンのフィブロネクチン産生、小胞体ストレスセンサーお
よびカスパーゼ3の活性化への影響をウエスタンブロット法にて評価した。タンパ
ク質合成中に取り込まれるhomopropargylglycine（HPG）についても免疫染色によ
り評価した。また、mTORの活性化により形成されるeIF4E複合体の阻害剤である
4E1RCatの疾患モデル細胞に対する影響も同様に評価した。

【結果】疾患モデル細胞においてTGF-βによりフィブロネクチンの発現が亢進した一
方で、temsirolimusおよびmTORのノックダウンによりフィブロネクチンの発現は低
下した。同様に、temsirolimusによりタンパク質合成中のHPGの取り込みが抑制され
た。TGF-βによる小胞体ストレスセンサーの活性化および細胞死はtemsirolimusに
より抑制された。また、eIF4F阻害剤はtemsirolimusと同様に、TGF-βにより誘導さ
れるフィブロネクチンの発現亢進、カスパーゼ3の活性化、細胞死を抑制した。

【結論】mTOR阻害剤はeIF4F複合体の形成を阻害し細胞外マトリックスの過剰産
生を抑制することで小胞体ストレスを抑制し、FECDにおける角膜内皮細胞死を抑
制する可能性が示唆された。

一般口演	1	 2月7日（木）　9:00～10:10　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O12 培養ヒト角膜内皮細胞移植の実用化を目指した細
胞懸濁液の保存法の検討

福
ふくしま

島　健
けんせい

生、奥村　直毅、上田　江美、中原マキ子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】培養角膜内皮細胞注入治療の産業化を進める上で、輸送時における培養細
胞の生存率を保つことは重要な課題である。今回、我々は培養ヒト角膜内皮細胞を
懸濁液として保存し、72時間後の細胞生存率を評価した。

【方法】培養したヒト角膜内皮細胞を酵素処理により回収し、血清を含まない細胞
注入液 (Okumura N, et al., PLoS One, 2016)に懸濁し、1.0×106cells/300μlの細胞懸
濁液を作製した。24、48、96 well plate、2mlクライオチューブなど市販されてい
る様々な容器に72時間保存し、容器の底面積、保存温度（37℃または4℃）、表面処
理の有無および液量が細胞生存率に与える影響をトリパンブルー染色により評価した。
コントロールとして細胞懸濁液作成直後の未保存の細胞を用いた。

【結果】コントロールの未保存の細胞の生細胞率は90.3%であった。24 well plate 
(ultra-low attachment)で37℃、72時間保存した細胞の細胞生存率は保存した全細胞
に対して82.6%であった。一方、その他の容器での細胞生存率は20%以下であった。
4℃で保存した細胞はほぼすべての細胞が障害され回収できなかった。また、24-
well plateと同等の面積で浮遊培養用の容器およびガラス容器でも、90%以上の細
胞生存率を示した。

【結論】培養角膜内皮細胞を細胞懸濁液状態で72時間の保存が可能であった。また、
細胞生存率には保存容器の底面積が重要である可能性が示唆された。

O11 シングルユースシステムを用いた再生医療の単一
製造プロセスの検証

横
よこお

尾　誠
せいいち

一、村上　　怜、石田　　学、外園　千恵
京都府医大

【背景】再生医療の実用化にあたっては巨額の費用と多大な労力を要する現在の製
造基準が大きなハードルとなる。安全性を担保でき、かつ安価な製造プロセスの開
発が必要である。【目的】シングルユースシステムを用いた再生医療製造プロセス
を検証すること。【方法】単一バッグ型シングルユースシステム内に羊膜をセット
したCorning社TransWellを封入した後、DMEM/F12, B27, KGF 20ng/ml,からな
る培地を250ml充填し、研究用輸入角膜より採取した結膜組織を播種した。組織生
着後に37℃, 5%CO2の条件で3週間、観察・保温のみの単一製造プロセスにより結膜
シートを作製した。作製条件として、強制的に空気を2-3日に一度供給した条件と、
供給しなかった条件で結膜シートを作製しHE染色を行い、開放系培養で作製され
た結膜シートと比較し、組織学的評価を行った。【結果】単一バッグ型シングルユー
スシステムを用いて、観察・保温のみの単一製造プロセスで結膜上皮シートが作製
可能であった。空気を供給しなかった物については、結膜上皮に角化の形態が見ら
れた。【結論】観察・保温のみの単一製造工程で結膜上皮シートが作成可能である。

O10 異なるiPS細胞3株由来の角膜内皮代替細胞の株
間差

羽
はとう

藤　　晋
しん

、宮下　英之、庭野　博子、鈴木　沙織、金　　紅蓮、
稲垣　絵海、坪田　一男、榛村　重人
慶應大

【目的】慶應義塾大学医学部眼科学教室は同種iPS細胞から角膜内皮細胞の代替細
胞を誘導し、これを用いた水疱性角膜症の新しい再生医療の開発を目指している
が、そのためには臨床用iPS細胞株の選定が必要である。今回、異なるドナー由来
のiPS細胞3株から誘導したiPS細胞由来角膜内皮代替細胞について比較を行った。

【方法】京都大学iPS細胞研究所から末梢血由来のiPS細胞2株（FF-I01s04、FF-
MH09s01）、臍帯血由来iPS細胞1株（FF-WJs513）を入手し、同一のプロトコール
でiPS細胞由来角膜内皮代替細胞へ誘導した。誘導開始後10日目の時点での免疫染
色（ZO1, ATP1A1, N-cadherin, PITX2）および、11日目の定量的 PCR（NR3C2, 
ATP1, 等）の項目を比較した。【結果】FF-WJs513については誘導開始後の細胞
増殖が著しく低いため評価及び選定から除外した。FF-I01s04とFF-MH09s01は、
ZO1, ATP1A1, N-cadherin, PITX2の免疫染色において形態上の差異は認めなかっ
た。これら2株間の定量的PCRでATP1A1の発現量には差が無かったが、その上流
のNR3C2(mineralocorticoid receptor)はFF-MH09s01由来角膜内皮代替細胞がFF-
I01s04由来細胞に比較し約9倍高い発現量であった。【結論】抹消血由来iPS細胞2株
から誘導した角膜内皮代替細胞は、形態上の差は認めないものの、NR3C2に大きな
差があった。このことは臨床用iPS細胞株の選定に重要な指標となると思われる。

O09 in vitroでの眼の発生系譜解析を可能とするiPS
細胞ラインの作製

小
こばやし

林　礼
れいこ

子1）、上野　博夫2）、小林　由紀1）、佐々本　弦1）、原　　　進1）、
林　　竜平1,3）、辻川　元一1,4）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）関西医科大学医学部実験病理学講座、3）大阪大学大学院医学系研究科幹細
胞応用医学寄附講座、4）大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生体情報科学講座

【目的】我々の研究室では、ヒトiPS細胞から眼の原基を2次元で分化誘導できる手
法（SEAM法）を開発し、前眼部を含めた器官としての眼の原基をin vitroで再現
することができる。本研究では、各細胞の原基の発生系譜についてこのSEAMを用
いて検討するため、iPS細胞に多色細胞系譜追跡法を導入することを目的とする。

【方法】iPS細胞株として1383D2株を使用し、safe habor遺伝子といわれるAAVS1
遺伝子領域の片alleleにCreERT2、もう片alleleにlox配列に挟まれた4色の蛍光蛋
白質遺伝子を、CRISPR/Casシステムを用いてノックインする。

【結果】1383D2株にリポフェクション法を用い、Cas9およびターゲティングベクター
を導入し、クローン化した。得られた14ラインのうち2ラインにおいて、PCR上で
片alleleに目的の遺伝子編集がなされていることが確認され、また、CreERT2の発
現も蛋白質レベルにおいて確認された。

【結論】CreERT2ノックインにより、任意のタイミングでCreリコンビネースを活
性化させることができるiPS細胞を得た。現在この1ラインに対して同様に蛍光蛋白
質遺伝子のノックインを行っている。

O08 輪部機能不全モデルウサギへの角膜輪部オルガノ
イド移植

比
ひが

嘉　一
かずなり

成1）、樋口　順子1）、木本玲緒奈1）、宮下　英之2）、島崎　　潤1）、
坪田　一男2）、榛村　重人2）

1）東京歯大・市川、2）慶應義塾大学医学部眼科学教室

【目的】角膜輪部には角膜上皮幹細胞が存在し、骨髄幹細胞のようにそのニッチの
存在が考えられる。これまでに角膜輪部組織から1ヶ月以上培養可能なニッチ様構
造を維持したオルガノイドの作成が可能であることを報告してきた（角膜カンファ
ランス2015、2016）。今回はウサギに輪部機能不全モデルを作成し、角膜輪部オル
ガノイドの移植を検討した。【方法】輸入角膜の輪部組織をコラゲナーゼ処理し、
上皮とその直下周辺組織を回収し、角膜輪部フェノタイプを維持するKGF+Y27632
添加培地を用いてマトリゲル上で培養した。培養最終日に、造影剤として使われて
いるフェルカルボトランを培養液中に添加し、オルガノイドをラベルした。培養1ヶ
月後、輪部機能不全モデルのウサギ輪部上皮下にポケットを作成し、生体組織接着
剤を用いてオルガノイドを移植した。移植後、経過観察と組織学的解析を行った。【結
果】色素を多く含んだ輪部組織から色素を伴ったオルガノイドを作成することが出
来た。このオルガノイドを輪部機能不全モデルのウサギへ移植したこところ、移植
1週間後において移植部位から角膜に向かって色素を伴った上皮の進展が観察された。
組織の移植部位において、フェルカルボトランを染色するベルリンブルー陽性の細
胞が観察された。【結論】輪部機能不全モデルのウサギへ移植したオルガノイドは
輪部に生着し、角膜に上皮を供給できる可能性が考えられた。

iPS・培養保存：iPS	/	Cell	culture	and	
preservation	method

座長： 小泉　範子（同志社大・生命医科学）

 O08 比嘉　一成（東京歯大・市川）

 O09 小林　礼子（大阪大）

 O10 羽藤　　晋（慶應大）

 O11 横尾　誠一（京都府医大）

 O12 福島　健生（同志社大・生命医科学）

一般口演	2	 2月7日（木）　10:10～11:00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O17 眼表面扁平上皮腫瘍に対する前眼部光干渉断層計
アンギオグラフィーを用いた血管解析

南
なんぺい

平佳
かなこ

奈子、大家　義則、切通　祥子、佐藤信之介、諸田　美沙、
西田　幸二
大阪大

【緒言】前眼部光干渉断層計アンギオグラフィー（OCTA）は造影剤を用いずに低
侵襲で血管観察を行うことができる。眼表面扁平上皮腫瘍（OSSN）の症例に対し
てOCTAを用いて血管観察をしたので報告する。

【症例】症例1は72歳女性。細隙灯顕微鏡検査で、左眼下方から鼻側の結膜から角
膜輪部に及ぶ大きな隆起性病変と同部位のフルオレセインの透過性亢進を認めた。
OSSNを疑って結膜生検を行ったところconjunctival intraepithelial neoplasiaの診
断であった。OCTAでは病変部に著明な大血管を認め、血管密度は60.1％であった。
また正常結膜に見られる表層のcentrifugal patterns、深層のsegmental patternsは
いずれも見られず、血管構造が乱れていた。その後腫瘍切除術を施行し、術後経過
は良好である。症例2は79歳男性。3回結膜腫瘍切除の既往がある。細隙灯顕微鏡検
査で左眼鼻側結膜から角膜輪部にかけて隆起性病変を認め、同部位にフルオレセイ
ンの透過性亢進を認めた。OCTAでは病変部に一致した血管増生を認め、血管密度
は57.1％であった。正常結膜血管の走行パターンは崩れていた。OSSNを疑い、腫
瘍切除術および羊膜移植を行ったところ扁平上皮癌の診断であった。術後経過は良
好である。

【考按】眼表面扁平上皮腫瘍の症例ではOCTAの観察で血管密度の上昇および正常
血管構造の破綻が見られた。これらの所見が診断に役立つ可能性があると考えられた。

O16 ファブリー病における渦状角膜混濁と視機能の定
量評価

春
はるな

名　真
まい

依1）、高　　静花1,2）、阿曽沼早苗1）、前田　直之1,3）、濱野　高行4）、
酒井　則夫5）、丸山　和一1,2）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）大阪大学視覚先端医学、3）湖崎眼科、4）大阪大学腎臓内科、5）大阪大学小
児科

【目的】ファブリー病患者においてコントラスト感度と前方散乱を測定し、渦状角
膜混濁との関係を評価する。【方法】対象はファブリー病14例28眼、正常眼20例20
眼（いずれも矯正視力が1.0以上）。コントラスト感度は、縞コントラスト感度から
求めたAULCSF（area under the logcontrast sensitivity function）と文字コントラ
スト（可読文字数）で評価した。前方散乱は、前方散乱測定装置C-Quant（Oculus）
を用いてstraylight log値を測定した。【結果】ファブリー病群では28眼中26眼で渦
状角膜混濁を認めた。ファブリー病群のAULCSF（1.24±0.11）は、正常群（1.39±0.07）
に比べて有意に低かった(p=<0.001)。文字コントラストはファブリー病群で低い傾
向にあるものの有意差はなかった。ファブリー病群のstraylight log値（1.47±0.17）
は、正常群（1.01±0.13）に比べて有意に高かった（p=<0.001）。細隙灯顕微鏡での
観察による角膜混濁を重度群と軽度群で比較したところ、重度群のAULCSFは軽
度群より有意に低かった（p=0.043）。【結論】ファブリー病に伴う渦状角膜混濁で
は視力低下を生じないと報告されているが、矯正視力が良好であってもコントラス
ト感度の低下と前方散乱の増加がみられることが定量的に示された。

O15 マウス神経麻痺性角膜症モデルの角膜上皮欠損に
NGF点眼が及ぼす影響

岡
おかだ

田　由
ゆか

香、雑賀司珠也
和歌山県医大

【目的】我々が作成したマウス神経麻痺性角膜症での角膜上皮創傷治癒遅延を報告
した（第118回日本眼科学会総会）。同モデルマウスの角膜上皮欠損にNGF点眼が
及ぼす影響について検討した。【方法】既報の方法で、マウス頭蓋外から20ゲージ
のバイポーラ電極を挿入し、三叉神経第1枝を熱凝固し、三叉神経障害モデルを作
製した。角膜の透明性が維持されるものの瞬目反応が低下し、角膜上皮創傷治癒
が遅延する。障害2ヶ月後に障害側の角膜に直径2mmの上皮欠損を作成し、創作成
直後から6時間毎にNGF (200 μg/ml)(n=5)またはコントロールとしてPBS(n=5)を
点眼し、閉鎖速度を写真撮影し比較検討した。細胞増殖について30時間御の角膜
をBrdU染色を行い、角膜周辺部と中央部に分けて陽性細胞数を計測した。正常コ
ントロールとして三叉神経が障害されていない正常眼に同様の角膜上皮欠損を作成
し、PBS(n=5)を点眼した。【結果】三叉神経障害で、角膜上皮欠損後NGF点眼群は、
PBS点眼群に比べて12時間および18時間後に上皮欠損の閉鎖速度が有意に促進し、
正常眼PBS点眼群とも差がなかった。しかしながら、正常眼に比べ三叉神経障害眼
では角膜中央部、周辺部ともBrdU陽性細胞数は減少しており、NGF点眼はBrdU
陽性細胞数には影響を与えなかった。【結論】NGF点眼は神経麻痺性角膜症で細胞
増殖には影響を与えないものの、上皮欠損創傷治癒の有効な治療薬となりうる。

O14 翼状片切除術＋Host結膜反転縫合法併用有形弁
移植の術後成績

土
としだ

至田　宏
ひろし

1）、林　　雄介1）、反田　蓉子1）、朝岡　聖子1）、大谷　洋揮1）、
市川　浩平1）、松崎　有修1）、太田　俊彦1）、小野　順治2）

1）順天大・静岡、2）小野眼科クリニック

【目的】翼状片は術後の再発率が高い疾患であるが、山口は翼状片切除術時の結膜
有茎弁移植の際にHost結膜反転縫合法（以下、反転法）の併用法を報告している（あ
たらしい眼科22:511,2005）。我々はこの反転法を一般的な結膜有茎弁移植に応用し
た術式の術後成績について報告する。【方法】2011年3月から2017年10月までに順天
堂大学医学部附属静岡病院眼科および小野眼科で翼状片切除術に反転法を用いた結
膜有茎弁移植を併施し、1年以上経過観察が可能であった手術例36例40眼を対象に、
カルテの記載を元に再発の有無についてレトロスペクティブに調査・検討を行った。

【結果】対象の平均年齢は72.7±3.2（標準偏差）歳、男女の内訳は男性20例21眼、女
性16例21眼、平均経過観察期間は950.8±478.7日であった。初回手術例は39眼で、1
眼は1度目の再発例であった。有形弁作成部位は全例で下方球結膜であった。再発
は1mm以上の侵入とし、4眼（10.0%）で認めた。再発を認めた術後平均日数は162
±105（81～315）日、再発の理由として考えられたのは、術後縫合離開と点眼の自
己中止が各1眼で、その他の2眼は不明であった。翼状片術後には自覚的・他覚的屈
折値ともに乱視の軽減と遠視の減少が認められた。【結論】反転法併用翼状片手術
後1年における再発率は10％と低率であったが、再発率の更なる低下には術後点眼
管理や縫合離開防止が重要と思われた。また、更に長期の結果解析を要すると考え
られた。

O13 総合アレルギーセンター眼科として診る前眼部の
アレルギー性疾患

平
ひらの

野　耕
こうじ

治、田中　秀典、矢上　晶子、近藤　康人、中田　誠一、
秋田　浩孝、堀口　高彦
藤田保健衛生大・坂文種

【目的】当院では2012年3月からアレルギーセンターとして、小児科、呼吸器内科、
皮膚科、耳鼻咽喉科、眼科の連携によって、アレルギー疾患に対応できる診療体
制を構築している。このとりくみのアレルギー性結膜疾患診療への効果について検
討した。【方法】当院では2ヶ月毎に各診療科合同のアレルギー疾患の勉強会を開催
し、また、月に1回、看護部、薬剤部、食用部など多職種合同のミーティングを開
き、院内の連携を深めている。この間に経験した代表的な症例の提示とともに、ア
レルギー疾患を総合的に診る必要性について検討した。【結果】症例は24歳女性で、
アトピー性皮膚炎と食物アレルギー、喘息の既往があり、輪部型の春季カタルがあ
り当科で免疫抑制剤点眼治療を行っている。スギ花粉での季節性アレルギー性結膜
炎と鼻炎があり、当院耳鼻咽喉科と救急科に依頼し、2014年からスギ花粉に対する
舌下免疫療法を継続している。治療開始後はアレルギー性結膜炎の症状緩和がえら
れている。本症例の他、アトピー性皮膚炎での入院患者については入院時に眼科診
察依頼があり、アレルギー性結膜疾患や円錐角膜、白内障、網膜周辺部変性の早期
発見につながっている。【結論】アレルギー性眼疾患の診療には、眼科だけでなく、
他診療科や院内他職種との連携で診療できることが望ましい。「アレルギー疾患対
策基本法」の成立を受け、この分野における眼科医の参加の重要性が増している。

上皮・観察：Corneal	epithelium	/	
Viewing	systems

座長： 臼井　智彦（国際医療福祉大・三田）

 O13 平野　耕治（藤田保健衛生大・坂文種）

 O14 土至田　宏（順天大・静岡）

 O15 岡田　由香（和歌山県医大）

 O16 春名　真依（大阪大）

 O17 南平佳奈子（大阪大）

 O18 三村　達哉（帝京大）
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O18 手持ちサイズ・高解像度顕微鏡による眼表面細胞
のその場観察

三
みむら

村　達
たつや

哉1）、溝田　　淳1）、西村　　智2）

1）帝京大、2）自治医科大学　分子病態治療研究センター　分子病態研究部　（自治医
大・分子病態）

【目的】眼表面細胞の観察には共焦点系が取り入れられているが、システムサイズ
が大きく臨床運用のネックである。現状では眼組織を採取し、生体外で固定・染色
をした後に顕微鏡下で観察するのが実状である。今回、我々は超小型軽量で自動焦
点調節機能を備えた撮像装置を開発した。動物眼を用いて、眼表面細胞の観察が可
能か検証した。【方法】本システムは重量300g以下で、対物レンズ20倍および40倍
を用いた理論解像度は300nmで、十分に細胞レベルでの観察が可能である。照明に
は、明所用に三色可視LEDを用い、暗所では波長850nmの赤外LEDを利用するこ
とにより、明るさに関係なく細胞の観察が可能である。結像には液体レンズを用い、
自動焦点調節と大きなズーム比率をもつことから、マクロ（実体像）からミクロ（顕
微鏡観察）まで、一連の操作で観察が可能である。本顕微鏡を用いて、豚眼球の眼
表面を観察した。【結果】眼球の実体像から眼表面の顕微鏡撮影まで、一連の操作
にて、ロバストに観察が可能であった。角膜中央、輪部、結膜の表層細胞の観察が
できた。角膜表面を擦過した後の、角膜上皮が欠損した部分の識別も可能であった。

【結論】本装置により、組織や細胞を採取することなく、生体内部でも顕微鏡と同
様の眼表面の観察像が得られることが実証された。今後、ヒト眼球での観察が可能
か検討する予定である。
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O23 同一ドナーからのグラフトを用いたDSAEK後
の角膜内皮細胞密度変化の比較

小
こばやし

林　　瞳
ひとみ

1）、稲富　　勉1）、脇舛　耕一2）、粥川佳奈絵3）、福岡　秀記1）、
外園　千恵1）、木下　　茂4）

1）京都府立医科大学眼科学教室、2）バプテスト眼科クリニック、3）京都第二赤十字病院、
4）感覚器未来医療学

【目的】同一ドナーからのグラフトを用いたDSAEK後の角膜内皮細胞密度変化の
比較を行った。【対象と方法】2007年から2015年2月に、バプテスト眼科クリニッ
クで同一海外ドナーの両眼を用いてDescemet’s stripping automated endothelial 
keratoplasty（DSAEK）を施行された19ペア38眼（男性18眼、女性20眼、平均年齢
70歳±12歳）を対象に、術後3年間の角膜内皮細胞密度の推移をレトロスペクティ
ブに検討した。角膜内皮細胞密度のペア比較は、術1年後と術2年後の角膜内皮細
胞密度減少率差がともに10%以内を一致群（8ペア）、それ以外を非一致群（11ペ
ア）と分類し検討した。術2年後の角膜内皮細胞密度が1500cells/mm2以上を良好群、
1500cells/mm2未満を不良群に分類し比較した。【結果】非一致群では全てのペアに
おいて原疾患が異なっており、ペア内で角膜内皮細胞密度が多かった疾患はFuchs
角膜内皮ジストロフィ（5/6例、83%）であり、少なかった疾患は多重緑内障術後眼（0/5
例、0%）であった。原疾患が同一である3ペアは全て一致群に含まれており、1ペア
は良好群で、2ペアは不良群であった。また一致群において疾患が異なるペアは5ペ
ア存在し、うち4ペアは良好群で、1ペアは不良群であった。【結論】DSAEK術後の
角膜内皮細胞密度変化にはホスト原疾患とドナー角膜内皮細胞状態が影響している
と考えられた。

O22 落屑症候群における角膜内皮細胞密度減少の検討

青
あおき

木　崇
たかのり

倫1）、北澤　耕司1,2）、草田　夏樹1,2）、堀内　稔子1,2）、
竹田　一徳1,3）、横井　則彦1,2）、木下　　茂4）、外園　千恵1）

1）京都府医大、2）北部医療センター、3）済生会滋賀県病院、4）京都府立医科大学感覚未
来学教室

【目的】落屑症候群(PXS)では角膜内皮細胞の構造変化や角膜内皮細胞密度(ECD)低
下が指摘されている。今回、PXSのECDと臨床的関連因子をレトロスペクティブ
に検討した。【方法】2018年4月から9月までに京都府立医科大学附属北部医療セン
ターを受診したPXS患者で有水晶体眼の症例 31眼（男性16眼、女性15眼、平均年
齢78.4±6.5歳）を対象とした(PXS群)。同時期に白内障手術目的で受診した 40眼(男
性18眼、女性22眼、平均年齢77.4±7.7歳)を対照群とした。1)角膜内皮障害の重症度
分類（木下他 日眼会誌2016）、2)ECD、3)中心角膜厚、4)抗緑内障点眼数、5)PXS重
症度を調べ、ECD低下に影響しうる因子（年齢，性別，中心角膜厚，抗緑内障点眼数、
PXS重症度）について多変量解析を用いて検討した。PXS重症度は、4段階で評価
した(none：なし、mild：瞳孔縁の一部、moderate：瞳孔縁全体、severe：瞳孔縁
と虹彩に偽落屑物あり)。【結果】PXS群は、1) Grade1 3眼(10％)/Grade2 1眼(3％)、
2) 2472±487 cells/mm2、3) 536μm、4) 1.2種、5) mild 13眼/moderate 11眼/severe 
7眼で、対照群は、1) Grade1 2眼(5％)、2) 2732±344 cells/mm2、3) 540μm、4) 0.2
種であった。抗緑内障点眼数［-122, 95%CI(-207,-36), p=0.006］、PXS重症度［-301, 
95%CI(-472,-130), p=0.008］はECD低下の有意なリスク因子であった。【結論】PXS
のECD低下とPXS重症度の関連が示唆された。

O21 ヒト培養角膜内皮細胞移植後のアロ感作応答の検
定技術

山
やまだ

田　　潤
じゅん

1）、戸田　宗豊2）、上野　盛夫2）、三好淳一朗1）、外園　千恵2）、
木下　　茂3）、羽室　淳爾2）

1）明治国際医療大眼科、2）京都府医大視覚機能再生外科学、3）京都府医大感覚器未来
医療学

【目的】新しい再生医療である培養ヒト角膜内皮細胞(cHCEC)の前房内注入療法は
拒絶応答が見られず良好な成績をあげている。マウス角膜内皮細胞移植モデルでは
アロ抗原感作が生じないとの先行知見を踏まえ、患者へのcHCEC移植での免疫感
作について検討した。【方法】cHCEC移植患者の移植前と移植2週後、ならびに健
常者の末梢リンパ球(PBMC)を採取した。PBMC をcHCEC、もしくはアロPBMC
と48時間共培養し、IFN-γ-ELISpotアッセイを用いたspot数評価にてアロ応答の
評価を行った。【結果】アロPBMCに対するspot数 (41.9±15.5, 以下、mean±SE)
は無刺激コントロール(3.8±1.7)と比較して有意に増加していたが(p＜0.001)、ア
ロcHCECに対するspot数(5.4±3.0)には有意差が見られなかった(n=5, p＜0.001)。
cHCEC移植患者のPBMCにおいて、移植に用いたものと同じドナーcHCECに対す
る術前のspot数(5.1±2.3)と術後2週後のspot数(3.0±1.1)には有意差が見られず、無
刺激とも有意差が見られなかった(n=7)。ただ、アロPBMCに対するspot数は術後2
週のPBMCにおいて有意に減少していた(17.7±24.7, p＜0.05)。【結論】cHCECはア
ロ免疫原性が低く、直接IFN-γ産生を誘導しない。cHCEC移植2週後でもドナー抗
原に対してIFN-γを産生する免疫感作は生じておらず、cHCEC移植ではアロ抗原
感作が生じないと結論付けた。なお、液性免疫の増強効果の欠如は別報で確認済で
ある。

O20 NSインサーターを併用したDSAEKにおけるヒ
ゲ法の検討

杉
すぎた

田征
せいいちろう

一郎1）、浅見　　哲2）、杉田　　糾1）

1）眼科杉田病院、2）眼科三宅病院

【目的】DSAEK術中にグラフト位置を整えるためのマッサージは、回数が多いと術
中内皮ロスの一因となり得る可能性がある。浅見らの考案したTrapテクニック（以
下ヒゲ法）は、グラフト挿入時のセンタリングを改善させるために、予め6-0ナイロ
ン糸をレシピエント角膜の4か所に刺入しておく方法である。今回、NSインサーター
を使用したDSAEKにおいて、従来の方法とヒゲ法を併用した方法とで術中のマッ
サージ回数（時間）と術後の内皮ロスについて比較検討した。【方法】2017年9月か
ら2018年7月の間に当院でNSインサーターを使用してDSAEKを施行した49例49眼
を対象とした。従来通り手術を行った29眼(従来群)とヒゲ法を併用して手術を行っ
た20眼(ヒゲ群)について、術中のマッサージ回数（時間）、術後の内皮細胞密度に
ついて後ろ向きに比較検討した。【結果】術中のマッサージ回数（時間）は、従来
群で平均43.7回(41.0秒)、ヒゲ群で平均11.8回(14.5秒)で、ヒゲ群で有意に少なかった。
(p＜0.01)術中マッサージ無しで手術を終えられた症例は従来群で1眼(3.5%)、ヒゲ群
で5眼(25%)あった。術後3か月の内皮細胞密度は従来群で1630.9cells/mm2(41.3%減)、
ヒゲ群で1648.0cells/ mm2 (40.7%減)と両群に差はなかった。【結論】NSインサーター
を使用したDSAEKにおいて、ヒゲ法を併用することにより従来よりも術中のマッサー
ジ回数を大幅に減らすことが出来たが、術後の内皮細胞減少には差がなかった。

O19 全層角膜移植（PKP）術後角膜内皮機能不全例
に対する角膜内皮移植術（DSAEK）

脇
わきます

舛　耕
こういち

一1）、北澤　耕司2）、粥川佳菜絵2）、山崎　俊秀1）、稗田　　牧2）、
稲富　　勉2）、外園　千恵2）、木下　　茂2）

1）バプテスト眼科、2）京都府医大

【目的】PKP術後 graft failure に対する DSAEK 術後の経過を PKP再移植と比較
検討する。【方法】対象は2008年5月から2015年7月に PKP 後 graft failure に対し
てDSAEKまたはPKP再移植を行い術後3年以上経過観察可能であった34眼(男性
22眼女性12眼、69±11歳 )と51眼 (男性35眼女性16眼、65±14歳 )。術後最高矯正
視力（BCVA）、角膜内皮細胞密度(ECD)の推移、拒絶反応を検討した。視力は後
眼部疾患合併例等を除外したDSAEK後28眼、PKP再移植後33眼を、ECD (cells/
mm2)はグラフト縫合例と角膜混濁による測定不能例を除外したDSAEK後28眼、
PKP後51眼を対象とし、ECDは測定限界以下で角膜浮腫(-)を300、graft failureを
0として検討した。【結果】BCVAは小数換算でDSAEK術後0.48、PKP再移植術
後0.48であり(P=0.99)、ECDはDSAEK術後/PKP再移植術後それぞれ術前グラフ
ト2747/2824(P=0.23)、1年 後1480/1719(P=0.24)、2年 後1086/1291(P=0.30)、3年 後
881/930(P=0.80)であった (Kruskal-Wallis検定)。拒絶反応は、DSAEK術後34眼中3
眼、PKP再移植術後51眼中6眼に認め(P=0.66)、DSAEK術後では拒絶反応既往のあ
る6眼中3眼に認め、既往のない28眼では認めなかった(P＜0.0001)。一方PKP再移植
後では、既往のある10眼中4眼と、既往のない41眼中3眼に認めた(P＜0.01、χ2検定)。

【結論】PKP術後DSAEKはPKP再移植と同等の視力、ECD経過であった。拒絶反
応は既往眼で発症の可能性が高く、特にDSAEKでその傾向を認めた。

内皮・移植：Corneal	endothelium/	
Endothelial	keratoplasty

座長： 小林　　顕（金沢大）

 O19 脇舛　耕一（バプテスト眼科）

 O20 杉田征一郎（眼科杉田病院）

 O21 山田　　潤（明治国際医療大眼科）

 O22 青木　崇倫（京都府医大）

 O23 小林　　瞳（京都府医大）

 O24 田中　　寛（京都府医大）

一般口演	4	 2月7日（木）　14:00～15:00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O24 物理学的手法を用いた全層角膜移植の予後早期予
測

田
たなか

中　　寛
ひろし

1）、山本　彰久2）、戸田　宗豊1）、外園　千恵1）、羽室　淳爾1）、
木下　　茂1）、上野　盛夫1）、田中　　求2）

1）京都府医大、2）京都大

【目的】全層角膜移植後の経時的な角膜内皮細胞密度の低下は解決すべき課題である。
内皮細胞密度低下を予測することができれば、早期に治療介入を行うことで密度低
下の予防の可能性がある。今回、角膜移植後の角膜内皮スペキュラ画像において物
理学的手法を用いることで予後の早期診断が可能であるか検討した。【方法】平成
25年3月から12月にバプテスト眼科クリニックにて全層角膜移植を行い、術後24ヶ
月まで経時的に角膜内皮スペキュラ画像を撮影し鮮明な画像が得られた12例につい
て解析を行なった。術後6ヶ月時点の角膜内皮スペキュラ画像より二値化画像を作
成し、細胞同士がバネで連結されていると仮定し、細胞間のバネ定数（Kvivo）を計
算した。術24ヶ月後の角膜内皮細胞密度が1000個/mm2以下になる症例を術6ヶ月時
点での角膜内皮細胞密度またバネ定数で予測できるかROC曲線を用いて検討した。

【結果】検査の精度を示すAUC（Area Under the Curve）は術6ヶ月の角膜内皮細
胞密度を用いると0.56であり、バネ定数を用いると0.85であった。また、感度が1.0
における偽陽性率が各々0.67 と0.22であった。【結論】全層角膜移植後の症例におい
て、術後6ヶ月の角膜内皮細胞密度より細胞間の関連性を表す新規評価方法である
バネ定数を用いることで術後長期の角膜内皮細胞密度の予後を予測できる可能性が
ある。

一般口演	4	 2月7日（木）　14:00～15:00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O29 角膜後面プラークを伴う真菌性角膜炎に対する前
房洗浄

北
きたざわ

澤　耕
こうじ

司1,2）、福岡　秀記2）、稲富　　勉2）、木下　　茂2）、外園　千恵2）

1）京都府医大北部医療センター、2）京都府医大

【目的】角膜後面プラークを伴う真菌性角膜炎に対する前房洗浄が有効であった、1
症例を以前に報告した(北澤ら：日本眼科学会雑誌、2016)。今回、前房洗浄をおこ
なった他の複数例についてその有効性を検討した。【方法】京都府立医科大学附属
病院にて平成25月11月から平成30年9月までに角膜所見、角膜後面プラークおよび
前房蓄膿から真菌性角膜炎が疑われ、患者の同意の上、前房洗浄をおこなった5例
5眼（男性2例、女性3例、平均年齢74.2歳）を対象とした。有水晶体眼が2眼、眼内
レンズ挿入眼が3眼であった。前房洗浄による診断と治療に及ぼす効果を検討した。
前房洗浄はシムコ針で前房水およびプラークを採取し、その後前房内を丁寧に洗浄
した。【結果】全例、術前に眼脂または角膜擦過物のスメアおよび培養を行い、2眼
(40%)で真菌を検出した。前房洗浄により4眼（80%）で真菌を検出し、3眼で酵母型
真菌、1眼で糸状型真菌を検出し、確定診断した。検出できなかった1眼はプラーク
が硬く採取できなかった症例であった。全例で眼内炎などの重篤な合併症は認めな
かった。前房洗浄後、感染所見がすみやかに改善治癒した症例が2眼、治療的角膜
移植により治癒した症例が3眼であった。【結論】角膜後面プラークおよび前房蓄膿
を伴う真菌性角膜炎において、前房洗浄は診断および治療の一助となる可能性がある。

O28 角膜感染症におけるMultiplex	PCRストリップ
による病原体の検索

針
はりや

谷　威
たけひろ

寛、横倉　俊二、小林　　航、中澤　　徹
東北大

【目的】Multiplex PCR(mPCR)によるウイルス性角膜感染症の原因ウイルスの検出
頻度について検討すること。【方法】対象は2015年10月から2018年8月まで東北大学
病院にてmPCRを施行した陽性例85例85眼である。平均年齢63±18歳、男女比は
49：36であった。mPCRストリップキットの検索対象はヒトヘルペスウイルス（human 
herpes virus :HHV）1から8型である。検体は角膜炎では角膜擦過物を、角膜ぶど
う膜炎では前房水を採取したが、組織採取が困難な症例に対しては涙液をシルマー
試験紙にて採取した。【結果】疾患の内訳は角膜炎46例46眼、角膜ぶどう膜炎39例
39眼であった。角膜炎ではHSV-1が38眼、VZVが1眼、CMVが2眼、HHV-7が5眼
で陽性であり、初診時臨床診断との一致率は83%であった。CMVとHHV-7はいず
れも涙液から検出された。角膜ぶどう膜炎ではHSV-1が11眼、VZVが12眼、CMV
が15眼、HHV-7が1眼で陽性であり、初診時臨床診断との一致率は90%であった。
HHV-7は涙液から検出された。角膜炎においてすでに治療介入されていて偽樹枝状
病変を認める症例や、角膜ぶどう膜炎において原因不明の角膜浮腫を認める症例には、
多くのウイルスを同時に測定することができるmPCRが有用であると考えられた。【結
論】mPCRは臨床所見と矛盾せず、外来診療において有用であると考えられる。

O27 家兎アカントアメーバ角膜炎モデルを用いたステ
ロイド点眼の角膜炎に対する影響

中
なかがわ

川　　迅
はやて

1,3）、小池　直人2）、江原　友子2）、服部　貴明1）、成松　明知1）、
熊倉　重人1）、後藤　　浩1）

1）東京医大、2）東京医科大学微生物学教室、3）東京歯大

【背景】我々はこれまで家兎アカントアメーバ角膜炎モデルを用いて、角膜炎の発
症には細菌の存在が重要であることや、角膜炎の発症に関わる菌とアメーバの条件
等について報告してきた。今回はアメーバと緑膿菌を用いて発症させた家兎アメー
バ角膜炎における、ステロイド点眼の影響について検討した。【方法】アメーバ
(ATCC50492株、1×108/ml)と、緑膿菌 (PAO-1株)を高濃度(1×108/ml)と低濃度(3
×105/ml)の2群に分けて、これらを2時間共培養した後に白色家兎の角膜に接種し、
その直後からLVFX点眼およびステロイド点眼を行い、角膜炎の臨床経過を観察し
た。対照にはLVFX点眼のみを行った。また、緑膿菌低濃度群では接種直後に加え、
12時間後からステロイド点眼を開始する群でも影響を検討した。いずれの群も接種
後5日または7日目まで臨床所見を評価した。【結果】低濃度群では接種後12時間後
よりステロイド点眼を施した群でのみ、角膜炎の発症がみられた。高濃度群では対
照群の角膜炎は接種後2日目をピークとして徐々に消退していったが、ステロイド
点眼群では経時的に角膜炎が増悪し、対照群と有意な差がみられた。【結論】アカ
ントアメーバ角膜炎に対するステロイド点眼は、一定量以上の菌が存在する場合や、
感染成立後に点眼を行った場合に重症化をきたす可能性がある。

O26 自家調整ガンシクロビル点眼液の眼刺激性および
薬物動態に関する検討

福
ふくい

井　佑
ゆうや

弥、奥村　直毅、田中　壽恭、今井　博文、黒沢　哲太、
小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】サイトメガロウイルス角膜内皮炎に対する眼局所治療として、点滴静注用
ガンシクロビルから自家調整した点眼薬が用いられている。今回我々は、自家調製
ガンシクロビル点眼液の眼刺激性、薬物動態をウサギを用いて検討した。

【方法】点滴静注用デノシンを生理食塩水で希釈し0.5%ガンシクロビル点眼液を作
成した。眼刺激性試験として、正常ウサギ眼に0.5%ガンシクロビル点眼液（50μl）を、
1時間ごとに10回点眼し、前眼部の変化を評価した(n=4)。また、0.5%ガンシクロビ
ル点眼液を1回点眼後、涙液中のpH値変化をpH試験紙により評価した。薬物動態
試験として点眼1、3時間後の、角膜内皮および角膜実質中のガンシクロビル濃度を
高速液体クロマトグラフィーを用いて測定した(n=3)。

【結果】眼刺激性試験では結膜充血、角結膜上皮障害などを認めず、前眼部の変化
は見られなかった。涙液のpH値は点眼直後にはアルカリ性を示したが、3分後に中
性となった。0.5％ガンシクロビル点眼後の薬物動態試験において、角膜内皮および
角膜実質のガンシクロビル濃度平均は、それぞれ1時間後は28.0±4.3ng/ml、886.73
±38.6ng/ml、3時間は4.3±2.1ng/ml、59.7±2.1ng/mlであった。

【結論】自家調製0.5％ガンシクロビル点眼液は眼刺激性を有さず、角膜内皮に達し
ていた。一方、ウサギの角膜内皮における薬物濃度はED50(100～1600ng/ml)より
低値であった。

O25 点滴静注薬から自家調整したボリコナゾール点眼
薬の安定性と薬物動態

中
なかむら

村日
ひなみ

菜美、奥村　直毅、福井　佑弥、田中　壽恭、今井　博文、
黒沢　哲太、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】真菌性角膜症の治療において静注用ボリコナゾールより自家調整した点眼
薬が使用されている。今回我々は、自家調整ボリコナゾール点眼薬の安定性、およ
び角膜における薬物動態についてウサギを用いて検討した。 

【方法】静注用ボリコナゾール（ブイフェンド）に注射用水を加え、1%ボリコナゾー
ル溶液を調整し、4、25、37℃にて8週間保存した。2週間ごとに外観検査、高速液
体クロマトグラフィー（HPLC）によるボリコナゾール濃度の測定を行った。また、
ウサギの右眼に1%ボリコナゾール溶液を点眼し、1時間後および3時間後に角膜を
摘出して角膜上皮と、角膜実質および内皮におけるボリコナゾール濃度を測定した

（n=3）。
【結果】4、25、37℃の全ての条件において、1%ボリコナゾール溶液は8週目まで析出、
変色などの外観変化を認めず、透明性が維持された。HPLCによる解析においては、
1%ボリコナゾール溶液中におけるボリコナゾール濃度は8週目まで、調整時の90%
以上で維持された。ウサギ点眼試験では、角膜上皮におけるボリコナゾールの濃度
は点眼1時間後373.7ng/ml、3時間後318.9ng/ml、角膜実質および内皮では1時間後
870.8ng/ml、3時間後642.9ng/mlgであった。

【結論】自家調整したボリコナゾール溶液は少なくとも8週間安定で濃度が維持され
ており、MIC（0.001～0.5μg/ml）より高値で角膜組織に分布した。一方で、長期
の保存および使用に関してはより詳細な検討が必要である。

感染：Infection

座長： 佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センタ―）

 O25 中村日菜美（同志社大・生命医科学）

 O26 福井　佑弥（同志社大・生命医科学）

 O27 中川　　迅（東京医大）

 O28 針谷　威寛（東北大）

 O29 北澤　耕司（京都府医大北部医療センター）

一般口演	5	 2月7日（木）　15:00～15:50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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シンポ
関連-2

眼移植片対宿主病によるドライアイ国際診断基準
と新日本ドライアイ診断基準の比較検討

平
ひらつか

塚　　諒
りょう

、小川　葉子、清水　映輔、山根　みお、内野　美樹、
西條裕美子、坪田　一男
慶應大

【目的】造血幹細胞移植後の慢性移植片対宿主病（Great-versus-host disease：
GVHD）によるドライアイの国際眼GVHD診断基準と本邦の新ドライアイ診断基準
の比較検討を行った。【方法】対象は2014年から2018年までに当院ドライアイ外来
を受診した造血幹細胞移植症例48例に対し診療時のドライアイ検査所見の自覚症状
の有無、フルオレセイン染色スコア、シルマー値、涙液層破壊時間（tear break up 
time: BUT）、結膜充血の程度を検討した。自覚症状のアンケートはOcular Surface 
Disease Index (OSDI)を使用しOSDI スコア12以下を自覚症状なしとした。国際眼
GVHDコンセンサス診断基準スコアと日本の診断基準の主要項目である自覚症状、
涙液層破壊時間（BUT）、ドライアイの有無との相関を検討した。【結果】対象の
内訳は男性22例、女性26例　平均年齢45.79±15.13歳であった。国際診断基準によ
る　ドライアイなし25例、疑い8例、確定15例であった。新日本診断基準によるド
ライアイ確定11例、疑い13例、なし24例であった。診断項目にBUTがない国際眼
GVHD診断項目合計スコアとBUTには有意な逆相関を認めた（p＜0.01,R=-0.68）。
さらに国際眼GVHD診断スコアと本邦の新ドライアイ診断基準とも有意な相関を認
めた（p＜0.01,R=-0.83）。【結論】国際眼GVHD診断基準と本邦診断基準双方の診断
基準の妥当性が示唆された。

シンポ
関連-1

Corneal	Aberrations	in	Stevens-Johnson	
Syndrome	and	Toxic	Epidermal	Necrolysis

イブラヒム　オサマ1）、山口　剛史1,2）、片山泰一郎1,2）、高橋　　綾1,2）、
中川　　迅1）、谷口　　紫1,2）、冨田　大輔1）、田　　聖花1）、佐竹　良之1）、
島崎　　潤1,2）

1）東京歯大・市川、2）慶應大

【Purpose】To characterize the topography patterns and quantify corneal 
higher-order aberrations (HOAs) in Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic 
epidermal necrolysis (TEN). 【Methods】This case series study included 86 eyes 
of 49 patients in the chronic phase of SJS/TEN. HOAs of the total cornea, the 
anterior and posterior surfaces were measured using CASIA anterior segment 
optical coherence tomography (AS-OCT). Corneal topography patterns were 
classified into 4 types. We also evaluated the association among topography 
patterns, corneal thinning, and epithelial hyperplasia. 【Results】AS-OCT showed 
ectasia pattern in 16 eyes, asymmetric pattern in 28 eyes, flattening pattern in 
11 eyes and minimal change pattern in 29 eyes. Total corneal HOAs were 1.23
±1.04 μm within a 4-mm diameter and 2.19±1.82 μm within a 6-mm diameter, 
which were significantly higher than normal controls (P＜0.0001). LogMAR visual 
acuity significantly correlated with corneal HOAs (4-mm: r=0.793, P ＜ 0.0001). 

【Conclusions】We showed specific topography patterns in SJS/TEN. AS-
OCT analysis provides an objective evaluation of optical quality and can help in 
selection of scleral contact lenses in SJS/TEN patients.

シンポジウム（皮膚粘膜症候群）関連：
Symposium	related	papers

座長： 山田　昌和（杏林大）

 シンポ関連-1 イブラヒム　オサマ（東京歯大・市川）

 シンポ関連-2 平塚　　諒（慶應大）

一般口演（シンポジウム関連）	 2月8日（金）　9:00～9:20　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O34 シルマー試験紙にて回収したドライアイ患者涙液
中のOグリカン量およびMMP活性の解析

内
うちの

野　裕
ゆういち

一1）、水野　未稀1）、内野　美樹1）、平　　敏夫2）、榛村　重人1）、
小川　葉子1）、坪田　一男1）

1）慶應大、2）コスモ・バイオ

【目的】涙液にはムチンなどO型糖鎖（以下、Oグリカン）を含むタンパクが存在
するが、涙液中Oグリカン量をドライアイと正常眼で比較した報告はない。またシ
ルマー試験紙で採取した涙液からMMPなどの分解酵素活性を評価した報告もない。
本研究では、ドライアイ患者と正常者からシルマー試験紙で涙液を回収し、涙液中
Oグリカン量およびMMP活性を比較検討したので報告する。【方法】対象は慶應大
学病院眼科に通院する、2006年ドライアイ診断基準で確定診断されたドライアイ患
者（以下、ドライアイ群）18名（男性3名女性15名、平均67.2歳）と、本研究参加に
同意した正常者（以下、正常群）13名（男性4名女性9名、平均61.1歳）。被験者から
シルマー試験I法にて涙液を回収し、そのろ紙から涙液中Oグリカン測定キット（コ
スモバイオ社製）抽出液でタンパクを抽出した。抽出液からBCA法にてタンパク
濃度、糖鎖末端蛍光ラベルにてOグリカン量、NFF2蛍光基質分解量にてMMP活
性量を測定した。その後、涙液中Oグリカン量およびMMP活性量は各涙液タンパ
ク濃度で標準化し、ドライアイ群と正常群で比較検討した。【結果】ドライアイ群
では正常群に比較して、涙液中Oグリカン濃度は有意に低く、またMMP活性量は
有意に高いことが判明した。【結論】シルマー試験紙で採取した涙液から、涙液中O
型糖鎖濃度およびMMP活性が測定可能であり、涙液の糖タンパク量および炎症状
態が解析可能であった。

O33 コンタクトレンズドライアイ問診票J-CLDEQ-8
の開発とその妥当性の検討

高
こう

　　静
しずか

花1）、Robin Chalmers3）、加葉田大志朗4）、新谷　　歩4）、
西田　幸二2）

1）大阪大、2）大阪大　眼科、3）Clinical Trial Consultant、4）大阪市立大学　医療統計学

【目的】コンタクトレンズドライアイ問診票(CLDEQ-8, Chalmers. et al. OVS 2012)
の日本語版(J-CLDEQ-8)を開発し、日本人ソフトコンタクトレンズ(SCL)装用者に
おいてその妥当性を検討する。【方法】1) CLDEQ-8の順翻訳および逆翻訳を行った。 
2) 国内5施設において日本人SCL 装用者（毎日交換、2週間交換、1ヶ月交換の球面
SCL装用者）を対象にJ-CLDEQ-8 問診を行い、J-CLDEQ-8スコア(1-37点)と現在使
用中のSCLに対する満足度(5段階)との相関を調べた。【結果】SCL 装用者300人（男
性105人、女性195人）で調査を行ったところ、J-CLDEQ-8スコアは現在使用中の
SCLに対する満足度(5段階)および「目の乾燥感」(4段階)と強い線形の関係を示し
たが、「目の敏感度」(4段階)についてはグレード間の差は有意に認められたものの、
線形関係はみられなかった。SCLに対する満足度が高いあるいは低いについての
J-CLDEQ-8のカットオフ値は11であり、（アメリカで検討されたCLDEQ-8のカット
オフ値は12）その感度は67%、特異度は66%であった。【結論】J-CLDEQ-8は 、英
語の原版CLDEQ-8 と同様に、SCLに対する満足度の高さを区別することが可能で
あった。今回の検討においてJ-CLDEQ-8カットオフ値を11 とすれば、SCLの変更
などを要する患者のスクリーニングとして有効であると示唆された。

O32 ドライアイ患者における通院自己中断原因とその
因子：なみだの日　2018

内
うちの

野　美
みき

樹1）、横井　則彦2）、川島　素子1）、内野　裕一1）、坪田　一男1）

1）慶應大、2）京都府立医科大学眼科学教室

【目的】通院自己中断は眼科のみならず、他科の慢性疾患においても大きな問題となっ
ている。今回我々は、慢性疾患であるドライアイ患者において、通院自己中断の理
由について調査したので報告する。【方法】対象は2018年4月に行った、なみだの日
の全国インターネット調査に参加した1030名（男性: 729名、女性: 301 名; 平均年齢: 
男性: 49.6±0.4歳、女性: 40.2±0.6歳）質問項目は収入、婚姻状態、ドライアイの診
断歴の有無、点眼回数、ドライアイの通院自己中断理由、セルフケア方法、ドライ
アイの自覚症状(Dry Eye Related Quality of Life Scoreに回答)である。【結果】ド
ライアイの有病者は155名[男性: 83名（11.4%）、女性: 72名（23.9％）、合計（15.0%）]、
そのうち通院不継続は107名（69.0％）であった。通院自己中断の理由としては、患
者サイドに起因する「時間がない（58.9％）」、医療サイドに起因する「待ち時間の
長さ（29.0％）」、「医師の説明不十分（6.5％）」、患者医師両サイドに起因する「症
状の改善がない（29.0％）」、「通院費用が高い（20.6％）」であった。【結論】ドライ
アイの通院自己中断率は高かった。通院自己中断の要因には患者サイドのみならず、
医療サイドに起因するものも多くあり、罹病期間が長いと己中断することが証明さ
れた。今後、医療サイドにドライアイ自己中断を防止する対策の確立が求められる。

O31 平戸度島スタディ（MGD検診）：食品摂取量と
マイボーム腺機能不全との関係

福
ふくおか

岡　詩
しま

麻1,2,3）、有田　玲子2,4）、溝口　尚則2,5）、川島　素子2,6）、高　　静花2,7）、
白川　理香2,3）、鈴木　　崇2,8）、児林　聡美3）、佐々木　敏3）、森重　直行2,9）

1）大宮はまだ眼科、2）LIME研究会、3）東京大、4）伊藤医院、5）溝口眼科、6）慶應大、 
7）大阪大、8）東邦大大森、9）大島眼科病院

【目的】平戸度島での疫学調査で、島民の食品摂取とマイボーム腺機能不全(以下
MGD)罹患との関係について検討を行った。【方法】対象は、20歳から92歳まで(平
均62±16歳)の島民300名(男性109名、女性191名)。簡易型自記式食事歴法質問票を
用いて、エネルギー調整済みの鶏肉、豚肉・牛肉、脂がのった魚、脂の少ない魚、
ハム、レバー、卵摂取量 (g/日)を推定、MGDワーキングループの診断基準に従い
MGDを診断した。MGD罹患に対する食品摂取量に関してLogistic回帰分析を用い
てオッズ比を推定した。【結果】平均食品摂取量(g/日)は、鶏肉 20.2±18.5、豚肉・
牛肉61.3±24.3、脂がのった魚38.0±20.7、脂の少ない魚21.7±15.4、ハム12.3±7.1、
レバー1.2±1.4、卵61.9±23.2であった。MGDは全体 300名中106名 (35％)、男性109
名中50名 (46％)、女性191名中56名 (29％)であった。5分位層別で摂取量最多群と最
少群との調整後オッズ比 (95%CI) (年齢、性別、全身疾患の有無、飲酒の有無で調整)
は、鶏肉0.77 (0.32-1.84)、豚肉・牛肉 0.84 (0.35-2.02)、脂がのった魚 0.81 (0.36-1.85)、
脂の少ない魚 1.30 (0.58-2.92)、ハム 0.29 (0.12-0.72)、レバー 3.36 (1.45-7.77)、卵 1.17 
(0.52-2.62)であった。【結論】平戸度島において、普段の食事でハムを少なく、レバー
を多く食べる成人にMGD罹患率が高い可能性が示唆された。鶏肉、豚肉・牛肉、魚、
卵の摂取とMGD罹患とには有意な関係がなかった。

O30 ドライアイと抑うつ症状の関連：iPhoneアプリ
を用いた大規模臨床研究

藤
ふじもと

本　啓
けいいち

一1）、奥村　雄一1,2）、岩田七奈美1）、猪俣　武範1,2）、岩上　将夫3）、
中村　正裕4）、平塚　義宗1）、村上　　晶1）

1）順天大、2）順天堂大学医学部戦略的手術室マネージメント講座、3）筑波大学ヘルスサー
ビスリサーチ分野、4）東京大学大学院医学研究科糖尿病・生活習慣病予防講座

【目的】iPhoneアプリケーション「ドライアイリズム」を運用し、ドライアイと抑
うつ症状の関連を検討した。

【方法】2016年11月から2018年1月に調査に同意し、ドライアイ質問紙票(OSDI)なら
びにうつ性自己評価尺 (SDS)に回答した6,416人（年齢31.5±14.4歳、女性63.6%）を
対象とした。多重ロジスティック回帰モデルを用いて、抑うつ症状あり（SDS40点
以上）とOSDIによるドライアイの重症度(OSDI: 0-12点;正常, 13-22点;軽症, 23-32
点;中等症, 33-100点;重症)の関連について検討した。モデルには単変量解析で有意
(p＜0.05)であった高血圧、既往歴(血液疾患、脳疾患、心疾患、肝疾患、悪性腫瘍、
呼吸器疾患)ならびに生活習慣(コーヒー摂取量、VDT時間、1週間あたりの運動時間、
喫煙)を投入した。

【結果】OSDIは平均24.2±18.4、SDSは平均44.2±9.9だった。SDSのOSDI重症度
別の平均値は正常:40.3±9.3, 軽症:44.0±9.2、中等度: 45.5±9.0、重症: 48.2±9.9で
あった(P-trend＜0.001)。SDS40点以上のOSDI重症度別の割合は、正常:52.0%, 軽
症 :65.6%、中等症 :73.9%、重症 :79.0% だった (P-trend ＜0.001)。SDS40点以上に対
する調整後オッズ比(95% CI)は正常群に対して軽症群1.62(1.41-1.86)、中等症群 
2.30(1.94-2.73)、重症群2.98(2.58-3.46)であった。

【結論】iPhoneアプリケーションで収集した大規模データにより、ドライアイの自
覚症状が強いほど抑うつ症状が強くなる傾向が明らかになった。

涙液：Tear	film

座長： 白石　　敦（愛媛大）

 O30 藤本　啓一（順天大）

 O31 福岡　詩麻（大宮はまだ眼科）

 O32 内野　美樹（慶應大）

 O33 高　　静花（大阪大）

 O34 内野　裕一（慶應大）

 O35 横井　則彦（京都府医大）
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O35 結膜弛緩症手術前・後における涙液層の
Breakup	Patternの変化の検討

横
よこい

井　則
のりひこ

彦、加藤　弘明、吉川　大和、酒井利江子、小室　　青、
薗村有紀子、細谷　友雅、小池　保志、外園　千恵、
京都府医大

【目的】結膜弛緩症(CCh)では、弛緩した結膜が涙液メニスカスを占拠するため、角
膜上の涙液層の動態やbreakup pattern(BUP)を変化させる可能性がある。そこで、
CCh手術前・後におけるBUPの変化について検討した。【方法】CCh患者(39例39眼、
男性8例8眼、女性31例31眼、平均年齢73歳)を対象とし、手術前・後に、涙液油層
干渉グレード(IG)、涙液油層伸展グレード(SG)、非侵襲的涙液層破壊時間(NIBUT)、
フルオレセイン破壊時間(FBUT)、BUP、角膜上皮障害(CED)、結膜上皮障害(CjED)、
結膜弛緩症グレード(CG)を評価し、術前・後で比較検討した。【結果】CChの術前
と比較して術後で、NIBUT、FBUT、CGの有意な改善がみられた (それぞれp＝0.001、
＜0.0001、＜0.0001) 。一方、IG、SG、CED、CjEDには有意な変化はみられなかった。
BUPは有意に変化し(p＝0.0002)、術後、spot break、dimple breakがみられる頻度
が有意に減少し(それぞれp＝0.004、0.001)、random breakがみられる頻度が有意
に増加した(p＜0.0001)。【結論】CChがspot break、dimple breakの発生に関与し、
涙液層の形成を阻む要因になっていること、およびCChに対する外科治療が涙液層
の形成と安定化を促すことが示された。

一般口演	6	 2月8日（金）　9:20～10:20　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O40 近視矯正手術レーシック術後15年の屈折変化

稗
ひえだ

田　　牧
おさむ

1）、中村　　葉1）、脇舛　耕一2）、山村　　陽2）、木下　　茂1）、
外園　千恵1）

1）京都府医大、2）バプテスト眼科

【目的】近視矯正手術レーシックの長期的な成績をあきらかにすること。【対象と方
法】対象は2000年4月から2003年7月までバプテスト眼科クリニックにおいて正視ね
らいの近視あるいは近視性乱視矯正レーシックを施行し、15年継続して経過観察で
きた36例65眼（女性35眼、男性30眼、片眼7眼、両眼58眼、手術時年齢38±9歳、24
～ 59）である。術後1か月、1年、5年、10年、15年の自覚的等価球面度数から混合
モデルを用い、術後1か月からの屈折変化と95%信頼区間を算出した。また、裸眼
視力0.7以上の割合の推移を検討した。【結果】等価球面度数は手術前-5.63±1.97Dで
あった。術後1か月で-0.02±0.37Dとなり、その後、術後1年までの変化は-0.24（95%
信頼区間-0.49～+0.01）D、術後5年0.34（-0.59～+0.1）D、術後10年 -0.52（-0.76～
-0.27）D、術後15年-0.78（-1.02～-0.53）Dであった。裸眼視力0.7以上の割合は術後1
か月98%、術後1年97%、術後5年92％、術後10年82%、術後15年75%であった。【結
論】レーシック術後1か月以降わずかに近視化する傾向であった。術後15年では0.5D
以上の近視化が生じるが、屈折変化の年平均は0.052D（0.78D/15年）と緩徐であり、
裸眼視力0.7以上は75%で維持できていた。

O39 顆粒状角膜ジストロフィーに対するエキシマレー
ザー治療的角膜切除術後長期の追跡調査

安
やすだ

田　明
あきひろ

弘1）、輿水　純子1）、大越貴志子1）、山口　達夫1,2）

1）聖路加国際病院、2）新橋眼科

【目的】顆粒状角膜ジストロフィーのPTK術後長期経過を調査する。【方法】1995
年8月～2003年8月にVISX社製エキシマレーザー(20/20B、STAR)でPTKを行い術
後15年以上経過した85例113眼(PTK時67.7±10.9歳、現在86.6±10.8歳)の通院状況
と最終診察時の臨床所見について後ろ向きチャートレビューを行った。【結果】遺
伝子診断は11例に施行されR124H変異が7例、R555W変異が4例、他は臨床所見よ
り診断した。22例27眼(現91.9±12.1歳)は追跡不能で、追跡できた63例86眼(84.9±9.8
歳)の最終観察期間は11年4カ月だった。通院を中断した患者の理由の多くが健康上
の通院困難だった。白内障手術未施行48例61眼の等価球面度は+1.48±2.30D、矯正
視力は0.41(LogMAR0.39)、白内障術後の17例25眼は-0.10±1.47D、0.54(LogMAR0.27)
だった。56例70眼(81.4%)に再発を認め、再発形状は顆粒状混濁30眼(42.9%)、びま
ん性混濁11眼(15.7％)、照射縁混濁7眼(10.0％)、これらの混在型混濁22眼(31.4％)で、
59眼(84.3％)は視力に影響しない軽度の混濁だった。PTK再手術は6例7眼(10.0％)
に施行され再手術までの期間は平均7年11カ月、2回以上再手術を行った3眼のうち
2眼は角膜移植眼へのPTKで、1眼は最終的に再移植を行った。【結論】顆粒状角膜
ジストロフィー患者の多くが老年以降に初回PTKを施行され、再発は高率だが混
濁は軽度のため、多くの患者が生涯にわたり再手術を必要とせずに生活視力が維持
できていたと考える。

O38 機械学習による感染性角膜炎診断と病原体real-
time	PCRの意義

宮
みやざき

崎　　大
だい

1）、清水　大輔2）、清水由美子1）、魚谷　　竜1）、稲田　耕大1）、
佐々木慎一1）、井上　幸次1）

1）鳥取大、2）千葉大

【目的】人工知能技術を応用するにあたり、アルゴリズムの至適化には、モデル及
び臨床パラメータ（特徴量）の適切な選択は重要である。感染性角膜炎の診断支援
技術の確立をめざすため、重要な特徴量抽出のため、病原体real-time PCR及び臨
床所見群の重要性を評価し、構築したモデル群の診断効率を評価した。【方法】感
染性及び非感染性角膜炎症例において病原体real-time PCRを施行した347例347眼
を対象とした。対象疾患は、細菌性（definite / probable）、真菌、単純ヘルペス、
アカントアメーバによる感染性角膜炎、及び免疫性角膜炎、薬剤毒性、遷延性上皮
欠損とした。対象特徴量は、病原体real-time PCR値及び臨床的所見、塗抹、培養, 
16S r-DNA sequencingおよび薬剤使用及び反応性とし、画像データを使用せず診
断可能かを検証した。【結果】機械学習の標準的モデルであるランダムフォレスト
を用いて特徴量の重要度評価を行った結果, 最も重要な指標は抗菌薬への反応性及
び16S r-DNA量となった。診断精度は、ランダムフォレスト、非線形サポートベク
ターモデルともに良好であり、それぞれ79％、83％となった。【結論】角膜炎の自
動診断技術を確立する上で、16S-r-DNA定量PCRは、重要な客観的指標となり、精
度の高いモデル構築に重要な役割を果たす可能性がある。

O37 人工知能（AI）を用いた蛍光染色下角膜認識ア
ルゴリズム

岩
いわた

田七
ななみ

奈美1）、猪俣　武範1,2）、中村　正裕3）、藤本　啓一1）、奥村　雄一1,2）、
村上　　晶1）

1）順天大、2）順天堂大学医学部戦略的手術室マネージメント講座、3）東京大学大学院
医学系研究科　糖尿病・生活習慣病予防講座

【目的】人工知能(AI)をもちいて蛍光染色下の角膜認識アルゴリズムの開発を行う。
【方法】2015年11月から2018年7月における順天堂大学眼科ドライアイ外来に受診し
たうちの100例を無作為に抽出し対象とした。蛍光染色した前眼部画像を細隙灯顕
微鏡下にて撮影し、前眼部画像データをPCワークステーションに取り込んだ。取
り込んだ蛍光前眼部画像を二つの識別アルゴリズム（色空間フィルタリング・サポー
トベクターマシン(SVM)）を用いて、角膜の認識を行うアルゴリズムを比較検討し
た。まず角膜の存在する画像と存在しない画像のセットを作成した。次に認識領域
を定義し、認識領域内に角膜が全て含まれるかどうかについて、認識精度として感
度および特異度を算出した。【結果】従来の瞳孔認識アルゴリズムである色空間フィ
ルタリング法では蛍光画像における角膜位置の認識精度は感度40%、特異度80％で
あった。一方、SVMを用いた線形識別アルゴリズムを使用した場合、認識精度は
感度95%, 特異度 98%と、色空間フィルタリング法の精度を上回った。【結論】SVM
を用いた機械学習にて角膜を高精度に認識することが可能となった。本技術を用い
ることで、前眼部画像に対しディープラーニングを行い、角結膜上皮障害解析アル
ゴリズムを創出することが可能となる。

O36 機械学習を用いた円錐角膜の診断能の検討（第2
報：スクリーニングとしての有用性）

神
かみや

谷　和
かずたか

孝1）、綾塚　祐二2）、加藤　雄大2）、藤村芙佐子2）、庄司　信行3）、
森　　洋斉4）、宮田　和典4）

1）北里大・医療衛生、2）クレスコ、3）北里大、4）宮田眼科

【目的】近年機械学習を初めとする人工知能による画像診断が注目されているが、
いずれも網膜疾患や緑内障診断が主体であり、前眼部における人工知能の応用は十
分でない。昨年我々は、前眼部光干渉断層計(OCT)とディープラーニングを用いた
円錐角膜の病期別診断能を第1報として報告した（2018臨眼）。今回は、前眼部OCT
の各単一画像学習によるスクリーニングテストの有用性を検証した。【対象と方法】
円錐角膜と診断され、前眼部OCT（CASIA, Tomey社）が撮像可能であった304眼
を対象とし、年齢をマッチングした正常眼239眼を対照とした。合計543眼を5グルー
プに分け、4グループの角膜前後面曲率、高さ、角膜厚、全屈折力のカラーコード
マップを用いてConvolutional Neural Networkにより機械学習（プラットフォー
ム: Pytorch、ネットワークモデル: ResNet18）を行った後、残り1グループに対し
てスクリーニングテストを行い、分割交差検証によって医師による診断との正確度
を検討した。【結果】角膜後面高さの単一画像学習による正確度は99.3％と最も高く、
次いで後面曲率99.1％、前面高さ98.3％、全屈折力98.2％、角膜厚97.8％、前面曲率
97.6％と良好な結果が得られた。【結論】ディープラーニングによって前眼部OCT
の単一画像においても、97.6％～99.3％の正確度が得られ、円錐角膜のスクリーニン
グテストとして有用であった。特に角膜後面高さ情報は有用性が高いことが示唆さ
れた。

AI・臨床研究：Artificial	intelligence-
Clinical	research

座長： 宮田　和典（宮田眼科病院）

 O36 神谷　和孝（北里大・医療衛生）

 O37 岩田七奈美（順天大）

 O38 宮崎　　大（鳥取大）

 O39 安田　明弘（聖路加国際病院）

 O40 稗田　　牧（京都府医大）

一般口演	7	 2月8日（金）　10:20～11:10　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O45 ビタミンA欠乏症が原因と考えられた小児の角
膜混濁の3例

薗
そのだ

田　直
なお

央、岡本　真奈、細谷　友雅、五味　　文
兵庫医大

【緒言】ビタミンA(VitA)欠乏症は今日の日本では極めて稀な疾患である.VitA欠乏
症が原因と考えられた小児の角膜混濁を経験したので報告する.【症例1】4歳男児.1ヶ
月前からの左眼充血,角膜混濁を主訴に受診.左眼の角膜上皮欠損と実質混濁,右眼は
点状表層角膜症を認めた.抗菌薬点眼に反応せず,経過中に極度の偏食が判明し,血清
VitA濃度の低下を認めた.VitA投与で速やかに角膜病変は改善したが角膜不正乱視
が残存した.【症例2】9歳男児.羞明による開瞼困難を主訴に受診.両眼の眼球乾燥症,
点状表層角膜症,角膜中央部に上皮欠損を伴う混濁を認めた.偏食のため近医小児科
でビタミン剤を処方されていたが,血清VitA濃度の低下を認めた.VitA剤の内服を
増量し角結膜病変は速やかに改善した.【症例3】5歳男児.左角膜混濁で近医より紹
介.両眼の眼球乾燥症と右眼の角膜混濁,左眼の角膜潰瘍と前房蓄膿を認めた.問診で
極度の偏食が判明し,血清VitA濃度の低下を認めた.眼脂培養から肺炎球菌が検出さ
れ,細菌性角膜炎合併と考えられた.抗菌薬点眼とVitA投与,市販のVitA配合点眼薬
で角結膜病変は速やかに改善した.【孝按】VitA投与により短期間で改善を得られた
ことから,VitA欠乏症に伴う角膜潰瘍,角膜混濁,眼球乾燥症と診断した.また3症例
とも発達障害を有する男児でいずれも極度の偏食であった.原因不明の小児の角膜
混濁をみたらVitA欠乏症も鑑別に挙げ,問診で食生活や偏食の有無を聴取すること
が重要である.

O44 家族性LCAT欠損症とFish	eye	diseaseにお
ける視機能の検討

小
おの

野　　喬
たかし

1,2）、岩崎　琢也1）、永田　有司1）、木下　雄人1）、湯川　知恵1）、
森　　洋斉1）、子島　良平1）、宮田　和典1）

1）宮田眼科、2）東京大

【目的】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
とFish eye diseaseはLCAT遺伝子異常により角膜実質にびまん性混濁を生じる
類縁疾患である。今回、両疾患が視機能に与える影響を検討した。【方法】家族性
LCAT欠損症とFish eye diseaseの症例を対象とした。診療録より後ろ向きに矯正
視力(logMAR)、角膜乱視、前方散乱について年齢と性別をマッチさせた対照群と
比較した。前方散乱はC-Quant(Oculus)を用いてStray light値log(s）で評価した。
また、CSV-1000(Vector vision)を用いてコントラスト感度を評価した。【結果】対
象は4例8眼。家族性LCAT欠損症が1例、Fish eye diseaseが3例であり平均年齢は
64.0±3.2歳、全員が女性であった。矯正視力は0.017±0.08、角膜乱視は1.13±0.69D
であり、対照群（61.8±5.4歳）と差は無かった。前方散乱は2.25±0.32であり、対照
群（0.76±0.45）と比較して増加していた（p=0.007）。コントラスト感度は、8眼中
7眼で明所での高周波数における低下を認めた。【結論】同一遺伝子の異常で発症す
る家族性LCAT欠損症とFish eye diseaseでは、矯正視力は良好だが前方散乱が増
加し、コントラスト感度は低下する。

O43 三叉神経麻痺と顔面神経麻痺合併例に大腿被覆神
経移植を行った2例

横
よこくら

倉　俊
しゅんじ

二1）、針谷　威寛1）、小林　　航1）、館　　正弘2）、中澤　　徹1）

1）東北大、2）東北大　形成外科

【緒言】三叉神経麻痺と顔面神経麻痺を合併した症例では、兎眼を改善しても角膜
上皮障害が改善せず、角膜移植の成功率も低い。角膜カンファランス2017において、
我々は大腿腓腹神経移植を行った症例を報告したが、今回同症例に深層層状角膜移
植(DALK)を行い、更に別の1例にも大腿腓腹神経移植を行ったので報告する。【症
例と経過】症例1は小脳橋角部腫瘍術後の25歳男性。2016年4月に左眼への大腿被覆
神経移植とアンダーセン手術を当院形成外科と合同で行った。角膜中央部の知覚は
術後5mmで経過した。中央部の角膜瘢痕改善のため初回手術1年10か月後にDALK
を施行した。DALK後3か月目で、矯正視力は0.5(術前0.06)まで改善しており、重篤
な合併症は認められていない。症例2は聴神経腫瘍術後の60歳女性。2017年5月に同
様の手術を行った。術後角膜中央部の知覚は5mmで経過しているが、角膜中央にあっ
た沈着性混濁が下方に移動し、矯正視力は0.5(術前0.04)まで改善した。【考察】大腿
腓腹神経移植後は術後3か月程度でステロイド点眼を中止したが、2症例とも結膜充
血の再発は認められなかった。移植された神経を介した神経栄養因子の伝達が改善
しているためと考えられたが、角膜知覚は大幅には改善しておらず、神経遠位端の
角膜への縫着方法には検討の余地があると考えられた。【結語】大腿被覆神経移植は、
三叉神経麻痺性角膜障害の有効な治療法となりうる。

O42 脊髄小脳変性症における前眼部光干渉断層計及び
生体共焦点顕微鏡を用いた角膜の解析

江
えぐち

口　麻
まみ

美、大家　義則、谷渕ほなみ、西田　幸二
大阪大

【緒言】前眼部光干渉断層計（OCT）及び生体共焦点顕微鏡を用いて角膜を解析し
た脊髄小脳変性症の症例を報告する。

【症例】症例1は71歳男性、脊髄小脳変性症（多系統萎縮症）を合併。細隙灯顕微鏡
検査では右眼帯状角膜変性(BSK)、内皮スペキュラで両眼dark areaを認め、細胞密
度は右眼測定不能、左眼は1043cells/mm2であった。矯正視力は右眼が0.5、左眼0.7
であった。OCTでは中心角膜厚は右眼568μm、左眼532μmであり、右眼に角膜
不正乱視を認めた。右眼BSKに対して治療的角膜切除術を施行。術後6年時点での
生体共焦点顕微鏡検査では上皮下神経叢の消失及び実質全層のケラトサイト消失を
認めた。症例2は72歳女性、脊髄小脳変性症（皮質性小脳萎縮症）を合併しており、
左眼再発性上皮びらんの既往がある。矯正視力は両眼0.2であった。細隙灯顕微鏡
検査では両眼角膜後面の高輝度反射、デスメ膜皺襞を認めた。内皮スペキュラでは
dark areaを認め、細胞密度は右眼1897cells/mm2、左眼820cells/mm2と低下してい
た。OCTでは中心角膜厚が右眼500μm、左眼497μmであり、上下非対称の角膜不
正乱視を認めた。生体共焦点顕微鏡検査では上皮下神経叢の減少や実質全層のケラ
トサイトの消失を認めた。

【考按】脊髄小脳変性症患者の角膜において内皮細胞密度減少、角膜不正乱視、上
皮下神経叢の減少、角膜全層のケラトサイトの消失を認めた。脊髄小脳変性症では
これらの角膜異常がみられる可能性がある。

O41 巨大な角膜線維腫の一例

藤
ふじた

田あさひ、吉田　絢子、豊野　哲也、牛久　哲男、宮井　尊史
東京大

【緒言】角膜線維腫の報告は極めて稀で、3例の症例報告があるのみである。今回我々
は巨大な角膜線維腫の症例を経験したため、報告する。【症例】55歳男性で、14年
前に右眼網膜剥離に対し、前医にて複数回の硝子体手術を受けていた。最後の手術
ではシリコンオイルを留置され、その頃から無光覚であった。2018年6月7日に右眼
の腫瘤及び異物感を主訴に当院初診。半年前から角膜表面に白い点状の病変が生じ、
徐々に拡大し癒合してきたとのことだった。眼圧は54 mmHgと高値であった。細
隙灯顕微鏡検査では11 mm x 9 mmの大きさの表面平滑で、角膜表面から垂れ下が
る形状の腫瘤を認めた。前房内に乳化したシリコンオイルを認めた。前眼部OCT
にて角膜上皮と実質の間に高輝度の信号を認めた。異物感のため、2018年7月3日に
右眼角膜腫瘤切除術を施行した。腫瘤は弾性があり、実質と境界明瞭だった。病理
標本では上皮下に線維芽細胞を伴って疎な膠原線維の増生を認め、角膜線維腫と診
断された。術後6日目に角膜の上皮化を認め、異物感は消失した。術後100日目時点
で腫瘤の再発や症状の再燃等は認めていない。【考案】既報では最大3mm程度の大
きさの報告しかないため、今回の症例の腫瘤は巨大であった。原因としてシリコン
オイルの上皮下への迷入なども考えられたが、術中観察では実質に損傷はなく、ま
た炎症を示唆する所見も乏しく線維腫の原因は不明である。

症例報告①：Case	report	1

座長： 近間泰一郎（広島大）

 O41 藤田あさひ（東京大）

 O42 江口　麻美（大阪大）

 O43 横倉　俊二（東北大）

 O44 小野　　喬（宮田眼科）

 O45 薗田　直央（兵庫医大）

一般口演	8	 2月8日（金）　15:55～16:25　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O50 角膜穿孔の閉鎖にシアノアクリレートが有効で
あった2例

永
ながた

田　有
ゆうじ

司、子島　良平、木下　雄人、森　　洋斉、岩崎　琢也、
宮田　和典
宮田眼科

【緒言】角膜穿孔の治療に生体接着剤であるシアノアクリレートを用いた2例を報告
する。【症例】症例1は31歳女性、右眼の流涙・眼脂を主訴に受診した。矯正視力は
手動弁、角膜中央に細胞浸潤を伴う潰瘍および前房蓄膿を認め、細菌性角膜炎と診
断した。抗菌薬点眼・軟膏により角膜炎は改善したが、潰瘍部の菲薄化が徐々に進
行し第19病日に角膜穿孔を来し、前房が消失した。第25病日にシアノアクリレート
を用いた角膜瘻孔閉鎖術を行い術後にソフトコンタクトレンズを装用したところ、
術翌日より徐々に前房が形成された。術後50日目には矯正視力は（0.6）まで改善し、
穿孔部の角膜厚は161μmとなった。症例2は19歳男性、角膜ヘルペスと眼瞼内反の
既往があり幼少時から角膜上皮障害を繰り返していた。右眼の痛み・視力低下を主
訴に受診し矯正視力は(0.1)、右眼角膜中央が穿孔し虹彩が陥頓、前房水が漏出して
いた。ソフトコンタクトレンズを装用し保存的に経過観察したが穿孔創が閉鎖しな
かったため、第5病日にシアノアクリレートを用いた角膜瘻孔閉鎖術を行い、術後
にコンタクトレンズを装用した。術翌日には前房が形成され、術後9日目には前房
水の漏出は止まっていた。術後7か月目の矯正視力は(0.4)まで改善し、穿孔部の角
膜厚は473μmとなった。2例とも術後に角膜の上皮化を認め、シアノアクリレート
は自然に脱落した。【結論】シアノアクリレートは角膜穿孔の治療に有用であった。

O49 非典型的な角膜混濁を呈したアミオダロン角膜症
の1例

井
いのうえ

上　英
ひでのり

紀1）、白石　　敦2）

1）済生会松山病院、2）愛媛大

【目的】アミオダロン角膜症は、アミオダロンが角膜上皮に沈着し渦状の角膜混濁
を呈する。今回我々は非典型的な角膜混濁を呈したアミオダロン角膜症の観察に生
体共焦点顕微鏡が有用であった症例を経験したので報告する。【方法】症例は73歳
男性、近医で数年前から進行する両眼の角膜混濁を指摘され、愛媛大学附属病院に
紹介となった。不整脈に対してアミオダロン内服中であった。細隙顕微鏡検査で両
眼の角膜中央やや下方に渦状の混濁を認め、アミオダロン角膜症が疑われた。一方、
渦状混濁に沿うような原因不明の斑状混濁を同時に認めたため、生体共焦点顕微鏡
で混濁部位を観察した。【結果】渦状の混濁については、生体共焦点顕微鏡で角膜
上皮細胞内に高輝度の沈着物を認め、アミオダロン角膜症による混濁であった。一方、
角膜上皮基底膜の凸凹不正を認め、斑状の混濁部位では不正な上皮基底膜の陥凹し
た部分に高輝度な沈着物が集積した角膜上皮細胞が観察され、アミオダロンの沈着
した上皮細胞の集塊であると推測された。不正な角膜上皮基底膜は、角膜上皮基底
膜ジストロフィーの所見であり、角膜上皮細胞の不均一な集積が、斑状の混濁を呈
した原因と考えられた。【結論】角膜上皮基底膜ジストロフィーに発症した非典型
的なアミオダロン角膜症の1例を経験した。細胞レベルで観察可能な生体共焦点顕
微鏡は、角膜混濁の詳細な情報を得るのに有用なツールであることが示唆された。

O48 DSAEK術後接着不良による摘出移植片の組織染
色で内皮細胞形態を観察できた一例

奥
おくむら

村　峻
たかひろ

大1）、福岡　秀記2）、向井　規子1,2）、堀切　智子2）、脇舛　耕一2,3）、
松本佳保里2,3）、吉川　大和1,2）、田尻　健介1）、池田　恒彦1）、外園　千恵2）

1）大阪医大、2）京都府医大、3）バプテスト眼科

【緒言】移植片の接着不良を繰り返し移植片不全となった角膜内皮移植術（以下
DSAEK）症例の摘出移植片の組織染色を行ったので報告する。【症例】76歳女性。
既往歴として右眼網膜剥離、黄斑円孔に対し硝子体茎顕微鏡下離断術、右眼内レ
ンズ落下に対し眼内レンズ縫着術がなされている。複数回の手術により右眼水疱性
角膜症をきたし、他院にて2017年12月にDSAEKが施行された。術翌日、移植片の
前房内落下が認められたため、同日に前房内空気置換が行われた。術4日後、再度
移植片の前房内落下を認め、再度前房内空気置換が行われ、移植片縫合も追加さ
れた。術17日後に京都府立医科大学附属病院眼科を紹介受診された。初診時矯正視
力は(0.01)、接着不良による移植片不全と診断した。再接着が期待できないため再
DSAEKを施行した。術後部分的な接着不良を認め、術4日後に前房内空気置換を行
い良好な接着を得た。当科最終受診まで移植片の接着は良好であり矯正視力は(0.08)
である。摘出した移植片のアリザリン染色では、移植片の角膜内皮細胞は全体にモ
ザイク状に減少しており細胞密度は12個/mm2であった。【結論】接着不良であった
移植片の内皮細胞染色により細胞数の著明な減少を認め、複数回の前房内空気置換
を含む不適切な手技が原因である可能性が考えられた。

O47 角膜ケロイドの切除前後における角膜形状変化

戸
とだ

田良
りょうたろう

太郎1）、近間泰一郎1）、出口香穂里1）、井之川宗右1）、馬場　太郎1）、
宍道紘一郎1）、中村　友美2）、木内　良明1）

1）広島大、2）済生会呉病院

【目的】角膜ケロイドは、病理学的に線維腫/粘液腫に分類される稀な疾患である。
コラーゲン線維の増生により角膜形状変化が生じるが、角膜形状解析を行った報告
はない。今回、前眼部光干渉計を用い角膜形状解析を行い切除前後で比較した。【方
法】対象は当院を受診し角膜ケロイドと診断された4例4眼（男性1名、女性3名、平
均年齢59.6±29.5歳）である。CASIA（トーメー社）を用いて手術前のAxial power 
mapのパターン分析を行った。また、手術前後の角膜全屈折力（D）、角膜全高次収
差（μm）を比較し、角膜エレベーションは角膜前面後面それぞれの高低差を手術
前後で比較した。切除標本は病理組織学的検討を行った。【結果】全例で病理学的
にαSMA陽性筋線維芽細胞の増生があった。病変部位は角膜傍中心が3例、周辺部
は1例だった。Axial power mapは、全例で病変部は局所的に突出し、カップリン
グ効果で対側が平坦化し、角膜中央は非対称パターンを呈した。角膜全屈折力、角
膜全高次収差は手術前後（それぞれ49.6±7.14、44.7±3.13、6.96±3.24、1.21±1.12）
で改善した。エレベーションは、手術前後（前面：42.3±21.1、6.25±4.11、後面：
51.5±35.3、22.0±30.1）で改善し、手術前の後面の沈下が大きかった。【結論】角膜
ケロイドは、局所的な瘢痕収縮により角膜前後面の形状に影響を及ぼす。

O46 酒さ性角膜炎とマイボーム腺関連角膜上皮症の比
較

皆
みなもと

本　　瑛
あきら

、近間泰一郎、戸田良太郎、井之川宗右、出口香穂里、
木内　良明
広島大

【目的】酒さ性角膜炎およびマイボーム腺炎関連角膜上皮症(MRKC)はともに、角膜
浸潤による視機能低下をきたしうる疾患であるが、区別が困難なことが知られている。
今回、酒さ性角膜炎とMRKCの臨床像、治療後経過について比較検討した。【方法】
対象は広島大学病院眼科外来で、酒さ性角膜炎と診断した3例とMRKCと診断した
9例。臨床像、治療内容、治療後経過について比較検討した。【結果】酒さ性角膜炎
は平均年齢48.0±8.4歳、男女比は1:2であり、眼瞼炎は全例両眼性であったが、角膜
炎は全例片眼性であった。顔面正中部に皮膚所見が見られた。MRKCは平均年齢
28.1±17.6歳、男女比は3:6であり、眼瞼炎は両眼性が7例、片眼性は1例、1例は眼瞼
炎の所見はなかった。角膜炎は7例で両眼性、3例で片眼性、7例で血管侵入および3
例で角膜隆起性変化が見られた。6例で麦粒腫の既往があったが、顔面に皮疹はなかっ
た。両疾患ともに抗菌薬の局所点眼に加え、抗菌薬の内服で眼瞼炎は軽快し、角膜
実質の浸潤も消退した。【結論】酒さ性角膜炎と診断した症例では皮膚症状を呈し、
角膜炎は片側性が多かったのに対して、MRKCでは、顔面の皮疹は見られず角膜炎
は両眼性が多かった。しかし、酒さ性角膜炎の診断に重要な顔面の皮疹は眼症状に
先行しない場合も多く、発症直後における両疾患の鑑別は困難であり、長期的な経
過観察が必要である。

症例報告②：Case	report	2

座長： 相馬　剛至（大阪大）

 O46 皆本　　瑛（広島大）

 O47 戸田良太郎（広島大）

 O48 奥村　峻大（大阪医大）

 O49 井上　英紀（済生会松山病院）

 O50 永田　有司（宮田眼科）

一般口演	9	 2月8日（金）　16:25～16:55　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O52 Role	of	lipid	metabolites	during	corneal	
wound	healing	by	LC-MS	lipidomics

Mamoru Ogawa1,2）、Yousuke Isobe2）、Tomoaki Ishihara2）、 
Yuichi Uchino1）、Kazuo Ttsubota1）、Makoto Arita2）

1）Keio Univ.、2）RIKEN Center for Integrative Medical Sciences, Lab. for 
Metabolomics

Lipid mediators play important roles in regulating inflammatory responses and 
tissue homeostasis in the eye. Polyunsaturated fatty acid-derived lipid mediators 
that are locally produced by 12/15-lipoxygenase (12/15-LOX), are reported to 
be protective against cornea epithelial cell damage. In this study, we aim to 
determine comprehensive lipid mediator profiles by using LC-MS/MS-based 
mediator lipidomics platform and also aimed to identify major cell types express 
12/15-LOX and potentially produce protective lipid mediators in the eye. We 
conducted comprehensive analysis  by LC-MS/MS system that is capable of 
simultaneous measurement of more than 500 fatty acid metabolites with high 
sensitivity. 12/15-LOX-derived metabolites were abundantly present in the eye. 
Also cyclooxygenase (COX)-derived products such as prostaglandins were clearly 
detected, and of interest, the levels of COX metabolites were significantly reduced 
in 12/15-LOX knockout mice as compared to the wild types. Prostaglandins are 
known to be important regulator of inflammation. The results indicate there 
might be a functional interaction between 12/15-LOX and COX pathways that 
may contribute to eye homeostasis.

O51 眼瞼皮膚、結膜嚢、マイボーム腺のマイクロバイ
オーム

鈴
すずき

木　　智
とも

1）、須谷　尚史3）、中井　浩子1,2）、白鬚　克彦3）、木下　　茂4）

1）京都市立病院、2）京都府医大、3）東京大学　定量生命科学研究所、4）京都府医大　感
覚器未来医療学

【目的】我々は、これまで培養検査を用いてマイボーム腺の起炎菌の検討を重ね、
加齢に伴う起炎菌の変化を報告してきた。今回は、DNAシーケンスを用いて眼瞼
皮膚、結膜嚢、マイボーム腺のマイクロバイオームについて検討した。【方法】対
象は、眼・皮膚疾患の無い健常な男女24例（20-35歳の男女各6例、60-70歳の男女各
6例）。片眼の1)下眼瞼皮膚擦過物、2)下眼瞼結膜嚢擦過物、3）下眼瞼マイボーム
腺分泌脂を採取し、-20℃で凍結保存した。のちに、検体から DNA を抽出し、細菌
叢解析は16S rRNA法により行った。シークエンシングには MiSeq（Illumina）を、
配列データの解析には Qiime を使用した。【結果】健常者ではマイボーム腺開口部
は皮膚にあるが、マイボーム腺の細菌叢は皮膚とは様相が異なり、結膜嚢と酷似し
ていた。細菌叢は年齢層によって大きく異なり、高齢者では多様性が低下すること
が明らかとなった。性差は明らかではなかった。【結論】眼瞼皮膚、結膜嚢、マイボー
ム腺における細菌叢の加齢性変化がマイボーム腺の脂質代謝や眼表面の恒常性に影
響している可能性が考えられた。

O51 Microbiome	of	the	meibum	and	the	
ocular	surface	in	healthy	subjects

Tomo Suzuki1,2），Takashi Sutani3），Hiroko Nakai1,2），Katsuhiko Shirahige3），Shigeru Kinoshita4）

1）Department of Ophthalmology, Kyoto City Hospital Organization, Kyoto, Japan，2）Department of Ophthalmology, 
Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan，3）Laboratory of Genome Structure and Function Institute 
for Quantitative Biosciences, The University of Tokyo, Tokyo, Japan，4）Department of Frontier Medical Science 
and Technology for Ophthalmology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan.

【PURPOSE】 In this study we comprehensively investigated the microbiome of 
meibum, and the ocular surface using DNA sequence.

【METHOD】 Twenty-four healthy subjects were enrolled; 6 males and females 
aged 20 to 35 years old, 6 males and females aged 60 to 70 years old, respectively. 
From one eye in each subject, the following three swab specimens were collected 
and then stored at -20°C: 1) a swab of the lower-eyelid skin, 2) a swab of the lower 
conjunctival sac, and 3) a swab of the lower-eyelid meibum. Later, DNA was 
extracted from the specimen, and the microbiome analysis was carried out based 
on the 16S rRNA method. MiSeq System (Illumina®) was used for sequencing and 
Qiime was used for analysis of sequence data.

【RESULTS】 In healthy subjects, the meibomian gland orifices is on the skin, 
however the microbial flora of the meibum is different from the skin, rather, it is 
similar to that of conjunctival sac. It alters according to aging and the diversity 
decreases in the elderly. The sex difference was not clear.

【CONCLUSION】 The age-related changes of microbiome may be affecting lipid 
metabolism of the meibomian glands and homeostasis of the ocular surface.

O52 角膜創傷治癒における脂質代謝物の関わりと質量
分析装置を用いた脂質網羅的解析

小
おがわ

川　　護
まもる

1,2）、磯部　洋輔2）、石原　知明2）、内野　裕一1）、坪田　一男1）、
有田　　誠2）

1）慶應大、2）理化学研究所メタボローム研究チーム

脂質代謝物はシグナル分子として炎症応答や組織恒常性に重要な役割をしている。
例えば多価不飽和脂肪酸から12/15-lipoxygenase リポキシゲナーゼ（12/15-LOX）
によって誘導されるリポキシンA4, プロテクチンD1は眼球表面の障害に対しても防
御的に働くことが知られている。この研究では液体クロマトグラフィー・質量分析
装置LC-MS/MSを用いた眼球における脂肪酸代謝物の包括的な測定を行い、特に
12/15-LOXの発現が高い細胞を特定し、さらに眼球障害モデルを用いることで脂肪
酸代謝物の眼球特異的な挙動を捉えることを目的としている。
我々は眼球角膜上皮欠損モデルを作成し、経時的な上皮回復過程を観察することで
評価系を確立し、12/15-LOXノックアウトマウスにおいて創傷治癒が遅延するこ
とを確認した。さらにLC-MS/MSシステムを用いて脂肪酸代謝物の解析を行った。
12/15-LOX由来の代謝物は眼球において豊富であり、時間依存的に変動があること
がわかった。またプロスタグランジンなどのCyclooxygenaseシクロオキシゲナー
ゼ（COX）によって誘導される代謝産物は正確に検出され、興味深いことに12/15-
LOXノックアウトマウスにおいてCOX代謝産物は野生型に比べ有意に減少していた。
プロスタグランジンは炎症における重要な制御因子として知られている。これらの
結果は眼表面の恒常性への寄与において、12/15-LOXとCOX代謝経路の間に機能
的な相互作用がある可能性を示唆している。

精選演題①：Selected	paper	in	English	1

座長： 内野　裕一（慶應大）

 O51 鈴木　　智（京都市立病院）

 O52 小川　　護（慶應大）

 O53 有田　玲子（伊藤医院）

 O54 清水　映輔（慶應大）

 O55 鈴木　孝典（慶應大）

一般口演	10	 2月9日（土）　9:10～10:00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都 西館4階　瑞穂北）
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O55 造血幹細胞移植後のドライアイと視機能の変化に
関する検討

鈴
すずき

木　孝
たかのり

典、小川　葉子、清水　映輔、伊藤　賀一、明田　直彦、 
内野　美樹、西條裕美子、栗原　俊英、坪田　一男
慶應大

【緒言】近年、近視は増加傾向にあり、その対策は社会的な重要課題となっている。
近視化の要因のひとつとして、systemic lupus erythematosus, リウマチを含む自己
免疫疾患やアレルギーなどの炎症性疾患が報告されている。

【目的】造血幹細胞移植（HSCT）後の慢性移植片対宿主病（GVHD）によるドライア
イ（DED）と屈折度の変化の検討し、慢性炎症との関連性を追究することを目的と
した。

【方法】造血幹細胞移植後の慢性GVHD関連DEDと屈折度の変化をレトロスペクティ
ブに検討した。2018年２月までに慶應義塾大学病院眼科ドライアイ外来を受診した
造血幹細胞移植後の18歳以上40歳以下のDED新規発症例21例（平均27.81歳）を対象
とし、DED未発症例11例（平均25.36歳）を対照とした。

【結果】DED発症群において有意に近視化が認められた。近視化はDED発症例の
65%に（DED発症から近視化までの平均期間6カ月）、DED未発症例の13%に認めら
れた（p<0.05:カイ2乗検定）。

【結語】GVHD関連ドライアイ発症前後に近視化を認める症例を高頻度に認め、慢
性炎症、角膜障害等の因子が関与する事が示唆された。

O54 Conjunctival	microflora	in	human	ocular	
chronic	graft-versus-host	disease

Eisuke Shimizu，Yoko Ogawa，Mio Yamane，Miki Uchino，
Yumiko Saijyo，Mizuka Kamoi，Masaki Fukui，Kazuo Tsubota
Keio Univ.

【Purpose】Evidence shows that the status of microbiota in mucous membrane 
relates to several diseases as infections and autoimmune diseases. However, 
in the area of Ophthalmology, this field has not been discovered yet. Purpose 
of this study is to evaluate the character of the human conjunctival microflora 
and to investigate its impact to ocular clonic graft-versus-host disease (cGVHD). 

【Method】The conjunctival microorganism was cultivated using a cotton swab 
and the conventional culture-based method.  32 GVHD, 28 nonGVHD, and 20 
control samples were collected.Result: The bacterial detection was significantly 
high in the GVHD compared to nonGVHD and control (all P ＜ 0.01). Also, 
significantly high risk ratio (RR) in the bacterial detection was observed in the 
GVHD compared to nonGVHD and control (RR=2.29, 2.38. P ＜0.01). Moreover, a 
strong correlation was found between the numbers of detected species and the 
ocular cGVHD severity score (P ＜ 0.01. r=0.50). 【Conclusion】Ocular surface 
microflora in GVHD was more complex in diversity compared with that in 
nonGVHD and control. Also, the ocular cGVHD severity score was considered to 
reflect the diversity of the conjunctival microflora.

O53 地域住民健診（平戸度島検診）からわかったマイ
ボーム腺機能不全とドライアイの相違点

有
ありた

田　玲
れいこ

子1,2）、溝口　尚則2,3）、川島　素子2,4）、福岡　詩麻2,5）、
高　　静花2,6）、白川　理香2,7）、鈴木　　崇2,8）、森重　直行2,9）

1）伊藤医院、2）LIME研究会、3）溝口眼科、4）慶應大、5）大宮はまだ眼科西口分院、6）大
阪大、7）東京大、8）東邦大大森、9）大島眼科病院

【目的】平戸度島検診において、マイボーム腺機能不全（MGD）とドライアイ（DE）
の有病率やリスクファクターから両者の類似点、相違点を評価すること【方法】対
象は長崎県平戸市度島の全島民のうち6歳以上の616人。全身疾患、ライフスタイル、
眼症状について問診し、MGD/ DE関連パラメータを評価し、有病率、リスクファ
クターを解析した。MGDとDEの有病率の年齢/性別曲線をGAM3次スプライン曲
線で求め、因子分析でMGDとDEの構造的関係を解析した。【結果】解析可能だっ
たのは356人(男性133人 , 女性223 人、平均年齢55.5 ± 22.4歳 )。MGDの有病率は
32.9％、DEの有病率は33.4％だった。MGDのリスクファクターは男性（オッズ比(OR), 
2.42）、年齢（OR, 1.53）脂質降下薬内服（OR, 3.22）。DEのリスクファクターは女
性（OR, 3.36）、コンタクトレンズ装用（OR, 2.84）、結膜弛緩症（OR, 2.57）、眼瞼
縁異常所見（OR, 3.16）だった。MGD有病率は男性が高いが、DEの有病率は女性
が高かった。MGD/DEに関する16因子の因子分析でMGDとDEは独立した疾患で
あることが推測された（因子間相関係数, -0.017）。【結論】MGDとDEは頻度の高い
疾患であり、その症状は非常に類似しているが、疫学的にも病態的にもMGDとDE
は異なることが示唆された。

O53 Similarities	and	differences	between	meibomian	gland	
dysfunction	and	dry	eye	based	on	a	Population-based	study

Reiko Arita1,2），Takanori Mizoguchi2,3），Motoko Kawashima2,4），Shima Fukuoka2,5），
Shizuka Koh2,6），Rika Shirakawa2,7），Takashi Suzuki2,8），Naoyuki Morishige2,9）

1）Itoh Clinic，2）LIME Working Group，3）Mizoguchi Eye Clinic，4）Keio Univ，5）Omiya Hamada 
Eye Clinic，6）Osaka Univ，7）Tokyo Univ，8）Toho Univ Oomori Hospital，9）Oshima Eye Hospital

【PURPOSE】To evaluate the prevalence and risk factors (RF) of and the relation 
between meibomian gland dysfunction (MGD) and dry eye (DE) in Japan.

【METHODS】 Participants filled in questionnaires. MG-related and tear film-
related parameters were evaluated. RF for MGD and DE were analyzed with 
univariate and multivariate logistic regression. Age-specific prevalence was 
estimated and the structural relation between MGD and DE was assessed by 
factor analysis.

【RESULTS】A total of 356 residents of Takushima Island (133 males, 223 
females) with a mean ±SD age of 55.5 ± 22.4 years (range, 6 to 96 years).
were participated. The prevalence of MGD and DE was 32.9% and 33.4%, 
respectively, with a coexistence rate of 12.9%. The RF of MGD were male 
(odds ratio [OR], 2.42), age (OR,1.53), and oral intake of lipid-lowering agents 
(OR, 3.22). The RF of DE were female (OR, 3.36), contact lens wear (OR, 2.84), 
conjunctivochalasis (OR, 2.57) and lid margin abnormalities (OR, 3.16). The age-
specific prevalence of MGD and DE differed, and factor analysis for 16 parameters 
showed that MGD and DE were independent. 

【CONCLUSION】MGD and DE are common in this population. Although their 
ocular symptoms are similar, the pathogenesis of MGD differs from that of DE.

O54 慢性眼移植片対宿主病患者における結膜細菌叢の
比較

清
しみず

水　映
えいすけ

輔、小川　葉子、山根　みお、内野　美樹、西條裕美子、
鴨居　瑞加、福井　正樹、坪田　一男
慶應大

【目的】自己免疫疾患と細菌叢に免疫学的な関連があることが知られてきている。
特に眼科領域において本分野は不明なことが多く、本研究は慢性眼移植片対宿主病 

（GVHD）患者の結膜を解析することにより、眼表面自己免疫様疾患の細菌叢変化
を検討することを目的とする。

【方法】GVHD患者群、造血幹細胞移植後でGVHDを発症していない（non-GVHD）
患者群、正常群、それぞれ32、28、20眼を対象に、滅菌スワブを用い、結膜囊の擦
過を行い、培養検査を行なった。

【結果】細菌陽性率はGVHD患者群においてnon-GVHD患者群・正常群と比較し
て有意に高く（全て P＜0.01）、細菌検出のリスク比もGVHD患者群においてnon-
GVHD患者群・正常群と比較して同様に高かった（リスク比 = 2.29・2.38. P＜0.01）。
さらに、眼慢性GVHD重症度と細菌陽性数に優位な相関を認めた（P ＜ 0.01. r = 
0.50）。

【結論】GVHD患者の結膜細菌叢はnon-GVHD患者群・正常群と比較して培養され
た細菌の陽性率や種類が多く、結膜細菌叢が眼慢性GVHD重症度に関連する可能性
が示された。

O55 Analysis	of	visual	function	of	dry	eye	disease	caused	by	chronic	graft-
versus-host-disease	after	hematopoietic	stem	cell	transplantation

Takanori Suzuki，Yoko Ogawa，Eisuke Shimizu，Yoshikazu Ito， 
Naohiko Aketa，Miki Uchino，Yumiko Saijo，Toshihide Kurihara， 
Kazuo Tsubota
Keio Univ.

【Introduction】Recently, there is an increasing number of populations in myopia worldwide, and myopia 
prevention is known as an urgent task. Although exact causes of myopia are unknown, several reports 
have suggested that myopia is related to inflammation including autoimmune and allergic diseases.

【Purpose】We explored whether chronic inflammation in chronic graft-versus-host disease (GVHD)-
related dry eye disease (DED) is associated with refractive changes before and after hematopoietic stem 
cell transplantation (HSCT) and the onset of DED.

【Method】We retrospectively investigated HSCT recipients who visited at DED outpatient clinic, Keio 
University hospital before February 2018. We selected patients between 18 and 40 years of age at the 
time of HSCT. We divided the recipients into groups: 1) newly developed DED patients after HSCT as the 
subject group, and 2) non-DED after HSCT as the control group. 21 cases correspond to the subject group 
(Mean age; 27.81 years of age). 11 cases correspond to the control group (Mean age; 25.36 years of age).

【Result】Myopic changes were observed significantly among the subject group after the development of 
DED (mean time: 6 months). It occurred in 62% of the subject group, and 18% of the control group (p<0.05: 
χsquare test). 

【Conclusion】The frequency of myopic changes in the chronic GVHD-related DED patients were 
significantly higher than that of the controls, suggesting that chronic inflammation and/or changes of 
corneal morphology in the chronic GVHD-related DED are the risk factors of myopic changes after HSCT.
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O56 An	innovative	device	to	evaluate	tear	
film	breakup	time	in	the	murine	model

Naohiko Aketa1,2），Yoko Ogawa1），Eisuke Shimizu1,2）， 
Hiroyuki Yazu1,2,3），Shigeto Shinmura1），Kazuo Tsubota1）

1）Keio Univ.，2）OUI Inc.，3）Tsurumi Univ. Dental Hospital

【Purpose】To investigate the usefulness of the innovative portable device 
named smart eye camera (SEC), which is attachable to any smartphones for 
taking images of the ocular surfaces, and can be used in specific-pathogen-free 
(SPF) environment.

【Subjects	and	Methods】Seven-week old mice were adapted in our SPF 
environment for a week, and were divided into 3 groups (5 mice each). BALB/
c mice were used as normal model. Graft-versus-host disease (GVHD) and non-
GVHD model was made by allogenic and syngeneic bone marrow transplantation. 
By using SEC and conventional slit-lamp microscope, we evaluated the tear film 
breakup time (TFBUT) in three murine models.

【Results】TFBUT measured by SEC and the conventional device were 5.2 ±
1.6 vs 5.6±1.5sec in normal model, 4.2±0.5 vs 4.0±0.7sec in non-GVHD model, and 
2.2±0.8 vs 2.4±0.6sec in GVHD model, and no statistical difference were shown. 
TFBUT of all mice evaluated by SEC and the conventional device showed strong 
positive correlation (r=0.87, P＜0.001). 

【Conclusion】The quality of our invention seems to be sufficient for practical 
use in evaluating TFBUT of the murine model and open up the great potential 
for our future translational study.

O56 マウスの眼表面所見の測定を通じたスマートアイ
カメラの有用性の検討

明
あけた

田　直
なおひこ

彦1,2）、小川　葉子1）、清水　映輔1,2）、矢津　啓之1,2,3）、 
榛村　重人1）、坪田　一男1）

1）慶應大、2）株式会社OUI、3）鶴見大学歯学部附属病院眼科

【目的】スマートアイカメラ（SEC：Smart Eye Camera）は、スマートフォンに着
脱することで眼表面所見を撮影することが可能なデバイスである。今回、ドライア
イモデルマウス（or GVHD関連ドライアイモデルマウス）を用いてその有用性を検
討した。

【方法】7週齢のマウスをSPF環境下で1週間飼育後、5匹ずつの3群（GVHDモデル
群/nonGVHD群/コントロール群）に振り分けた。これら3群に対し、SECと従来
の眼表面測定機器を用いて涙液層破壊時間を含む眼表面所見の評価を行った。

【結果】8-12週にかけて、SECを用いてマウスの眼表面所見を経時的に測定すること
ができた。また、12週齢のマウスの涙液層破壊時間をSECおよび従来機器により測
定した結果は、コントロール群で5.2±1.6 vs 5.6±1.5秒、non-GVHDモデル群で4.2±0.5 
vs 4.0±0.7秒、GVHDモデル群で2.2±0.8 vs 2.4±0.6秒であった。涙液層破壊時間は
これらの測定機器間で強い正の相関を示した（r=0.87, P<0.001）。

【結論】SECはマウスの眼表面所見の評価においては実使用に十分耐えるものであり、
今後の橋渡し研究への発展が期待される。

O57 Increase	of	glycocalyx	barrier	in	cornea	
epithelium	via	toll-like	receptor	3

Yulia Aziza1），Yuriko Ban1,3），Chie Sotozono1），Shigeru Kinoshita4）

1）Dept. of Ophthalmology, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine，2）Department of Ophthalmology, 
Faculty of Medicine, University of Indonesia，3）Kyoto Chubu Medical Center，4）Dept. of Frontier 
Medical Science and Technology for Ophthalmology, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine

【Purpose】Polyinosinic-polycytidylic acid [poly(I:C)] is a synthetic analog of 
double-stranded RNA that interacts with toll-like receptor 3 (TLR3), a pattern 
recognition receptor that plays a fundamental role in pathogen recognition and 
activation of innate immunity. Our report showed that poly(I:C) strengthened 
the tight junction and the glycocalyx barrier of corneal epithelium. Here we 
investigated glycocalyx barrier function in immortalized human corneal-limbal 
epithelial (HCLE) cells via TLR3. 【Methods】HCLE cells were cultured on 12-
mm Transwell inserts and stimulated with 25μg/ml of poly(I:C). To block TLR3, 
40μM TLR3/dsRNA Complex Inhibitor was added to the medium. After 24-hour 
stimulation, transepithelial electrical resistance (TER) was measured and mucin 1 
(MUC1), MUC16, and galectin-3 (GAL3) expression were assessed by polymerase 
chain reaction. 【Results】poly(I:C) incitement increased TER after 24-hours (p＜
0.01), yet that increase was blocked by TLR3 inhibitor (p＜0.01). MUC1, MUC16, 
and GAL3 expression increased by poly(I:C) stimulation and was inhibited via 
TLR3 (p ＜ 0.01). 【Conclusion】poly(I:C) stimulation increased the gycocalyx 
barrier of HCLE cells via TLR3.

O57 Toll-like	receptor	3を介した角膜上皮のグラ
イコカリックスバリア増強

アジザ ユリア1,2）、伴　由利子1,3）、外園　千恵1）、木下　　茂4）

1）京都府医大、2）インドネシア大学眼科、3）京都中部総合医療センター、 
4）京都府立医科大学特任講座感覚器未来医療学

【目的】Polyinosinic-polycytidylic acid [Poly(I:C)]はウイルス由来二本鎖RNAに相同
性を示す合成物でありtoll-like receptor 3 (TLR3)と反応する。TRLは病原体認識機
構であり自然免疫において重要な役割を担う。我々は以前、poly(I:C)が角膜上皮の
バリアを強固にすることを報告した。今回は、このバリア増強がTLR3を介する反
応であるかどうかについて検討した。

【方法】不死化した培養ヒト角膜上皮細胞をトランスウェル上に培養後、polyI:C  25
μg/mlで刺激した。TLR3の働きを抑えるために40μM TLR3/dsRNA Complex 
inhibitor を同時に加えた。 24時間後に、Transepithelial electrical resistance (TER)
を測定した。その後にRNAを分離し、real-time PCR法でmucin1、mucin16および
galectin-3のmRNA量を測定した。

【結果】Poly(I:C)による刺激によるTERの上昇と、mucin1, micin16およびgalectin-3 
mRNAの発現の上昇は、共にTLR3抑制薬によって抑制された。

【結論】Poly(I:C)刺激による角膜上皮のグライコカリックスバリアの増強はTLR3を
介しておこると考えられた。

精選演題②：Selected	paper	in	English	2

座長： 堀　　裕一（東邦大・大森）

 O56 明田　直彦（慶應大）

 O57 アジザ　ユリア（京都府医大）

 O58 山口　剛史（東京歯大・市川）

 O59 宮島　大河（獨協医大）

 O60 稲垣　絵海（慶應大）

 O61 上野　盛夫（京都府医大眼科）

 O62 小林　　顕（金沢大）
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O60 NAD関連代謝産物の前眼部における恒常性維持
機構の解明

稲
いながき

垣　絵
えみ

海1,2,3）、菅井恵津子1）、羽藤　　晋1）、榛村　重人1）、岡野　栄之2）、
坪田　一男1）

1）慶應大、2）慶應大　生理学教室、3）日本学術振興会

【目的】超高齢化社会を目前とし加齢に共通する因子を標的とし眼疾患を予防治療
する革新的眼疾患予防薬の確立が求められている。今回前眼部におけるNAD関連
代謝産物の恒常性維持機構について検討を行った。【方法】まず、血漿中および眼
前房水中のNAD関連代謝産物について質量分析計で測定した。次にNAD代謝改変
の影響についてヒト角膜内皮細胞セルラインを用いてNAD関連中間代謝産物を添
加あるいはNAD合成系律速酵素阻害剤添加下での代謝改変の影響をメタボローム
解析にて検討した。さらに活性酸素(ROS)を蛍光プローブで標識した実験系を用い
角膜内皮細胞におけるROS抑制効果および細胞死抑制効果について検討を行った。

【結果】質量分析を用いた検討において眼内に血中と比較して非常に高い濃度で標
的とする代謝産物が含有されることを見出した。次にNAD代謝改変の影響をメタ
ボローム解析したところ、NAD関連代謝産物添加群では優位に還元型グルタチオ
ンの増加を認めた一方でNAD合成系阻害剤添加群では酸化型グルタチオンの増加
を認めた。さらに、酸化ストレス添加下においてNAD関連代謝産物添加群では優
位にROSが抑制されていることが分かった。ex vivoのヒト角膜内皮を用いた検討
においても同代謝産物は細胞死を抑制し、角膜内皮細胞保護に寄与することを新規
に見出した。【結論】NAD関連代謝産物は抗酸化酵素として前眼部における恒常性
維持に密接に関与している可能性がある。

O59 フックス角膜内皮ジストロフィーにおけるエスト
ロゲン代謝物の役割

宮
みやじま

島　大
たいが

河1）、Geetha Melangath2）、Shivakumar Vasanth2）、Yuming Chen2）、Neha Deshpande2）、
Muhammad Zahid3）、Eleanor G. Rogan3）、Marianne Price4）、Francis Price Jr.4）、Ula Jurkunas2）

1）獨協医大、2）Schepens Eye Research Institute、3）Department of Environmental, Agricultural 
and Occupational Health, College of Public Health, University of Nebraska、4）Price Vision Group

【目的】フックス角膜内皮ジストロフィー(FECD)の女性における有病率は男性の4
倍と高い。当疾患を悪化させる原因として直接的な女性優位性を説明する根拠は報
告されておらず、本研究では不死化ヒト角膜内皮細胞を用いてエストロゲン及びエ
ストロゲン代謝物を投与することにより、角膜内皮細胞におけるその他のエストロ
ゲン代謝物・DNAダメージ・アポトーシスを観察する。これによりエストロゲン
を含むその他のエストロゲン代謝物による細胞毒性を誘導し、フックス角膜内皮ジ
ストロフィーにおける病態生理への性ホルモンの関係性を検証する。

【方法】Cell viability, apoptotic cell population by flow cytometry, LA-qPCR, 
estrogen metabolites by UPLC/MS, western blotting.

【結果】不死化角膜内皮に酸化ストレス導入剤として知られるメナダイオンとエス
トロゲン代謝物(4-OHE2)を投与した群では、細胞生存率の減少、アポトーシス陽性
細胞率の増加が非投与群と比べ有意であり、エストロゲン代謝物解析においても有
意な増加をしめした。不死化FECD細胞群は正常細胞群に比べ、4-OHE2に対する
DNAダメージが有意に増加していた。

【結論】エストロゲン代謝物と酸化ストレスによりDNAダメージ,その他のエスト
ロゲン代謝産物およびアポトーシスの増加を認めた。本研究はFECDの病態生理に
おけるエストロゲン代謝の関係性を示唆した。

O58 Association	of	iris	damage	with	reduction	in	corneal	
endothelial	cell	density	after	penetrating	keratoplasty

Takefumi Yamaguchi，Osama Ibrahim，Koji Kakisu，Aya Takahashi， 
Yukari Yagi-Yaguchi，Hayate Nakagawa，Daisuke Tomida,  
Yoshiyuki Satake，Jun Shimazaki
Department of Ophthalmology, Tokyo Dental College, Ichikawa General Hospital, Chiba, Japan

【Purpose】To evaluate the effect of iris damage on endothelial cell loss in the early phase after 
penetrating keratoplasty (PKP).

【Methods】This prospective consecutive study included 74 patients who underwent PKP 
without graft rejection during the follow up period. Endothelial cell density (ECD) was measured 
using specular microscopy at 1, 3, 6 and 12 months after PKP. Iris damage scores (IDSs) were 
determined on the basis of slit-lamp microscopy or anterior segment optical coherence tomography 
imaging. Graft survival rates were compared among the different IDSs. Using multivariate analysis, 
the factors influencing postoperative ECD were assessed, taking into consideration the presence of 
glaucoma, history of graft failure, donor age, and graft ECD as independent variables.

【Results】The graft ECD decreased from 2674±329 cells/mm2 to 2114±570 at 1 month, 1907±
629 at 3 months, 1669±738 at 6 months, and 1404±792 at 12 months (all, P<0.0001). The ECD at 12 
months was associated with IDS (β=-0.444, P<0.0001), graft ECD (β=0.309, P=0.003), and history 
of graft failure (β=-0.251, P=0.016). IDS was significantly correlated with %ECD loss at 1 month 
(r=0.427, P=0.003), at 3 months (r=0.376, P=0.002), at 6 months (r=0.301, P=0.013) and at 12 months 
(r=0.517, P<0.0001). The graft survival rates in eyes with severe iris damage were significantly 
lower than those in eyes with either no or mild iris damage (P<0.0001).

【Conclusions】Severe iris damage is associated with rapid reduction in ECD and graft 
endothelial failure after PKP.

O59 Role	of	estrogen-DNA	adducts	in	Fuchs	
Endothelial	Corneal	Dystrophy

Taiga Miyajima1）, Geetha Melangath2）, Shivakumar Vasanth2）,Yuming Chen2）, Neha Deshpande2）, 
Muhammad Zahid3）, Eleanor G.Rogan3）, Marrianne Price4）, Francis w.Price Jr.4）, Ula V. Jurkunas2）

1）Dokkyo Medical Univ.，2）Schepens Eye Research Institute，3）Department of Environmental, Agricultural 
and Occupational Health, College of Public Health, University of Nebraska，4）Price Vision Group

【Purpose】Fuchs Endothelial Corneal Dystrophy (FECD) is a late-onset 
oxidative stress disorder characterized by progressive loss of corneal endothelial 
cells. FECD has a greater incidence in women at a ratio of 4:1 suggesting possible 
role of sex hormones accounting for predominance in females. In this study, 
we investigated role of estrogen metabolites in immortalized human corneal 
endothelial cells (HCEnCs) on cytotoxicity, apoptosis, DNA damage and other 
estrogen metabolites.

【Methods】Cell viability, apoptotic cell population by flow cytometry, LA-qPCR, 
estrogen metabolites by UPLC/MS, western blotting were analyzed.

【Results】Immortalized HCEnCs treated with MN, an oxidative stress inducer, 
and catechol estrogen showed significantly decreased cell viability, increased 
apoptotic cell population and estrogen metabolites. Immortalized FECD cell lines 
showed significantly increased DNA damage to catechol estrogen compared to 
normal HCEnCs.

【Conclusion】we detected increased cytotoxicity, apoptotic cells, DNA damage 
and estrogen metabolites in immortalized HCEnCs treated with catechol estrogen 
and oxidative stress. This study highlights a possible role of estrogen metabolites 
in pathogenesis of FECD.

O60 NAD	related	metabolites	and	its	possible	
application	for	corneal	disease

Emi Inagaki1,2,3），Shigeto Shimmura1），Etsuko Sugai1），Shin Hatou1），
Hideyuki Okano2），Kazuo Tsubota1）

1）Keio University, department of Ophthalmology，2）Keio University, department 
of Physiology，3）Japan Society for the promotion of science

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) biosynthesis plays a critical role in 
the pathophysiology of many age-related diseases. However, the physiological 
importance of NAD-related metabolism in the anterior segment of the eye is not 
clear. In this study, we investigated the regulation of NAD and its metabolites 
in human corneal endothelial cells by specifically focusing on nicotinamide 
phosphoribosyl transferase (NAMPT), which is the rate limiting step in the NAD 
biosynthetic pathway. We used a human corneal endothelial cell line (B4G12), and 
measured NAD concentration and the effect of the specific NAMPT inhibitor, 
FK866. We then added the NAD-related intermediate metabolite, nicotinamide 
mononucleotide (NMN). NAD level was measured by high performance liquid 
chromatography, and the change in intracellular NAD levels was evaluated by 
metabolome analysis. Furthermore, under oxidative stress, NMN supplementation 
decreased cellular ROS levels, as detected by the CellROX fluorescent probe. In 
conclusion, NAD+ related metabolites may work as an oxidative stress scavenger 
in the anterior chamber.

O58 全層角膜移植後の角膜内皮細胞密度と虹彩損傷の
相関

山口　剛史、平山オサマ、柿栖　康二、高橋　　綾、谷口　　紫、 
中川　　迅、冨田　大輔、佐竹　良之、島崎　　潤
東京歯科大学市川総合病院眼科

【目的】全層角膜移植後の角膜内皮細胞密度 (以下ECD) と虹彩損傷の相関について
検討した。

【方法】対象は2015年から2017年に東京歯科大学市川総合病院眼科で施行した全層
角膜移植の74眼。虹彩損傷重症度は細隙灯顕微鏡か前眼部光干渉計の赤外線写真で
判定した。術後のグラフト生存期間と、術後1、3、6、12か月のECDを虹彩損傷重
症度別に比較検討した。また、虹彩損傷重症度、緑内障の既往、過去の移植片不全
の既往、ドナー年齢、グラフトECDを独立変数として、術後ECD減少との関連を
多変量解析した。

【結果】ECDはグラフトの2674±329 cells/mm2から術後1か月2114±570、3か月
1907±629、6か月1669±738、12か月1404±792と有意に減少した (全てP<0.0001)。
術後12か月ECDは虹彩損傷重症度 (β=-0.444, P<0.0001)、グラフトECD (β=0.309, 
P=0.003)と移植片不全の既往 (β=-0.251, P=0.016) と有意に相関した。虹彩損傷重症
度はECD減少率と相関した (1か月r=0.427, P=0.003、3か月：r=0.376, P=0.002、6か
月：r=0.301, P=0.013、12 か月：r=0.517, P<0.0001)。グラフト生存率は重度の虹彩
損傷眼では軽度の虹彩損傷眼に比較して悪かった (P<0.0001)。

【結論】虹彩損傷重症度は全層角膜移植後のECD減少に相関し、グラフト生存に関
与する。
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O62 新しい挿入器具NS	EndoInserterを用いた角
膜内皮移植術の臨床成績

小
こばやし

林　　顕
あきら

、横川　英明、森　奈津子、西野　　翼、杉山　和久
金沢大

【目的】DSAEK術中の角膜内皮保護を目的として、水流を用いてドナーを前房内へ
押し出す新しいデバイス（NS EndoInserter、以下NSI、HOYA社）が開発された。
今回、本デバイスを使用したDSAEKを経験したため、術後早期の臨床成績を報告
する。【対象と方法】DSAEKの原疾患により、術後の成績に差が見られることが既
に報告されているため、今回の研究では原疾患としてアルゴンレーザー虹彩切開術
後水疱性角膜症（ALI－BK）のみを対象とした。ALI－BK患者6人（男性1人、女
性5人、平均年齢78．5歳）に対してDSAEKを施行した。4例で超音波白内障手術を
併用し、1例で眼内レンズ強膜内固定を併用した。全例において、ドナー挿入にNSI
を使用した。合併症、術後視力、内皮細胞密度（術後6ヶ月）について検討した。【結
果】ドナーの直径は1例でのみ7．5ミリであり、その他は8．0ミリであった。平均
ドナー角膜厚は103．3マイクロンであり、NSIへの装填は容易であった。眼鏡矯正
視力は0．27（少数視力）から0．68へと向上した。平均角膜内皮細胞密度は2187．
2/mm2（平均角膜内皮細胞密度減少率は14．8％）と良好であった。【結論】新しい
ドナー挿入デバイスNSIはDSAEKのドナーの前房内への挿入を容易にし、ドナー
角膜内皮細胞を保護した状態でドナーを挿入できる可能性が示唆された。

O61 ヒト前房内微小環境因子プロファイルに基づく適
用医療の選別技術

上
うえの

野　盛
もりお

夫1）、藤田　智子1）、吉井　健悟2）、中野　正和2）、上原　朝子1）、
木下　　茂3）、外園　千恵1）、羽室　淳爾1）

1）京都府医大、2）京都府医大・ゲノム医科学、3）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】培養ヒト角膜内皮細胞(cHCEC)移入再生医療は移植細胞の品質に、角膜移
植は前房水内サイトカインに、その予後が左右されることを示してきた。前房内微
小環境構成因子とcHCEC亜集団の細胞分泌特性を対照させることで、両医療の適
用対象の選別技術開発に繋げる。【方法】角膜移植及びcHCEC注入施行BK患者を
対象に、術時採取前房水中のサイトカイン、miR、代謝産物を検定した。同時に、
cHCEC注入再生医療に適する高純度細胞の産生する上記因子の検定も行い、再生
医療の臨床効果に優れる細胞特性を減殺しない前房内微小環境因子プロファイルを
示す患者が選別できるか検討した。【結果】BK患者への角膜移植後3ヶ月から6ヶ月
に角膜内皮細胞密度が30%以上減少した群に対し、減少しなかった群では、多成分
解析でIFN-γ、IL-17、PDGF-bbの発現が有意に上昇していた。老化関連サイトカ
ン（SASP）発現を抑制するmiRの内、細胞注入再生医療に適するcHCECが産生す
るが、患者前房水内で減少することでSASP高進に係るmiRを同定した。本変動に
招来する代謝産物についても述べる。【結論】角膜移植医療と新規再生医療である
cHCEC細胞注入の適格性の選別に前房水中のサイトカイン、miRNA、代謝産物プ
ロファイルが活用の可能性が示唆された。病態増悪におけるこれら因子を介する細
胞協調の関与の可能性も示唆された。

O61 Anterior-chamber	ambient	soil	factors	as	prognostic	
biomarkers	in	patients	with	bullous	keratopathy

Morio Ueno1），Tomoko Fujita1），Kengo Yoshii2），Masakazu Nakano2），
Asako Uehara1），Shigeru Kinoshita3），Chie Sotozono1），Junji Hamuro1）

1）Kyoto Prefectural Univ. of Medicine，2）Div. of Genomic Medical Sciences, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine， 
3）Dept. of Frontier Medical Science and Technology for Ophthalmology, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine

【Purpose】 To develop prognostic biomarkers for bullous keratopathy (BK) by evaluating 
the contribution of aqueous-humor (AH) ambient factors in the surgical outcome of corneal 
transplantation via referring to secretory components of quality-controlled cultivated 
human corneal endothelial cells (cHCECs) subpopulations (SPs).

【Methods】 In AH specimens of BK patients, the concentrations of cytokines, miRNAs, 
and metabolites was measured.

【Results】 Patients with a corneal endothelial cell (CEC) density of >2000 cells/mm2 at 
3-months post corneal transplantation were classified into the following two groups after 
3 additional months (i.e., at 6-months postoperative): Group A: a >30% decrease of CEC 
density, and Group B: a 0% decrease of CEC density. A significantly greater elevation of 
IFN-γ, IL-17, and PDGF-bb concentrations was found in Group B than in Group A. The 
level of senescence-associated secretory phenotype (SASP)-related cytokines produced by 
SPs with cell-state-transition were higher than those of mature differentiated SPs. The 
existence of specific miRNAs, the levels of which were greatly decreased, were detected 
in AH samples with the higher concentrations of SASP-related cytokines. The reduction of 
miRNA expressions may explain the elevation of SASPs that cause HCEC degeneration.

【Conclusions】 Soil factors in AH might be effective biomarkers for a successful 
prognosis of CEC regeneration.

O62 Clinical	evaluation	of	NS	Endo-Inserter,	a	novel	donor	inserter	
for	Descemet’s	Stripping	Automated	Endothelial	Keratoplasty

Akira Kobayashi，Hideaki Yokogawa，Natsuko Mori， 
Tsubasa Nishino，Kazuhisa Sugiyama
Dept of Ophthalmology, Kanazawa Univ Sch of Medicine, Kanazawa, Japan.

【Purpose】 To investigated the clinical outcomes achieved with use of a newly 
developed donor inserter (the NS Endo-Inserter [NSI], HOYA Co.,Ltd. Tokyo, 
Japan) for DSAEK in Japanese eyes with bullous keratopathy secondary to Argon 
laser iridotomy (BK-ALI). NSI device uses pressure-flow concept to push the 
DSAEK donor tissue into the anterior chamber.

【Methods】 Six eyes of 6 patients (1 male, 5 females, mean age, 78.5 years) with 
BK-ALI were enrolled. Donor tissue was push into the anterior chamber using the 
NSI. Intraoperative complications, graft dislocation and iatrogenic primary graft 
failure (IPGF) were recorded for all eyes. Six-month postoperative central donor 
endothelial-cell densities (ECDs) were measured prospectively and compared with 
preoperative values, along with 6-month best corrected visual acuity (BCVA).

【Results】 In all cases, donor loading onto NSI spatula and donor insertion using 
the NSI into the anterior chamber was smooth and successful; no intraoperative 
complications were noted. There were no cases of graft dislocation or IPGF. 
Postoperative ECD was 2187.2 cells/mm2 (mean loss, 14.8%) and mean BCVA 
increased from 0.27 decimal to 0.8 at six months.

【Conclusions】 Clinical outcome for BK-ALI with NSI was comparable or better 
than that achieved with conventional technique.
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ポスター	1（領域1：眞鍋賞候補）：Poster	1

 P001 冨岡　靖史（京都府医大）

 P002 佐藤　潤弥（愛媛大）

 P003 中島　勇魚（高知大）

 P004 山口　瑞穂（北海道大）

 P005 加藤久美子（三重大）

 P006 山下　和哉（慶應大）

 P007 水野　未稀（慶應大）

 P008 山崎　知世（慶應大）

 P009 廣田　旭亮（日本大・板橋）

 P010 小岩　千尋（順天大）

 P011 澤木　綾子（JCHO中京病院）

 P012 坂谷　慶子（みなとみらいアイクリニック）

 P013 近間泰一郎（広島大）

 P014 豊川　紀子（永田眼科）

 P015 井之川宗右（広島大）

 P016 阿部　　駿（東京医大）

 P017 坂東　　誠（獨協医大）

 P018 藤田　　皓（福岡大）

 P019 玉置　正一（井上眼科病院）

 P020 馬場　太郎（広島大）

 P021 吉岡　　誇（福知山市民）

 P022 大賀　智行（近畿大）

 P023 高橋　　綾（東京歯大・市川）

 P024 高原　彩加（舞鶴日赤）

 P025 長谷川亜里（JCHO中京病院）

 P026 宮腰　晃央（富山大）

 P027 松下　知弘（江口眼科病院）

 P028 神野安季子（愛知医大）

 P029 松本佳保里（京都第二日赤）

 P030 坂倉　早紀（慶應大）

 P031 西尾　侑祐（日本医大）

 P032 川崎　麻矢（バプテスト眼科）

 P033 横川　英明（金沢大）

 P034 中谷　　智（順天大）

 P035 伊野田　悟（自治医大）

 P036 小橋川裕司（横浜市大）

 P037 堀内　稔子（京都府医大・北部医療センター）

 P038 鈴木　啓祐（大阪医大）

 P039 末岡健太郎（広島大）

 P040 古賀　隆史（大島眼科・福岡）

 P041 中尾　　功（佐賀大）

 P042 中村　恭子（獨協医大）

 P043 守田裕希子（山口大）

 P044 入江　真理（富山県アイバンク）

 P045 原田　康平（長崎大）

 P046 渡邉　和誉（兵庫アイバンク）

 P047 石垣　理穂（京都府医大）

 P048 草野　真央（長崎大）

 P049 佐々木美帆（京都府医大）

 P050 植木亮太郎（長崎大）

 P051 Puranik, Charuta J（Virinchi Hospitals）

 P052 白川　雄一（京都府医大）

 P053 小川　　令（京都府医大）

 P054  Rhendy, Rio 
（ Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine 

Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia）
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P006 輪部デルモイドに保存角膜を用いて表層角膜移植
術を行った19例の予後

山
やました

下　和
かずや

哉、三田村浩人、水野　未稀、羽藤　　晋、内野　裕一、
坪田　一男、榛村　重人
慶應大

【目的】角膜輪部ﾃﾞﾙﾓｲﾄﾞに対して腫瘍切除および冷凍保存角膜を用いた表層角膜移
植術の安全性と有効性について報告する。

【方法】2000年1月から2017年12月までの間、慶應義塾大学病院で表層角膜移植術を
施行した角膜輪部ﾃﾞﾙﾓｲﾄﾞ患者のうち術後6ヶ月間経過観察を行った19例19眼を対象
とした。手術時期、手術の美容的効果、弱視治療、手術前後の屈折度、術中および
術後合併症について評価した。

【結果】手術時の患者年齢は0～6歳、13～20歳に多く二峰性であった。術中合併症
はいずれの患者においても起こらなかった。術前後にケラトメータで乱視評価を行っ
た16眼において、腫瘍径が5mm未満であった術前乱視は1.8±0.24D、術後乱視は1.9
±0.42Dであった。また、腫瘍径が5mm以上の術前乱視は3.9D±2.6D、術後乱視は3.1
±2.1Dであり、ともに有意な差はみられなかった。一方、角膜形状解析での評価が
行えた5眼において、術前乱視は4.5±3.6D、術後乱視は2.8±2.4Dと乱視は有意に軽
減していた。弱視治療を行った7眼中7眼で視力が改善した。術後、19眼中18眼が角
膜再上皮化を示し、透明治癒を得た。

【結論】輪部ﾃﾞﾙﾓｲﾄﾞの表層角膜移植術は良好な美容上の結果をもたらすが、術後乱
視および視力の改善は保証されない。術前の弱視治療は術後の視力改善に有用であ
り、術前後に弱視治療を含む長期観察が必要である。

P005 白内障手術後に発症した角膜融解の3例

加
かとう

藤久
くみこ

美子1）、竹内　真希1）、米川　由賀1）、高嶌祐布子2）、近藤　峰生1）

1）三重大、2）松阪市民病院

【緒言】白内障手術後に視力低下をきたす合併症として、黄斑浮腫、角膜内皮減少
がよく知られているが、角膜が融解するような重篤な合併症についてはあまり言
及されない。今回我々は、白内障術後に著しい角膜障害を発症した3例を経験した
ので報告する。【症例】症例1：74歳女性。1か月前に右白内障手術を受けた。術後
早期に角膜潰瘍、融解が出現した。当科初診時、帯状の角膜菲薄化とSPKを認め
た。レバミピド及びジクアホソル局所投与によりSPKは消失した。症例2：77歳男
性。約1年前に左白内障手術を受けた。術後早期に角膜潰瘍が出現し、ヒアルロン酸、
オフロキサシン眼軟膏を局所投与したが角膜菲薄化が進行し、当科を受診。レバミ
ピド及びジクアホソル局所投与により角膜菲薄化はやや改善した。症例3：81歳男性。
約10か月前に左白内障手術を受け、手術直後に遷延性の角膜上皮欠損となった。角
膜菲薄化が進行し、角膜穿孔したが、自然閉鎖した。著しい視力低下をきたしたため、
当科受診。レバミピド及びジクアホソル局所投与を長期間行い、角膜菲薄化はやや
改善した。【考按】白内障術後の難治性の角膜障害にはレバミピドとジクアホソル
併用が有効と考えられた。角膜菲薄化が進行すると不可逆的に視機能が低下するた
め、白内障周術期においてドライアイを評価し、必要に応じてドライアイ点眼を併
用する必要があると考えられた。

P004 0.4％オキシブプロカイン塩酸塩点眼液による神
経麻痺性角膜症を生じた一例

山
やまぐち

口　瑞
みずほ

穂1）、大口　剛司1）、白枝　友子1）、田川　義晃1）、木嶋　理紀1）、
岩田　大樹1）、田川　義継2）、石田　　晋1）

1）北海道大、2）北一条田川眼科

【緒言】0.4％オキシブプロカイン塩酸塩点眼液の頻回点眼による神経麻痺性角膜症
を生じた症例を経験したので報告する。【症例】18歳女性。1か月使い捨てタイプの
カラーコンタクトレンズを不正使用していた。右眼の充血、眼痛がみられ、前医を
受診。右視力（0.2）で角膜実質浅層に角膜神経の走行に沿った放射状の混濁を認め
た。コンタクトレンズケース溶液よりアカントアメーバが検出され、アカントアメー
バ角膜炎と診断。角膜掻爬および0.02%クロルヘキシジングルコン酸塩、ナタマイ
シン、イトラコナゾール内服が開始された。10日後、当院紹介受診し、右視力（1.0）
で放射状角膜神経炎は残存するが充血、疼痛は軽快しており、保存的治療継続とした。
その後前医で角膜神経炎の悪化があり、0.5%ポピドンヨード液が開始された。疼痛
が増悪したため、現治療に加え疼痛時のみの使用を指導の上、0.4％オキシブプロカ
イン塩酸塩点眼液が追加された。しかし、疼痛が著明で多い時で10分毎点眼していた。
当院再紹介され、右視力指数弁で角膜中央に周堤を伴う広範な上皮欠損がみられた。
神経麻痺性角膜症および点眼毒性の関与を疑い、使用中の点眼を中止した。その後、
角膜所見は改善傾向で、上皮化が得られ、アカントアメーバ角膜炎も改善した。【結
語】アカントアメーバ角膜炎の治療中に0.4%オキシブプロカイン塩酸塩点眼液の頻
回点眼による神経麻痺性角膜症を生じた症例を経験した。

P003 溺死したドナー角膜のAlternaria汚染により術
後真菌性角膜潰瘍を発症した1例

中
なかじま

島　勇
いさな

魚、岸本　達真、角　　　環、福島　敦樹
高知大

【緒言】Alternariaは土壌を含めた自然界に広く存在する真菌であり、アレルギー性
鼻炎や皮膚感染を引き起こす。また真菌性角膜潰瘍の起炎菌としても知られている。
今回溺死したドナー角膜のAlternaria汚染により、術後真菌性角膜潰瘍を発症した
1例を報告する。【症例】症例は71歳男性。60歳時に溶接作業中に右眼を受傷し、感
染性角膜潰瘍、続発緑内障に対して治療を受けた。角膜混濁が残存したため、61歳
時に右眼全層角膜移植術（PKP）を施行されたが、水疱性角膜症となり66歳時に再
移殖（PKP）を施行した。再度、水疱性角膜症を発症し、2017年8月に3回目のPKP
を施行した。角膜は溺死したドナーからの提供であった。手術時に提出されたド
ナー強角膜片と、保存液からAlternariaが検出された。退院後初回の外来受診時に
ドナー周辺部に白色混濁を認めた。混濁部掻爬角膜の鏡検にて糸状真菌陽性、培養
でAlternariaが検出された。ドナー由来の真菌感染と診断し、ボリコナゾール点眼
を開始した。点眼のみでは病変の改善は得られず、2018年1月、角膜表層切除、縫
合糸抜糸、ボリコナゾール角膜内注射に加え、イトラコナゾール内服を開始とした。
その後感染は沈静化し、現在内服・点眼減量中である。【考按】ドナー角膜由来の
Alternariaによる真菌性角膜潰瘍の1例を経験した。ドナー角膜の真菌汚染が確認で
きた際には、予防的に抗真菌薬を投与することが必要と考える。

P002 愛媛大学における翼状片手術の動向と治療成績

佐
さとう

藤　潤
じゅんや

弥、原　　祐子、坂根　由梨、鳥山　浩二、鎌尾　知行、
鄭　　暁東、白石　　敦
愛媛大

【目的】近年の愛媛大学眼科における翼状片手術の動向と治療成績を検討した【方法】
対象は2015年4月～2018年8月までに愛媛大学にて翼状片手術を行い、術後2か月以
上経過観察できた118眼(男性56眼,女性62眼,平均年齢64.4±15.5歳)。基本的な術式
は、翼状片組織を剥離し頭部を切除、結膜下組織を除去後0.04％マイトマイシンを
2～3分塗布、十分洗浄した後結膜有茎弁移植か羊膜移植を行っている。結膜有茎弁
移植は上方または下方から作成し、進展させて縫着した。羊膜移植は、羊膜を十分
伸展するように留意し、断端は周辺結膜が被るように縫合した。術式選択は、初発
翼状片には有茎弁移植、再発翼状片で周辺結膜の瘢痕化が軽微な場合は有茎弁移植、
それ以外は羊膜移植を基本的に行っている。当院におけるその術後成績を検討した

【結果】症例の内訳は初発翼状片90眼、再発性翼状片28眼であった。術式の内訳は
有茎弁移植76眼、羊膜移植42眼であり、マイトマイシンは90.1％の症例で使用して
いた。初発翼状片に対しては有茎弁移植68眼、羊膜移植を22眼で行っており、この
22眼のうち21眼が偽翼状片合併例で、広範な切除を要するため選択されていた。再
発性翼状片に対しては7眼が有茎弁移植、22眼で羊膜移植が施行された。術後再発
率は0％で合併症はみられなかった【結論】当院における翼状片手術成績は良好であっ
た。初発翼状片においても偽翼状片を合併する症例に対しては羊膜移植を要する症
例がある。

P001 翼状片術後強膜融解で発見された多発血管性肉芽
腫症の2例

冨
とみおか

岡　靖
やすふみ

史、駒井清太郎、加藤　雄人、野口　敦司、稲富　　勉、
外園　千恵
京都府医大

【緒言】強膜炎の原因として多発血管炎性肉芽腫症が挙げられるがその頻度は少ない。
今回眼科処置後に強膜炎を来し、強膜融解に至った2症例を経験したので報告する。

【症例】症例1は初診時69歳女性。右眼の翼状片を認めマイトマイシンC (MMC)併用
翼状片手術を施行した。その後白内障手術施行し術後経過良好であったが、15か月
後強膜融解を来した。MMC使用による合併症と考えられたが、経過観察中僚眼に
も強膜炎症状が出現し、精査にてPR3-ANCA上昇を認めた。プレドニゾロン内服
とシクロフォスファミド点滴により全身状態は改善を認め、その後強膜融解部に強
角膜片移植術を行い術後経過は良好である。症例2は初診時90歳女性。右眼の結膜
結石除去後に強膜炎及び強膜融解を認めたため、0.1%ベタメサゾン点眼とリンデロ
ンA眼軟膏にて治療を行ったが、融解部にカルシウム沈着を来した。カルシウム除
去後に強膜融解の悪化を認め精査にてPR3-ANCA上昇を認めた。高齢であり手術
および全身治療は行わず点眼、軟膏治療を行い強膜炎は改善し経過良好である。【考
察】強膜融解を来した際に原因や悪化因子として多発血管炎性肉芽腫症を挙げる必
要があり、ANCAを含めた全身検査の精密検査を行う必要がある。
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P012 円錐角膜に対する角膜内リング挿入術後5年の臨
床成績

坂
さかたに

谷　慶
けいこ

子、荒井　宏幸
みなとみらいアイクリニック

【目的】角膜内リング(Intracorneal ring segments, ICRS)は円錐角膜に対する治療
方法として応用されている。ICRS挿入術後5年の成績を検討した。【方法】当院に
て2010年1月から2013年8月にICRSを挿入した円錐角膜患者で、術後5年間経過観
察できた17例23眼。術前後の視力、屈折、角膜形状、屈折矯正方法について検討し
た。【結果】術前、術後1年、3年、5年にて平均の裸眼視力は0.05、0.18、0.23、0.24。
矯正視力は0.42、0.52、0.61、0.64。自覚屈折(SE)は－9.36、－4.61、－5.10、－5.28。
角膜屈折力 (Ks) は52.19、49.99、49.69、49.21。角膜乱視は5.56、5.43、4.82、4.43。
Surface asymmetry index (SAI)は2.75、2.32、2.39、1.81。これらにおいて有意な改
善を認めた。術後の屈折矯正方法は眼鏡1眼、SCL2眼、HCL13眼、裸眼7眼(ICRS後
にPhakic IOL挿入術3眼、水晶体再建術1眼)であった。術前CL不耐症であった6眼
のうち5眼は術後CL装用が可能となり、1眼は水晶体再建術追加にて裸眼となった。
期間中、術後もCL不耐症のため3年後に角膜移植に至ったものが1眼あるが、今回
の検討には含んでいない。【結論】円錐角膜においてICRSにより視力、屈折、角膜
形状の改善が得られた。眼鏡矯正視力が改善すれば眼内屈折矯正手術により日常生
活に必要な裸眼視力が得られ、QOL向上の可能性がある。CL不耐症においてもCL
の装用が可能となり、角膜移植までの期間を延長、回避できる可能性が示唆された。

P011 角膜内リング露出に伴い、感染性角膜炎をきたし
た一例

澤
さわき

木　綾
あやこ

子1）、長谷川亜里1）、小島　隆司2）、中村　友昭3）、加賀　達志1）、
市川　一夫4）

1）JCHO中京病院、2）慶應大、3）名古屋アイクリニック、4）中京眼科

【緒言】角膜実質内リング(intrastromal corneal ring segments: 以下ICRS) 露出を伴
う角膜感染症の報告

【症例】44歳男性。
主訴：右眼の充血、眼痛。
既往歴：アトピー性皮膚炎。右眼開放隅角緑内障。3年前に中心視野消失。
現病歴：8年前に円錐角膜と診断され、他院にてICRS挿入術を施行された。2018年
X月4日より右眼の充血、眼脂が出現。X月7日近医受診したところ、感染性角膜炎
が疑われ前医へ紹介となった。初診時所見：7時方向にICRSの断端が一部露出して
おり、類円形の浸潤病巣と広範囲にわたる角膜浮腫を呈していた。結膜には強い毛
様充血を認めたが、前房や後眼部への炎症の波及は明らかではなかった。
治療経過：露出したsegmentは同日抜去した。塗抹検査にてグラム陽性球菌を検出
したため、レボフロキサシン点眼液とセフメノキシム塩酸塩液を処方した。X月9日、
改善が得られないため、入院加療目的で当院紹介となった。レボフロキサシンをバ
ンコマイシン塩酸塩点眼液に変更し、徐々に潰瘍は縮小し、X月22日上皮化が得ら
れた。ICRS抜去時の培養結果では黄色ブドウ球菌が検出された。

【考按】ICRS挿入手術後の感染症の報告は散見されるが、術後数日から2年以内がほと
んどである。今回手術後8年を経て発症しており、問診より眼瞼を擦っていた事が誘因
と考えられた。長期間にわたる慎重な経過観察及び患者教育の必要性が示唆された。

P010 両眼に計9回のPTKを施行したホモ接合性
Avellino角膜ジストロフィの一例

小
こいわ

岩　千
ちひろ

尋、猪俣　武範、岩本　　怜、山口　昌大、中谷　　智、
村上　　晶
順天大

【緒言】35年 以 上 の 経 過 を 観 察 し、治 療 的 角 膜 表 層 切 除 術（phototherapeutic 
keratectomy、以下PTK）を計9回施行したホモ接合性TGFBI遺伝子R124H変異の
Avellino角膜ジストロフィの症例を経験したので報告する。【症例】症例は44歳、男
性。初診時の年齢は6歳であり、両親は近親婚であった。初診時矯正視力は右（0.6）、
左（0.5）であり、両眼の角膜表層に顆粒状の混濁を認めた。当院での遺伝子検査で
ホモ接合性TGFBI遺伝子R124H変異が判明した。12歳時より両眼に複数回のケラ
テクトミーを施行したが再混濁をくり返したため、21歳時に左眼、30歳時に右眼の
初回PTKを施行した。初回PTK前の矯正視力は右（0.01）、左（0.2）、角膜厚は右
眼584μm、左眼600μmであった。その後も再発をくり返し、現在までに右眼5回、
左眼4回のPTKを施行し、再PTKまでの平均期間は右眼40.8±22.1ヶ月、左眼68.0
±5.7ヶ月であった。最終受診時の矯正視力は右眼（0.7）、左眼（0.3）であった。前
眼部OCTによる角膜厚は右眼509μm、左眼525μm、混濁部の厚みは右眼103μm、
左眼149μmであった。角膜切除量の合計は右眼580μm、左眼570μmに及ぶが、角
膜拡張症は認めていない。【考按】ホモ接合性Avellino角膜ジストロフィは角膜混
濁を再発しやすい難治性の疾患である。本症例においては、角膜厚が維持できる限
りPTKを繰り返すことが有効であると考えられる。

P009 熱傷による重篤な瞼球癒着に対し眼表面再建と眼
瞼内反手術が奏功した1例

廣
ひろた

田　旭
あきら

亮1）、崎元　　暢1）、崎元　　丹1）、山上　　聡1）、副島　一孝2）、
仲沢　弘明2）

1）日本大・板橋、2）日本大・板橋（形成外科）

【緒言】重篤な熱傷後の瞼球癒着に対し、角膜移植・自己結膜移植・眼瞼内反手術
が奏功した1例を経験した。

【症例】47歳、男性。13年前に溶解した金属で両眼を受傷し、前医で右眼表層角膜
移植・羊膜移植、左眼結膜移植を施行。右眼瞼球癒着のため当科紹介となった。初
診時矯正視力右眼は0.02、左眼は0.15。右眼は下眼瞼瞼縁付近と角膜輪部下方そして
下方結膜円蓋部にまでかけて広範な瞼球癒着を来しており、角膜中央部を中心に強
い角膜菲薄化も認めた。初診後1か月で深層層状角膜移植術・羊膜移植・自己結膜
移植を行うも瞼球癒着と眼瞼内反が再燃し、術後3か月で移植片融解を認めたため
深層層状角膜移植術・自己結膜移植を再度施行した。この際には、癒着がみられた
瞼球結膜に自己結膜移植を行い、1か月後には形成外科で下眼瞼内反手術も施行した。
術後1-2週毎に下方円蓋部へ細断したゼラチン貼付剤を挿入しつつ経過観察中であり、
再手術後5か月で瞼球癒着や角膜菲薄化なく右眼矯正視力0.4と経過良好である。

【考按】瞼球癒着解除後に球結膜側だけでなく瞼結膜にも自己結膜移植を行ったこと、
眼瞼内反手術が奏功したこと、診察毎にゼラチン貼付剤を円蓋部に挿入しているこ
とが経過良好な原因と考えられた。

P008 広範囲な角膜穿孔に対して治療的角膜移植を施行
した感染性角膜潰瘍の1例

山
やまさき

崎　知
ともよ

世、内野　裕一、明田　直彦、三田村浩人、水野　未稀、
榛村　重人、坪田　一男
慶應大

【緒言】感染性角膜潰瘍は重症例の場合、穿孔に至ることがあるが、穿孔巣が瞳孔
径より大きくなることはまれである。我々は広範囲な角膜穿孔に対して、治療的角
膜移植を施行した感染性角膜潰瘍の症例を報告する。【症例】79歳女性。近医にて
右眼白内障手術を受け、徐々に水疱性角膜症を発症。その後、感染性角膜潰瘍を認
め、点眼加療されるも改善しないため、当科紹介受診となる。初診時、右眼視力は
手動弁、角膜厚は全周性に浮腫や浸潤で肥厚しており、角膜輪状膿瘍の所見から緑
膿菌による感染性角膜潰瘍が疑われ、トブラマイシン点眼を中心に点眼加療を開始
した。当院加療開始2日後に約7mm径の角膜融解を認め、角膜穿孔に至っていたため、
同日保存角膜を用いてドナー角膜で全層角膜移植を行った。術後角膜感染兆候や眼
内炎も認めず、術後3日目に退院となった。初診時の眼脂、切除した角膜片の塗抹、
培養検査では、いずれも原因菌は同定できなかった。術後33日目に上皮化を認め、
術後17ヶ月目には視力は20cm指数弁まで回復し、感染の再燃は認めていない。【結
論】感染による瞳孔径を超える程の広範囲な角膜穿孔を認めた場合でも、治療的全
層角膜移植を緊急的に施行することで視機能を温存することができる可能性が示唆
された。

P007 全層角膜移植術後にEpithelial	Ingrowthを生
じた1例

水
みずの

野　未
みき

稀、稲垣　絵海、明田　直彦、三田村浩人、内野　裕一、
榛村　重人、坪田　一男
慶應大

【緒言】Epithelial Ingrowthとは角膜あるいは結膜上皮細胞が異所性に迷入し増殖す
ることをいう。今回全層角膜移植後にEpithelial Ingrowthを生じた症例を経験した
ので報告する。【症例】57歳女性。1996年左眼ヘルペス性角膜内皮炎、水疱性角膜
症の診断で加療目的に当院紹介受診。治癒後の角膜瘢痕に対して2004年左眼表層角
膜移植術を行った。術後に視機能改善が得られなかったため光学的治療目的に2006
年左眼全層角膜移植術を行うが、2014年拒絶反応を発症すると内皮機能不全となっ
たため2015年再度全層角膜移植術を行う方針となった。術後より5時の角膜移植片
縫合部より房水漏出を認めたため縫合糸調整を行いメディカルユースコンタクトレ
ンズを装用したところ漏出は消失した。術後1ヵ月後、矯正視力（1.0）と良好であっ
たが、移植片裏面下方に半透明のシート状の沈着物を認めた。その後シート状の沈
着物は前房内に伸展し、術9か月後には瞳孔領に到達し、術2年後には虹彩後癒着を
形成した。シート状沈着物除去および虹彩後癒着解除、縫合糸全抜糸を行い、沈着
物を病理検査に提出したところ、パンケラチン染色抗体陽性の上皮細胞が確認された。

【考按】今回全層角膜移植術後に発症した稀な症例を経験した。他内眼手術におい
ても術後に房水漏出を認めた場合は発症のリスクがあることを考慮する必要がある。
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P018 角膜知覚障害眼における角膜移植手術の成績

藤
ふじた

田　　皓
ひろし

、原田　一宏、佐伯　有祐、内尾　英一
福岡大

【緒言】脳腫瘍手術や頭部外傷に伴う神経障害によって，角膜混濁を来すことがある。
知覚麻痺性角膜症は難治であるが，このような角膜知覚障害合併眼に対する角膜移
植術後経過を検討したので報告する。

【症例】症例1，40歳女性：2016年2月に左聴神経鞘腫術後に左顔面神経麻痺，2017
年4月ガンマナイフ治療後に左三叉神経麻痺となり，10月左角膜穿孔したため
DALKを行った。Vs=50cm指数弁であった。白内障手術をさらに行い，2017年8月 
Vs=(0.4×HCL)となり，角膜上皮の状態は良好である。症例2，59歳女性：2009年
に脳腫瘍手術後に左兎眼角膜症となり受診した。Vs=30cm指数弁であった。2018
年5月左PKP+ECCE+IOLを行った。7月に左ヘルペス角膜炎を生じたが，薬物治療
で改善し，8月にVs=(0.5×HCL)となって，わずかな点状表層角膜症以外は問題な
い。症例3，65歳女性：1999年交通事故により脳挫傷を受傷し，右兎眼，左開瞼困
難となり，両角膜混濁を生じた。2018年6月初診。Vd=50cm手動弁であった。8月
右DALKを行い，Vd=(0.2)に改善し，角膜は透明化している。

【結論】角膜知覚障害を伴う角膜混濁例でも，術前の上皮欠損が軽微であれば，角
膜移植を行っても良好な経過を得られると考えられる。ただ，易感染性などの問題
もあり，術後の経過観察には注意が必要である。

P017 マイクロケラトーム（One	Use-Plus	Auto）
とFSレーザー（iFS）の角膜層状切開面の比較

坂
ばんどう

東　　誠
まこと

、中村　恭子、妹尾　　正
獨協医大

【目的】マイクロケラトームとFSレーザーの角膜層状切開面の粗さを比較する。【方
法】アメリカアイバンクアイの新鮮角膜を使用した。One Use-Plus Auto(Moria社、
以下OUP-A)及び、IntraLaseフェムトセカンドレーザー(Abbot社、以下iFS)を用
いて角膜層状切開を行った。OUP-Aは350μm（OUP-A 350群、計5眼）と400μm

（OUP-A 400群、計5眼）の2種類のブレードを使用した。iFS（iFS群、計5眼）は
350μmの深度でdouble rasterで切開した。角膜を人工前房装置にセットし、前房
内圧力調整装置ACP(Moria社)を用いて切開中の前房内圧を200mmHgに設定し、
前述の3種類の切開方法で角膜層状切開を行った。各検体をグルタールアルデヒド
で固定し、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。切開面の粗さ(Rz jis)を1眼につき10ヵ所測定し、各群間の比較
を行った。【結果】各群の十点平均粗さはOUP-A 350群：7.37±2.00μm、OUP-A 
400群：10.1±2.61μm、iFS群：9.32±2.88μmであった。OUP-A 350群は他の2群と
比較して、統計学的有意に粗さが低値であった。一方で、OUP-A 400群とiFS群間
には統計学的優位差は認めなかった。【結論】LEXT OLS4000を用いることで、切
開面の定量評価が可能であった。同じ深度(350μm)での切開では、OUP-AはiFSと
比較して、表面粗さが少ない切開面の作製が可能であった。また、OUP-A群は切開
深度が浅い方が粗さが優位に少なかった。

P016 円錐角膜の全層角膜移植後における再発症例の形
態学的検討

阿
あべ

部　　駿
しゅん

、服部　貴明、熊倉　重人、後藤　　浩
東京医大

【目的】近年、円錐角膜に対する全層角膜移植後の長期経過症例における再発の報
告が散見される。そこで今回、円錐角膜に対する全層角膜移植後の角膜形状の形態
学的変化について検討した。【対象と方法】東京医大眼科で円錐角膜に全層角膜移
植を施行し10年以上経過した症例で、角膜縫合が全て抜糸されている4例5眼（最
終観察時の平均年齢55歳）を対象とした。これらに対して前眼部OCTにより、角
膜最大屈折力〔Kmax(D)〕、角膜中央3mm の平均角膜屈折力〔AvgK(D)〕、前房
深度〔ACD(mm)〕を計測し、これらの1年あたりの変化量〔ΔKmax(D/年 )、Δ
AvgK(D/年)、ΔACD(mm/年)〕を解析した。【結果】全て有水晶体眼であり、術
後経過年数はそれぞれ17、20、24、27、43年（平均26年）であった。ΔAvgKは全
眼で大きな変化はなかったが(0.13～0.59)、ΔKmaxは5眼中2眼で値が大きく(3.0、1.0)、
他の3眼の値は小さかった(-0.4～0.1)。ΔKmax の値が大きかった2眼のΔACDはい
ずれも0.06と他の3眼より大きく、また、最終観察時のACD自体も深く(3.9、4.4)、
これらの症例で観察期間中に円錐角膜の再発が進行していることを確認できた。【考
案および結論】円錐角膜に対する全層角膜移植後に再発を認めた症例では、AvgK
に大きな変化がないにもかかわらずACDが深くなっていた。以上より、円錐角膜
の再発では角膜移植片の形状はあまり変化することなく、ホストの角膜形状に変化
が生じている可能性が考えられた。

P015 全層角膜移植のオープンスカイ時に眼内レンズ強
膜内固定を施行した1例

井
いのかわ

之川宗
そうすけ

右1）、近間泰一郎1）、戸田良太郎1）、出口香穂里1）、中村　友美2）、
木内　良明1）

1）広島大、2）済生会呉病院

【緒言】水晶体全摘出後の無水晶体眼にIOL強膜内固定が選択される機会が増えて
きた。しかし、硝子体手術が必要で、ガイド針へのIOL支持部挿入の難易度は高い。
今回、それらの手技をオープンスカイ時にすることで容易に行えたので報告する。

【症例】62歳男性、既往にアトピー性皮膚炎があり、網膜剥離と水晶体脱臼に対して、
全層角膜移植、IOL縫着術、硝子体手術の既往があり、視力は(0.1)で留まっていた。
2018年8月、転落外傷にて角膜グラフトが離開したため広島大学病院で一次縫合を
施行した。その後、水疱性角膜症に至り、IOL支持部の片方が破損していたため全
層角膜移植+IOL強膜内固定を行った。全身麻酔下で13mm径フリリンガーリング
を装着し、全層角膜移植のオープンスカイ時に30G針での山根式ダブルニードル法で、
光学部径7mmのIOLを強膜内固定した。硝子体は切除されており処置は必要なかっ
た。手術合併症は見られず、術前視力手動弁から術後（0.04）まで改善した。

【考按】従来オープンスカイ時の硝子体処理は容易に可能であり、今回のIOL強膜
内固定はガイド針へのIOL支持部の挿入が非常に簡便であったため手術の相性は良
好であった。しかしソフトアイでガイド針を強膜内へ刺入する操作は困難であった。
オープンスカイ時のIOL強膜内固定は、手術時間の短縮や結膜侵襲の減少など有利
な点も多いが、手術手技の改良が必要であると感じられた。

P014 PTK後にDSAEKを施行し拒絶反応によりPTK
部位に強い細胞浸潤を認めた1例

豊
とよかわ

川　紀
のりこ

子1）、佐々木香る1,2）、木村　英也1）、黒田真一郎1）

1）永田眼科、2）JCHO 星ヶ丘医療センター

【緒言】水 疱 性 角 膜 症 (Bullous keratopathy:BK) に よ る 再 発 性 角 膜 上 皮 び ら ん
の治療として治療用コンタクトレンズ(CL)、エキシマレーザー角膜表層切除術
(phototherapeutic keratectomy:PTK)、羊膜被覆、角膜内皮移植術（DSAEK）があ
り、症例に応じて選択される。今回、水疱性角膜症において、PTK後にDSAEKを
施行し、拒絶反応を契機としてPTK部位に強い細胞浸潤を来した症例を報告する。

【症例】現在75歳男性、両眼原発開放隅角緑内障。眼科既往歴として右眼白内障手術、
線維柱帯切開術、線維柱帯切除術を施行されている。2年後、BKによる再発性角膜
上皮びらんを生じ治療用CLを開始した。濾過胞眼にてCL安定性が不良であったが、
視野湖崎分類4期で患者がDSAEKを希望しないため、PTK(照射径6mm、切除深度
200μm)を施行した。しかし、PTK後もDSCLの離脱が困難であり、患者の希望に
よりDSAEKを施行し、一旦実質浮腫改善とともに上皮の安定化を得た。DSAEK
後1年で拒絶反応を生じ、その際PTK照射部位の辺縁に沿った部位に、強い細胞浸
潤を認めた。ステロイド局所・全身投与にて加療したが、内皮不全となった。【考案】
PTKによる角膜表層実質の切除部位辺縁では、炎症時に通常より強い炎症反応を生
じる可能性があると考えられた。

P013 LASIK後悪化した顆粒状角膜ジストロフィII型
に対するDALKの有用性

近
ちかま

間泰
たいいちろう

一郎1）、宍道紘一郎1）、丸岡佐知子2）、加藤　良武2）、井之川宗右1）、
戸田良太郎1）、出口香穂里1）、田淵　仁志1,2）、木内　良明1）

1）広島大、2）ツカザキ病院眼科

【目的】LASIK後に角膜混濁が急速に進行した顆粒状角膜ジストロフィII型に対し
て深層表層角膜移植（deep anterior lamellar keratoplasty：DALK）を施行した2
例3眼の臨床経過を報告する。【症例】症例1は54歳女性。近医にて2度にわたり両眼
にLASIKを施行された。その後視力低下が進行し，最終的に2013年5月に広島大学
病院眼科を紹介され受診した。両眼の角膜実質浅層のLASIKフラップ面に白色の
面状混濁があり，灰白色の顆粒状混濁がさらに浅層にあった。右眼にDALKを施行
した。術前視力は（0.9）だった。症例2は32歳女性。近医にて両眼にLASIKを施行
された。その後視力低下が進行しツカザキ病院眼科を紹介され受診した。症例1と
同様の混濁が両眼にみられた。視力低下が進行し両眼にDALKを施行した。術前視
力は右（0.4），左（0.3）だった。【結果】対象とした3眼とも現時点では角膜実質内
に混濁の再発はみられていない。最終受診時の視力は，症例1は（1.2）で術後54ヶ月，
症例2は両眼とも（1.0）でそれぞれ術後22ヶ月（右），50ヶ月（左）だった。【考察】
LASIKによって生じた切除面の創傷治癒過程でアミロイドやヒアリンの沈着が増加
したと推察される。可能な限りデスメ膜を完全に露出し，実質を残さないことが角
膜混濁の再発予防につながったと推察する。LASIK後に角膜混濁が進行した顆粒状
角膜ジストロフィII型に対してDALKは有効な術式となり得る。

ポスター	1（領域1：眞鍋賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P024 DSAEK後に再移植を必要とした症例における角
膜内皮細胞減少に関わる因子の検討

高
たかはら

原　彩
あやか

加1）、稲富　　勉2）、脇舛　耕一3）、北澤　耕司4）、中山　智佳3）、
堀内　稔子4）、山崎　俊秀3）、外園　千恵2）、木下　　茂5）

1）舞鶴日赤、2）京都府医大、3）バプテスト眼科クリニック、4）京都府医大北部医療セン
ター、5）京都府医大感覚器未来医療学

【目的】DSAEK後5年以内の早期に再移植を必要とした症例における角膜内皮細
胞減少に関わる因子を検討する。【方法】バプテスト眼科クリニックにおいて初回
DSAEKを施行し、その後5年以内の早期移植片機能不全となり、再度DSAEKを必
要とした17例18眼を対象に、患者背景、角膜内皮細胞密度、角膜細胞形態（変動係
数、六角形細胞出現率）をretrospectiveに検討した。【結果】原因疾患は緑内障関
連が12例(66.7%)、偽水晶体性水疱性角膜症が3例(16.7%)、その他が3例(16.7%)であっ
た。年齢は64.6±12.9歳、男性11例、女性7例。術後透明性を維持している期間は平
均34.1±13.3ヶ月、術前平均角膜内皮細胞密度は2870±270/mm2、ドナー平均年齢
は60.2±8.5歳であり、再移植期間までとの相関は認めなかった。角膜内皮細胞密度
が1000/mm2に至る期間は、初回DSAEK後17.4±7.7ヶ月で変動係数46.0±8.7、六角
形細胞出現率32.2±14.5%であった。角膜内皮細胞密度が500/mm2に至る期間は初
回DSAEK後29.1±12.1ヶ月後で、両期間に相関を認めたが、 (相関係数0.87、p=2.7
×10-6)、変動係数や六角形細胞出現率と、角膜内皮細胞密度減少の速度に相関は認
めなかった。【結論】早期DSAEK後移植片機能不全においては。角膜内皮細胞密度
が1000/mm2まで減少する期間がその後の角膜内皮細胞密度減少速度に関連するが、
角膜内皮細胞形態は減少速度の指標とはならない。

P023 DSAEKにおけるグラフト角膜厚と術後視力の関
連

高
たかはし
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、山口　剛史、島崎　　潤
東京歯大・市川

【目的】DSAEKのグラフト角膜厚が術後視力におよぼす影響については、様々な報
告がなされている。本研究は、わが国におけるDSAEKグラフト角膜厚と術後視力
の関係を検討することを目的とした。【方法】2007年から2011年、2015年から2017
年の8年間にDSAEKを施行された症例のうち、6ヶ月以上経過観察が可能で、期間
内に移植片不全や拒絶反応、嚢胞様黄斑浮腫、緑内障などの合併症がなかった176
眼について、グラフト厚と術前および術後視力の関連を検討した。対象の平均年
齢は71.4歳、主な原疾患はレーザー虹彩切開術後水疱性角膜症および偽水晶体性水
疱性角膜症であった。ドナー角膜厚120μm未満（n=37）、120μm以上180μm未
満 (n=120)、180μm以上 (n=19)の3群にわけ、それぞれの術前および術後1ヶ月、
3ヶ月、6ヶ月の視力(logMAR)を比較した。【結果】各群のグラフト厚はそれぞれ、
105.2±12.3μm、148.1±15.5μm、197.3±20.6μm、術前視力は1.36±0.68、1.15±
0.58、1.16±0.52(p=0.17)であった。術後1ヶ月の視力は0.62±0.61、0.48±0.35、0.52
±0.45(p=0.22)、術後3ヶ月0.39±0.32、0.36±0.36、0.24±0.13 (p=0.24)、術後6ヶ月0.36
±0.36、0.29±0.31、0.18±0.17(p=0.13)であり、いずれの時点においても有意差を認
めなかった。【結論】DSAEKにおいてグラフト角膜厚は術後視力の回復速度および
視力予後に関係しないことが示唆された。

P022 近畿大学におけるデスメ膜内皮移植術の術後早期
成績

大
おおが

賀　智
ともゆき

行、江口　　洋、堀田芙美香、日下　俊次
近畿大

【目的】近畿大学におけるデスメ膜内皮移植術（Descemet membrane endothelial 
keratoplasty：DMEK）の術後早期成績を報告する。【方法】水疱性角膜症に対して
DMEKを施行し、術後1ヶ月以上経過観察が可能であった40～87歳（平均72歳）の6
例6眼（男性4例4眼、女性2例2眼）を対象とした。手術は、眼内レンズ用カートリッ
ジと2.5ccあるいは5cc注射器を、医用シリコンチューブで連結させてデスメ膜移植
片インサーターを作成し、術中optical coherence tomography（OCT）を利用しな
がら施行した。術前視力・最終観察時視力、最終観察時の角膜内皮細胞密度（CD）
値、および術中・術後合併症について検討した。【結果】全例、術中OCTでデスメ
膜内皮移植片とインサーター内壁との位置関係を把握でき、デスメ膜内皮移植片は
インサーター内壁と接触していなかった。2例で術翌日に移植片が脱落し、角膜内
皮移植術で補正した。術翌日に移植片が接着していた4例では、術後1ヶ月の視力は
術前視力を上回り、術6日で（0.5）まで改善した症例もあった。平均最終CD値は
1346cells/mm2であった。【結論】DMEKは術翌日に移植片が接着していれば、早期
の視力回復が期待できる。ウイルス性角膜内皮炎のDMEKでは、移植片脱落の危
険が高い可能性が示唆された。

P021 高度虹彩前癒着を有する水疱性角膜症への
DSAEK術後成績

吉
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1）、稲富　　勉2）、川崎　麻矢3）、中山　智佳3）、山本　雄士2,3）、
脇舛　耕一3）、山崎　俊秀3）、外園　千恵2）、木下　　茂3）

1）福知山市民、2）京都府医大、3）バプテスト眼科クリニック

【目的】高度虹彩前癒着を有する水疱性角膜症への角膜内皮移植術(DSAEK)の手術
成績を報告する.

【対象と方法】対象は、バプテスト眼科クリニックで2009年12月から2018年4月に
DSAEKを施行し、虹彩前癒着を隅角半周以上に有し、6ヶ月以上術後経過観察でき
た14例16眼(男性7例、女性7例、62.2±14.1歳、平均観察期間20.9±13.0ヶ月).角膜透
明治癒率、角膜内皮細胞密度減少率、合併症について検討した.

【結果】水疱性角膜症の原疾患は、レーザー虹彩切開術後2眼、緑内障手術関連8眼、
角膜移植片機能不全4眼(全層角膜移植後2眼、DSAEK後2眼、全層角膜移植および
DSAEK後1眼)、その他2眼であった. 緑内障手術治療歴は線維柱帯切除術7眼、チュー
ブシャント術3眼であった.術後6ヶ月、1年、2年、3年における角膜透明維持率、角
膜内皮細胞密度減少率は、それぞれ94%、87%、67%、33% と54%、63%、76%、
78%であった.術中、虹彩縫合1眼、移植片縫合2眼を必要とし、 6眼で後房へ空気が
迷入し、術後に2眼で空気抜去を必要とした.術後眼圧上昇を8眼で認め、治療はチュー
ブシャント再留置1眼、隅角癒着乖離術1眼、薬物治療追加6眼であった.

【結論】高度な虹彩前癒着を有する症例に対してはDSAEKが有効であるが、周術期
合併症や続発緑内障に留意し、適切に対応する必要がある.

P020 角膜移植片に急速な線維化を生じた2例

馬
ばば

場　太
たろう

郎、戸田良太郎、近間泰一郎、木内　良明
広島大

【緒言】全層角膜移植（PKP）の術後合併症として、感染症、続発緑内障、拒絶反
応などが代表的である。今回、PKP術後に角膜移植片に急速な線維化がみられた2
例を経験したので報告する。【症例】症例1は62歳女性。2014年8月に円錐角膜の加
療目的で広島大学病院眼科に紹介されて受診した。ハードコンタクトレンズでの矯
正が困難だったために2015年6月に左眼のPKPを行い、経過良好であった。2016年
10月に右眼にも同様にPKPを行った。術後から角膜実質浮腫を生じていたが、その
後、内皮面を中心に移植片内に角膜混濁が拡大した。2017年6月に右眼のPKPを再
度行った。摘出角膜の混濁している部分に一致してα-SMA陽性の筋線維芽細胞を
含む組織がデスメ膜下および実質内に観察された。症例2は56歳男性。2013年5月に
右角膜混濁に対して右眼PKPと白内障手術を行った。術後から症例1と同様の所見
をきたした。ステロイド点眼で角膜中央の混濁は減少し視力も改善しているため経
過観察中である。【考按】線維化をきたした手術と他の手術の間において、術中の
侵襲、術後炎症の程度、ドナー角膜の状態などの術後成績に影響を与える因子に明
らかな差はなかった。線維化の真の経路は不明であるが、ドナー側の内皮細胞が筋
線維芽細胞へ形質転換する内皮間葉転換による線維化の可能性を考えている。

P019 角膜クロスリンキング前後の角膜生体力学特性を
比較した2例

玉
たまおき

置　正
しょういち

一、天野　史郎、井上　賢治
井上眼科病院

【目的】進行性円錐角膜2例の角膜生体力学特性を角膜クロスリンキング（CXL）前
後でCorvis ST（OCULUS社）を用いて比較した。

【対象と方法】症例1は21歳の男性、症例2は14歳の男性である。CXLは上皮を剥離
後、リボフラビン（VibeX Rapid、Avedro社）を10分間浸透させ、その後370nmの
紫外線をKXL（Avedro社）にて18mW/cm2の強度にて5分間照射した。症例1は術前、
CXL術後1ヶ月、CXL術後2ヶ月、症例2は術前、CXL術後1ヶ月にCorvis STを用
いて角膜生体力学特性を測定した。

【結果】症 例1で は Deformation Amplitude Ratio ＜ 変 形 振 幅 比 ＞、Integrated 
Radius＜曲率半径の積分＞、Stiffness Parameter at applanation1＜剛性パラメーター
＞がそれぞれ術前6.0、13.0、60.7、術後1ヶ月5.9、12.6、64.5、術後2ヶ月5.4、12.0、
77.5となった。症例2では、術前8.4、16.8、46.2で術後1ヶ月が6.0、14.2、60.3となった。

【結論】CXL後、Corvis STにて生体力学特性に変化が認められ、角膜の剛性は高
くなっている可能性が示唆された。

ポスター	1（領域1：眞鍋賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P030 アトピー性皮膚炎を合併する水疱性角膜症に対し
て角膜内皮移植術を施行した4症例

坂
さかくら

倉　早
さき

紀、内野　裕一、榛村　重人
慶應大

【目的】アトピー性皮膚炎を合併する水疱性角膜症(BK)に対し、角膜移植術として
全層角膜移植術(PKP)を施行すると、縫合糸による角膜移植術後アトピー性強角膜
炎(PKAS)や縫合不全、縫合糸感染のリスクが高いことが知られている。そこで我々
は、アトピー性皮膚炎を合併するBKに対し角膜内皮移植術(DSAEK)を施行した4
症例の治療経過について検討したので報告する。【症例】4症例すべてが男性で、年
齢は36-53歳（平均45.5±7.3歳）。3症例では外用薬のみでアトピー性皮膚炎のコント
ロールは良好であり、全症例で術前からステロイドやタクロリムスなどの免疫抑制
剤点眼薬は使用していなかった。自覚的視力低下から手術までの期間は2-6ヶ月（平
均4ヶ月）であった。また術前より眼瞼炎、周辺部虹彩前癒着(PAS)をそれぞれ1症
例ずつ認めた。3症例では術後12ヶ月までの矯正視力(BSCVA)は0.2-0.6だったが、
眼瞼炎を有した1症例では30cm手動弁であった。【結論】アトピー性皮膚炎を合併
するハイリスクなBK症例では、PKP他の術式で認められるPKASなどの術後合併
症を考慮すると、DSAEKでの術後経過はより安定化すると思われる。

P029 DSAEK術後5年のホストおよびグラフト角膜厚
の経時的変化

松
まつもと

本佳
かおり

保里1,4）、北澤　耕司2）、脇舛　耕一3）、稲富　　勉4）、木下　　茂4）、
外園　千恵4）

1）京都第二日赤、2）京都府医大北部医療センター、3）バプテスト眼科クリニック、4）京
都府医大

【目的】Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty (DSAEK)術後の
角膜形状や視力は術後3ヶ月で安定するという報告がある。今回、術後5年のホスト
及びグラフト角膜厚の経時的変化を検討した。【対象と方法】バプテスト眼科クリニッ
クで2007年8月から2013年9月にDSAEKを施行した372眼のうち術後5年間、角膜を
透明維持でき、角膜厚の経過を追えた32眼(平均年齢:70±9.7歳)に対し、ホスト及
びグラフトの中心角膜厚と角膜内皮細胞密度（ECD）をレトロスペクティブに検討
した。前眼部三次元光干渉断層計（CASIA,TOMEY社またはVisante,Carl Zeiss社）
で視軸上の角膜厚を測定した。再移植例やグラフト縫合例、黄斑浮腫や術後高眼圧
など合併症を伴った症例及び他院通院などにより経過を追えなかった症例は除外し
た。【結果】術後5年におけるECDは1385±540cells/mm2（平均±SD）であった。
ホスト角膜厚は術前、術翌日、術後1週間、1ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年でそれぞ
れ 810μm、606μm、541μm、494μm、496μm、494μm、484μm、495μm で、
グラフト角膜厚は145μm、204μm、207μm、156μm、148μm、148μm、145μm、
142μm であった。ホスト中心角膜厚、グラフト中心角膜厚ともに術後1ヶ月で安定
化し術後5年まで厚みは変わらなかった。【結論】DSAEK術後1ヶ月で角膜浮腫は減
少し、中心角膜厚の改善が得られ、それ以降角膜厚がグラフト、ホストの両者で安
定化することがわかった。

P028 水晶体再建術後前房内残存水晶体断片により著明
な角膜内皮減少を生じた2例

神
じんの

野安
あきこ

季子1）、福富　　啓1）、半田　恒明1,2）、瓶井　資弘1）

1）愛知医大、2）済衆館病院

【緒言】水晶体再建術後に、残存水晶体核、皮質の小断片を前房内に認めることが
ある。今回我々は、前房内残存水晶体断片による著明な角膜内皮減少を生じた2例
を経験したので報告する。【症例】症例1：84歳女性、左眼急性緑内障発作にて近医
より当院紹介され、左眼に対し水晶体再建術を施行した。右眼も浅前房、白内障を
認めた為、水晶体再建術を施行。右眼術後10日目、視力0.6、角膜下方浮腫が生じ、
下方隅角に残存皮質を認めた為、同日前房洗浄施行した。以後角膜浮腫は軽減し、
水晶体再建術後3か月で右眼視力1.0と改善したが、術前角膜内皮2412個/mm2 から
985個/mm2まで減少した。症例2：85歳女性、近医にて両眼水晶体再建術施行され
術後両眼視力0.9であったが、術後1か月頃より右眼視力0.2と低下し、下方に強い水
疱性角膜症、硝子体混濁を認めた。右眼ぶどう膜炎の診断にて加療するもステロイ
ド治療に反応しない為、精査目的にて当院紹介された。下方隅角に残存皮質を認め
た為、前房洗浄施行。以後炎症所見は改善したが、水晶体再建術後3か月で右眼視
力0.2、術前角膜内皮2200個/mm2から585個/mm2まで減少した。【考案】水晶体再
建術後、下方に強い角膜浮腫を認めた場合は前房内残存水晶体断片の存在を疑い、
発見後は速やかに前房洗浄にて除去するのがよいと考えられた。

P027 円錐角膜に対する全層角膜移植術後長期経過後に
誘因なくデスメ膜剥離を起こした1例

松
まつした

下　知
ともひろ

弘、森　　文彦、佐々木　功、宮平　大輝、杉浦　　彩、
青山祐里香、江口秀一郎
江口眼科病院

【緒言】全層角膜移植後の晩期合併症として水疱性角膜症があり、外科的治療を要
することがある。今回、全層角膜移植術後、長期経過の後に外傷などの誘因なくデ
スメ膜剥離を起こし水疱性角膜症となったため、前房内空気注入により病状改善を
認めた1例を経験したので報告する。【症例】57歳男性。両眼円錐角膜のためハード
コンタクトレンズ（HCL）で江口眼科病院にて経過観察中、右眼の円錐角膜増悪に
伴いHCLが装用困難となり、昭和57年に全層角膜移植手術を施行。術後経過良好
であったが、全層角膜移植手術から37年後、突然右眼の視力低下を自覚したため近
医を受診し、右水疱性角膜症の診断にて当院へ紹介となった。初診時視力20cm指
数弁（矯正不能）。角膜移植片全体に角膜浮腫を認めるとともに、前眼部光干渉断
層計(CASIA2,TOMEY)にてデスメ膜剥離を認めたため、前房内空気注入を施行し
た。術翌日にデスメ膜は接着し、自覚的にも視力の改善を認めた。術後1か月で視
力0.04(0.5×HCL)となり、現在左眼の円錐角膜に対する全層角膜移植手術の待機中
である。【考按】全層角膜移植術後長期経過後に誘因もなくデスメ膜剥離を起こし、
突然水疱性角膜症となった症例を経験した。前房内空気注入にてデスメ膜剥離は接
着し、水疱性角膜症の改善を認めた。全層角膜移植術後長期経過後に発症する水疱
性角膜症症例の中に、角膜内皮機能不全ではなく、デスメ膜剥離の症例もあること
が示唆された。

P026 ホスト角膜のDescemet膜上に移植片が迷入し
たnDSAEKの一例

宮
みやこし

腰　晃
あきお

央、山崎　仁史、濱田　瑞綺、林　　篤志
富山大

【緒言】Descemet膜非剥離角膜内皮移植術（non-Descemet's stripping automated 
endothelial keratoplasty: nDSAEK）の術中にNS Endo-Inserter（HOYA社）を用
いて移植片挿入を試みるも、ホスト角膜のDescemet膜上に迷入した症例を経験し
たので報告する。【症例】85歳女性。以前に原発閉塞隅角症に対して両眼のレーザー
虹彩切開術を施行された。2004年に左眼の水晶体再建術を受けたが、その後角膜内
皮細胞数の減少を認め、2014年に水疱性角膜症に至った。本症例に対し、2018年7
月9日にnDSAEKを施行した。移植片挿入の際にNS Endo-Inserterを使用したが、
移植片がうまく放出されず、最初の2回はシリンジ内の眼灌流液が前房内に入った
のみであった。3回目で移植片が眼内に放出されたため、前房内に空気を注入し位
置調整を行った。iVue-100（ver.1.7）を術中手持ちOCTとして使用し、角膜後面へ
の接着を確認したところ、移植片がホスト角膜のDescemet膜上に迷入しているこ
とが確認された。残存Descemet膜を除去した後に、再度前房内に空気を注入し位
置調整を行い、術終了となった。【考按】Descemet膜と実質の接着が弱い水疱性角
膜症に対して、創口作成の不備および3回の放出手技によるハイドレーションが加わっ
たことが原因と考えられた。

P025 水疱性角膜症を生じnDSAEKを施行したCoats
病の1例

長
はせがわ

谷川亜
あさと

里1）、小島　隆司2）、横山　　翔1）、澤木　綾子1）、原　　修哉3）、
加賀　達志1）、市川　一夫4）

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】Coats病の滲出性物質に由来すると思われる黄色顆粒により水疱性角膜症と
なり、角膜移植を要した症例を経験したので報告する。【症例】77歳の男性。2013
年2月、左眼の鼻側周辺部に網膜下隆起性病変を認め、当院網膜外来へ紹介。Coats
病と診断された。黄斑浮腫および漿液性網膜剥離を繰り返すため、複数回の抗
VEGF抗体硝子体注射および網膜光凝固術を行って経過観察を続けたが、硝子体出
血を生じたため2015年11月硝子体手術を施行。その際白内障手術を併施したが、術
中破嚢し、眼内レンズは嚢外固定した。2016年6月、隆起性病変上に網膜裂孔を生
じた。網膜内に沈着した滲出性物質に由来すると思われる黄色顆粒が裂孔から硝子
体中へ浮遊するようになったが、裂孔原生網膜剥離は生じなかった。黄色顆粒は前
房内にも移動し、診察時に角膜裏面や虹彩上などに多数みられるようになったため、
同年8月に前房洗浄を施行した。角膜内皮細胞密度は、同年7月の2994/mm2から11
月の590/mm2まで急速に低下し、水疱性角膜症となった。座位から仰臥位への体動
により前房内の浮遊顆粒の増加を認めた。2018年1月にnDSAEKを施行した。【考按】
Coats病の滲出性物質に由来すると思われる顆粒は、体動により容易に移動し、前
房内に析出した場合、角膜内皮障害性が高いことがわかった。今後移植片の角膜内
皮も障害される可能性が高く、注意が必要である。

ポスター	1（領域1：眞鍋賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P036 Descemet	Membrane	Endothelial	
KeratoplastyにおけるSF6ガスの使用経験

小
こばしがわ

橋川裕
ゆうじ

司1）、清水　俊輝1）、親川　　格2）、林　　孝彦1）、加藤　直子3）、
松澤亜紀子4）

1）横浜市大、2）琉球大、3）埼玉医大、4）聖マリ医大

【目的】Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty（以 下 DMEK）に お け る
前房内SF6ガスの有効性を検討する。【対象】2016年4月1日以降に当院でDMEK
を施行した連続症例42例50眼（男性14眼、女性28眼、平均年齢74.9±7.1歳）。【方
法】前房内にSF6ガスを注入したSF6群20眼と、同様に空気を注入したAir群30眼
に分けて比較検討した。検討項目として、術前と術後6か月における眼鏡矯正視力
(logMAR)、角膜内皮細胞密度、手術直後の前房内気体滞留期間、気体再注入率を
それぞれ両群間で比較検討した。【結果】術前と術後6か月における眼鏡矯正視力は
両群間でそれぞれ有意差はなかった(術前p＝0.423[SF6群]、術後p＝0.238[Air群])。
角膜内皮細胞密度も同様に手術前後でそれぞれ有意差はなかった(術前p＝0.253[SF6
群]、術後p＝0.713[Air群 ])。気体再注入率は、術後早期（術後14日以内）におけ
る気体再注入率は、SF6群で20眼中1眼（5%）、Air群で30眼中9眼（30%）とSF6群
で有意に低かった（p＝0.03）が、最終的にSF6群20眼中3眼（15%）、Air群30眼中
9眼（30%）と両群間で有意差はなかった(p＝0.224)。前房内気体滞留期間はAir群

（5.33±0.70日）と比べSF6群（7.30±1.27日）が有意に長かった(p＜0.001)。【結論】
DMEK後早期での移植片接着においては、空気に比べSF6ガスが有効であるが、術
後早期以後に移植片剥離を起こすものがあり注意を要する。今後、更に症例数を増
やし比較検討する必要がある。

P035 Descemet	Membrane	Endothelial	Keratoplasty
後の嚢胞様黄斑部浮腫と危険因子について

伊
いのだ

野田　悟
さとる

1）、林　　孝彦1,2）、高橋　秀徳1）、親川　　格3,4）、横川　英明5）、
小林　　顕5）、加藤　直子6）、川島　秀俊1）

1）自治医大、2）横浜南共済病院、3）ハートライフ病院、4）琉球大、5）金沢大、6）埼玉医
大

【目的】Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty(DMEK)術後に発症した嚢
胞様黄斑浮腫(CME)について、その頻度と危険因子について検討する。【対象と方法】
2015年1月から2017年3月までに4施設においてDMEKを施行し、6ヶ月以上経過観
察ができた68例77眼（男性25、女性43、72.1±8.9歳）を対象とした。CMEの評価は
術後1ヶ月時に光干渉断層計(OCT)を用いた。術後1ヶ月での中心網膜厚(CRT)と年
齢、性別、眼軸長、術前視力、術後前房内空気量、前房内空気再注入の有無、術後6ヶ
月での角膜内皮減少率、術後虹彩損傷をスコアリングし相関解析を行った。【結果】
CMEは77眼中12眼(15.6％)に生じた。CME群と非CME群で術前眼鏡矯正最高矯正
視力(BCVA)(LogMAR)は、0.76±0.15、0.82±0.06(p=0.69)、術後6ヶ月でのBCVAは
0.12±0.043、0.072±0.019(p=0.27)と有意差はなかった。また術後6ヶ月での平均角
膜内皮細胞密度はそれぞれ、1580±136、1470±61.0(p=0.5)、角膜内皮減少率は41±
4.9%、45±2.1%(p=0.38)であった。術後1ヶ月の平均CRTはそれぞれ520±24μm、
240±11μm(p＜0.001)であり、有意差を認めた。術前後での虹彩損傷の程度を4段
階でスクアリングを行うと、CRTと優位に相関が認められた(p=0.03)。【結論】日本
人眼におけるDMEK術後CME発症率を初めて報告した。その結果、虹彩損傷が危
険因子の一つとして同定され、炎症の関与が示唆された。今後、更に多数例での解
析が必要である。

P034 フラウン切開によるDSAEK

中
なかたに

谷　　智
さとる

、山口　昌大、岩本　　怜、村上　　晶
順天大

【目的】強角膜フラウン切開により施行したDSAEKの治療成績を検討した。【対象
と方法】当院にて強角膜フラウン切開によりDSAEKを行った6例6眼（男性2眼女性
4眼、平均年齢74.3±6.9歳）を対象とした。耳上側強角膜に切開幅3.8mmのフラウ
ン切開を作成し、グラフト挿入器としてNS Endo-Inserterを使用して角膜内皮移植
片を前房内に挿入した。その他の手技は通常通りDSAEKを行っている。術後3ヶ月
視力、乱視度数、角膜内皮細胞密度減少率、術中術後合併症の有無を検討し、対照
として5mm耳側角膜直線切開によりBusinグライドを用いて行ったDSAEK12眼（男
性7眼女性5眼、平均年齢74.0±8.7歳）と後ろ向きに比較検討した。【結果】原疾患内
訳は、フラウン切開群ではレーザー虹彩切開術後（LI）3眼、白内障術後（PBK）2眼、
原因不明1眼であり、対照群はPBK7眼、LI2眼、落屑症候群2眼、フックス角膜ジス
トロフィ1眼であった。フラウン切開群の術後3ヶ月平均視力logMAR0.25±0.10、平
均乱視度数0.92±0.34D、平均角膜内皮細胞密度減少率25.1±0.10%、術中術後合併症
は認めなかった。対照群との比較では術後視力、内皮細胞密度減少率、術中術後合
併症に関しては両群に有意差を認めなかったが、術後乱視はフラウン切開群で有意
に少なかった（P=0.006）。【結論】NS Endo-Inserterを用いたDSAEKでは、強角膜
フラウン切開で施行することにより、切開幅を短縮し術後乱視を軽減させることが
できる。

P033 NS	Endo-Inserterを用いた引き込み法の考案
（ライフラインスーチャー法）

横
よこがわ

川　英
ひであき

明、小林　　顕、森　奈津子、西野　　翼、杉山　和久
金沢大

【目的】DSAEK術中の角膜内皮保護を目的として、大阪大学においてNS Endo-
Inserter （以下NSI, HOYA社）が開発された。今回、無後嚢症例におけるDSAEK
に対してNSIを使用した糸引き込み法（ライフラインスーチャー法）を考案したため、
その臨床成績を報告する。【方法】水疱性角膜症5例5眼（平均年齢74.8歳）に対して、
DSAEK（+IOL強膜内固定+PPV）を行った。全例において、DSAEKグラフトの
硝子体内への迷入予防のため、9-0プロリン糸をグラフトの周辺部に通糸した状態で
NSIにグラフトを装填した。NSIを創口に挿入した後に慎重に糸引き込み法を行い、
グラフトを前房内に挿入した。空気でグラフトを接着した後にプロリン糸を抜糸し
た。合併症、視力、内皮細胞密度について検討した。【結果】全例においてグラフ
ト挿入は容易であり、術中合併症は見られなかった。グラフトの前房内での動きが
安定しているためセンタリングは容易であり、グラフトが硝子体腔へ落下するリス
クを無くすことができた。6か月を経過した3眼において、視力は平均0.42に向上し、
内皮細胞密度は2178±580/mm　（減少率21.0±27.3％）であった。【結論】NSIを用
いた糸引き込み法は無後嚢症例へのDSAEKの際に、グラフトの容易なセンタリン
グやグラフトの硝子体腔への落下防止に役立つ極めて有用な方法と考えられた。

P032 拒絶反応既往眼に対する複数回の角膜移植術後に
良好な術後経過を得た1例

川
かわさき

崎　麻
まや

矢1）、脇舛　耕一1）、北澤　耕司2）、粥川佳菜絵2）、山崎　俊秀1）、
稲富　　勉2）、外園　千恵2）、木下　　茂1,2）

1）バプテスト眼科、2）京都府医大

【緒言】複数回の角膜移植術後では拒絶反応のリスクが高まるといわれている。今
回、我々は拒絶反応既往眼に対する6回目の角膜移植で良好な経過を得た1例を経験
したので、その臨床経過を報告する。【症例】48歳、女性。他院にて左角膜ヘルペ
ス後の角膜混濁に対し3回の角膜移植を受けたが、いずれも拒絶反応をおこし水疱
性角膜症（BK）となった。当院にて2010年12月17日に全層角膜移植術及び白内障
手術、2012年8月9日に角膜内皮移植術（DSAEK）を施行したが、それぞれ約2ヶ月
と4ヶ月で拒絶反応を認めBKとなった。2014年12月19日にDSAEKを施行し、術後
はガチフロキサシン、リン酸ベタメサゾン点眼及びシクロスポリン500mg、ミコフェ
ノール酸モフェチル（MMF）1000mg、プレドニゾロン10mg内服を行い、漸減した。
現在もリン酸ベタメサゾン点眼及びMMF500mg内服は継続している。最終受診時
の術後3年6ヶ月経過時点で拒絶反応を認めず、角膜内皮細胞密度2278/mm2、矯正
視力(小数換算)0.4である。眼圧コントロールも良好であり、術後合併症を認めてい
ない。【結論】複数回の角膜移植後拒絶反応をおこしていても、角膜再移植により
術後の良好な視機能改善が得られる可能性が示唆された。

P031 DSAEK後に周辺虹彩とグラフトの癒着を生じ、
隅角癒着解離術を要した1例

西
にしお

尾　侑
ゆうすけ

祐、五十嵐　勉、白鳥　　宙、中元　兼二、高橋　　浩
日本医大

【緒言】角膜内皮移植術（DSAEK）後の眼圧上昇は、約20～30％に見られ、術後炎
症、ステロイド薬の使用、周辺虹彩前癒着の形成などが原因になるとされる。今回
我々は両眼のDSAEK後に周辺虹彩とグラフトの癒着によって眼圧上昇を来たし、
隅角癒着解離術（GSL）を施行した1例を経験したので報告する。【症例】患者は85歳、
女性。両眼白内障術後の水疱性角膜症に対するDSAEK目的に平成25年3月に当院紹
介となった。同月に左眼のDSAEK(グラフト径8ミリ)を施行後、術翌日に41mmHg
の高眼圧を認めたため前房内空気抜去とアトロピン点眼を開始した。その後、前房
形成は良好であったが周辺虹彩とグラフトの癒着が残存したため、術後3日目に粘
弾性物質を用いたGSLを施行した。その後は眼圧下降したが、術後9ヶ月で徐々に
周辺虹彩前癒着が再燃し、点眼内服加療下でも30mmHg前後の高眼圧となったた
め、平成25年12月に GSLを施行し、再び眼圧は正常化した。平成30年4月に右眼の
DSAEK(グラフト径7.5ミリ)を施行後にも、左眼と同様に術翌日に高眼圧と周辺虹
彩前癒着を認めた。術後7日目にGSLおよび周辺虹彩切除術を施行し、現在も経過
観察中である。【考按】DSAEK後に周辺虹彩とグラフトの癒着によって眼圧上昇を
来たした症例を経験した。治療にGSLは有効であった。

ポスター	1（領域1：眞鍋賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P042 OCT手術顕微鏡RESCAN700が有効だった手
術症例報告

中
なかむら

村　恭
きょうこ

子、妹尾　　正
獨協医大

【緒言】術中の光干渉断層計（optical coherence tomography以下OCT）の有用性
が報告されているが、今回、角膜内皮移植（以下DSAEK）後に生じた移植片との
彩前癒着（以下PAS）解除をOCT手術顕微鏡RESCAN700（Carl Zeiss Meditec
社）下で安全に施行できたので報告する。【症例】2017年8月左外傷性角膜内皮障
害、白内障で当科紹介となった75歳の男性。視力は右（1.2）左（0.3）、眼圧は両眼
11mmHg、角膜内皮細胞密度右2441、左560/mm2、両眼に落屑症候群、白内障を認
めた。同年9 月左眼に水晶体再建術施行後水泡性角膜症（以下BK）となったため
同年10月DSAEK施行するもBK改善せず、翌年4月再移植施行。）その後移植片の
接着は良好だったがほぼ全周性のPAS、眼圧上昇したため、同年5月PAS解除術施行。
移植、PAS解除術共にRESCAN700を使用した。【術中所見】OCTでPASのない箇
所を同定し、同箇所から前房穿刺後PAS解除施行。一見虹彩癒着を解除できたかに
見えてもOCT確認では不十分な部位もあり、OCT下で隅角部までしっかりと解除
を行った。術後3か月では、視力(0.2)、眼圧9mmHg、角膜内皮細胞密度1300/mm2、
一部PAS、視野変化認めるが、角膜透明性は維持している。【考按】RESCAN700は
PASに対してより安全に手術が可能であると示唆された。

P041 外傷性角膜挫滅穿孔創に対して結膜複数枚移植術
を行った一例

中
なかお

尾　　功
いさお

、江内田　寛
佐賀大

【目的】外傷性角膜挫滅穿孔創に対して結膜複数枚移植を行った1例を報告する。【症
例】30歳男性。竹が跳ねて左眼を叩き受傷。初診時視力は手動弁。左眼角膜鼻上側
に角膜裂傷を認めた。創は挫滅し竹の破片が角膜実質に複数刺入していた。角膜創
から前房水の漏出を認め、眼球は虚脱し前房出血と水晶体皮質の脱出を認めた。同
日緊急手術を行った。角膜創はY字に挫滅穿孔し縫合困難だった。表層角膜移植で
は瞳孔領にかかり術後視力不良となると考え、眼球結膜を採取し角膜創に対する結
膜スタッフ、パッチにて創閉鎖を行った。さらに硝子体カッターで脱出硝子体、水
晶体切除を行った。術後に残存皮質を認め、結膜移植部から前房水の漏出が持続し
たため1週間後に皮質除去、結膜パッチの追加を行った。その後も前房水の漏出を
わずかに認めたが前房内空気注入、仰臥位安静にて漏出は消失した。移植した結膜
は徐々に収縮、吸収され一部が白色混濁として残存した。受傷部位の角膜実質に菲
薄化を認めたが上皮側に不整な変形はなく内皮側のみが不整となった。強い直乱視
は残したが、術後4ヶ月で視力は0.04(1.0)と改善し、その後に眼内レンズ強膜内固定
を行い最終視力は0.4(1.2×S+2.0：C-3.0 A150°)である。【結論】外傷による比較的
大きな角膜穿孔は縫合での閉鎖が困難な場合がある。その際に結膜複数枚移植は有
用な手技であり、術後視力の早期改善が望める。

P040 角膜混濁眼に対する眼内視鏡を用いた硝子体手術

古
こが

賀　隆
たかふみ

史、森重　直行、松井　孝明
大島眼科・福岡

【緒言】角膜混濁を伴った眼内炎や緑内障，網膜疾患例に対して緊急に眼球内への
手術操作が必要となった場合，一時的に人工角膜を使用しての網膜硝子体手術を行
うことが一般的である。近年，眼科用内視鏡を用いた網膜硝子体手術を実施可能な
施設や術者が増え，良好な手術成績も報告されている。今回，当院で施行した角膜
混濁眼に対する眼内視鏡硝子体手術について検討したので報告する。【方法】2017
年4月～2018年9月の期間に，大島眼科病院で施行した眼内内視鏡硝子体手術につい
て，対象疾患及び術後経過について検討した。【結果】対象となったのは4例4眼で，
角膜真菌症から進行した眼内炎1例，移植片不全眼における緑内障1例，モーレン潰
瘍眼の緑内障1例および悪性緑内障1例であり，いずれも眼内の観察不能な角膜混濁
を認めた。眼内内視鏡硝子体手術の術中・術後合併症を認めなかった。緑内障・絶
対緑内障症例においては眼圧下降を得ることができ，眼内炎症例では感染の後眼部
への波及を阻止することができた。全例において，光覚を喪失することなく視機能
を維持することが出来た。【結論】角膜混濁を伴った眼内炎や緑内障，網膜疾患例
に対する内視鏡手術は有用であり，今後角膜治療を実施する施設においても積極的に，
内視鏡手術を実施可能な環境を整備すべきであることが示唆された。

P039 顔面神経麻痺に伴う兎眼性角膜症に対して眼形成
手術が著効した1例

末
すえおか

岡健
けんたろう

太郎、近間泰一郎、木内　良明
広島大

【諸言】顔面神経麻痺に伴う兎眼性角膜症は閉瞼不全と眼周囲の形態変化によって
生じ、保存的治療を続けても改善しない例を多く経験する。今回、眼形成手術で角
膜上皮障害が著明に改善した1例を経験した。【症例】73歳、男性。幼少期の手術で
右顔面神経麻痺を生じた。前医で兎眼による右眼角膜上皮障害および白内障と診断
された。視力は右眼(0.3)、左眼(1.2)で、運転免許更新前の白内障手術希望で手術を
行ったが、術翌日から上皮障害は渦巻き状となった。点眼加療されたが上皮障害は
増悪し、視力は(0.08)に低下した。形成外科で眼瞼手術を提案されたが、セカンド
オピニオン目的で広島大学眼科に紹介され受診した。視力は(0.08)、右眼角膜には血
管侵入と、結膜上皮と思われる異型上皮の侵入による上皮混濁と不整があり、長期
的な薬剤の影響による輪部機能不全を疑った。ソフトサンティア単剤とし、アイパッ
チによる強制閉瞼を開始した。その後、下眼瞼弛緩に対してlateral tarsal stripを行
い、低濃度ステロイド点眼で血管侵入は消退し、視力は(0.5)に改善した。眉毛下垂
で上眼瞼前葉は押し下げられていたが後葉は後退しており、眼窩隔膜翻転による上
眼瞼延長と眉毛拳上固定を行った。上眼瞼延長後、上皮障害は著明に改善し、視力
は(1.0p)まで改善した。【結語】兎眼性角膜症に対しては保存的加療のみならず、正
しく眼瞼の状態を把握したうえで適切な眼形成手術を行うことが重要である。

P038 非接触眼圧計7CR（Reichert）によるDSAEK
術後眼の眼圧補正値

鈴
すずき

木　啓
けいすけ

祐
大阪医大

【目的】非接触眼圧計7CR(Reichert)を用いて、DSAEK術後眼および正常眼の眼圧
測定値を比較し、7CRの有用性を検討した。【対象と方法】2017年9月に大阪医大眼
科を受診したDSAEK術後眼（DSAEK群：9名13眼）および白内障術前眼（対照群：
38名56眼）を対象とした。検討項目は眼圧（接触式眼圧計、非接触式眼圧計（7CR）
の測定値（IOPg）および補正値(IOPcc)）、角膜剛性（CH: cornea hysteresis）、信
頼係数（WS:Waveform score ）、角膜厚とした。【結果】平均眼圧は接触式眼圧計

（DSAEK群15.7±7.0mmHg、対照群14.3±3.4mmHg）、IOPg (DSAEK群 18.5±10.6 
mmHg、対照群15.5±4.3mmHg)、IOPcc (DSAEK群 22.7±13.0 mmHg、対照群16.0
±4.3mmHg)、角膜剛性（CH: cornea hysteresis ）(DSAEK群 7.0±3.2 mmHg 、対
照群10.4±1.3 mmHg)、信頼係数（WS: Waveform score ）(DSAEK群 5.1±3.1 、対
照群8.3±0.7)、角膜厚(DSAEK群 665.8±107.9μm 、対照群548±30.1μm)であった。

【結論】7CRによる眼圧補正値は補正前の値と比較して両群ともに高い値を示したが、
DSAEK群ではより補正値が大きかった。

P037 DMEK術後角膜厚の経時的変化の検討

堀
ほりうち

内　稔
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子1）、稲富　　勉2）、脇舛　耕一3）、中山　智佳3）、松本佳保里4）、
山崎　俊秀3）、外園　千恵2）、木下　　茂5）

1）京都府医大・北部医療センター、2）京都府医大、3）バプテスト眼科クリニック、4）京
都第二日赤、5）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty（DMEK）施行後の角膜厚
の経時的変化について検討する。【対象と方法】対象は2014年4月から2016年3月に
バプテスト眼科クリニックでDMEKを施行し術後2年間の経過観察が可能であった
13例13眼（男4女9、平均年齢70.9±10.1歳）。前眼部OCT（TOMEY社CASIA SS-
1000）を用いて、角膜の中心および周辺部（中心から3.5mm）での角膜厚を測定した。

【結果】平均中心角膜厚は術前、術後1か月、3か月、6か月でそれぞれ733±107μm、
492±43μm、489±37μm、491±38μmであり術後1か月で有意に改善した。周辺
部においては術後1か月604±45μm、3か月586±42μmであり有意差を認めたが(p
＜0.05)、術後3か月と6か月に有意差はなかった。僚眼との比較ではDMEK移植眼は
術後1ヶ月で有意に角膜厚が菲薄化しており、片眼性疾患の場合は8.6%、両眼性疾
患の場合は13.3%の減少率であった。【結論】DMEKでは術後角膜厚は術後早期に
中心から改善し、僚眼より菲薄化した。また周辺部でも3か月までに角膜厚の安定
化が得られた。
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P048 結膜下組織切除および羊膜移植が有効であった壊
死性強膜炎の一例

草
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野　真
まお

央1）、上松　聖典1）、原田　康平1）、植木亮太郎1）、今村　直樹1,2）、
北岡　　隆1）

1）長崎大、2）南長崎ツダ眼科

【緒言】壊死性強膜炎は重症例では強膜融解が進行し、予後不良である。結膜下組
織切除および羊膜移植が有効であった壊死性強膜炎の一例を経験したので報告する。

【症例】症例は66歳の男性。近医眼科にて両眼白内障、緑内障、糖尿病網膜症の加
療中に両眼強膜炎を来し、2014年7月当科初診。両眼強膜炎、周辺部角膜浸潤を認め、
矯正視力は右眼0.3、左眼0.4、眼圧は右眼22mmHg、左眼14mmHgであった。PR3-
ANCA陽性で多発血管炎性肉芽腫症と診断され、当院膠原病内科でステロイドパル
ス及びシクロホスファミドにて加療した。しかし右眼強膜融解および周辺部角膜潰
瘍が進行したため、リツキシマブ投与開始し、2015年8月右眼結膜と強膜壊死部の
肥厚して肉芽腫状になった結膜下組織を切除し、羊膜を移植した。病理では切除組
織に高度の炎症細胞浸潤を認めた。羊膜上の結膜上皮化遅延があったが、2016年1
月再度右眼羊膜移植術施行後、上皮化した。右眼視力は視神経萎縮のため光覚弁と
なったが、その後強膜炎の再発は認めていない。【考按】結膜下組織切除および羊
膜移植は、難治性の壊死性強膜炎に対して有効である可能性が示唆された。

P047 2017年　本邦における羊膜移植の現況

石
いしがき

垣　理
りほ

穂1）、愛媛大学医学部附属病院羊膜バンク3）、久留米大学羊膜バンク3）、
東京歯科大学市川病院羊膜バンク3）、富山大学附属病院羊膜バンク3）、長崎大学病院羊膜バンク3）、
秋田大学医学部附属病院羊膜バンク3）、大阪大学羊膜バンク3）、けいゆう病院羊膜バンク3）、外園　千恵1,2）

1）京都府医大、2）京都府立医科大学眼科学教室、3）日本組織移植学会認定バンク

【目的】本邦で保険診療により実施された羊膜移植について分析し、課題を考察する。
【方法】保険診療で羊膜移植術を行なうためには、日本組織移植学会認定羊膜バン
クから組織の供給を受けることとされている。2017年1年間に羊膜バンク9箇所から
供給された羊膜組織を用いた移植手術について集計し分析した。

【結果】重大な事故はこれまで1例も報告されていない。ドナー総数27名から平均30
組織が保存され、安定的に供給された。バンクから供給された総組織数は498で前
年比4%増であった。供給後に移植されなかった羊膜が供給総数の8%、42組織ある。
併施手術は単独手術の約2倍実施された。レシピエントの疾患は翼状片、スティー
ブンス・ジョンソン症候群、腫瘍性疾患の順に多く、次いで緑内障と眼類天庖瘡が
各21件あった。病態としては角膜上皮欠損、瞼球癒着・結膜嚢短縮、結膜欠損の順
に多く、3病態で全体の96%を占めた。

【結論】羊膜バンクによるデータの集約は本邦の羊膜移植の現状を表す重要なリソー
スである。羊膜移植術に対する診療報酬が増額されたが併施手術の加点は認められ
ず、緑内障は適応外である。安全な手術であり、より多くの患者が移植を受けられ
るようにするためにも、移植実施施設要件の緩和と共に、厚生労働省に働きかける
のが望ましいのではないか。供給後の不使用組織減少に向けて、バンクは供給申請
受付時期を再検討する。

P046 アイバンクネットワーク構築に向けた取り組みと
ラボの構築

渡
わたなべ
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誉1）、石垣　理穂2）、谷口　和寛1）、安久万寿子2）、稲富　　勉3）、
木下　　茂4）、外園　千恵4）、片上千加子1,5）

1）兵庫アイバンク、2）京都府医大アイバンク・組織バンク、3）京都府医大眼科、4）京都
府医大感覚器未来医療学、5）ツカザキ病院

【目的】アイバンクは提供眼球を移植に供給する機関であるが、慢性的供給不足に
陥っている。提供眼数の増加を図り、有効に活用することがドナー意思を尊重する
ことに繋がる。その為にはアイバンク活動の質と技術の向上が必要であり、人材育
成と設備的充実が必須であると考えられる。近畿圏内の5アイバンクのネットワー
ク化と連携に向けた取り組みの現況について報告する。【方法】兵庫県、京都府、
奈良県、滋賀県にある5アイバンクの地域性や特色を活かす連携システムの構築に
向け、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、標準作業手順書や
医学基準指針の統一化を図り、献眼時の摘出協力、切片加工や角膜評価の技術向上、
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同一基
準の導入と協力体制を機能させた。神戸アイセンターにHuman専用ラボを稼働し、
DSAEK用グラフト作成に対応できる体制を整えた。【結果】マンパワーが不足する
アイバンク活動を現状において互助できる連携体制が構築され、活動性の向上を目
指す体制の礎を築くことができた。【考察】提供眼数増加に対応するため、コーディ
ネーターや技術者の増員と教育、システムの向上が必要である。また、ラボと各ア
イバンク間の安全・迅速な搬送手段についても課題が残る。連携システムは成果を
上げつつあり、今後も連携体制を発展させ、全国のアイバンクのモデルとなること
を目指したい。

P045 長崎アイバンクにおけるドナーと角膜の使用状況
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平1）、浜崎　幸子2）、上松　聖典1,2）、植木亮太郎1）、草野　真央1）、
今村　直樹1,3）、北岡　　隆1,2）

1）長崎大、2）長崎アイバンク、3）南長崎ツダ眼科

【目的】長崎アイバンクの献眼数は九州では最も多い。今回我々は、最近5年間の長
崎アイバンクにおけるドナーと角膜の状況について検討した。【対象と方法】2013
年4月から2018年3月に長崎アイバンクに献眼したドナー及び角膜の使用状況を、長
崎アイバンクの資料から後ろ向きに調査した。【結果】5年間で長崎アイバンクに献
眼したのは266人（男性145人、女性121人）で、平均年齢は81.5±12.9歳であった。
死亡原因は悪性腫瘍が86人と最も多く、肺炎、老衰、心不全、脳梗塞が続いた。感
染症陽性は53人で、HTLV-1が34人と最も多かった。3眼は明らかな角膜異常所見の
ため摘出されなかった。摘出された529眼のうち242眼が長崎大学病院における角膜
移植で使用され、43眼は他施設に斡旋された。その他の角膜は冷凍保存されるか不
使用となった。角膜不使用の原因は、感染症が96眼と最も多く、角膜の混濁、その
他の原因が続いた。測定可能であった角膜の平均角膜内皮細胞密度は2639.1±578.3
個/ mm2であった。術式は全層角膜移植が151眼と最も多く、角膜内皮移植術が92
眼であり、深層層状角膜移植、角膜輪部移植、強膜移植、角膜上皮形成術にも使
用された。【結論】長崎アイバンクにおけるドナーの平均年齢は80歳以上であった。
ドナー角膜において不使用となったものは、感染症と角膜混濁が主な原因であった。
HTLV-1キャリアが多いという九州地方の地域性を反映していると考えられる。

P044 富山県アイバンクにおける献眼実績報告
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理1）、石附　美和1）、山川　身江1）、林　　篤志2）

1）富山県アイバンク、2）富山大

【緒言】1991年より活動を開始した（公財）富山県アイバンクは、全国的に献眼数
が低迷している中、増加傾向にあり昨年度は開設以来の最高献眼数であった。設立
当初は、献眼登録事業が中心であったが2006年に県知事の委嘱状交付された院内移
植コーディネーター設置以降、一般啓発活動に加えて、病院開発に力を入れている。
今回、開設以来の献眼実績を報告する。【方法】1992年度から2017年度までの当バ
ンクにおける献眼者について、眼球摘出記録データをもとに調査した。【結果】献
眼者は451人(男性270人、女性181人)であった。そのうちアイバンク登録は236人、
意思表示カード保持者が34人、家族の忖度が112人、医療従事者からの選択肢の提
示が69人であった。選択肢の提示は、ここ数年で増加傾向にあった。院内コーディ
ネーター設置施設からの献眼251件のうち、院内コーディネーターが関わったのは
143件でそのうちの選択肢の提示は、44件であった。【考察】全国的にも献眼数が低
迷している中、病院開発を行ってきた結果、ここ数年献眼数が増加した。献眼は、
登録をしていなくても本人が提供の拒否をしていない限り、家族の同意で提供は可
能である。潜在的な提供の意思を確認することが重要で、そのためには医療機関の
協力が不可欠である。アイバンクコーディネーターが院内移植コーディネーターと
連携し、体制整備を行うなど病院開発を行った結果、献眼数増加につながったと考
えられる。

P043 輪部に達する感染性角膜炎に対して治療的角膜移
植の術式を工夫した2例

守
もりた

田裕
ゆきこ

希子、冨永　和花、長谷川実茄、太田　真実、山田　直之、
木村　和博
山口大

【緒言】感染性角膜炎において薬物治療が無効な場合、鎮静化には治療的角膜移植
が必要となる症例もある。今回、薬物治療が無効であり、感染巣が角膜輪部へ達
した感染性角膜炎に対して「全層角膜移植術（PKP）+周辺部部分的表層角膜移植
術（LKP）」、「PKP+周辺部部分的強角膜移植術（SKP）」を施行したので報告する。

【症例】症例1は81歳女性。左眼の白内障術後にカンジダ角膜炎（Candida albicans）
を発症し治療的PKPを施行。その後graft-recipient間にまたがるカンジダ角膜炎

（Candida utilis）を発症し薬物治療を行うも無効であったため、PKP+周辺部部分
的LKPを施行。術後40日目に拒絶反応を発症したが、感染の再燃化は無く眼圧上昇
もみられない。症例2は74歳男性。右眼の感染性角膜炎の加療目的にて当院へ紹介。
角膜擦過物よりFusariumが検出され抗真菌薬の局所・全身投与を行うも感染巣が
拡大してきたため、発症14日目にPKP+周辺部部分的LKP施行。感染が再燃化して
きたため術後5日目にPKP+周辺部部分的SKPを施行した。早期に移植片不全になっ
たものの、感染の再燃化は無く眼圧上昇もみられない。【考按】薬物治療が無効で、
輪部に達した感染性角膜炎の鎮静化には、酵母では「PKP+周辺部部分的LKP」が、
糸状菌では「PKP+周辺部部分的SKP」が有効である可能性が示唆された。
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P054 Challenging	in	managing	Pseudophakic	
bullous	keratopathy	A	case	series

Rio Rhendy，Syska Widyawati
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Universitas Indonesia, Jakarta, 
Indonesia

【Introduction】 Pseudophakic bullous keratopathy (PBK) is one of devastating 
complication after cataract surgeries. It can lead to blind condition due to the haziness 
of the cornea. The aim of this paper is to report PBK cases with guarded prognosis but 
have different result.

【Method】 A case series. A 69 years old female and 51 years old male came with 
blurry vision and painful eye. Both visual acuity were 1/300 and the Intra ocular 
pressure were unremarkable. They have history of cataract surgery for several 
years ago. Several months after surgery the vision became blurry accompanied with 
pain. On the clinical exam, we found multiple micro cysts, corneal bullae, and corneal 
scars. Angle support IOL was used for the female patient after cataract surgery. PBK 
diagnosed were assessed and electroretinography (ERG) were planned to evaluate 
retinal function.  Both patients still want to do PKP despite guarded prognosis.

【Result】 One month after surgery the uncorrected visual acuity result for first patient 
gain quite satisfying (6/45) and second patient still unhappy with the result (3/60).

【Conclusion】 Managing PBK cases were challenging due to the preparation to 
evaluate the prognosis outcome and management post-surgery.

【Keywords】 Pseudophakic bullous keratopathy, cataract surgery, Penetrating 
Keratoplasty.

P053 眼表面再建術の適応と効果

小川　　令1）、福岡　秀記1）、稲富　　勉1）、木下　　茂２）、外園　千恵1）

1）京都府医大、2）京都府医大感覚器未来医療学

「アイバンク組織の一部を角膜輪部とその近傍へ移植」する眼表面再建術法の適応
と効果についてレトロスペクティブに検討した。
2008年7月から2018年6月までの10年間に当院で上記の眼表面再建術を行った症例は
55例58眼（男性39例、女性16例、平均年齢59 .1±11.6歳）であった。対象疾患内訳
は、結膜腫瘍16眼（悪性13眼、良性3眼）、モーレン潰瘍10眼、再発翼状片10眼、ア
ルカリ外傷後の偽翼状片9眼、眼類天疱瘡３眼、輪部疲弊症3眼、その他７眼であった。
新鮮眼を用いた移植は眼類天疱瘡を含む瘢痕性角結膜上皮症に多く施行され、保存
眼を用いた移植は再発翼状片に対し多く施行されていた。術後モーレン潰瘍再発率
は45％であったが最終的には安定を得た。再発翼状片、偽翼状片は全症例再発を認
めなかった。術後合併症は高眼圧7眼、拒絶反応2眼が認められ、全て新鮮眼であった。
アイバンク組織の一部を角膜輪部とその近傍への移植することは眼表面再建に有用
であった。

P052 Fasanella-Servat	変法による眼瞼下垂術後の
眼表面への影響の早期経過の検討

白川　雄一、横井　則彦、渡辺　彰英、外園　千恵
京都府医大

【目的】眼瞼下垂に対して挙筋短縮術後に涙液貯留量が有意に減少することが報告
されている（Watanabe A, et al. Cornea 33,2014）。一方、眼瞼余剰皮膚切除では、
涙液貯留量に有意な減少がないことも報告されている(Watanabe A, et al. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 56, 2014)。そこで、Fasanella-Servat変法(以下FS変法)を行い、
治療効果および眼表面（涙液および眼表面上皮）への影響を検討した。

【対象と方法】対象は2016年7月～2017年10月に眼瞼下垂に対してFS変法を行った
17名17眼(女性17名、平均年齢：68.1歳、右眼: 8眼, 左眼: 9眼)であり、術・前後の
MRD(margin reflex distance)-1値、下方涙液メニスカス曲率半径(TMR, mm)、涙液
層破壊時間(BUT, 秒)、角膜上皮障害スコア(SPK; NEI分類, 15点満点)、角結膜上皮
障害スコア(SPK; Van Bijesterveld分類　9点満点)、上・下lid-wiper epitheliopathy
合計スコア(LWE; 6点満点)および上輪部角膜炎スコア(SLK; 3点満点)を比較検討し
た。

【結果】手術(前/後)のMRD-1、TMR、BUT、SPK(NEI分類)、SPK(Van Bijesterveld
分類)、LWE、SLKはそれぞれ(1.5±0.6/3.2±1.0)、(0.2±0.1/0.2±0.1)、(3.2±1.8/4.2
±2.3)、(1.5±2.4/2.2±2.0)、(1.1±1.3/0.9±0.8)、(0.7±1.3/0.3±0.6)、(0.4±0.8/0.2±0.5)
となり、MRD-1のみ有意に増加した(p=0.0003)。

【結論】FS変法は、その早期術後経過において眼瞼下垂を改善し、涙液貯留量の減
少や眼表面上皮障害を引き起こさないことが示された。

P051 Simple	limbal	transplantation	
－Outcomes	in	corneal	scar

Charuta J Puranik1,2），Lalitha Balla2）

1）Virinchi Hospitals，2）Sree Netralaya Eye Hospital and Laser Centre

A 37 year old male with grade 4 lagophthalmos， a central vascularised corneal 
scar in his right eye presented for complaints of watering and for “cosmetic 
correction”, We performed right lateral tarsorrhaphy and subsequently simple 
limbaltransplantation. Over the next 18 months the scar size and density 
gradually reduced and the vascularisation was lost. A review of literature and 
probable causes will be discussed.

P050 前眼部光干渉断層計を用いた回折型多焦点眼内レ
ンズの術後裸眼視力の評価

植
うえき

木亮
りょうたろう

太郎1）、上松　聖典1）、草野　真央1）、今村　直樹1,2）、北岡　　隆1）

1）長崎大、2）南長崎ツダ眼科

【目的】前眼部三次元光干渉断層計を用いて回折型多焦点眼内レンズの術後裸眼視
力を評価すること。

【対象と方法】2015年1月から2018年3月に当院で多焦点眼内レンズZMB00(AMO)を
挿入された30例47眼(55.52±6.0歳)。手術は上方2.4mm角膜切開で行った。前眼部光
干渉断層計(SS-1000 CASIA, トーメー）の前眼部断層像にて隅角を結んだ直線から
垂直二等分線を下ろして角膜内皮面と接するまでを隅角底深度と定義した。術後6
か月以上が経過した後に前眼部光干渉断層計、角膜形状屈折力解析装置(OPD-SCAN 
III, ニデック)を用いて術後裸眼視力およびそれに関わる因子について解析した。

【結果】隅角底深度はコマ収差と有意な相関があった(r=0.36, p=0.0173)。術後裸眼
遠方視力と術後裸眼近方視力は有意な強い相関があった(r=0.56, p＜0.001)。また術
後裸眼遠方視力が良好(小数視力1.0以上)のものは不良(1.0未満)のものに比べて角膜
乱視が1.0D以上のものが有意に多かった(p=0.005, χ二乗検定)。

【結論】隅角底深度は収差に関与している可能性があることがわかった。術後裸眼
遠方視力が良いものは術後裸眼近方視力も良いという傾向があった。角膜乱視が1.0D
以上ある方が術後裸眼視力が良かった。

P049 軽度角膜形状異常眼に対するエピレーシックの術
後成績

佐
ささき

々木美
みほ

帆1）、稗田　　牧1）、張　　佑子1）、鎌田さや花1）、脇舛　耕一2）、
山村　　陽2）、中村　　葉1）、山崎　俊秀2）、木下　　茂3）、外園　千恵1）

1）京都府医大、2）バプテスト眼科、3）京都府医大　感覚器未来医療学

【目的】エピレーシックは、強度近視のため切除量が多く残角膜厚が不十分である
場合のほか、軽度角膜形状異常がある場合にも選択される。今回、エピレーシック
を選択した理由別に術後経過を検討した。【方法】2006年5月から2013年7月の間に
バプテスト眼科クリニックでエピレーシックを施行後3年以上経過観察した近視患
者（等価球面度数：SE≧－6.0D）77例139眼を対象に、TMS、Orbscan、OPDscan
のいずれかで異常を認めたA群 (n＝62)と、予測される残角膜厚が400μm以下で角
膜厚が不十分であったB群 (n＝77) の2群に分け、矯正精度、裸眼視力、hazeの発
症率、その他の合併症をレトロスペクティブに検討した。【結果】手術時平均年齢
はA群：36.1歳、B群：33.5歳で、術前の各群のSEは－7.57±1.13D、－8.79±1.32D、
術後3年のSEは－0.25±0.48D、－0.43±0.69D (p＝0.083)であり、術後3年の時点で
±1.0D以内の症例は95.2％、79.2％、±0.5D以内の症例は77.4％、62.3％で裸眼視力
1.0以上の症例の割合は83.9％、58.4％であった。各群の術後hazeの発症率は21.0％、
22.1％であり、2段階以上の視力低下、hazeの2年以上の遷延、術後角膜拡張症の発
症例はなかった。【結論】軽度角膜形状異常眼に対するエピレーシックは、形状異
常のない強度近視眼と比較して矯正精度が高く、術後合併症の有意な増加はなく有
効と考えられる。
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P060 3種類のソフトコンタクトレンズ上の水濡れ性の
比較

鈴
すずき

木　　崇
たかし

、糸川　貴之、柿栖　康二、堀　　裕一
東邦大・大森

【目的】ソフトコンタクトレンズ(SCL)装用時の不快感・乾燥感は、SCL上の水濡れ
性の低下が原因の一つである。SCL上の水濡れ性に影響を与える因子として、涙液
状態や環境に加えて、SCLの素材や表面加工も考えられる。今回、3種類のSCL装
用時のSCL水濡れ性を非侵襲的検査にて、調べたので報告する。

【方法】通常からSCLを装用しており、裸眼で、フルオレセイン染色後の涙液破壊
時間(BUT)が5秒以上でドライアイのない女性10人を対象に、3種類のSCL(A:シリコー
ンハイドロゲル素材、B: シリコーンハイドロゲル素材、C: ハイドロゲル素材)　を
装用し、8時間後に検査を行った。ケラトグラフを用いてSCL装用時の中央のTear 
Meniscus Height(TMH)を計測し、裸眼時のTMHと比較し、DR-1αを用いてSCL
上の非侵襲的BUT(NIBUT)を測定した。すべてにおいて右眼のデータを解析した。

【結果】SCL装用時のTMH(mm)は、A: 0.136±0.029、B:0.132±0.040、C:0.141±0.035
であり、裸眼時のTMH 0.235±0.093mmよりも、すべてのSCLでは有意に低下して
いた(P＜0.05)。3種類のSCL上のNIBUT(秒)はA:4.52±2.43、B:2.77±0.82、C:3.94±
1.61であり、A, Cにおいて、BよりもNIBUTが有意に長かった (P＜0.05)。

【結論】SCL装用時のTMHについては、SCL間で、変化はなかったが、SCL上の水
濡れ性は、SCLの種類によって異なっていた。SCLの素材や表面加工が、SCLの水
濡れ性に影響を与えると考えられる。

P059 レバミピド点眼使用に伴い鼻涙管閉塞症を生じた
1症例

島
しまぶくろ

袋　幹
みきこ

子、的場あゆみ
関西メディカル病院

【緒言】ムチン産生促進剤であるレバミピド点眼液は、2012年以降、ドライアイ治
療に広く使用されているが、重大な副作用として涙道閉塞（0.1％～5％未満）、涙嚢
炎（頻度不明）が報告されている。今回我々は、レバミピド点眼投与中に急性涙嚢
炎を伴う鼻涙管閉塞症を発症した1例を経験したので報告する。【症例】症例は87歳
女性。近医で2年前からドライアイに対し、レバミピド点眼とヒアルロン酸Na点眼
を処方されていた。右眼の内眼角の痛みと発赤、腫脹を訴え、当院を紹介され受診
となった。通水試験では通過せず、膿の逆流を認め、CTにて右鼻涙管付近で石灰
化陰影を認めた。急性涙嚢炎と診断し、抗生剤全身および局所投与による消炎後に
涙嚢鼻腔吻合術を施行した。術中に鼻涙管閉塞部から摘出された異物の成分分析の
結果、レバミピドが74％検出された。術後経過良好は良好でドライアイに対しては
ヒアルロン酸Na点眼液にて対応している。【考按】鼻涙管閉塞症は涙嚢炎の原因と
なり、治療として閉塞が限局的であれば涙管ブジーを行いシリコン涙管チューブ留
置等で対応できる場合もあるが、根治術として涙嚢鼻腔吻合術が適応となる。レバ
ミピド点眼を投与時には、観察を十分に行うことが求められており、tearmeniscus
の上昇等の異常が認められた場合には投与を中止し、必要に応じて通水検査を行う
など涙道閉塞の早期発見に努めることが重要と考えられる。

P058 ドライアイ新診断基準における日本語版OSDIの
妥当性と信頼性の検討

長
はせがわ

谷川　瞳
ひとみ

1）、猪俣　明恵2）、猪俣　武範1,3）、野尻　宗子4）、岩上　将夫5）、
藤本　啓一1）、奥村　雄一1,3）、村上　　晶1）

1）順天大、2）順天堂大学医学部病院管理学、3）順天堂大学医学部戦略的手術室マネジメント講座、
4）順天堂大学医学部革新的医療技術開発研究センター、5）筑波大学ヘルスサービスリサーチ分野

【目的】Ocular Surface Disease Indexの 日本語版 (J-OSDI)の妥当性と信頼性を検
討し、カットオフ値を設定する。【方法】2017年9月から2018年5月における209例
を横断的に観察した。信頼性は、内的整合性(Cronbach alpha係数を算出)と再現
性(J-OSDIを再テストし、級内相関係数(ICC)を算出)を検討した。基準関連妥当性
は、J-OSDIとDry Eye-Related quality-of-Life Score (DEQS)質問紙票ならびに各ド
ライアイ検査において相関係数を算出した。ドライアイの診断には2016年診断基準
を用い、ドライアイの各検査項目を収集した。Receiver Operating Characteristic 
(ROC)解析をもちいて、各被験者の1回目の結果におけるドライアイの有無に対する
J-OSDI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57例、ドライアイ152例であった。J-OSDIは有意にドライアイ群で増加
した(非ドライアイ 19.4 ± 16.0, ドライアイ 38.0 ± 22.2, p＜0.001)。内部整合性は、
Cronbach alphaは0.884、ICCは0.836であった。DEQSはJ-OSDIと正の相関を示し、
最大開瞼時間(MBI)はJ-OSDIと負の相関を示した（DEQS：γ= 0.824、MBI：γ
= -0.282）。J-OSDIのROC曲線下面積は0.75であり、最適カットオフ値は36.3（感度
52.0％、特異度87.7％）であった。【結論】J-OSDIは日本語において妥当性と信頼性
が確認され、本邦におけるドライアイの評価に有用な可能性が示唆された。

P057 ドライアイ患者の自覚症状と全身疼痛の関連につ
いての検討

山
やまにし

西竜
りゅうたろう

太郎、内野　美樹、川島　素子、坪田　一男
慶應大

【目的】ドライアイ患者の自覚症状と全身疼痛の関連をドライアイQOL問診票(Dry 
Eye Disease-related quality of life score: DEQS) と 全 身 疼 痛 ス コ ア (Short-Form 
McGill Pain Questionnaire :SF-MPQ)を用いて検討する。

【方法】対象は2017年4月から2018年9月にかけて慶應義塾大学病院アイペイン外来
を受診したドライアイ患者31名(男性6名、女性25名：平均年齢は58.9 ± 16.3歳)。
ドライアイの診断は2016年診断基準を用い、SchirmerΙ法、涙液層破壊時間(BUT)
を評価し、DEQS、SF-MPQに回答してもらった。 

【結果】ドライアイの分類は涙液減少型ドライアイ(ADDE)12名（女性9名）、蒸発亢
進型ドライアイ(STBUT-DE)19名(女性16名)であった。 多変量解析において、年齢
及び性別を調整したところ、DEQSはSF-MPQと強い関連がみられた(全体β =0.71; 
ADDE β =0.78; STBUT-DE β =0.77いずれも P＜0.05)。また、相関もみられた(全
体rs= 0.70; ADDE rs=0.69; STBUT-DE rs =0.76 いずれもP＜0.05)。

【結論】DEQSが高いほど全身疼痛スコアが高かった。ドライアイによって引き起
こされる自覚症状の強い人は、全身疼痛を強く感じていることがわかった。

P056 点眼治療が環境ストレス負荷ドライアイモデルマ
ウスにおける不安行動に与える影響

小
こじま

島　隆
たかし

司、大村　清香、Simsek Cem、新澤　　恵、村戸ドール、
坪田　一男
慶應大

【目的】環境ストレス（ES）負荷ドライアイモデルマウスに対して点眼薬を介入し
ドライアイの改善効果とともに不安行動に変化が認められるか検討した。【方法】
C57BL/6マウスを生理食塩水点眼群（Vehicle群）、0.1％ヒアルロン酸点眼群（HA
群）、レバミピド点眼群（Reb群）、に対して5日間1日4回点眼を行い、ES負荷中
も1日2回点眼を行った。ES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。統計解析は2 way repeated measures 
ANOVAを用い、post hoc testではTukey法を用い、有意水準は5%未満とした。【結
果】ES負荷前後で、涙液分泌量は3群ともに有意に低下した（p＜0.0001）。フルオ
レセイン及びリサミングリーン（LG）染色スコアは3群ともに有意に上昇した（p
＜0.0001）。環境ストレス負荷後のLGスコアはReb群（2.58±0.67点）がHA群（3.17
±0.72点）より有意に低かった。Open field試験において、中心部滞在時間は、3群
ともにES負荷後に有意に低下した（p=0.0004）。しかし3群間で有意な差を認めなかっ
た。高架十字試験ではOpen arm滞在時間が3群ともにES負荷後に有意に低下した

（p=0.0009）。Reb群（53.7±11.9秒）ではOpen arm滞在時間がHA群（31.0±15.6秒）
よりも有意に長かった。【結論】ドライアイ点眼治療が行動変化にも影響を及ぼし、
より治療効果の高い点眼薬ほど不安行動への影響が小さい可能性が示された。

P055 角膜移植術後のHCL矯正視力における角膜形状
の影響

山
やまぐち

口　昌
まさひろ

大1）、糸井　素純1,2）、平塚　義宗1）、舟木　俊成1,3）、村上　　晶1）

1）順天大、2）道玄坂糸井眼科医院、3）日赤医療センター

【目的】角膜移植後の不正乱視に対する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。我々は
角膜後面形状に着目しており、後面形状が円錐角膜の矯正視力に影響する事を報告
してきた。今回、角膜移植後のHCL装用矯正視力と角膜形状が関連するか検討した。

【方法】2015年1月～2018年7月に順天堂医院コンタクト外来を受診し、前眼部光干
渉断層計（ASOCT）が測定され、角膜混濁や眼合併症を認めない60歳以下の角
膜移植術後36例42眼を対象とした。ASOCTより得られた角膜後面の基準球面値

（BFS）、高次収差（コマ、球面、コマ様、球面様）とHCL装用矯正視力の関連を
Pearson's correlation coefficientを用いて検討した。

【結果】平均年齢50.9±6.5歳、logMar視力は0.02±0.08だった。全例円錐角膜に対し
て全層角膜移植が施行され、球面レンズ38例、多段階カーブレンズ4例処方された。
角膜後面BFS（直径3-9mm）、高次収差（コマ、球面、コマ様、球面様）はいずれ
も視力に関連しにくかった。（P=0.42 、0.44 、0.25 、0.17 、0.20 、0.22 、0.66 、0.21 
、0.60 、0.45、0.55）

【結論】円錐角膜は後面形状が視力に影響するが、角膜移植を施行すると角膜後面
形状および高次収差はHCL装用下矯正視力に影響しにくくなることがわかった。
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P066 成人アトピー性皮膚炎患者の結膜に伝染性軟属腫
が生じた1例

鈴
すずき

木　貴
たかふみ

文1）、北本　昂大1）、吉田　絢子1）、森川　鉄平2）、豊野　哲也1）、
臼井　智彦1）、宮井　尊史1）

1）東京大、2）東京大学医学部病理部

【緒言】伝染性軟属腫は伝染性軟属腫ウイルス (MCV：Molluscum contagiosum 
virus)の感染により表皮に腫瘤を生じる小児皮膚疾患であり、眼科領域では眼瞼に
好発することが知られている。今回成人の結膜に伝染性軟属腫を生じた症例を経験
したので報告する。【症例】アトピー性皮膚炎のある46歳男性、左眼の異物感自覚
し近医受診した。細隙灯所見上、左眼の角膜輪部8時方向に円形白色の腫瘤が認め
られた。結膜フリクテン等の免疫反応性の腫瘤をうたがい、オロパタジン点眼、ベ
タメタゾン点眼を2週間行ったが改善せず、切除・病理検査目的に当科紹介となった。
初診時、左眼の角膜輪部7~8時方向に周囲に血管侵入を伴う2mm大の白色隆起病変
を1個認めた。球結膜充血は軽度であり、角膜、前房内、眼底には異常を認めなかっ
た。同病変切除施行し病理検査に提出、好酸性の封入体構造を持つケラチノサイト
が認められ、伝染性軟属腫と診断した。切除後は再発、悪化なく経過している。【考
按】本症例ではアトピー性皮膚炎に対して眼瞼にステロイド軟こうの使用歴があった。
これまでAIDS罹患やステロイド全身投与などによる免疫低下状態の患者において、
結膜に伝染性軟属腫を生じた症例が報告されている。アトピー性皮膚炎患者におい
ては表皮のみでなく、結膜上にも伝染性軟属腫が生ずる可能性があることが示唆さ
れた。

P065 細菌性結膜炎における結膜嚢培養と鼻前庭保菌の
検討

出
でぐち

口　英
ひでと

人1）、北澤　耕司2,3）、粥川佳菜絵3）、近藤　衣里3）、山崎　俊秀3）、
木下　　茂3）、外園　千恵4）

1）町田病院、2）京都府医大・北部医療センター、3）バプテスト眼科、4）京都府医大

【目的】患者の保菌状態を調べるときには鼻前庭培養が一般的に行われる。今回、
細菌性結膜炎において、結膜嚢培養と鼻前庭保菌の関連性について検討した。【方法】
バプテスト眼科クリニックにて平成26年4月1日から平成28年3月31日までの2年間に
細菌性結膜炎と診断され、患者の同意の上、結膜嚢培養および鼻前庭培養を行った
251例253眼（男性109例、女性142例）を対象とした。コリネバクテリウム属、コア
グラーゼ陰性ブドウ球菌（CNS）、メチシリン感受性黄色ブドウ球菌（MSSA）、メ
チシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS）、メチシリン耐性黄色ブドウ
球菌（MRSA）について検討した。【結果】結膜嚢培養は199眼（78.9％）で陽性であり、
鼻前庭培養は全例で陽性であった。結膜嚢培養ではコリネバクテリウム74眼（37%）、
CNS92眼（46％）、MSSA43眼（22％）、MRCNS33眼（17％）、MRSA4眼（2%）を
検出した。一方で、鼻前庭培養ではそれぞれ、55%、50%、22%、17%、2%を検出
した。また、結膜嚢培養で検出されたうち、MRCNS18眼(55%)、MRSA3眼(75%)は
鼻腔にも検出された。【結論】細菌性結膜炎、特に耐性菌が疑われる場合において、
鼻前庭培養が診断の一助となる可能性がある。

P064 角膜移植術後1年以上経過後の結膜嚢保菌と鼻前
庭保菌

中
なかやま

山　智
ともか

佳1）、北澤　耕司2）、脇舛　耕一1）、稲富　　勉2）、山崎　俊秀1）、
木下　　茂2）、外園　千恵2）

1）バプテスト眼科、2）京都府医大

【目的】角膜移植術後には、一般的に感染症と拒絶反応の予防目的で抗菌点眼薬と
ステロイド点眼薬を用いるが、その長期使用における影響については未だよく分かっ
ていない。今回、角膜移植術後、経過良好である症例を対象に結膜嚢と鼻前庭の保
菌を検討した。【方法】対象は、2016年3月から2017年4月までにバプテスト眼科ク
リニックで角膜移植手術（PKPもしくはDSAEK）を行い、結膜嚢および鼻前庭か
ら採取可能であった19例19眼（男性8例女性11例、平均年齢70±17歳）。術後1年か
ら2年までの間に、結膜嚢と鼻前庭から検体を採取し、好気性培養と薬剤感受性検
査を行った。【結果】19眼中7眼(37%)に結膜嚢から細菌（6眼）あるいは真菌（1眼）
が検出された。3眼がメチシリン耐性コアグラーゼ陰性ブドウ球菌（MRCNS）を検
出し、3眼とも術後点眼として使用しているガチフロキサシン耐性であった。2眼が
コリネバクテリウムを検出し、このうち1眼がガチフロキサシン耐性、1眼はガチフ
ロキサシン感受性ありであった。その他、1眼にメチシリン感受性ブドウ球菌（MSSA）、
1眼に酵母型真菌が検出された。結膜嚢に細菌が検出された7例中3例が、結膜嚢と
鼻前庭に同一の菌が検出された。【結論】角膜移植術後の結膜嚢には、術後使用し
ている点眼には無効なMRCNSや真菌を一定の割合で保菌していることが分かった。

P063 原因不明の涙道結膜瘻を生じたシェーグレン症候
群の1例

石
いしかわ

川　　聖
しょう

、庄司　拓平、西山　友理、篠田　　啓
埼玉医大

【緒言】原因不明の涙道結膜瘻を生じたシェーグレン症候群の1例を経験したので報
告する。【症例】62歳女性。1か月前から続く違和感のためかかりつけの近医受診し、
涙道穿孔しているとのことで紹介となった。シェ―グレン症候群と確定診断されて
おり0.3％ヒアルロン酸ナトリウム点眼液とジクアホソル点眼液にて治療されていた。
外傷の既往はなく、涙道疾患の既往もなかった。視力は両眼とも矯正1．0であり、
左眼の下眼瞼鼻側に径4mm大の下涙小管水平部と眼瞼結膜間の瘻孔を認めた。涙道
洗浄にて瘻孔からの流出を認めたが、鼻への通水も認めた。フルオレセイン染色ス
コアは9点、シルマー試験は0mmとシェ―グレンによる涙液減少と角膜障害を両眼
とも認めた。右眼は涙点プラグ治療により角膜の所見は改善し、左も涙点閉塞を行
う予定だったが、まずは涙道を温存して治してほしいとの患者の要望があったため、
瘻孔を遊離結膜弁にて塞ぎ、癒着により閉塞しないよう涙管チューブ挿入を行った。
また、手術時に涙道内視鏡にて涙道内を確認したが、涙小管から鼻涙管の範囲で菌
石や炎症、閉塞の所見はなかった。術後経過は良好で術後2ヵ月目にチューブも抜
去したが、現在も再穿孔や涙道閉塞はなく経過している。【考按】シェ―グレン症
候群の患者は涙液減少に加え粘膜の脆弱性があるため、角膜穿孔だけではなく、涙
道も穿孔する可能性がある。

P062 低濃度カプサイシン刺激に対し感受性低下を示し
たBUT短縮型ドライアイの3症例

海
かいどう

道美
みなこ

奈子1）、井上佐智子1,3）、川島　素子1）、石田　玲子1,4）、中村　　滋1）、
坪田　一男1）

1）慶應大、2）和田眼科医院、3）羽根木の森アイクリニック、4）いしだ眼科

【目的】BUT短縮型ドライアイ(sBUTDE)の症状発現メカニズムに神経因性疼痛と
いう概念が注目されている。我々はコシュボネ角膜知覚計を用いて本疾患が痛覚過
敏を呈し、症状発現に関与している可能性を報告した。一方、カプサイシンは痛み
受容体TRPV1のアゴニストとして知られる。今回、治療に抵抗するsBUTDEのカ
プサイシンに対する感受性を調べたので報告する。【対象と方法】強いDE症状と
BUT低下を認め、治療でBUTは延長したものの、症状の改善が得られなかった3症
例に対し、コシュボネ角膜知覚計にて角膜知覚、痛覚を、低濃度カプサイシン点眼
による刺激の強さを点眼後から目が開けられるようになった時間（カプサイシン刺
激時間）で測定した。カプサイシン試薬はエタノールで希釈し、1.5μM濃度に調整し、
常温の状態で5μl点眼した。【結果】症例1は53歳女性、両眼とも角膜知覚60mm、
痛覚5mm、カプサイシン刺激時間0秒（自験例の非DE眼はおよそ6秒）、症例2は85
歳女性、角膜知覚60mm、痛覚5mm、カプサイシン刺激時間右1秒、左0秒、症例3
は78歳男性、両眼とも角膜知覚60mm、痛覚5mm、カプサイシン刺激時間0秒であっ
た。【結論】本症例では角膜知覚の低下はないにもかかわらず、カプサイシン刺激
に対する痛覚感受性は低下していた。sBUTDE難治例ではTRPV1の不活化が病態
に関与している可能性が考えられる。

P061 慶應大眼科アイペイン外来患者における受診背景
の検討

川
かわしま

島　素
もとこ

子、内野　美樹、山西竜太郎、坪田　一男
慶應大

【目的】慢性眼疼痛（アイペイン）は，日常診療においてまれではない症候である
が，種々の病因で発症し，難治のため、治療に困惑することが多い。一方，患者さ
んにとっては日々の痛みに耐えることや他の人に見えない症状であるための苦悩が
ある。今回我々は、当科におけるアイペイン患者の現状調査をしたので報告する。【方
法】対象は2017年4月から2018年9月までに慶應大眼科アイペイン外来を受診した患
者55名のうち検査を実施できた41名(男性10名、女性31名：平均年齢：57.6 ± 17.5
歳)。眼自覚症状、全身疼痛、精神健康度、眼手術既往歴・点眼治療歴や全身合併症
の有無などを聴取し、眼他覚症状（Schirmer1法、涙液層破壊時間、角結膜上皮障害、
瞼縁所見など）を評価した。【結果】アイペイン患者の内訳はドライアイ31例（ADDE12
例、sBUT19例）、MGD5例、その他5例であった。手術を契機としたものは15例（白
内障6名、レーシック2名、その他7名）であった。全身疾患のある20名の内、7名は
精神科疾患を有し、内服薬服用の28名のなかには、睡眠薬を含む抗精神病薬使用者
が19名（46.3％）いた。ドライアイ点眼薬の使用歴は多彩で、4種類以上の使用者が
14名（34.1%）いる一方、無加療者が11名（35.5％）いた。また、全例何らかの眼以
外の部位の疼痛があった。【結論】アイペイン患者には複合的な要素があり、病型
は多彩である。アイペイン患者の詳細な病態把握と治療指針の確立が望まれる。
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P072 アトピー性角結膜炎の治療中に再発した両眼角膜
ヘルペスの1例

梯
かけはし

　　瑞
みずは

葉1）、木全奈都子1,2）、森　　　優1）、田尻　晶子1）、篠崎　和美1）、
高村　悦子1）、飯田　知弘1）

1）女子医大、2）TMGあさか医療センター

【緒言】アトピー性角結膜炎(AKC)に対し、ステロイド、免疫抑制点眼治療中に両
眼の角膜ヘルペスを認めた症例を経験したので報告する。【症例】46歳男性。AKC
の治療のため紹介受診。アトピー性皮膚炎、左角膜ヘルペス、右角膜潰瘍の既往が
ある。矯正視力右眼0.5、左眼0.4。両アトピー性眼瞼炎、角膜全面にSPK、下方に
角膜混濁を認めた。実質型角膜ヘルペスを伴うAKCと考え、ステロイド点眼薬に
タクロリムス点眼薬を追加し経過をみていたところ、2.5ヶ月後、左眼に樹枝状角
膜炎を発症した。ステロイド、タクロリムス点眼薬を中止し、アシクロビル(ACV)
眼軟膏投与により樹枝状角膜炎は消失したがAKCが悪化。AKCの治療を再開した
が3週間後に左眼に樹枝状角膜炎が再発。ACV眼軟膏に変更し樹枝状角膜炎は消失
した。その後AKCの治療を継続していたが、インフルエンザのため通院が途絶え、
点眼も中断された状態で1.5ヶ月後に再診したところ両眼に樹枝状角膜炎を認め、左
眼には輪部炎を伴っていた。ACV眼軟膏とステロイド内服で治療し角膜所見は改善
し両眼矯正視力1.2となった。現在、角膜ヘルペスの再発に注意しながらAKCの治
療を継続している。【考按】角膜ヘルペスの既往があるAKCでは、ステロイド点眼薬、
免疫抑制点眼薬投与中には角膜ヘルペスの再発も考慮し、短期間の経過観察の重要
性が示唆された。
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【目的】ヘルペス性角膜潰瘍が疑われた症例から採取した病巣擦過物に対して
multiplex PCRを行い、病原微生物の検出を試みたので報告する。【方法】対象は
2018年6月から2018年9月に当院でヘルペス性角膜潰瘍が疑われた症例の病巣擦過物
に対してmultiplex PCRによる病原微生物の検出を試みた8例8眼である。Multiplex 
PCR の 検 索 対 象 は HSV-1、HSV-2、VZV、EBV、HCMV、HHV-6、HTLV-I、
Treponema pallidum、Toxoplasma gondiiの各DNAである。【結果】8眼の臨床病
型の内訳は上皮型が4眼、上皮＋実質型が4眼であった。8眼中4眼からHSV-1 DNA、
1眼からHSV-2 DNA、1眼からVZV DNA、3眼からEBV DNA、1眼からHHV-6が
検出され、1眼からは何も検出されなかった。HHV-6が検出された1眼を除いた7眼
においては抗ウイルス薬で加療を行い所見は改善した。HSVが検出された5眼中3眼
でEBVも同時に検出された。【結論】ヘルペス性角膜潰瘍において、HSVとEBV
が混合感染しうる可能性が示唆された。
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国イムノクロマトキットの評価
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【目的】米国で認可され販売されているAdenoPluTM は，アデノウルス（Ad）に対
するイムノクロマト(IC)法の迅速診断キットである。現在国内では多種類のIC法
キットが用いられているが，近年症例数が増加しているいわゆる新型Adに対する
IC法の検出感度については報告が少ない。そこで，新型Adの中で主要な型である
53，54および56型に対する本IC法キットの検出限界について，in vitroで検討した。

【方法】Ad5型標準株、Ad53, 54, 56型臨床分離株について、ウイルスコピー数をリ
アルタイムPCRを用いて測定した。ウイルス原液を10段階希釈したAd希釈液を作
成し、検出限界測定を行った。キットへの希釈Ad滴下量は6.5μlとし、滴下後指
示書に従い10分で陽性バンドの有無を確認した。【結果】AdenoPlusTM は53, 54, 56
型アデノウイルスに対しても陽性反応が得られることが確認された。検出限界は1.9
×105 ～4.5×106 copies/テストであった。【結論】AdenoPlusTM は流行性角結膜炎

（EKC）の主要型である4, 8, 19（64）, 37型などに反応することは確認されている。
AdenoPlusTMは本邦のEKCの主要な起因型である新型の53, 54および 56型に対して
も陽性反応が得られ，IC法キットの迅速診断における有用性は確認できた。

P069 真菌性角膜炎症例の治療前ステロイド使用有無に
よる検討
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【目的】真菌性角膜炎について、治療前のステロイド点眼使用による傾向や治療期
間を検討する【方法】対象は2008年1月～2018年9月に愛媛大学附属病院で治療を行い、
検鏡または培養で真菌が検出された真菌性角膜炎28例28眼。治療前ステロイド点眼
の有無2群間で、起炎菌,発症から抗真菌薬治療までの期間.治療開始から点眼回数を
4回以下に減量するまでの期間,治療的角膜移植の有無について検討した【結果】抗真
菌薬治療前に18眼でステロイド点眼が使用されており、発症前13眼,発症後5眼)、10
眼は非使用であった。起炎菌はステロイド使用群で酵母様真菌7眼,糸状菌11眼、非
使用群は全例糸状菌であった。発症から抗真菌薬治療開始の期間は、ステロイド使
用群が39.1±61.4日と非使用群9.2±10.9日に比べ有意に長かった(p=0.0023, Wilcoxon
順位和検定)。治療開始から点眼回数減量までの期間も、ステロイド使用群が54.4±
33.4日で非使用群34.5±34.2日より有意に長かった(p=0.038, Wilcoxon順位和検定)。
また、発症から治療開始の期間と治療開始から点眼回数減量の期間に有意な相関が
みられた(r=0.58, p=0.008, Spearman順位相関係数) 。治療的角膜移植はステロイド
使用群5眼(27.8％), 非使用群2眼(20％)で有意差はみられなかった【考察】ステロイド
点眼は真菌性角膜炎の診断を困難とし、治療開始が遅れる一因となる。また発症か
ら治療開始が遅れることで遷延化し、治療期間も長くなることが示唆された

P068 アトピー性皮膚炎に対しデュピルマブ投与後に生
じた増殖性病変を伴う結膜炎の1例
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【緒言】デュピルマブは、interleukin (IL)-4受容体及びIL-13受容体のIL-4受容体αサ
ブユニットに結合し、IL-4及びIL-13のシグナル伝達を阻害するヒト型モノクローナ
ル抗体である。我が国でも昨年よりアトピー性皮膚炎の治療に用いられており、治
験では喘息や鼻茸の症例では結膜炎では生じないが、アトピー性皮膚炎の症例では
結膜炎が高頻度に報告されている。今回我々はデュピルマブ投与後に増殖性病変を
伴う結膜炎を生じた1例を経験したので報告する。【症例】症例は35歳女性で、5歳
時よりアトピー性皮膚炎を発症し、加療されていた。2018年6月よりデュピルマブ
による治療が開始され、その数日後より両眼の強い掻痒感、眼脂を自覚した。オロ
パタジン点眼薬およびレボフロキサシン点眼薬が処方されるも症状の改善が無く、
9月に当科紹介となった。当科初診時、両眼の眼瞼結膜充血、結膜乳頭および濾胞
に加え、左眼には鼻側球結膜に約4mmの肉芽腫様病変の突出を認めた。眼脂のギム
ザ染色では好中球主体で好酸球・リンパ球も認められた。フルオロメトロン点眼を
追加し、1週後には掻痒感は改善し、1ヶ月後に肉芽腫様病変も縮小した。【考按】デュ
ピルマブ投与後に生じた増殖性病変を伴った結膜炎の1例を経験し、ステロイド点
眼薬により軽快した。今後我が国でもデュピルマブの治療症例が増加すると考えられ、
結膜炎の発症機序やリスクファクター、治療法などの解明が必要と考えられた。
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【緒言】我々はOcular Surface Thermographer(OST)を用いて、アレルギー性結膜
疾患を客観的に評価する試みを行っている。過去には、抗原点眼によりアレルギー
性結膜炎を惹起（CAC試験）した際の温度変化や、抗アレルギー点眼薬によってそ
の温度上昇が抑制されることを利用し点眼薬の効果判定にも応用できることを報告
してきた。今回春季カタル患者の治療経過に結膜温度の測定を行ったので報告する。

【対象と方法】対象は、角膜上皮障害を伴うアトピー性角結膜炎、春季カタル患者
9例18眼(男8例　女1例、12.8±6.3歳)である。このうちシールド潰瘍は6眼で認めら
れた。初診時に免疫抑制薬点眼を使用していた症例はなく、ステロイド点眼薬を16
眼で使用していた。治療は全例でステロイド点眼薬を中止後0.1％タクロリムス点眼
薬を開始し、2週間後に改善が認められない症例ではステロイド点眼薬を追加した。
OSTの測定は、初診時、及び角膜所見が消失した時点で、上眼瞼翻転直後に眼瞼結
膜中央直径4mm円の平均温度を測定し解析した。【結果】免疫抑制点眼薬を開始後
ステロイド点眼薬の追加加療が必要であったのは6眼であった。角膜上皮障害は32.8
±21.0日で消失した。上眼瞼結膜温度は初診時は34.7±0.50℃から上皮病変消失後は
34.13±0.23℃と有意に低下した（p＜0.01）。【結論】OSTは難治性アレルギー性結
膜疾患の治療効果の客観的評価に応用できる可能性がある。
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P078 ドライアイと歩数の関連：iPhoneアプリケーショ
ンを用いた大規模臨床研究
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【目的】iPhoneアプリ「ドライアイリズム」を運用し、ドライアイと歩数の関連
を検討した。【方法】2016年11月から2018年1月に Ocular Surface Disease Index 
(OSDI)、うつ性自己評価尺度(SDS)の解答ならびに1日の歩数計測を許可した1,786人

（平均年齢32.2±13.6歳、女性60.1%）を対象とした。OSDI 13点以上をドライアイ症
状あり(DED)とした。歩数はbasal activity:0-2499、limited activity:2500-4999、low 
active:5000-7499、somewhat active:7500-9999、active: ≧10000の5群 に 分 け た。多
重ロジスティック回帰分析を用いてDEDと歩数の関連を検討した。モデルには単
変量解析で有意(p＜0.05)であった抑うつ傾向(SDS40点以上)、うつ病と統合失調症
以外の精神疾患、生活習慣(コーヒー摂取量、VDT時間、運動習慣、喫煙歴)を投
入した。【結果】OSDIは平均25.8±17.2点だった。歩数は平均5108±4978歩、DED
は basal activity群75.9%、limited activity群75.2%、low active群72.2%、somewhat 
active群70.4%、active群61.5%だった。DEDに対する歩数の調整後オッズ比 (95%CI)
は、 basal activity群に対して 、limited activity群 1.10 (0.81-1.49)、low active群 0.90 
(0.65-1.26)、somewhat active群 0.92 (0.63-1.35)、active群:0.63 (0.44-0.90)だった。【結
論】ドライアイリズムで収集したリアルワールドデータから歩行などの身体的活動
とドライアイの症状が関連する可能性が示唆された。

P077 難治なカルシウム沈着をきたした遷延性上皮欠損
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【緒言】角膜表層のカルシウム（Ca）沈着は点眼剤に含まれるリン酸塩添加物と関連し、
眼表面疾患患者はそのリスクが高いことが指摘されている。今回Stevens-Johnson 
症候群(SJS)発症後に難治なCa沈着をきたした遷延性上皮欠損（PED）の1例を経験
したので報告する。【症例】48歳女性。2016年1月に総合感冒薬を服用後、高熱、結
膜充血および口腔粘膜症状、皮膚びらんを生じて近医に緊急入院。SJS診断のもと
に全身および眼局所の治療を受けたが、両眼とも遷延性上皮欠損となり、2016年2
月京都府立医科大学附属病院に紹介となる。初診時、両眼に全角膜上皮欠損、瞼球
癒着を認め、感染予防および消炎目的で抗菌薬およびベタメタゾン点眼を行った。
眼脂よりMRSAを検出したため、バンコマイシン（VCM）眼軟膏を開始したとこ
ろ数日で高度のCa沈着を生じた。左眼に対して培養口腔粘膜上皮シート移植＋羊
膜移植、右眼に対しては角膜上皮形成術＋羊膜移植を施行し、手術時にCa沈着を
除去した。右眼には移植後に新たなCa沈着を生じたためベタメタゾン点眼を中止、
Ca除去＋羊膜移植を追加した。その後両眼ともにCa沈着を生じずに上皮化を得た。

【考按】高度炎症を伴う遷延性上皮欠損において、ベタメタゾン点眼、VCMの局所
投与がCa沈着の契機になることに注意を要する。

P076 TS-1投与による角膜上皮障害
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【目的】広島大学病院眼科（以下当院）で加療したTS-1投与による角膜上皮障害の
経過を報告する。【方法】2011年1月から2018年8月までに当院を紹介受診したTS-1
投与による角膜上皮障害15例を対象とした。角膜上皮障害の種類、合併症、予後不
良因子を検討した。【結果】15例中9例はTS-1の単独投与であり、6例は他の抗がん
剤を併用されていた。また、最終診察時にTS-1を継続使用していたのは3例であった。
角膜上皮障害の内訳はSPKが14例、シート状異型上皮が9例、角膜上皮びらんが1例、
偽樹枝状病変が1例だった。涙小管狭窄が4例でみられた。当院受診前にTS-1投与が
終了していた1例を除く14例で生理食塩水、または人工涙液によるwash outを行った。
6例はドライアイなどに対する他の点眼剤の併用が必要であった。治療後に4例で角
膜上皮障害が完全に消失した。また、TS-1を継続使用していた3例中1例でwash out
のみで上皮障害は消失した。SPKは14例中8例で消失したが、シート状異型上皮は9
例中3例しか消失しなかった。wash outのみで治療を行えた8例中4例で角膜上皮障
害は完全に消失したが、他の点眼が必要だった6例全例で角膜上皮障害が残存した。

【結論】TS-1投与による角膜上皮障害は人工涙液などによるwash outで改善する例
も多いが、シート状異型上皮がみられた症例およびドライアイの症例などでは角膜
上皮障害が高率に残存した。
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後の角膜上皮障害と関連因子の検討
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【目的】第28回日本緑内障学会でマレイン酸チモロール含有配合剤デュオトラバ R

（Alcon社、以下DUO）からカルテオロール塩酸塩含有配合剤ミケルナ R（大塚製
薬、以下MK）に変更3ヵ月後に角膜上皮障害が改善したことを報告した。今回、点
眼変更による角膜上皮障害の変化と各因子との関連を後ろ向きに検討した。【対象】
2017年3月から2018年5月に済生会有田病院（和歌山県有田郡）で角膜上皮障害を伴
うDUO使用症例でMKに変更3ヵ月後に観察可能であった18例18眼（74.2±7.0歳）。
DUO点眼期間は46.8±19.1ヵ月、点眼薬スコアは3.1±1.1点、点状表層角膜症（SPK）
スコアのMK点眼変更前と変更3ヵ月後の変化は-0.44±0.83点であった。観察中の
点眼薬変更・追加症例は除外、両眼点眼症例は左眼に統一した。【方法】(1)SPKス
コアが改善した10例（SPK改善群）とSPK改善しなかった8例（SPK非改善群）の
DUO点眼期間をt検定で比較検討した。(2)SPKスコアの変更量と年齢、DUO点眼
期間、点眼薬スコアの各々相関関係をスピアマン順位相関係数検定で検討した。【結
果】(1)DUO点眼期間はSPK改善群38.0±17.7ヵ月、SPK非改善群57.8±17.1ヵ月で
SPK改善群が有意に短かった（P＜0.05）。(2)SPKスコアの変化量と年齢、点眼薬ス
コアとは各々相関はなかったが（P＞0.05）、点眼期間とは正の有意な相関をみとめ
た（r=0.50、P＜0.05）。【結論】DUO点眼期間が短いほどMKに変更後角膜上皮障
害が軽減した可能性が示唆された。

P074 栄養失調によるビタミンA欠乏症で角膜潰瘍を
生じた成人の1例

高
たかやま

山真
まゆこ

祐子、戸所　大輔、秋山　英雄
群馬大

【緒言】栄養失調によるビタミンA欠乏症は発展途上国で生じやすい。今回、生活
困窮による栄養失調が原因と考えられるビタミンA欠乏症により両眼の角膜潰瘍
に至った症例を経験した。【症例】63歳、男。独居であり、食事は1日1回コンビニ
のおにぎりなどを食べていた。2018年6月頃から両眼の見づらさを自覚していたが、
貧困のため眼科を受診できず放置。7月中旬生活保護が受理されたため眼科を受診、
両眼に角膜潰瘍があり当院紹介受診となった。初診時視力は右0.01、左0.04（矯正不
能）、両眼の角膜潰瘍と菲薄化、眼脂、流涙、核白内障を認め、眼底に異常はなかっ
た。生活背景からビタミンA欠乏症による角膜障害を考え、入院のうえ治療用コン
タクトレンズ装用を開始した。血液検査にて血清ビタミンAの低値（22.8μg/dL）
と貧血を認め、ビタミンA内服を開始し栄養指導も行った。内服開始後より徐々に
角膜潰瘍は縮小し上皮化した。1か月後の血液検査で血清ビタミンAの上昇（25.5μ
g/dL）を認め矯正視力は右0.1、左0.4に回復した。【考按】現在の日本において生活
困窮による栄養失調からビタミンA欠乏症をきたし、角膜潰瘍に至った報告はない。
栄養失調に至る可能性のある生活背景を有し、両眼性の非感染性角膜潰瘍を認めた
場合、ビタミンA欠乏性の角膜潰瘍を考える必要がある。本症例では、ビタミンA
内服と入院による食事療法が有効だった。

P073 免疫正常患者における難治性両眼単純ヘルペス角
膜炎の一例

岡
おかべ

部　　達
たつ

、針谷　威寛、小林　　航、横倉　俊二、中澤　　徹
東北大

【緒言】単純ヘルペス角膜炎の多くは片眼性であり、両側性の症例は稀である。両
眼性は若年者や免疫異常患者での頻度が高く、重症の傾向があるとされている。今
回我々は、免疫正常な比較的高齢患者における難治性両眼単純ヘルペス角膜炎の一
例を経験したので報告する。【症例】64歳女性、両側性の角膜炎に対し、ステロイ
ド点眼の反応が不良とのことで当院へ紹介となった。初診時矯正視力は右眼0.02、
左眼1.0であった。両眼に地図状角膜炎を認め、両眼単純ヘルペス角膜炎と診断し
た。アシクロビル眼軟膏および経口バラシロビルで治療を開始したが、壊死性角膜
炎に進行した。アシクロビル耐性の可能性も考慮し、初診時に検出されたhuman 
herpes simplex-1においてチミジンキナーゼ遺伝子の解析を行ったが、耐性変異は
認めなった。抗ウイルス治療を数カ月以上継続した結果、上皮病変は消失した。角
膜実質炎に対してステロイド点眼薬の併用を開始し、徐々に混濁の改善が得られた。
最終受診時（初診時から30ヶ月後）の矯正視力は右眼0.07、左眼0.3であった。【考按】
本症例は免疫正常患者における難治性両眼単純ヘルペス角膜炎であったが、チミジ
ンキナーゼ遺伝子変異によるアシクロビル耐性は認めなかった。診断前にステロイ
ド点眼が継続されていたことが難治性であった一因と考えられた。両眼性の角膜炎
においても、ヘルペス角膜炎などの感染性角膜炎を鑑別することが重要と考えられた。
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P084 脳腫瘍による虹彩炎を伴った神経麻痺性角膜症の
1例

田
たなか

中　公
ひろこ

子1）、岡田　由香2）、高田　幸尚2）、雑賀司珠也2）

1）南和歌山医療センター、2）和歌山県医大

【諸言】神経麻痺性角膜症は三叉神経が障害されることによりおこり、重症例では
角膜障害のみではなく虹彩炎を併発し失明に至ることもあるが、根治療法はない。
経過中に虹彩炎をみとめた脳腫瘍による神経麻痺性角膜症の1例を経験したので報
告する。【症例】68歳女性。小脳橋角部脳腫瘍で、和歌山県立医大附属病院脳神経
外科で2018年3月9日手術施行。手術前から右顔面知覚低下と右視力低下あり、3月
26日眼科紹介受診。初診時、右眼矯正視力0.5、右眼角膜びらんを認めたが、白内障
以外に前眼部、中間透光体、眼底異常はなかった。Cochet-BonnetR型角膜知覚計に
て右角膜知覚の低下を認めた（右45mm／左60mm）。【結果】右三叉神経障害に伴
う右眼の神経麻痺性角膜症と診断し、ジクアホソルナトリウム点眼・オフロキサシ
ン眼軟膏点入を開始した。角膜びらん軽快傾向であったが、4月24日三叉神経麻痺
に起因すると考えられるフィブリンを伴う虹彩炎、角膜上皮欠損、角膜浮腫をみと
めたため、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム点眼追加にて虹彩炎、角膜浮腫
は軽快し、7月4日角膜上皮欠損消失した。現在も角膜知覚は改善していないが、ジ
クアホソルナトリウム点眼・オフロキサシン眼軟膏点入角膜障害および虹彩炎の再
燃はない。【結論】虹彩炎を伴った重症神経麻痺性角膜症に対して、ステロイド点眼、
ドライアイ点眼薬、眼軟膏にて再燃することなく良好な経過を得ることができた。

P083 中枢性神経麻痺性角膜症の9例

出
いでぐち

口香
かおり

穂里、近間泰一郎、戸田良太郎、井之川宗右、木内　良明
広島大

【緒言】三叉神経が障害され、角膜知覚が麻痺することによって発症する神経麻痺
性角膜症の原因は、中枢性と末梢性に分けられる。今回、過去6年間の広島大学病
院における中枢性神経麻痺性角膜症患者についてレトロスペクティブに検討した。【症
例】対象は2011年1月から2017年2月に広島大学病院で中枢性神経麻痺性角膜症と診
断し、治療した9例（男性3例、女性6例）。年齢は28歳～83歳。原因疾患は腫瘍3例、
内頸動脈海綿状脈洞瘻3例、三叉神経痛術後2例、脳梗塞後の三叉神経麻痺1例だった。
全症例で角膜知覚が低下しており、眼痛の訴えはなく、主訴は充血や視力低下だった。
角膜症の状態は遷延性角膜上皮欠損が多く、典型例では楕円形の上皮欠損部のエッ
ジが浮腫状に白濁してロールアップしていた。6例が強制閉瞼、1例がソフトコンタ
クトレンズ、1例がジクアホソル＋オフロキサシン眼軟膏、1例がFGLM（サブスタ
ンスPの部分ペプチド）+SSSR（インスリン様成長因子の部分ペプチド）点眼で対
処した。全例上皮欠損は修復したが、点眼や眼軟膏による治療では難治性で、開瞼
状態では角膜上皮修復は困難だった。【考按】角膜知覚は再生できないため、中枢
性神経麻痺性角膜症に対してはいまだ確立した有効な治療法はない。強制閉瞼は有
効な治療と考えられるが、唯一眼や両眼性の症例では行いにくく、今後積極的な治
療法の開発・導入が期待される。

P082 京都府立医大眼科での中枢性三叉神経麻痺による
神経麻痺性角膜症の原因疾患と治療内容

向
むかい

井　規
のりこ

子1）、福岡　秀記2）、奥村　峻大1）、吉川　大和1）、横井　則彦2）、
池田　恒彦1）、外園　千恵2）

1）大阪医大、2）京都府医大

【緒言】神経麻痺性角膜症は、三叉神経障害によって引き起こされる疾患で、涙液
分泌抑制や角膜上皮の代謝・分裂異常と神経栄養因子の枯渇が生じることで、角膜
創傷治癒過程に異常を来す。今回、当院を受診した中枢性三叉神経麻痺を起因とす
る角膜障害の症例について、その原因疾患や治療経過について検討した。　

【症例】2008年から2017年に京都府立医大眼科を受診した中枢性三叉神経麻痺が原
因と考えられる角膜上皮障害症例8例8眼（男性2例女性6例）を対象とした。中枢性
三叉神経麻痺の原因疾患は、聴神経腫瘍摘出後4例、Wallenberg症候群2例、神経鞘
腫摘出後1例、脳腫瘍に対するγナイフ治療後1例であった。当院受診時の角膜の所
見は角膜上皮欠損が4例、点状表層性角膜炎3例、壊死性角膜炎1例であった。治療
内容は、点眼・軟膏療法のみ2例、点眼・軟膏加療と眼瞼手術併用2例、涙点プラグ
挿入術と点眼加療2例、涙点プラグ挿入術と治療用ソフトコンタクトレンズ（SCL）
連続装用と点眼加療1例、アイパッチによる閉瞼治療1例であり、いずれの症例も治
療により角膜所見は改善した。　

【考按】三叉神経麻痺による神経麻痺性角膜症に対しては、病期に応じて点眼・軟
膏治療や外科的治療が選択される。今回の症例においては涙点プラグ挿入術や治療
用SCL装用も有用であった。角膜上皮欠損を認めた症例に関しては治癒後も角膜実
質混濁が残存する傾向があった。

P081 重篤な視力低下を示した両眼性マイボーム腺炎関
連角膜上皮障害の1例

堀
ほりなか

中真
まりこ

理子、崎元　　暢、山上　　聡
日本大

【緒言】後部眼瞼縁炎としてのマイボーム腺炎に続発する角膜上皮障害として、マ
イボーム腺炎関連角膜上皮障害が知られている。今回、重篤な視力低下を示した両
眼性マイボーム腺炎関連角膜上皮障害の1例を経験した。

【症例】47歳、男性。約1年前から眼脂、羞明、流涙などの症状があり近医で抗菌薬
点眼、低濃度副腎皮質ステロイド薬点眼による加療を受けるも軽快せず、当科紹介
となった。初診時Vd=(0.02)、Vs=(0.15)。両眼性の強い結膜充血、全周性の表在性
血管侵入、角膜上皮障害、眼瞼縁のマイボーム腺開口部閉塞所見を認め、角膜内へ
のフルオレセイン透過性亢進も伴っていた。両眼性マイボーム腺炎関連角膜上皮障
害と診断し、ミノサイクリン内服、ビタミンA内服、レバピミド点眼、生理食塩水
点眼を処方したところ、充血や血管侵入、上皮障害は徐々に軽快し治療開始2か月
後にミノサイクリン中止、治療開始4か月後にはVd=(0.8)、Vs=(1.0)となった。瞼縁
培養からはPropionibacterium acnesが検出された。

【考按】眼瞼縁の炎症に続発したと考えられる両眼性マイボーム腺炎関連角膜上皮
障害の1例を経験した。マイボーム腺炎関連角膜上皮障害にはクラリスロマイシン
内服が有用とされているがミノサイクリン内服も効果的であった。

P080 高眼圧と角膜上皮障害の治療に難渋した
Stevens・Johnson症候群の一例

林
はやし

　　美
みか

香1）、五十嵐　勉1）、高野　靖子2）、仲野裕一郎1）、中元　兼二1）、
高橋　　浩1）

1）日本医大、2）博慈会記念病院眼科

【緒言】ステロイド緑内障を併発したStevens・Johnson症候群（SJS）における高
眼圧と重篤な角膜上皮障害に対して線維柱帯形成術および涙点プラグ挿入・血清点
眼が有効であった一例を経験したので報告する。【症例】52歳女性。2013年11月は
じめに全身に皮疹出現し当院皮膚科受診、同月10日頃より両眼の結膜充血、視力低
下を自覚し当科紹介。右視力(0.1)、左視力(0.04)、両結膜偽膜形成、糸状角膜炎、角
膜上皮欠損を認め、SJSと診断された。ステロイドパルス療法、ベタメタゾン点眼、
連日偽膜除去により、偽膜、糸状角膜炎、角膜上皮欠損は改善したが、ステロイド
緑内障を発症した。ベタメタゾンを減量し緑内障点眼を開始すると角膜上皮障害が
悪化、ベタメタゾンを増量し緑内障点眼を減量すると眼圧が上昇するという経過を
繰り返していたため、2018年3月に両眼選択的レーザー線維柱帯形成術を施行さら
に5月に両眼線維柱帯切除術を施行した。その後、緑内障点眼を中止、ベタメタゾ
ン再開、さらに両涙点プラグを挿入し血清点眼を開始したところ、角膜上皮障害は
改善し、視力両眼(0.6)、眼圧両眼10mmHg程度を維持している。【考按】SJSにはス
テロイド治療が必要であるがしばしば緑内障が合併する。緑内障点眼治療による角
膜上皮障害が遷延する場合には積極的な外科的手術の介入が必要であると考えられ
た。

P079 カラーコンタクトレンズによる角膜障害の前眼部
所見

浜
はまの

野　和
かずよ

代1）、嶋　千絵子1）、藤原　　亮2）、石本　敦子1）、佐々木香る2）、
高橋　寛二1）

1）関西医大、2）JCHO星ヶ丘医療センター

【緒言】カラーコンタクトレンズ（カラーCL）による眼障害が増加しているが、種々
の疾患との鑑別が必要とされる。今回、6症例の前眼部所見の特徴を報告する。【症
例】いずれも、カラーCL装用者で、眼痛により受診した。症例1:40歳女性。強い毛
様充血と角膜鼻下側の不整形上皮びらん、浸潤を認めた。症例2：26性女性。強い
毛様充血および多発性角膜浸潤、上皮びらんを認めた。症例3：16歳女性。近医に
て角膜びらんと強い毛様充血を認め、カラーCL中止し抗菌薬点眼と眼軟膏を投与
するも悪化したため紹介。強い毛様充血と不整形角膜びらんを認めた。症例4：29
歳女性。近医受診し抗菌薬点眼に反応せず紹介。両眼に強い毛様充血と不均一な角
膜浸潤、浮腫を認めた。CL保存液からC.albicansが検出された。症例5：19歳女性。
両眼の角膜全周に血管侵入を認め、強い毛様充血、強い角膜浸潤、浮腫を認めた。
局所よりセラチアが検出された。症例6：37歳女性。強い毛様充血とびまん性角膜
浸潤を認めた。全症例、抗微生物薬、低濃度ステロイド薬にて速やかに治癒した。【考
鞍】全症例とも、高度な毛様充血が特徴であり、眼痛、不均一な浸潤を認めたこと
から、細菌・真菌の他、アカントアメーバ角膜炎との鑑別が必要とされた。カラー
CLによる角膜障害は、色素・細菌に対する高度な炎症を基礎として、多彩な所見
を呈する。
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P090 兎眼による角膜障害加療中にAlternaria 
tenuissimaによる真菌性角膜炎を発症した1例

春
はるき

木　智
ともこ

子1）、宮崎　　大1）、蔵増亜希子2）、室田　博美3）、槇村　浩一4）、
井上　幸次1）

1）鳥取大、2）鳥取市立病院眼科、3）鳥取大学医学部附属病院検査部、4）帝京大学大学院
医学研究科医真菌学

【緒言】感染性角膜炎の治療についてはステロイドの使用の是非が問われている。
今回我々は、細菌性角膜炎として加療中、兎眼に伴う炎症の遷延化を疑い、ステロ
イド点眼を追加した所、混濁が改善しない部位から、Alternaria tenuissimaの感染
が判明した症例を経験した。【症例】70歳女性。聴神経腫瘍の術後で左顔面神経麻
痺のため、左兎眼となり、三叉神経麻痺も伴っていた。角膜乾燥は重度であり、角
膜びらんを繰り返していた。2017年12月左角膜潰瘍を認め、前医にて抗菌薬治療を
開始。一旦治療に反応していたが、再燃傾向のため、当科紹介受診となった。初診
時、左角膜下方に表層性の円形の浸潤と前房蓄膿を認めた。同部位の塗抹検鏡、培
養検査では真菌、細菌とも陰性であったため、抗菌薬治療を徐々に弱め、消炎のた
めステロイド点眼を追加した。前房炎症は改善したが、混濁が改善しない部分があっ
たため、同部位を擦過し、塗抹検鏡を行ったところ、多数の糸状菌が検出された。
ピマリシン点眼など抗真菌治療に切り替え、約3か月かけて抗真菌薬の治療を終了
することができた。帝京大にて菌種の同定を行ったところ、Alternaria tenuissima
が検出された。【考按】初診時の塗抹・培養では真菌は認めていなかったことから、
非常に発育が遅い糸状菌であったと思われた。ステロイド点眼追加にて検出可能な
量となり、真菌を同定し、ようやく適切な治療をすることができた。

P089 釣りの錘による鈍的角膜外傷の一例

都
つづき

筑賢
けんたろう

太郎1）、輿水　純子1）、大越貴志子1）、山口　達夫1,2）

1）聖路加、2）新橋眼科

【緒言】釣りの錘により鈍的外傷を来し、そこに感染症を生じた一例を経験したの
で報告する。【症例】2018年8月3日釣りの最中に錘(縦10mm横6mmの筒状/0.9g)が
1m先から右眼にぶつかり受傷した。2018年8月4日より近医にて抗生剤の点眼、内
服加療を行われるも、角膜感染症の悪化を疑われ2018年8月8日当院紹介となった。
右眼の視力低下と痛みを主訴に来院。視力は痛みの為に測定できなかった。細隙灯
にて、右眼の中央下方に角膜の実質に舌状で層状の裂傷を認め、実質の創部に感染
性のinfiltrateを認めた。同日よりメロペンとバンコマイシンの点眼を1時間おきと、
前房に炎症性細胞を認めた為、サイプレジンの点眼を4回/日開始した。受診後5日
目の診察にて徐々にinfiltrateの減少を認めた。TMSにて下方角膜の隆起を認め、
CASIAにて角膜の断層状ズレとinfiltrateを認めた。12日目にinfiltrateは消失し感
染症は鎮静化した。角膜の層状のズレは徐々に軽快。1か月後に創部はscarとなり
断層状のズレは軽快したが、TMSで角膜下方に円錐角膜様のsteepなareaを認めた。

【結論・考案】今回我々は釣りの錘による鈍的外傷により角膜実質の断層状のズレと
実質の創部に感染を起こした症例を経験した。感染治療を行うことにより角膜の断
層状のズレは徐々に改善し、瘢痕化し治癒したが角膜下方に円錐角膜様の突出が生
じた。鈍的外傷による実質の層状の裂傷では感染に注意する必要があると思われる。

P088 鈍的外傷で剥離した角膜後面に感染病巣を認めた
一例

芳
よしはら

原　直
なおや

也、山藤　香子、坂本　泰二
鹿児島大

【緒言】鈍的外傷で広範囲に剥離した角膜の後面に、感染病巣を認めた一例を経験
したので報告する。【症例】症例は77歳男性。X年3月30日自宅で作業中にベンチが
眼に飛んできて右眼眼球打撲、近医で経過観察されていたが、所見悪化の改善なく、
X年4月4日当院紹介初診となった。初診時右眼矯正視力(0.05)、角膜上方半分に、実
質深層まで及ぶ角膜実質の剥離を認めた。明らかな穿孔はなかったが、剥離した角
膜後面に浸潤病巣を認め、前房蓄膿を伴う前房内炎症も認めた。剥離した角膜の前
面には明らかな上皮欠損は認めなかった。浸潤病巣の培養提出および塗抹検鏡を行っ
たが、いずれも原因菌同定には至らなかった。前医から開始されていたセフメノキ
シム / レボフロキサシン点眼の頻回点眼に加え、数日に一回、剥離した角膜後面を
生食およびクラビット点眼で洗浄したが、2週間でわずかな改善を認めるのみであっ
た。4月25日、剥離した角膜後面の浸潤病巣を広範囲に可能な限り掻爬し、洗浄を
併施した。その後感染は次第に終息した。最終視力は右眼矯正視力(0.6)、剥離した
角膜は保存的に様子を見ており、経過は落ち着いている。【結論】本症例のように
剥離した角膜の後面に感染病巣がある場合は、点眼の効果が弱く、積極的な病巣の
掻爬が加療には有用である可能性が示唆された。

P087 抗生剤湿潤療法が有効であった起因菌不明の1例

安
やすだ

田　慎
しんご

吾、住岡　孝吉、高田　幸尚、岡田　由香、雑賀司珠也
和歌山県立医大

【緒言】コンタクトレンズ(CL)保存液・角膜擦過物より起炎菌が同定できなかった
が抗生剤湿潤療法が著効した患者を経験したため報告する。【症例】63歳男性。1ヶ
月交換CLを数ヶ月毎に保存液を交換し使用し続けていた。右視力低下と充血を主
訴に前医受診しヘルペス性角膜炎疑いでゾビラックス眼軟膏R・ガチフロR点眼を
処方され1ヶ月経過観察されていた。実質型ヘルペスに移行したと考えられオドメー
ルR点眼処方後、増悪傾向をみとめたため当院受診となった。初診時右視力25cm
指数弁、毛様充血と角膜混濁を伴う潰瘍がみられた。病巣部を擦過し顕微鏡・培養
検査で細菌・真菌は検出されなかった。治療経過が長く、眼痛症状軽度であること
から細菌性角膜潰瘍を疑いタリビッド眼軟膏R点入およびテガダームR貼布による
湿潤療法を開始した。翌日CL保存液より4種類の細菌・真菌・アメーバを検出する
も、病状改善傾向のため病巣掻爬の追加は行わずスルバシリンR点滴、アモキシシ
リンR内服を開始した。1週間の治療で症状軽快したため湿潤療法は終了しオーグ
メンチンR内服・ガチフロR点眼で退院した。退院5日後、病状悪化のため湿潤療法
とスルバシリンR点滴を再開した。約2週間で寛解した。現在角膜混濁は残存するも、
再燃なく最終視力は0.03(0.06)である。【考按】起炎菌が同定できず症状が軽い場合、
抗生剤湿潤療法が有効である場合がある。

P086 角膜緑膿菌感染における血管およびリンパ管新生
とVEGFの経時的変化

成
なりまつ

松　明
あきとも

知1,2）、服部　貴明1）、山川　直之1）、田島　一樹1,3）、小池　直人2）、
熊倉　重人1）、松本　哲哉2,4）、後藤　　浩1）

1）東京医大、2）東京医大微生物、3）北里大獣医小動物第2内科、4）国際医療福祉大感染
症

【目的】角膜感染症において血管ならびにリンパ管新生は免疫機構に重要な役割を
担っている。我々は以前、角膜緑膿菌感染における角膜リンパ管の機能を解析し、
報告した。今回は角膜緑膿菌感染の病像における血管およびリンパ管新生とVEGF
の関与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
後、緑膿菌株 (PAO-1)を点眼し、角膜炎モデルを作成した。緑膿菌を接種した群を
感染群、PBSを点眼した群を対照群とし、菌接種後2、7、14日後の角膜に対し、抗
LYVE-1抗体(リンパ管)と抗CD31抗体(血管)による免疫染色を行い、得られた画
像から血管とリンパ管が占める面積の角膜全体に対する比率を算出し、評価した。
さらにreal-time RT-PCRで血管、リンパ管新生の起点となる菌接種2日、9日後の
VEGF-A、C、VEGFR-2、3を計測し、比較検討した。【結果】対照群と比較し、感
染群における角膜血管は菌接種7、14日後で有意に進展していた。角膜リンパ管は
14日後のみ有意に進展していた。real-time RT-PCRでは主に血管新生に関与する
VEGF-Aが菌接種2日後に最大となり、9日後に有意に減少したのに対し、主にリン
パ管新生に関与するVEGF-C、VEGFR-3 は2日後と比較して9日後に有意に上昇し、
最大となった。VEGFR-2は対照群と比較して、いずれも有意に低値であった。【結論】
角膜緑膿菌感染ではリンパ管新生は血管新生よりも遅れて進展し、その時間差には
VEGFが関与している可能性がある。

P085 角膜フリクテン後の角膜形状変化と高次収差の解
析

片
かたやま

山泰
たいいちろう

一郎1）、山口　剛史1,2）、イブラヒム　オサマ1,2）、高橋　　綾1,2）、
中川　　迅1,3）、谷口　　紫1,2）、冨田　大輔1）、佐竹　良之1）、島崎　　潤1,2）

1）東京歯大・市川、2）慶應大、3）東京医大

【目的】角膜フリクテン後の角膜形状変化のパターン別頻度、および角膜高次収差
(HOAs)と視力の相関を検討した。【方法】対象は2010年1月から2018年8月に東京歯
科大学市川総合病院眼科に受診した34,070人の医療情報データベースのうち、角膜
フリクテンと診断された77例中、急性期症例と角膜穿孔例を除外し、前眼部光干渉
断層計(AS-OCT、CASIA, Tomey)データのあった38例53眼(男性14例、女性24例、
平均年齢28±16.5歳)。HOAsはAS-OCTを用いて定量化し、角膜前面のトポグラフィ
をもとに5つのパターン（正常、3D以上の正乱視、非対称、フラット、エクタジア）
に分類した。【結果】平均矯正視力(log MAR)は0.19±0.32で、トポグラフィパター
ンはエクタジア16眼 (31%)、非対称12眼 (24%)、正常11眼 (22%)、正乱視9眼 (18%)、
フラット3眼 (6%)の順に多かった。HOAsは、解析径4mmで0.57±0.44μm、解析径
6mmで1.16±0.77μmあり、矯正視力との間に有意な相関を認めた（4mm; r=0.556, 
p＜0.0001、6mm; r=0.560, p＜0.0001）。【結論】角膜フリクテン後の形状異常として
は、局所の急峻化（エクタジアパターン）の頻度が高く、角膜HOAsは視力と相関
した。角膜フリクテン後の 視機能の評価には、AS-OCTを用いたHOAsの定量が有
用であることが示唆された。
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P096 当院におけるアカントアメーバ角膜炎の臨床像

高
たかの

野　博
ひろこ

子、榛村真智子、木下　　望、豊田　文彦、田中　克明、
高木　理那、小林　未奈、西島　崇敬、梯　　彰弘、
自治医大・さいたま医療セ

【目的】当院で加療したアカントアメーバ角膜炎の臨床像を検討する。
【対象】自治医科大学附属さいたま医療センターに2004年5月から2018年8月に受診し、
アカントアメーバ角膜炎の診断で加療した16例16眼。

【方法】自覚症状発現から診断・治療開始の期間、発症月、受診時の病型（上皮型・
実質型）、年齢等について治療、視力予後との関連をレトロスペクテイブに検討した。
また、発症の誘因を検討した。

【結果】16例の内訳は男性6例、女性10例。年齢は15～71（平均31.3）歳。上皮型10例、
実質型6例。自覚症状発現から治療開始の期間は5～349（平均38.5）日。
発症月は2月1例、3月2例、4月1例、7月3例、8月3例、9月3例、11月1例、12月2例。
2006年7～9月(3例)、2011年9～11月(3例)、2017年7月(2例)に受診が集中して認めら
れた。
上皮型の最終視力は(0.6)から(1.2)。実質型（手術前）はmmから(0.7)で角膜移植と
白内障手術が2例に施行された。
発症時のさいたま市の気温・降水量の関与を検討したが有意な結果は得られなかった。

【考按】統計的な有意差は得られなかったが、実質型かつ35歳以降高齢で視力予後
不良であった。気温の高い時期の発症が多く、受診の集中する時期があったことから、
気象条件の関与を検討したが今回は有意な結果が得られなかった。今後検討を続け
たい。

P095 アトピー性角結膜炎に急性水腫による角膜混濁を
合併した一例

笠
かさまつ

松　桃
ももこ

子、五十嵐　勉、白鳥　　宙、高橋　　浩
日本医大

【緒言】アトピー性皮膚炎（AD）に円錐角膜を合併すること、また円錐角膜に急性
水腫を合併することはまれではない。今回我々は、円錐角膜の合併がないアトピー
性角結膜炎（AKC）に急性水腫による角膜混濁を生じ視力低下を来した1例を経験
した。【症例】37歳男性、AD、カポジ水痘様発疹症の既往あり。2018年2月12日頃
より右眼の充血、視力低下(0.02)を自覚し前医受診。レボフロキサシン、エピナス
チン、ジクアホスル点眼を開始されるも改善なく28日当院受診。右眼角膜実質浮
腫と上皮欠損、結膜偽膜形成、上眼瞼結膜の巨大乳頭形成を認めた。AKCと診断
しPSL20mg/day内服およびヘルペス性角結膜炎の可能性も考慮しバラシクロビル
1000mg/day内服を開始した。角膜実質浮腫および上皮欠損は治癒、視力も(0.4)ま
で改善したため内服は漸減・中止し、レボフロキサシン、0.1%フルオロメトロン点
眼にて経過を見ていたところ、同年6月15日、右眼擦過後の突然の視力低下で当院
受診、右眼にデスメ膜破裂を伴う角膜実質浮腫および上皮欠損を認めた。急性水腫
と診断しアシクロビル眼軟膏塗布で経過観察したところ1週後には実質浮腫は消退
した。その後、タクロリムス点眼を開始、角結膜所見は改善し視力(0.8)を維持して
いる。【考按】急性水腫は円錐角膜を伴わないAKCでも合併する可能性がある。

P094 周辺部角膜潰瘍に対するタクロリムス点眼液治療
の検討

佐
さえき

伯　有
ゆうすけ

祐、川村　朋子、平野　　文、内尾　英一
福岡大

【目的】周辺部角膜潰瘍はしばしば進行性、治療抵抗性であり、再発症例も散見さ
れる。我々は周辺部角膜潰瘍に対するタクロリムス点眼の有効性を検討した。【方法】
福岡大学病院眼科にて初診時よりタクロリムス点眼にて加療を行い、6か月以上経
過観察を行った非感染性周辺部角膜潰瘍10例14眼（男性4例5眼、女性6例9眼）、年
齢は48～83歳（平均65.8±11.8歳）を対象とし、診療録をもとにその臨床経過、再発
の有無について検討を行った。【結果】原疾患の内訳はMooren潰瘍8例11眼、関節
リウマチに伴う周辺部角膜潰瘍2例3眼であった。潰瘍の範囲は9眼が2象限以下、5
眼が3象限以上であった。経過中6眼でステロイド点眼、5眼でステロイド内服、2眼
で免疫抑制薬の内服を併用した。タクロリムス点眼使用後14眼中12眼で潰瘍の縮小
ならびに充血の軽減を認め治癒に至った。治癒に至るまで平均8.9±5.0週を要した。
潰瘍治癒後もタクロリムス点眼を1-2回/日で継続使用し、再発症例は認められなかっ
た（経過観察期間4～72か月、平均16.9か月）。2眼は角膜穿孔をきたし、いずれも表
層角膜移植術を施行した。経過中に角膜感染症を合併した症例は認められなかった。

【結論】周辺部角膜潰瘍に対して急性期にタクロリムス点眼を使用することにより、
潰瘍の治癒を促進できる可能性がある。また、タクロリムス点眼は、治癒後の再発
予防として安全に使用でき有用と考えられる。

P093 ソフトコンタクトレンズ不適切使用による両細菌
性角膜炎の一例

山
やまぐち

口　雄
ゆうだい

大、岡田　由香、雑賀司珠也
和歌山県医大

【緒言】ソフトコンタクトレンズ(SCL)不適切使用に伴う両細菌性角膜炎の一例を報
告する。【症例】40歳女性。2週間使い捨てSCLを使用中であったが、装着したまま
での就寝を繰り返していた。保存方法はこすり洗いはせずに多目的用剤(MPS)へ漬
けるのみであった。2018年9月16日に両眼の充血、及び視力低下を自覚したため近
医眼科受診。細菌性角膜炎を疑われ9月18日に当院紹介受診。両角膜実質浸潤病変
を中央に認め、周囲には著明な実質浮腫を伴っていた。前医よりベガモックス点眼、
トブラシン点眼両眼6回/日で開始されており、自覚症状は改善傾向であった。角膜
擦過塗抹・培養検査は陰性であったが、CL保存液の検鏡でグラム陰性桿菌を認めた。
抗菌点眼で改善傾向なこと、及びCL保存液の塗抹検鏡よりグラム陰性菌感染を疑
いクラビット点眼、パニマイシン点眼両眼1時間毎で治療開始。また、患者の両手
には不衛生な付け爪が装着されていたため、全て外した上で点眼指導を行った。そ
の後の経過は良好で浸潤病変の縮小が得られ、クラビット点眼、パニマイシン点眼
の漸減を行った。【考案】本症例はSCLの不適切使用に伴う細菌性角膜炎で点眼治
療に反応し、良好な経過が得られた。原因としてはSCLの使用法のみでなく、付け
爪を装着したままでのSCLの脱着により何度も角膜を傷つけていた可能性がある。
治療だけでなく、再発予防のために患者の生活背景を把握した上で、適切な指導が
重要だと考える。

P092 セラチア角膜炎の症例に対する臨床的検討

中
なかお

尾　武
たけし

史、相馬　剛至、大家　義則、小林　礼子、高　　静花、
丸山　和一、川崎　　諭、辻川　元一、前田　直之、西田　幸二
大阪大

【目的】セラチアはグラム陰性桿菌で種々の抗菌薬に対して耐性をもつ場合があり、
コンタクトレンズ（CL）関連の感染性角膜炎の原因としても知られる。本報告では
セラチア角膜炎の症例について検討を行った。

【方法】2010年7月から2018年6月に大阪大学医学部附属病院眼科において角膜もし
くはCLからセラチアが検出され、セラチア角膜炎を診断された6例7眼についてレ
トロスペクティブに検討した。検討項目は、年齢、性別、観察期間、CL使用の有無、
検出された菌種、病巣の位置、治療内容および治療前後の視力とした。

【結果】平均年齢は36.3±26.9歳、男性1例女性5例、平均観察期間は5.2±2.6週
間。6眼がCLを使用していた。検出菌は1眼が角膜から、5眼はCLからSerratia 
marcescens、残 り の 1 眼 で は CL か ら Serratia marcescens お よ び Serratia 
liquefaciensの両方であった。病巣の位置は角膜の中央3眼、中間周辺4眼、周辺2眼
であった。検出された菌に多剤耐性菌は無く、点眼はキノロン系に加え3眼でトブ
ラマイシン、4眼でセフメノキシム、全身投与は2眼でセフタジジム、1眼でセファ
ゾリンを行った。治療前の平均logMAR視力は0.66±1.0、治療後最終の平均視力は
0.14±0.43であり、7眼とも軽快した。

【結論】症例の多くがCL使用例であった。いずれのセラチア角膜炎の症例において
も多剤耐性菌は検出されず、感受性試験の結果により選択した抗菌薬の治療が奏功
し、良好な治療経過が得られた。

P091 ステロイド点眼中にDidymella	gardeniaeに
よる真菌性角膜炎を発症した1例

宮
みやくぼ

久保朋
ともこ

子1）、戸所　大輔1）、槇村　浩一2）、中村　考介1）、秋山　英雄1）

1）群馬大、2）帝京大

【緒言】まれな真菌による角膜炎では病態や治療法に関する情報が少ない。今回我々
は黒色の集落を形成するDidymella gardeniaeによる角膜炎を経験した。

【症例】66歳男。実質型角膜ヘルペスの既往がありベタメサゾンを長期点眼していた。
左視力低下と眼痛が出現し当院を紹介受診した。左角膜に羽毛状の浸潤を伴う潰瘍
と内皮プラークを認めた。角膜擦過物の鏡検でグラム陽性桿菌と糸状菌を認め、ピ
マリシンとセフメノキシムによる点眼治療を開始した。1週間後に真菌培養で発育
した集落は黒色で、同定困難だった。抗真菌点眼をボリコナゾール（VRCZ）1時間
毎に切り替えた。2週間後、分離真菌はリボゾームDNAシークエンスからPhoma
属が疑われた。病変は実質表層に限局し徐々に縮小した。1か月後にミコナゾール

（MCZ）点眼を追加したところ充血の改善を認め、3か月で角膜は上皮化し、5ヶ月
で点眼を中止した。現在も再発はない。

【考按】Phoma属は膨大な種を有する植物病原菌で、近年分子系統分類により17の
属に再編された。本株は新分類ではDidymella gardeniaeとなる。旧Phoma属によ
る角膜炎は数例の報告があるが、DNA配列の記載がなく新分類における菌種は不
明である。本症例では黒色の集落を認めたためFusarium以外の糸状菌であると判
断しVRCZ点眼へ切り替えた。VRCZとMCZの併用が有効だった。
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P102 特発性周辺部角膜潰瘍に対し免疫抑制点眼薬が有
効であった2例

矢
やづ

津　啓
ひろゆき

之1,2）、奥山　　翔1,2）、藤島　　浩1）

1）鶴見大、2）慶應大

特発性周辺部角膜潰瘍は、特に全身疾患を伴わずに角膜周辺部の潰瘍をきたす疾患
で、Mooren潰瘍と称される。角膜穿孔をきたすため、視力予後は著しく不良であ
るが、発症機序や病態も未解明である。治療は保存的にはステロイド点眼薬、ステ
ロイドや免疫抑制剤の内服がある程度有用であり、外科的には表層角膜移植、角膜
上皮形成術の適応となる。今回我々は、Mooren潰瘍に対し0.1%タクロリムス点眼
薬の投与をすることで穿孔を長期に渡り予防できた2例を報告する。症例1：79歳女
性、左網膜静脈分枝閉塞症の加療で近医通院中に右毛様充血を認め、周辺部角膜潰
瘍と診断、ベタメタゾン頻回点眼開始するも改善せず、2か月後に当院紹介受診した。
タクロリムス点眼薬を追加しすぐに充血は消失、1年6ヶ月後に中止としたが現在も
鎮静化している。症例2：79歳女性、9年前より両眼周辺部角膜菲薄化を認め近医で
ソフトコンタクトレンズにて治療していたが通院自己中断、その後視力低下を自覚
し近医受診、白内障も認めたため精査加療目的に当院紹介受診。右眼は虹彩前癒着
を認め穿孔の既往が示唆されたが、上皮化は良好であった。タクロリムス点眼薬開
始後、角膜病変の進行がないことを確認してから左白内障手術施行、術後もタクロ
リムス点眼薬を継続し、現在に渡り穿孔なく落ち着いている。以上より、Mooren
潰瘍の進行予防には免疫抑制点眼薬の局所投与やプロアクティブ療法が有用である
ことが示唆された。

P101 東邦大学医療センター大森病院における非外傷性
角膜穿孔の原因と治療についての検討

後
ごとうだ

藤田哲
さとし

史1）、柿栖　康二2）、糸川　貴之2）、鈴木　　崇2）、秋山　朋代1,2）、
堀　　裕一2）

1）大森赤十字病院、2）東邦大・大森

【目的】過去5年間に東邦大学医療センター大森病院に来院した非外傷性角膜穿孔症
例の原因と治療について検討した。【方法】2014年4月から2018年7月までに当科を
受診した非外傷性角膜穿孔症例32例34眼（男性13例、女性19例）を対象とした。角
膜穿孔の原因、部位、治療内容、視力予後、合併症について診療録の記録に基づい
て検討した。【結果】平均年齢は69.5±14.8歳であった。角膜穿孔の原因は感染性18
例（細菌8例、ヘルペス9例、真菌1例）、非感染性14例（リウマチ6例、モーレン潰
瘍2例、その他6例）であった。感染性18例のうち自己免疫性疾患が既往にある患者
は7例いた。穿孔部位は中心部9例（感染性8例、非感染性1例）、傍中心部10例（感
染性8例、非感染性2例）、周辺部13例（感染性2例、非感染性11例）であった。全層
移植3例、表層角膜移植4例、羊膜移植8例、角膜縫合1例、眼球摘出1例施行され、7
例は保存的に治療した。手術予定の1例は途中未来院となった。感染性で自己免疫
性疾患の既往がない患者の視力予後はlogMAR:2.33から1.78（p=0.0356）と有意に
改善したが、自己免疫性疾患の既往を持つ症例ではlogMAR:1.36から1.37（p=0.893）
と視力の差は認められなかった。【結論】非感染性だけでなく感染性角膜穿孔も自
己免疫性疾患を背景に持ち、ステロイド投与の易感染性が契機となることが多く、
その場合は予後不良である。角膜穿孔症例では既往歴の聴取と全身精査を考慮する
必要がある。

P100 淋菌性結膜炎による角膜穿孔の1例

洲
すのうち

之内千
ちひろ

尋、崎元　　暢、崎元　　丹、山上　　聡
日本大

【緒言】近年、多剤耐性を示す淋菌感染症が問題となっている。今回、淋菌性結膜
炎による角膜穿孔の1例を経験した。

【症例】36歳、男性。約3週前からの両眼眼脂、充血があり近医で抗菌薬点眼、副腎
皮質ステロイド薬点眼による加療を受けるも左眼角膜穿孔を生じ当科紹介となった。
両眼性の強いクリーム状の膿性眼脂と結膜充血、左眼角膜上鼻側の角膜穿孔と上耳
側の角膜菲薄化を認めた。塗抹検鏡でグラム陰性双球菌を認め淋菌性結膜炎による
角膜穿孔と診断し、入院のうえセフトリアキソン点滴・塩酸セフメノキシム点眼等
を開始した。初診翌日には眼脂が大幅に軽減したため左眼角膜穿孔に対して保存角
膜を用いた治療的角膜移植術を施行した。術後経過は良好であり術後6日目に退院、
一過性の眼圧上昇はみられたものの初診2か月の時点で塩酸セフメノキシム点眼の
みで経過観察中である。眼脂培養で検出された淋菌の薬剤感受性は、ペニシリン系
およびフルオロキノロン系耐性、第3世代セフェム系には感受性ありという結果であっ
た。

【考按】淋菌性結膜炎は角膜合併症を引き起こさないためにも早期の診断・加療が
重要である。加療の際には薬剤感受性の確認も大切であると考えられた。

P099 アカントアメーバによる強角膜炎の2例

久
くすみ

須見有
ゆみ

美、重安　千花、松本　杏奈、藤井かんな、山田　昌和
杏林大

【緒言】アカントアメーバによる強角膜炎を生じた2例を報告する。【症例】症例1は
56歳女性、右眼の角膜ヘルペスの診断で加療中であったが、改善がみられず当科紹
介となった。初診時、角膜中央に輪状潰瘍、角膜浮腫、1/3程度の前房蓄膿、強い
毛様充血を認めた。ハードコンタクトレンズ装用者であり、角膜擦過物よりアカン
トアメーバが検出された。クロルヘキシジン、ボリコナゾール点眼とテルビナフィ
ン内服を併用するも、角膜菲薄化が進行し切迫穿孔となったため治療的角膜移植を
行い、その後感染の沈静化後に光学的角膜移植を施行した。移植後の再発はみられ
ないが、強膜の菲薄化、前部ぶどう腫が著明となった。症例2は49歳女性、右眼の
細菌性角膜炎で治療するも、改善がみられず当科紹介となった。初診時、角膜中央
に輪状潰瘍、角膜浮腫、毛様充血を認め、角膜擦過物よりアカントアメーバが検出
された。クロルヘキシジン、ボリコナゾール点眼、ピマリシン眼軟膏とテルビナフィ
ン内服に反応せず、角膜病変の拡大と強膜の菲薄化をきたした。角膜融解に対し治
療的角膜移植を行ったが、感染の拡大と移植片融解に至り、眼球内容除去を行った。

【考察】アカントアメーバ角膜炎では、長期の炎症に伴い強膜の菲薄化、前部ぶど
う腫をきたすことがあり、重篤な予後不良の合併症として留意すべきである。

P098 壊死性強膜炎に合併した両眼性の
Paecilomyces真菌性角膜炎の1例

子
ねじま
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平、木下　雄人、永田　有司、森　　洋斉、岩崎　琢也、
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【緒言】壊死性強膜炎の治療中に、Paecilomycesによる両眼性の真菌性角膜炎の1例
を経験したので報告する。【症例】59歳男性、職業は養鶏業。2017年6月初旬より両
眼の充血・疼痛が出現し受診、0.1%フルオロメトロン点眼薬で加療したが改善せず、
壊死性強膜炎として精査するも原因は不明、その後0.1%リン酸ベタメタゾン点眼薬
で加療していた。受診より4か月後に左眼の視力低下・疼痛を自覚、その1か月後の
再診時には、左眼の角膜穿孔および膿瘍を認め、右眼は強膜の菲薄化が進行してい
た。膿瘍からの塗抹検鏡で糸状真菌、培養検査ではPaecilomyces sp.が検出され真
菌性角膜炎と診断、入院の上、左眼のステロイド点眼を中止し抗真菌薬の点眼・内
服を開始した。右眼の強膜炎に対しては、免疫抑制剤の点眼・内服を追加した。左
眼は抗真菌薬による加療後も増悪、角膜クロスリンキングを行い軽快したが、視力
は光覚弁となった。右眼の強膜炎は免疫抑制剤の追加後も増悪し、ステロイド内服
を開始、その後軽快し12月末に退院となった。10日後の再診時では左眼の所見は著
変無かったが、右眼角膜の7時方向に膿瘍を認め、塗抹検鏡で糸状真菌、培養検査
ではPaecilomyces sp.が検出された。ステロイド・免疫抑制剤点眼を中止し、抗真
菌薬で加療、3か月後に軽快したが視力は光覚弁となった。【結論】壊死性強膜炎の
治療中の患者では真菌性角膜炎の発症に注意することが重要である。

P097 慢性涙嚢炎が関与した角膜上皮障害と角膜潰瘍の
4症例
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臣1,2）、石居　信人2）、宇都宮嗣了2）、横山　一弘2）、柳　　靖雄2）、
吉田　晃敏2）
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【緒言】角膜上皮障害や角膜潰瘍の原因が慢性涙嚢炎と考えられた4症例について報
告する。

【症例】症例1：73歳女性。抗菌薬治療に抵抗する右下鼻側の角膜潰瘍で紹介。涙嚢
圧迫で多量の眼脂を排出し慢性涙嚢炎と診断した。NSチューブ留置、抗菌剤投与、
涙道洗浄の反復で角膜潰瘍は治癒した。症例2：88歳女性。10年前に涙道閉塞を指
摘されるも通院できず放置されていた。左下鼻側の角膜潰瘍穿孔で紹介。慢性涙嚢
炎を有しておりNSチューブ留置、抗菌剤投与、涙道洗浄の反復と治療用ソフトコ
ンタクトレンズ装用で角膜潰瘍は治癒した。症例3：74歳女性。正常眼圧緑内障の
経過中、急性涙嚢炎を生じて抗菌剤投与による加療歴あり。繰り返す左下鼻側強膜
の充血と角膜上皮障害で紹介。慢性涙嚢炎を有しており涙道洗浄の反復とNSチュー
ブ留置後1ヶ月で治癒した。症例4：86歳女性。眼痛を主訴に来院時、左下鼻側の角
膜上皮びらんを生じていた。10日後に角膜穿孔を生じて紹介。涙嚢圧迫で多量の眼
脂と菌石を排出し慢性涙嚢炎と診断した。NSチューブ留置、抗菌剤投与、涙道洗
浄の反復と治療用ソフトコンタクトレンズ装用するも穿孔は閉鎖せず、治療的角膜
移植を行って治癒した。

【考按】鼻側角膜周辺部に生じる上皮障害や潰瘍には慢性涙嚢炎が関与している症
例も考慮される。涙嚢部圧迫で眼脂を多量に排出する場合、涙嚢炎を解消して涙道
通水を再建することで角膜障害が改善することがある。
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P107 Limbal	Stem	Cell	Graft	in	Various	
Etiology	of	Limbal	Stem	Cell	Deficiency

Lukman Edwar
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia

Limbal stem cell deficiency (LSCD) is a deficiency of the stem cells that reside in 
the corneoscleral junction of the palisades of Vogt, as such it fails to maintain the 
homeostasis and reparative process of the cornea epithelium. 
In this study we report 5 cases of bilateral LSCD with various etiologies ie chronic 
acne rosacea, Steven Johnson syndrome and chronic ocular allergy. For each 
case, we performed a limbal stem cell graft, amnion membrane transplantation 
and subjconjunctival injection of bevacizumab. The outcome measures included 
subjective symptoms, best-corrected visual acuity, ocular surface stability and 
additional surgeries required.
After surgery, we treated patients with oral methylprednisolone, topical 
tacrolimus 0.03% ointment, topical prednisolone acetate, and preservative-free 
artificial tears. Two patients developed cataract thus necessitating cataract 
surgery and intraocular implantation. Patients with chronic acne rosacea and 
ocular allergy gave better results in terms of visual acuity and reduction of ocular 
manifestations of LSCD compared to Steven Johnson syndrome. 
We concluded that recognizing clinical signs and symptoms, making corect and 
definitive diagnosis are very imporatant. Steven Johnson syndrome is still a 
challenging condition with still a poor prognosis.

P106 表皮ブドウ球菌を保菌したアポクリン汗嚢腫

杉
すぎの

野　日
あきひこ

彦1）、江口　　洋1）、堀田芙美香1）、福田　昌彦1）、福田さとり2）、
日下　俊次1）

1）近畿大、2）ふくだ眼科

【緒言】アポクリン汗嚢腫は、1964年にMehreganによって初めて報告された、中高
年の眼瞼周囲に好発する良性腫瘍である。知りうる限り、嚢腫内から微生物を分離
したとの報告はないが、我々はアポクリン汗嚢腫内からStaphylococcus epidermidis
を分離した症例を経験したので、若干の考察を加えて報告する。【症例】62歳, 女性。
数年前から左上眼瞼の腫瘤に対して、霰粒腫の臨床診断のもと複数の眼科で種々の
処置を受けるも再発するため紹介された。左上眼瞼外側に表面平滑で肌色の隆起性
腫瘤があった。霰粒腫が否定的であったこと、および悪性腫瘍との鑑別が必要であっ
たことから、局所麻酔下で腫瘤切除をした。病理組織検査で、腫瘤はアポクリン汗
嚢腫と診断された。術中、腫瘤内から粘性の高い黄白色の膿が排出され、膿の塗抹
検鏡では多量のグラム陽性球菌が検出されたが、炎症細胞は認めなかった。膿の培
養でS. epidermidisが分離され、薬剤感受性はバンコマイシンとテイコプラニンが
中間、アジスロマイシンが高感受性、キノロン、セフェム、アミノグリコシドは高
感受性であった。術後1年で腫瘍の再発や感染兆候はない。【結論】中高年の再発す
る眼瞼腫瘤では、アポクリン汗嚢腫も考慮する必要がある。感染兆候がなくとも、
嚢腫内に微生物を保持している症例もある。

P105 ソフトコンタクトレンズ着用の脳死下臓器提供症
例への対応

谷
たにぐち

口　和
かずひろ

寛1）、渡邉　和誉1）、長井　隆行2）、片上千加子1,3）

1）兵庫アイバンク、2）神戸大、3）ツカザキ病院

【緒言】兵庫県の県立病院において2017年8月に脳死下臓器提供があった。摘出眼球
(両眼)の強角膜切片作成をする際にソフトコンタクトレンズ（以下SCL）の装用を
認めた。法的脳死判定における角膜反射がSCL装用による角膜知覚低下の影響を
受けた可能性があると考えられたため、本事例に対する当バンクの対応について報
告する。【症例】2017年7月30日発症のクモ膜下出血により、同年8月3日脳死下臓器
提供を施行された40歳代女性。眼球摘出医は、SCLに気づいていたが問題ないと判
断し作業を進めた。摘出後、当バンクにおいて保存作業のコーディネーター（以下
Co.）が強角膜切片を作成する際、SCLが装用されていることを発見した。強角膜
切片作成の際に、SCLの破棄はせず、装用の事実を証明する為、摘出された両眼球
の残存組織とSCLを撮影した。メディカル・ディレクターおよび、チーフCo.に確
認した後、兵庫県臓器移植Co.へ報告した。後日、厚生労働省臓器移植対策室の医
系技官による摘出医ならびにCo.への聴取があり、厚生労働省の検証会議が行われ、
2018年3月2日に公表された。専門家検証では、SCLを装用していても刺激は伝わる
ことや、他の複数の検査で脳死判定は妥当であると判断され、各方面に今後の提供
に対する注意喚起がなされた。【考察】今後、脳死下臓器提供が施行される際には
必要事項の確認を怠らないことが当バンクスタッフを含めた提供現場の全スタッフ
に必要であると考える。

P104 北海道大学眼科における最近10年間の角膜穿孔
の検討

渡
わたなべ

邉　竜
たつや

也1）、大口　剛司1）、橋本　勇希1）、田川　義晃1）、木嶋　理紀1）、
岩田　大樹1）、田川　義継2）、石田　　晋1）

1）北海道大、2）北1条田川眼科

【目的】角膜穿孔は失明に至ることもある重篤な疾患の一つであるが、その原因お
よび視力予後は様々である。今回我々は、北海道大学眼科（当院）における最近10
年間の角膜穿孔の特徴を検討したので報告する。【方法】2008年1月から2017年12月
までに当院にて角膜穿孔と診断された症例の性別、年齢、発症原因、治療および視
力予後に関して、診療録を元に後ろ向きに検討した。【結果】症例は67例（男性39例、
女性28例）、平均年齢は59.6±22.2歳であった。角膜穿孔の原因として、眼外傷25例、
角膜ヘルペス12例、細菌または真菌感染などによる感染性11例、非感染性19例であっ
た。治療は保存的治療32例、治療的表層角膜移植術13例、角膜縫合術10例、水晶体
再建術・硝子体手術9例、眼球内容物除去および眼球摘出術9例であった。最終受診
時のlogMAR視力は初診時と比較し、眼外傷群では1.34±1.20から0.60±1.12と有意
に改善した（P＜0.001）。非外傷群では2.17±1.01から2.09±1.17と変化はなく、統計
学的有意差はなかった（P = 0.30）。【結論】当院では角膜穿孔は男性に多く、眼外
傷と非感染性角膜潰瘍による症例が多かった。眼外傷群の視力予後は治療後有意に
改善した。

P103 慢性眼疼痛患者における痛みと睡眠の関係

西
にしじま

島　有
ゆい

衣、内野　美樹、川島　素子、山西竜太郎、坪田　一男
慶應大

【目的】慢性眼疼痛患者における痛みと睡眠との関連性について検討した。【方法】
対象は,慶應義塾大学病院のアイペイン外来患者33名（男性10名,女性23名；平均年
齢56.52±16.23歳 ,21-89歳）。Short-Form McGill Pain Questionnaire（SF-MPQ）を
用いて痛みを全体,感覚,感情の項目でスコア化した。睡眠に関しては,就寝時間,睡
眠時間,週にどのくらい起床が困難であると感じるかなどの質問に回答してもらっ
た。得られた結果を用いて,痛みと睡眠の関係を検討した。【結果】就寝時間が午前
1時以降の人は,午前1時以前の人と比較して有意に全体スコアが高く(19.8±14.1 vs 
10.1±7.5, p=0.01),その内感覚と感情両方の項目においても有意にスコアが高かった 
(p=0.01, 0.04) 。睡眠時間が5時間以下の人は,5時間以上の人と比較して全体スコアは
有意差が見られなかった(p=0.06)が ,感覚の項目において有意に高かった (19.0±9.6 
vs 6.5±4.9, p=0.04)。ほぼ毎日起床が困難であると感じている人は,そうでない人と
比較して有意に全体スコアが高く(18.7±12.4 vs 9.3±8.0,p=0.01),感覚と感情両方の
項目においても有意にスコアが高かった (p=0.02, 0.01)。【結論】就寝時間が午前1時
以降,ほぼ毎日起床が困難であると感じている人は,SF-MPQスコアが全体,感覚,感
情のいずれの項目でも高かった。睡眠時間が5時間以下の人は,感覚の項目のみ高かっ
た。睡眠の質が悪い人は,痛みを強く感じやすい傾向がわかった。
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ポスター	3（領域3：北野賞候補）：Poster	3

 P108 伊藤　　栄（獨協医大）

 P109 冨田　大輔（東京歯大・市川）

 P110 山崎　沙織（女子医大）

 P111 今泉　利康（岩手医大）

 P112 粥川佳菜絵（京都第二日赤）

 P113 丸橋　歩美（京都府医大）

 P114 石田　　学（京都府医大）

 P115 木村　彩香（日本医大）

 P116 小林　達彦（東邦大・大森）

 P117 長井　紀章（近畿大・薬）

 P118 林　　泰子（川崎医療福祉大）

 P119 前野　紗代（大阪大）

 P120 西野　　翼（金沢大）

 P121 安藤　良将（杏林大）

 P122 森　奈津子（金沢大）

 P123 丸岡佐知子（ツカザキ病院）

 P124 谷渕ほなみ（大阪大）

 P125 切通　祥子（大阪大）

 P126 柿栖　康二（東邦大・大森）

 P127 佐藤　彰記（兵庫医大）

 P128 森重　直行（大島眼科病院）

 P129 宮越　茉莉（厚生連滑川病院）

 P130 魚谷　　竜（鳥取大）

 P131 水井　　徹（東京医大）

 P132 本武　拓真（広島大）

 P133 井上　亮太（大阪大・視覚先端医学）

 P134 新木　智子（大阪大）

 P135 角谷　紗織（同志社大・生命医科学）

 P136 今井　博文（同志社大・生命医科学）

 P137 田中　壽恭（同志社大・生命医科学）

 P138 徳永　　歩（同志社大・生命医科学）

 P139 中川理咲子（同志社大・生命医科学）

 P140 殿村　茂仁（同志社大・生命医科学）

 P141 佐藤　正和（同志社大・生命医科学）

 P142 大嶋　剛史（同志社大・生命医科学）

 P143 小森　裕也（同志社大・生命医科学）

 P144 黄　　俐穎（杏林大）

 P145 上田　晃史（東京大）

 P146 中村　友美（済生会呉）

 P147 部坂　優子（大阪大）

 P148 木下　雄人（宮田眼科病院）

 P149 矢野　　風（日本医大）

 P150 渡邉　敦士（大阪大）

 P151 高橋　尚子（筑波大）

 P152 池袋　東陽（日本医大）

 P153 岡本　紀夫（おかもと眼科）

 P154 猪俣　武範（順天大）

 P155 小林　　航（東北大）

 P156 岩下　紘子（東邦大・大森）

 P157 谷口　　紫（東京歯大・市川）

 P158 張　　佑子（京都府医大）

 P159 坂根　由梨（愛媛大）

 P160 池田　敏英（京都府医大）
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P113 脳静脈奇形を合併した出血性結膜リンパ管拡張症
の1例

丸
まるはし

橋　歩
あゆみ

美、横井　則彦、渡辺　彰英、外園　千恵
京都府医大

【緒言】結膜リンパ管拡張症は結膜リンパ管の異常拡張を特徴とする疾患であり、
日常臨床においてしばしば遭遇する。しかし、出血性結膜リンパ管拡張症は結膜静
脈とリンパ管の異常な結合により拡張したリンパ管内に血液が流入する疾患であり、
報告例は限られている。今回、脳静脈奇形を合併した出血性結膜リンパ管拡張症の
症例を経験したので報告する。

【症例】生来健康な17歳女子。近医にて左眼結膜リンパ嚢胞と診断され、穿刺や切
除が行われたが、術中の出血量が多く、手術は完遂困難であり、結膜の嚢胞性病変
は、術後も改善しなかったため、精査加療目的に当院に紹介となった。既往歴とし
て、幼少期に左下眼瞼から頬部にかけての血管腫の自然消失、2年前の左結膜下出
血がある。初診時、左眼下方結膜に広範囲に広がる嚢胞性病変、ならびに、数珠状
に連なったリンパ管拡張症を認め、その一部に流入した血液がニボーを形成していた。
鼻側上眼瞼に血管異常を認め。頭部MRIでは左眼窩から前頭骨にかけてリンパ管奇
形、頭蓋内左小脳脚に静脈奇形を認めた。

【考按】結膜リンパ管拡張症は異物感や流涙症状の原因となり、点眼治療で改善が
ない場合は外科治療の適応となる。今回の症例は、切除難症例と考えられ、精査に
より、先天性の脈管異常が眼窩内と頭蓋内に証明された。出血性結膜リンパ管拡張
症では、脈管異常の有無や範囲を診断した上で手術の適応を考えることが重要と思
われた。

P112 結膜粘液腫の2症例

粥
かゆかわ

川佳
かなえ

菜絵1,2）、横井　則彦2）、加藤　弘明2）、外園　千恵2）

1）京都第二日赤、2）京都府医大

【目的】稀な疾患である結膜粘液腫の2症例を経験したので報告する。【症例】症例1
は51歳男性、数ヶ月前から左眼耳側球結膜に充血を伴う円形の隆起性病変を認め、
点眼治療で改善しないため受診した。症例2は44歳女性、以前から右眼耳側球結膜
に円形の隆起性病変を認めていたが、1ヶ月前より増大傾向を認めるため、近医を
受診した。近医で結膜嚢胞の疑いと診断を受け穿刺を試みられたが、内容物を吸引
できないため、当院紹介となった。手術を施行したところ、2例とも病変内部は黄
褐色のゼリー状組織であり、後の病理組織検査で粘液腫と診断された。結膜粘液腫
には、心臓を主とした他臓器にも粘液腫が生じる疾患(カーニー複合)の可能性が報
告されているため、循環器内科での精査を行ったが、いずれの症例も心合併症は認
められなかった。【結論】結膜隆起性病変では、封入嚢胞やリンパ嚢胞だけでなく、
粘液腫の可能性も考える必要があると思われた。また結膜粘液腫では、心合併症の
可能性があるため注意が必要である。

P111 BUTと白内障術中の角膜表面の湿潤時間との相
関についての検討

今
いまいずみ

泉　利
としやす

康1）、前田可奈子1,2）、千葉智恵美1,2）、五日市そら1,2）、
橋爪　公平1,2）、石川　陽平1）、黒坂大次郎1）

1）岩手医大、2）博愛会　一関病院　眼科

【目的】白内障手術時に角膜表面が乾燥すると、前房内の視認性が悪化し、手術の
妨げとなる。角膜表面が乾燥するまでの時間（角膜表面の湿潤時間）と術前のtear 
film break-up time（BUT）との間に相関があるかどうかを検討する。【方法】一関
病院眼科において平成30年9月に同一術者が施行した白内障手術患者を対象に、診
療録と手術映像をもとにレトロスペクティブに検討した。術前のBUTは手術前日
にストップウォッチを用いて3回測定したものを用いた。術中の角膜湿潤時間は手
術開始直後に水かけをしてから角膜表面に映る顕微鏡光源の反射がぼやけるまでの
時間とし、手術映像を用いて測定した。手術は吸引のないワイヤー開瞼器を用いて、
角膜切開で行った。【結果】対象は13例19眼で、平均年齢は76歳であった。術前の
BUTは平均5.54±2.83秒であった。角膜表面の湿潤時間は平均52.4±15.7秒であっ
た。術前のBUTと角膜表面の湿潤時間との間には正の相関関係を認めた（p ＜0.01 
r=0.795; Pearson correlation coefficient）。【結論】術前のBUTと白内障術中の角膜
表面の湿潤時間との間に正の相関があった。BUTの短い症例では、手術中の視認性
が悪化する可能性があるため注意が必要で、そのような症例に対しては術前のジク
アホソル点眼やレバミピド点眼の投与を検討する必要が考えられた。

P110 ジクアホソル点眼液による涙液層の変化とOCT	
Angiography画像撮影への有用性

山
やまざき

崎　沙
さおり

織、篠崎　和美、荻沼　　舞、鹿間　智子、櫻井ゆかり、
木全奈都子、田尻　晶子、丸子　一朗、高村　悦子、飯田　知弘
女子医大

【目的】網膜の画像検査が進歩し画像診断の治療への影響は大きく、特にOCT 
angiography（以下OCTA）は、良質な画像であるか否かが治療に与える影響は大
きい。撮影時の涙液層の安定は、画像の質、撮影時間、患者の苦痛などへ影響する。
トラッキング機能を利用した撮影では5秒以上要することもあり、ドライアイと診
断されていない症例でも眼表面の乾燥により開瞼の維持が困難なことも多い。そこで、
涙液層の安定に効果の高いジクアホソルナトリウム（以下DQS）点眼前後での涙液
層の変化とOCTA画像撮影への有用性を検討した。【方法】対象は健常者10例20眼、
男性2例、女性8例、平均年齢32.6歳。DQS点眼前後で涙液層の評価、OCTA撮影を
行い比較した。涙液層は涙液油層観察装置で涙液の伸展、干渉像をグレード分類に
基づき1-5点とした。またOCTAにおける網膜血管密度およびシグナルノイズ比（以
下SNR）を算出した。撮影時の被検者の辛さはVisual Analogue Scaleで評価した。

【結果】DQS点眼前後で、涙液油層観察装置像の平均スコアは、伸展3.4点から3.0点、
干渉像は3.4点から2.5点に減少した。血管密度は50.2%、49.9%と前後で差がなかっ
たが、SNRは15.44から15.47に上昇した。撮影時の辛さ、39.3mmから22.9mmと軽
減した。【結論】DQS点眼後、涙液層が安定し、OCTA画像の質の向上、撮影時の
辛さの軽減がみられた。DQS点眼はOCTA撮影の前処置として有用と考えられた。

P109 水疱性角膜症における涙液と前房水のサイトカイ
ンの関連性

冨
とみだ

田　大
だいすけ

輔、谷口　　紫、山口　剛史、佐竹　良之、島崎　　潤
東京歯大・市川

【目的】前房水中と涙液中のサイトカイン濃度の関連を病態毎に比較検討する。【方法】
平成29年1月から平成30年7月に角膜移植を施行した56例56眼（水疱性角膜症群35眼、
非水疱性角膜症群21眼）対照群23例23眼を比較検討した。平均年齢、水疱性角膜症
群71.0±17.2歳、非水疱性角膜症群57.6±19.1歳、対照群77.5±8.4歳に対し、術前の
視力、角膜内皮細胞数、眼圧、角膜厚、眼軸長を測定し、涙液・前房水を採取した。
涙液と前房水中のサイトカイン（IL－1α、IL－1β、IL－2、IL－4、IL－6、IL－8、
IL－10、IL－12p70、MIP－1α、MIP－1β、MCP－1、TNFα、E－selectin、P
－selectin、sICAM－1、IP－10）濃度を測定し、比較検討した。【結果】全症例に
おいて術後経過は良好であった。また経過観察期間中に拒絶反応などの合併症も認
めなかった。水疱性角膜症群、非水疱性角膜症群、対照群において、涙液と前房水
のサイトカイン間に強い相関（P＜0.0025）があったのは、水疱性角膜症群の涙液
IL－8と前房水MCP－1（P＝0.00048, r＝0.598）涙液IL－4と前房水MCP－1（P＝
0.0008, r＝0.579）のみであった。【結論】いくつかのサイトカインにおいて、水疱
性角膜症群においてのみ涙液と前房水の間で強い相関を認めた。これは水疱性角膜
症群では、涙液と前房水の間で何らかの相互作用がある事が示唆され、その原因と
して眼表面の炎症の強さや、角膜のバリア機能の破綻などが可能性として考えられる。

P108 レーザー治療的角膜切除術後の眼内レンズ計算式
の比較

伊
いとう

藤　　栄
さかえ

1,2）、後藤　憲仁1）、妹尾　　正1）

1）獨協医大、2）石橋総合病院　眼科

【目的】レーザー治療的角膜切除術(以下PTK)後の白内障眼内レンズ計算式につい
て比較した。【方法】PTK後に眼内レンズ挿入術を施行した10例18眼（顆粒状角膜
ジストロフィー7例13眼、帯状角膜変性3例5眼）を対象とした。光学式眼軸長測定
装 置 OA-2000 (TOMEY) の 測 定 値 で SRK/T 式、Barrett Universal II 式、Barrett 
True-K 式 を 用 い て 予 測 屈 折 度 を 求 め た。ま た、前 眼 部 OCT SS-1000 CASIA 
(TOMEY)での光線追跡法OKULIXを用いた予測屈折度も求めた。術後屈折誤差
を術後1ヶ月の自覚等価球面度数から予測屈折度を引いた値と定義し、SRK/T式、
Barrett Universal II式、Barrett True-K式、OKULIXで比較した。また、疾患と
PTKによる角膜切除量での術後屈折誤差に与える影響についても検討した。【結果】
術後屈折誤差はSRK/T式 ＋0.67 ± 1.33D、Barrett Universal II式 －0.29 ± 1.53D、
Barrett True-K式 －0.76 ± 1.48D、OKULIX －1.57 ± 1.38Dであり、OKULIXで
有意に屈折誤差が大きかった。疾患による術後屈折誤差に統計学的な有意差は認め
られなかった。角膜切除量で比較しても、術後屈折誤差に統計学的な有意差は認め
られなかった。【結論】当院におけるPTK 後の眼内レンズ計算では、OKULIXの誤
差が大きく、Barrett Universal II式の誤差が比較的小さい傾向にあった。

ポスター	3（領域3：北野賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P119 膠様滴状角膜ジストロフィにおける治療用ソフト
コンタクトレンズ装用の効果

前
まえの

野　紗
さよ

代1,2）、辻川　元一1）、川崎　　良1）、繁田龍二郎1）、大家　義則1）、
相馬　剛至1）、高　　静花1）、川崎　　諭1）、前田　直之1）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）大阪鉄道病院眼科

【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について検討した。【方法】2002年から
2017年に当院に通院歴のあるGDLD連続症例20例40眼（男性13例、女性7例）を対
象とした。視力変動、手術介入までの期間についてSCL装用との関係を検討した。

【結果】当院初診時より3年間手術介入のないGDLD17眼を対象とし（SCL装用群11
眼、非装用群6眼）、3年間の視力変動（logMAR値）よりSCL連続装用の効果を比
較した。SCL装用群で平均値-0.036±0.299、中央値0 (-0.301, 0)、SCL非装用群で平
均値0.149±0.209、中央値+0.088 (0, 0.301)であり、SCL装用で視力は改善傾向にあっ
た（Mann-WhitneyのU検定：P=0.14）。次にSCL連続装用が手術介入に与える影
響について検討した。全てのGDLD症例（SCL装用群16眼、非装用群22眼）で当院
初診より手術介入までの期間を比較したところ、SCL装用群で2770±1918日、非装
用群で1342±1323日となり、SCL装用により手術介入までの期間は有意に延長した
(カプランマイヤー生存曲線、log-rank検定：P=0.0007、一般化Wilcoxon検定、P = 
0.0066)。【結論】SCLの連続装用により、GDLDにおける視力改善傾向、手術介入
までの期間の延長効果が認められた。

P118 ニロチニブにより角膜上皮障害を呈した1例

林
はやし

　　泰
やすこ

子1）、近間泰一郎2）、木内　良明2）

1）川崎医療福祉大、2）広島大

【緒言】ニロチニブ（タシグナ）は，breakpoint cluster region-Abelson（BCR-ABL）
チロシンキナーゼ阻害薬で慢性骨髄性白血病の治療薬である．本剤の眼科副作用
には，眼乾燥，結膜炎などがある．今回我々は，ニロチニブにより両眼の角膜上
皮障害を呈した1例を経験したので報告する．【症例】41歳の男性．慢性骨髄性白
血病に対してニロチニブ投与中に右眼の眼痛を自覚し近医を受診した．両眼に点
状表層角膜症（SPK）がみられドライアイを指摘されて点眼により加療されたが
改善せず当科を受診した．初診時，視力は右眼0.06（1.2），左眼0.06（1.2），眼圧は
両眼14mmHg，涙液層破壊時間は両眼2秒，シルマー試験第1法は右眼34mm，左眼
18mmであった．前眼部は，両眼の角膜下方に帯状のSPKがみられた．後眼部には
特記すべき所見はなかった．レーザー生体共焦点顕微鏡では，角膜上皮の変性がみ
られた．蒸発亢進型ドライアイとしてムコスタによる経過観察を行ったが改善せず，
ニロチニブの休薬を行ったところSPKが減少した．【考按】ニロチニブによる角膜
上皮障害を呈した症例を経験した．角膜上皮細胞の増殖に主として関与するチロシ
ンキナーゼ型受容体の一つである上皮成長因子受容体（EGFR）は主たる標的分子
ではないものの，チロシンのリン酸化が抑制され角膜上皮細胞の増殖抑制あるいは
脱落促進に関与する可能性が示唆された．

P117 新規点眼用薬物送達システムの開発：インドメタ
シンナノ粒子の角膜透過機序の解明

長
ながい

井　紀
のりあき

章1）、鬼池　翔太1）、岡森那々海1）、福岡　侑也1）、石井　美有1）、
大竹　裕子1）、金井　一享2）、岡本　紀夫3）、下村　嘉一4）

1）近畿大・薬、2）北里大・獣医、3）おかもと眼科、4）府中病院眼科

【目的】我々はこれまでナノ結晶製剤が従来の溶液型点眼液に比べ高い角膜透過性
を示すことを報告してきた。本研究では、インドメタシンナノ粒子結晶点眼製剤

（IMC-NPs）の調製法を確立するとともに、その角膜透過機構について検討を行った。
【方法】IMC-NPsは、各種添加物とビーズミル法による湿式粉砕にて調製した。また、
角膜透過性の評価にはウサギ角膜を用い、エネルギー依存性エンドサイトーシスで
あるCavME、CME、MP、ファゴサイトーシスの抑制にはそれぞれ阻害剤ナイス
タチン、ダイナソア、ロットレリン及びサイトカラシンDを用いた。

【結果】本法を用いることで、平均粒子径78 nmのIMC-NPsが調製できた。ウサギ
角膜透過実験の結果、IMCナノ分散液の薬物房水濃度-時間曲線下面積AUCは2.99 
mM・minであり、市販IMC点眼液（溶液型）に比べ有意に高値であった。また、
各種阻害剤ナイスタチン、ダイナソア、ロットレリン、サイトカラシンD処理時の
IMC透過量（AUC）はそれぞれ、1.05 mM・min、3.05 mM・min、2.49 mM・min
および3.25 mM・minであった。

【結論】IMCナノ粒子の角膜透過に、エンドサイトーシス（特にCavME）が関与し
ていることを示した。本成果はナノメディシンの角膜透過機構の解明に繋がるとと
もに、新規点眼用ドラッグデリバリーシステム開発に関わる有用な知見である。

P116 多血小板血漿の成長因子産生における抽出・保存
方法の検討

小
こばやし

林　達
たつひこ

彦、鈴木　　崇、糸川　貴之、柿栖　康二、堀　　裕一
東邦大・大森

【目的】自己血から抽出した多血小板血漿（PRP）の点眼は、血小板由来の成長因
子を多く含むため、角膜疾患の治療に使用されている。しかしながら、PRPを抽出
する方法や抽出後の保存方法による成長因子への影響は明らかになっていない。今
回、厚生労働省より製造販売承認されたTriCell PRP分離・濃縮キット（ヤマト科
学）を使用し、PRP内の成長因子における抽出方法や保存方法の影響を検討した。

【方法】健常人の血液からTriCellキットを用いてPRPを抽出した群（TriCell群）と
double spin法でPRPを抽出した群（従来群）に分けた。PRP内の血球数を計測し
た後に、保存後（A：1時間常温保存、B：1時間以内に凍結融解、C：24時間冷蔵保
存、D：24時間凍結保存した後に融解）、PRP内の血小板由来成長因子（PDGF）を
ELISA法にて測定した。【結果】30mlの血液から抽出したPRP（4.5ml）内の血球数
は、TriCell群で（血小板：60.8±172.2×104、白血球：10.4±14.7×103）、従来群で（血
小板：35.5±94.0×104、白血球：0.5±0.2×103）であった。PRP内のPDGF濃度(pg/
ml)はTriCell群において、A：89.3±16.2、B：235.6±132.2、C：250.9±170.6、D：
521.7±207.3、従来群において、A：70.2±3.4、B：122.8±48.0、C：150.0±97.0、D：
254.7±74.2であった。【結論】TriCellキットを用いて抽出したPRPは、血小板・白
血球を多く有し、更に凍結融解を起こすことで成長因子を多く含むことが明らかに
なった。

P115 水素水点眼による角膜上皮細胞におけるSOD1
活性の上昇、水素水によるSOD1の活性化

木
きむら

村　彩
あやか

香1）、有馬　武志1,2）、五十嵐　勉1）、高橋　　浩1）

1）日本医大、2）日本医科大学解析人体病理学教室

【目的】水素は直接フリーラジカルと反応することで酸化ストレスを抑制するだけ
でなく、間接的にCu,Zn スーパーオキシドジムターゼ(SOD1)を活性化して抗酸化
ストレス効果を発揮することが知られている。これまで眼科領域では水素による直
接的なフリーラジカル抑制に関して報告がされてきた。今回、ラットアルカリ外傷
モデルを用いて、SOD1活性に対する水素水点眼の効果を病理学的に検討した。【方
法】ラット角膜アルカリ熱傷モデルに対し、生理食塩水点眼群(saline)と水素含有生
理食塩水点眼群(H2)を外傷の前後5分間に持続点眼した。傷害から6時間、1日、7日
後に角膜を摘出しSOD1の免疫染色陽性細胞数を算出して比較検討した。また、フ
ルオレセイン染色を用いて角膜上皮細胞の欠損部を観察した。【結果】傷害後6時間
の角膜上皮細胞のSOD1染色では、H2群ではsaline群に比べて約2.5倍のSOD1活性
が観察された。また、フルオレセイン染色による観察では、H2群はsaline群に比べ
て有意に角膜上皮治癒が促進されていた。【結論】水素水の点眼は、角膜上皮細胞
の細胞質におけるSOD1の活性化を促進することで角膜上皮の創傷治癒に寄与して
いる可能性がある。

P114 培養口腔粘膜上皮移植後長期における表現型解析

石
いしだ

田　　学
がく

1）、中村　隆宏1）、稲富　　勉1）、木下　　茂2）、外園　千恵1）

1）京都府医大、2）京都府立医科大学　感覚器未来医療学

【緒言】培 養 口 腔 粘 膜 上 皮 移 植 術（Cultivated Oral Mucosal Epithelial 
Transplantation以下COMET）は難治眼表面疾患に有効であり、その長期の臨床
成績に関して以前に我々は報告をしている。しかし、COMET後の長期において
移植された上皮の表現型がどのように変化しているかの報告はない。今回我々は
COMET長期経過後に角膜実質混濁をきたしたため、全層角膜移植術を施行した。
そこで得られたグラフトについてその表現型を解析したので報告する。【方法】ス
ティーブンス・ジョンソン症候群による輪部疲弊症に対してCOMETを施行後、7
年経過した症例で全層角膜移植術を施行し得られたグラフトを、HE染色および免
疫染色(cytokeratin1,3,4,12.13,15 lamin5,desmoplakin.ki67)にて評価した。【結果】HE
染色では重層化した上皮細胞を認めた。免疫染色ではCK3、CK4、CK13で陽性を
認め口腔粘膜上皮のサイトケラチンの表現型が一致した。また基底層にCK15陽性
細胞を認め、Ki67陽性細胞も散在性に認めた。【結論】COMET後の長期経過にお
いて重層化した上皮は残存しており、口腔粘膜上皮と同様の表現型を維持していた。
また基底層にstem/progenitor cellを有しており、長期経過した培養口腔粘膜上皮
の維持に関与していることが示唆された。
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P125 前眼部OCTAを用いた培養口腔粘膜上皮細胞
シート移植術後患者の角膜新生血管の深度解析

切
きりとおし

通　祥
しょうこ

子、大家　義則、南平佳奈子、佐藤信之介、諸田　美沙、
西田　幸二
大阪大

【目的】自家培養口腔粘膜上皮細胞シート移植術(COMET)後患者における角膜新生
血管を前眼部光干渉断層計アンギオグラフィー(OCTA)を用いて解析すること。

【方法】2018年7月から9月までに大阪大学医学部附属病院眼科を受診し前眼部
OCTAを施行したCOMET術後患者を対象とした。上下耳鼻側の4象限を3×3mm
モードで撮影し、角膜新生血管の深度をen face画像とB-スキャン画像を用いて解
析し、各象限を以下の5つの型に分類した。血管を上皮のみに認めるものは上皮型、
上皮及び実質に認めるが上皮優位であるものを上皮優位型、実質のみに認めるもの
は実質型、実質および上皮に認めるが実質優位であるものを実質優位型、角膜新生
血管を認めないものを無血管型とした。

【結果】対象症例は7例9眼(平均年齢61.3±19.1歳、男性6例、女性1例)であり、原疾
患は特発性3眼、スティーブンスジョンソン症候群2眼、化学外傷2眼、熱傷1眼、眼
類天疱瘡1眼であった。全36象限のうち、実質型4象限(11.1%)、実質優位型16象限
(44.4%)、上皮型3象限(8.3%)、上皮優位型11象限(30.6%)、無血管型2象限(5.6%)であっ
た。角膜新生血管は上皮もしくは上皮直下の実質浅層に認めており、上皮と実質の
両方に角膜新生血管を認めるものが75%を占めていた。

【結論】OCTAを用いて角膜新生血管の深度を客観的に評価することができた。角
膜新生血管の深度を評価することで結膜化と実質内血管を鑑別できる可能性がある。

P124 生体共焦点顕微鏡を用いたフックス角膜内皮ジス
トロフィ患者の角膜細胞解析

谷
たにぶち

渕ほなみ、大家　義則、阿曽沼早苗、西田　幸二
大阪大

【目的】フックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）眼の角膜各層の細胞密度について、
前眼部OCTを用いた重症度との関係を評価すること。【対象と方法】FECD20例32
眼を対象とし、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、
角膜中央部の上皮基底、実質浅層、実質深層、内皮の細胞密度を解析する。前眼部
OCTを用いた重症度を用いてgrade0から3に分類し、細胞密度との関係を比較検討
した。【結果】前眼部OCTを用いた重症度はgrade0が9眼、grade1が10眼、grade2
が8眼、grade3が5眼であった。実質浅層細胞密度はgrade0が555±322 cells/mm2、
grade1が359±224 cells/mm2、grade2が179±219 cells/mm2、grade3が42±57 
cells/mm2でgrade間に有意差を認めた。(p=0.0026) 特にgrade0とgrade2および3の
間に有意差を認めた。内皮細胞密度はgrade0が1628±515 cells/mm2、grade1が335
±377 cells/mm2、grade2が226±265 cells/mm2、grade3が411±283 cells/mm2で
grade間に有意差を認めた。(p=0.0001) 特にgrade0と他すべてのgrade間に有意差
を認めた。上皮基底細胞密度および実質深層細胞密度はgrade間に有意差は認めな
かった（おのおのp=0.68, 0.11）。【結論】フックス角膜内皮ジストロフィ患者では疾
患進行に伴って実質浅層および内皮細胞密度が低下する。また角膜形態の変化がな
い軽傷例においてもこれらの細胞密度は減少することが示唆された。

P123 高齢者にみられたPeters異常の1症例

丸
まるおか

岡佐
さちこ

知子、片上千加子、田淵　仁志
ツカザキ病院

【緒言】角膜実質深層に及ぶ非感染性の角膜潰瘍を両眼にきたし診断に苦慮したが
前眼部OCT所見からPeters 異常と思われた1症例を経験したので報告する。【症例】
64歳男性。右眼疼痛を自覚し、受診。右眼の角膜傍中心に実質深層に角膜白濁を伴
う角膜潰瘍を認めた。感染兆候は認めず軽度の前房細胞を認めた。左眼には、右眼
と同部位に角膜の菲薄化と虹彩前癒着を伴う沈静化した瘢痕病巣を認めた。両眼の
同部位に角膜潰瘍を生じた原因として、膠原病等の全身疾患の検索を行ったが異常
は検出されなかった。両眼ともに閉瞼不全も認めなかった。右眼の治療として、ス
テロイド点眼1回/日、抗菌薬眼軟膏3回/日を処方した。前房内炎症は消失したた
めステロイド点眼は中止し、眼軟膏を継続したところ、角膜潰瘍の進行は停止し、
潰瘍底の上皮化を得た。【考察】本症例では両眼性に角膜実質深層に及ぶ角膜潰瘍
を発症したことから全身的な原因検索を行うも検出されなかった。両眼ともに角膜
潰瘍周辺は白濁し前眼部OCT所見では角膜潰瘍部位に一致して角膜後面の一部欠
損を認めた。そのため再度既往歴を詳細に聴取したところ、幼少期から角膜混濁が
存在したことが判明し、Peters異常が疑われた。Peters異常は小児期に診断される
ことが多いが、高齢者においても両眼性の角膜混濁を診た場合は念頭に置いておく
べき疾患であり、診断には前眼部OCTが有用であると考えられた。

P122 Fabry病患者に見られた渦状角膜の生体組織所
見

森
もり

　奈
なつこ

津子1）、小林　　顕2）、横川　英明2）、西野　　翼2）、杉山　和久2）

1）金沢大、2）金沢大学眼科学教室

【目的】Fabry病患者に見られた渦状角膜の生体組織所見を報告する。【症例】患者
は13歳、女児。近視による視力低下のため近医を受診したところ、角膜に異常所見
を認めたため、当院眼科に紹介となった。初診時前眼部細隙灯にて角膜に渦状の所
見を認めた。中間透光体、眼底に異常所見は認めなかった。角膜所見よりFabry病
を疑い小児科に対診したところ、GLA活性の軽度低下、尿中蓄積物質（lyso-Gb3）
の上昇、GLA遺伝子変異（c.733delT hetero変異）が確認され、Fabry病と確定診
断された。その後酵素補充療法開始となった。レーザー生体共焦点顕微鏡検査では
渦状角膜部位の角膜上皮表層細胞層、角膜上皮翼状細胞層、角膜上皮基底細胞層に
島状の高輝度陰影を認めた。また前眼部OCTでも渦状角膜所見を認めた部位に上
皮細胞層の高輝度所見が見られた。【考察】角膜所見より発見されたFabry病の1例
を経験した。レーザー生体共焦点顕微鏡や前眼部OCTにて特徴的な生体組織所見
を観察することができ、治療経過や自然経過の観察に有用である可能性が示唆された。

P121 Cogan’s	microcystic	epithelial	dystrophy
の1例

安
あんどう

藤　良
よしまさ

将、重安　千花、久須見有美、吉池　信哉、千葉　知宏、
柴原　純二、山田　昌和
杏林大

【緒言】再発性角膜びらんを生じる背景として日本では、外傷やドライアイ、閉瞼
不全がほとんどで、欧米で重視される角膜上皮のジストロフィは稀である。今回、
再発性角膜上皮びらんを呈したCogan’s microcystic epithelial dystrophyと思われ
る症例を経験したので報告する。【症例】67歳、男性。主訴は両眼の視力低下。15
年来、再発性角膜びらんを繰り返し、視力低下を認め近医より当科紹介。初診時の
右眼視力は (0.6)、左眼視力は(0.8)。両眼の角膜中央の上皮内に淡い斑状混濁、角膜
形状解析で不正乱視を認めた。再発性角膜びらんの誘因となる基礎疾患がなく、診
断及び治療のため、右眼の角膜上皮切除術を施行した。角膜混濁部を含めた角膜中
央の上皮を直径5mmの手動トレパンを用いて、80%エタノールで固定し病巣部の上
皮を一塊として基底膜から剥離した。病理組織学的検査では、PAS染色陰性で、上
皮内に小嚢胞が多発、嚢胞の中には変性した角膜上皮細胞が取り込まれる所見がみ
られ、Cogan’s microcystic epithelial dystrophy を考慮する所見であった。術後1ヶ
月で不正乱視は改善し、右眼視力は (1.2)まで改善した。【考按】細隙灯検査所見と
臨床経過からはFranceschetti corneal dystrophyやSubepithelial Mucinous Corneal 
Dystrophyなど他の角膜上皮のジストロフィも考えられたが、本症例では病理組織
学的検査からCogan’s microcystic epithelial dystrophyと診断することができた。

P120 ボウマン層ジストロフィの前眼部OCT所見

西
にしの

野　　翼
つばさ

1,2）、小林　　顕1）、横川　英明1）、森　奈津子1）、杉山　和久1）

1）金沢大、2）富山県中

【目的】ボウマン層ジストロフィにおける前眼部OCT所見について報告し、臨床的
な有用性について検討する。【症例と方法】遺伝子診断されたReis-Bucklers角膜ジ
ストロフィ（RBCD）患者（TGFBI, R124L）5名（2家系、男性1名、女性4名、平
均年齢36.6歳）、Thiel-Behnke角膜ジストロフィ（TBCD）患者（TGFBI, R555Q）
4名（3家系、男性3名、女性1名、平均年齢55.8歳）を対象とした。前眼部写真、前
眼部OCT (RTVue100, Optovue, U.S.A.)を撮影し、その所見を定性的に解析した。【結
果】細隙灯顕微鏡検査においてそれぞれのジストロフィに特徴的な上皮下の混濁

（RBCD：地図状混濁、TBCD：蜂巣状混濁）を全ての患者で認めた。前眼部OCT
において、RBCDでは比較的均一な高輝度の帯状病変がボウマン層レベルで観察され、
上皮側、実質側との境界は鮮明かつ滑らかだった。一方、TBCDでもボウマン層レ
ベルにやや輝度の高い帯状病変が認められたが、RBCDの病変と比較して輝度は明
らかに低く、上皮側との境界は鋸歯状であった。病変部と実質との境界は、RBCD
と比較して不明瞭だった。両ジストロフィともに、実質、デスメ膜、内皮での異常
は観察されなかった。【結論】遺伝子レベルで確認された2種類の異なるボウマン層
ジストロフィ（RBCD, TBCD）において、それぞれ特徴的な前眼部OCT所見を得た。
これらは、両者の鑑別診断においても有用であり、治療後の経過観察にも応用でき
る可能性が示された。
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P131 急性水腫を合併したペルーシド角膜辺縁変性に生
じた角膜穿孔の1例

水
みずい

井　　徹
とおる

、片平　晴己、成松　明知、熊倉　重人、後藤　　浩
東京医大

【緒言】ペルーシド角膜辺縁変性に急性水腫を合併し, 角膜穿孔を生じた1例を報告
する. 【症例】40歳, 女性. 2018年5月に左眼の角膜穿孔の疑いで東京医大眼科を紹介
受診した. 初診時, 左眼矯正視力0.3, 眼圧は触診上, 低値であった. 左眼角膜は下方の
周辺部が前方に突出し, 5時から8時にかけてDescemet膜破裂による実質浮腫がみら
れた. また, 突出部の6時方向に角膜穿孔による房水漏出がみられ, 前房は消失して
いた.以上から急性水腫を合併したペルーシド角膜辺縁変性に生じた角膜穿孔と診
断した.閉瞼の維持により, 前房形成が得られたことから保存的治療による穿孔部の
閉鎖を試みた.初診当日に入院の上, 閉瞼の維持による局所安静と抗菌薬の点眼およ
び全身投与を開始した. 第4病日以降, 徐々に穿孔部周囲の角膜の上皮化が進むとと
もに房水の漏出が減少し, 中央部, 周辺部ともに前房が形成された. 第11病日に穿孔
部は完全に上皮化し, 房水漏出が消失した. その後, 急性水腫による角膜実質浮腫は
徐々に改善し視力も改善, 現在まで矯正視力1.2を維持している. 【結論】ペルーシド
角膜辺縁変性も角膜穿孔を伴う急性水腫を発症することがある. 角膜下方の穿孔で
穿孔部の周囲の角膜に著しい浮腫を生じている症例は, ペルーシド角膜辺縁変性の
急性水腫の穿孔である可能性があり, 鑑別診断の一つとして留意する必要がある.

P130 急性水腫により角膜穿孔に至ったペルーシド辺縁
角膜変性の1例

魚
うおたに

谷　　竜
りゅう

1）、稲田　耕大1）、清水由美子1）、宮崎　　大1）、井上　幸次1）、
田中　智章2）

1）鳥取大、2）隠岐広域連合立隠岐病院眼科

【緒言】急性水腫を発症し、角膜穿孔に至ったペルーシド辺縁角膜変性の症例を経
験したので報告する。【症例】57歳、女性。既往歴にアトピー性皮膚炎・糖尿病あ
り。2018年4月3日より右眼の痛みと視力低下を自覚し前医を受診。右眼角膜下方に
重度の突出菲薄化とその周囲の重度の角膜浮腫を認め、ザイデル試験陰性で前房は
形成されていたものの、角膜後面に虹彩色素の付着があり、一度穿孔したものと考
えられた。SCL装用での保存的加療を試みられたが、突出により継続装用不可能で
あった。翌日再診時には浅前房化を認め、当院紹介となった。当院初診時、前眼部
OCTにて僚眼である左眼の角膜下方周辺部に高屈折力部位と菲薄化を示し、いわゆ
るカニの爪パターンであったことから、ペルーシド辺縁角膜変性と診断し、右眼は
急性水腫により角膜穿孔に至ったと考えた。装用可能であったBC830のSCL装用と
圧迫眼帯を併用し、翌日より前房形成が見られ、少しずつ角膜突出も軽快した。1
か月目の退院時には中央にかかる混濁が残っており視力は(0.02)と不良であったため、
角膜移植も念頭に外来で経過観察したが、その後透明性は改善し、発症後3か月の
時点で視力(0.3)と改善を認めている。【考按】高齢のペルーシド辺縁角膜変性でも
アトピー性皮膚炎などの合併で機械的刺激が加わることにより急性水腫を起こすこ
とがある。更に糖尿病や年齢の影響などがあると急性水腫から角膜穿孔に至ること
もある。

P129 Corneal	Flattening	with	Descemet	
membrane	folds	の7例

宮
みやこし

越　茉
まり

莉1）、前田　直之2）、吉原　美咲3）、子島　良平4）、岡本　茂樹5）、
大橋　裕一6）

1）厚生連滑川病院、2）湖崎眼科、3）宮崎中央眼科病院、4）宮田眼科病院、5）岡本眼科ク
リニック、6）愛媛大

【目的】デスメ膜趨壁は通常角膜実質浮腫に伴い発生するが、Hiraiらは、角膜に浮
腫がないにもかかわらずデスメ膜趨壁を認め、進行性に角膜が扁平化した1例を報
告した。今回我々は同じ範疇に含まれると考えられる7例を経験したので、その臨
床的特徴を報告する。

【方法】大阪大学、宮崎中央眼科病院、宮田眼科病院、岡本眼科クリニックを受診し、
上記特徴を有する7例に対し、診療録を後ろむきに調査した。

【結果】年齢は55～82歳、男性6例、女性1例。矯正視力は0.2～0.9で、全例視力低下
を主訴に受診した。全例両眼性で、細隙灯顕微鏡で全眼にデスメ膜趨壁を認め、13
眼で実質斑状混濁を伴っていたが、炎症所見、実質浮腫、実質血管侵入を認めなかっ
た。角膜内皮細胞の著明な減少はなく、中心角膜厚は410～611μmであった。角膜
形状解析では、11眼で角膜下方が扁平化し、上下の非対称パターンを認めた。

【結論】今回、両眼性の角膜扁平化と実質斑状混濁およびデスメ膜趨壁形成を共
通の臨床所見とする7症例を経験し、これを、Corneal Flattening with Descemet 
membrane flods (F&F cornea) と仮に名付けた。炎症を伴わない角膜実質の変化に
よりデスメ膜趨壁が生じたと考えられ、病態解明のためさらなる症例の集積が望ま
れる。

P128 円錐角膜眼の角膜体積に対する角膜形状および瘢
痕形成の影響

森
もりしげ

重　直
なおゆき

行、馬込　和功、松井　孝明、西田　輝夫
大島眼科病院

【緒言】円錐角膜では不正乱視や瘢痕形成が視力低下の原因となるが，その形状変
化や瘢痕形成が角膜体積に対する影響するかどうかを評価した。【方法】2014年3月
から2018年6月までに大島眼科病院を受診した円錐角膜患者174 例287眼（男性114
例，女性 60例，平均年齢 42.8±14.8 歳，KC群）及び正常者57例105眼（男性13 例，
女性44例，平均年齢42.4±11.9歳，正常群）を対象とした。前眼部OCT（CASIA，
TOMEY）を用いて角膜中心8mm径の角膜体積（CV）を測定し，角膜最菲薄部
厚（CT），角膜前面屈折力（Ant），後面屈折力（Post）との関係を評価した。ま
た，前眼部OCT観察画像から，正常群とKC群を角膜瘢痕の有無を瘢痕なし（S0），
実質浅層に限局した瘢痕（S1），実質浅層深層（S2）に分布する瘢痕に分類し，各
群の体積を評価した。【結果】正常群およびKC群の平均CVは33.0±1.9 mm3，31.7
±2.0 mm3であった。CVとCTは，正常群では強い正の相関（y=15.972x-3.1058，
R2=0.8668）を示したが，KC群では相関が弱かった（y=21.48x-271.81，R2=0.2422）。
角膜形状別では，KC群のAnt≦54DまたはPost≧-8.8DではCVとCTの相関がみ
られた（0.62～0.82）が，Ant＞54DまたはPost＜-8.8Dでは相関が弱くなった（0.26
～0.37）。角膜の瘢痕パターン別では，S2群はS0群，S1群と比較して統計学的有意
に体積が小さかった。【結論】円錐角膜では，角膜形状変化や瘢痕形成が角膜体積
に影響することが明らかとなった。

P127 ブリモニジン点眼液が原因と考えられた角膜実質
炎の3例

佐
さとう

藤　彰
あき

記、細谷　友雅、岡本　真奈、粕本　愉美、五味　　文
兵庫医大

ブリモニジン酒石酸塩点眼液（アイファガン、以下BT）の主な副作用として結膜充血、
アレルギー性結膜炎などがあるが、角膜炎の報告は少ない。BTが原因と考えられ
た角膜実質炎を報告する。【症例1】62歳女性。4年前から両眼にBT他緑内障治療
薬2剤を使用。右眼鼻下側角膜周辺部に実質深層の密な新生血管を伴う濃厚な半円
状角膜混濁と結膜充血を認めた。左眼角膜に異常なし。副腎ステロイド薬点眼と抗
ヘルペス薬を使用し、混濁は軽減したが残存し、矯正視力（0.7）と低下した。抗ヘ
ルペス薬は中止したが再燃はない。【症例2】79歳女性。6年前から両眼にBT他2剤
を使用。左眼鼻下側角膜周辺部に実質深層の新生血管を伴う濃厚な弧状角膜混濁を
認めた。右眼角膜に異常なし。副腎ステロイド薬点眼を使用し混濁は軽減したが残
存した。視力低下は認めなかった。【症例3】53歳男性。5年前から両眼にBT他緑
内障治療薬1剤を使用していた。2年前から角膜混濁に気づいていたがBTは継続し
ていた。人間ドック受診時に両眼耳側角膜周辺部に実質深層の新生血管を伴う濃厚
な半円状角膜混濁を認めた。【孝按】全例BT使用中に出現した角膜炎であること、
角膜ヘルペスの既往はないこと、実質深層の新生血管を伴う角膜周辺部病変で既報
の所見に類似していることから、BTによる角膜実質炎と診断した。緑内障治療中
の患者に周辺部角膜実質炎をみたら、BT使用歴の確認も必要である。

P126 オゾン水点眼による豚眼の角膜実質内への酸素供
給効果の検討

柿
かきす

栖　康
こうじ

二、鈴木　　崇、小林　達彦、岡島　行伸、堀　　裕一
東邦大・大森

【緒言】オゾン水は水中では酸素などを生成し、その抗菌作用によりさまざまな分
野で応用されているが、角膜への酸素供給作用については報告がない。オゾン水に
よる角膜への酸素供給効果について豚眼を用いて検討した。【方法】直接電気分解
方式で作成したオゾン水を豚眼の角膜上に15秒毎計3分間点眼し、角膜実質内の酸
素分圧を高感度酸素計の測定用プローブを刺入して測定した。豚眼は、無処置の対
照群、角膜上皮剥離のみ施した(剥離)群、外部から酸素を角膜に吹き付けた（O2吹
き付け）群、O2吹き付け+剥離群、オゾン水群、オゾン水+剥離群の6群に分類した。
各群は計3眼ずつ施行し、平均酸素分圧について各群を比較した。【結果】平均酸素
分圧は、対照群では150.0mmHg、剥離群では152.8 mmHg、O2吹き付け群では153.5 
mmHg、O2吹き付け+剥離群では153.8 mmHg、オゾン水群では156.7 mmHg、オ
ゾン水+剥離群では158.4 mmHgで対照群と比較して全ての群で平均酸素分圧は有
意に上昇しており(p＜0.05)、オゾン水群はO 2吹き付け+剥離群よりも有意に上昇
していた(p＜0.05)。【結論】オゾン水により、角膜実質内の酸素分圧が上昇する。
角膜クロスリンキングでは、角膜内の酸素を消費して架橋を行うため、オゾン水を
用いることで、より短時間で効率の良いプロトコルの可能性が示唆される。

ポスター	3（領域3：北野賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P137 点滴静注用デノシンより自家調整したガンシクロ
ビル点眼液の安定性

田
たなか

中　壽
としゆき

恭、奥村　直毅、福井　佑弥、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】サイトメガロウイルス（CMV）角膜内皮炎の治療として抗CMV薬の全身
および点眼投与が行われている。本邦では、倫理委員会の承認のもと点滴静注用ガ
ンシクロビルから調整した点眼薬が用いられている。今回我々は、自家調整ガンシ
クロビル点眼液の保存時の安定性を検討した。

【方法】点滴静注用デノシンを生理食塩水で希釈し0.5%ガンシクロビル点眼液を調
整した。4℃、25℃、37℃で12週間遮光保存し、外観、pHの変化を2週間ごとに評
価した。点眼液に含まれるガンシクロビル濃度を高速液体クロマトグラフィーによ
り測定し、保存時におけるガンシクロビルの含有量の変化を評価した。

【結果】0.5%ガンシクロビル点眼液は6週後まで析出や沈殿を認めず、透明性を維持
した。一方、8週以降には析出や沈殿を伴い白濁した。調整直後のpHは10.7であり
12週後まで9.2～10.1とアルカリ性を示した。4°Cおよび25°Cで保存した点眼液中
のガンシクロビル含有量は6週間までほぼ100%であり、その後12週後においても約
90%で維持された。一方、37°Cで保存した場合には、調整直後より含有量が低下し
12週後には約80%に低下した。

【結論】0.5%ガンシクロビル点眼液は、4℃および25℃で遮光保存した場合、外観、
pH、含有量において少なくとも6週間は安定であることが示された。CMV角膜内皮
炎の標準治療法の確立において、室温において長期間安定なガンシクロビル点眼液
の開発および薬事承認が期待される。

P136 細胞懸濁液として保存した培養角膜内皮細胞を用
いた注入療法の非臨床試験

今
いまい

井　博
ひろふみ

文、奥村　直毅、小林　弘明、高久保宏基、黒沢　哲太、
福島　健生、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治療の開発を行っている。本研究では細胞懸
濁液として保存した細胞の治療効果についてウサギを用いた非臨床試験を行った。

【方法】ウサギ16匹の角膜内皮を周辺部まで剥離して角膜内皮障害モデルを作製した。
培養したウサギ角膜内皮細胞を、血清成分を含まない細胞注入液(Okumura N, et 
al., PLoS One, 2016)に懸濁し、24、48または72時間保存した後に、前房内に注入した。
コントロール群では角膜内皮剥離後に細胞懸濁液を注入しなかった（n=4）。前眼部
の観察、角膜厚の測定を行い、14日後にNa+/K+ -ATPase、ZO-1、N-cadherinによ
る免疫組織学的検討を行った。

【結果】細隙灯顕微鏡により、24、48、72時間保存した細胞懸濁液を注入した群の
全ての個体で角膜の透明化を認めた。コントロール群では角膜の浮腫と混濁を認めた。
14日後の中心角膜厚は、24、48時間保存では373.8μm、444.0μmであったが、72時
間保存では699.8μmと有意に高値であった。すべての群で一層の角膜内皮が再生さ
れ、角膜内皮機能関連マーカーの発現が認められたが、細胞密度は24、48時間保存
では2465個/mm2、2369個/mm2であったのに対し、72時間保存では1548個/mm2と
有意に低かった。

【結論】ウサギを用いた検討では、48時間まで保存した細胞懸濁液による注入治療
が可能であった。今後、培養角膜内皮細胞注入療法の産業化に向けて、細胞懸濁液
の保存期間の最適化を進める必要がある。

P135 培養ヒト角膜内皮細胞の凍結保存の検討

角
かどや

谷　紗
さおり

織、奥村　直毅、各務　貴斗、佐藤　正和、渡辺　恭子、
中原マキ子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】培養ヒト角膜内皮細胞の凍結保存に適した細胞凍結保存液をスクリーニン
グし、凍結後の細胞を培養した際の性質について検討すること。 

【方法】研究用ドナー角膜より角膜内皮細胞を培養した。培養した細胞を回収し、6
種類の市販されている細胞凍結保存液、およびOpti-MEM+10%DMSO+10%FBS中
に細胞を懸濁し-80℃で凍結し24時間後より液体窒素中で保存した。14日後に細胞
を起眠し、細胞生存率をトリパンブルー染色により評価した。また、起眠した細胞
を播種し、28日後に細胞形態、密度および、免疫染色にて機能関連マーカーとして
ZO-1、Na+/K+-ATPaseの発現を評価した。 

【結果】Opti-MEM+10%DMSO+10%FBSを用いて凍結保存した場合の起眠時の生
細胞率は75.0%であり、検討した凍結保存液においてバンバンカーhRMの生細胞率
は89.4%と最も高かった（p＜0.05）。一方、コントロールの凍結保存前の細胞懸濁
液の生細胞率は89.2%であった。バンバンカーhRMにより凍結保存した細胞は、起
眠して播種後一層の多角形の形態を示した。細胞密度は2099個/mm2であり、非保
存のコントロールの2111個/mm2と同程度であった。また全ての細胞において機能
関連タンパク質の発現を認めた。 

【結論】培養ヒト角膜内皮細胞の凍結保存にバンバンカーhRMが有用であり、培養
角膜内皮細胞移植における細胞の長期保存、輸送に応用できる可能性がある。

P134 ハードコンタクトレンズの長期継続装用が円錐角
膜に与える影響

新
あらき

木　智
さとこ

子1）、高　　静花1）、井上　亮太1）、中尾　武史1）、大家　義則1）、
相馬　剛至1）、丸山　和一1）、川崎　　諭1）、前田　直之1,2）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）湖崎眼科

【目的】円錐角膜(KC)においてハードコンタクトレンズ（HCL)の長期継続装用が角
膜形状に及ぼす影響を検討する。【方法】2017年に阪大病院円錐角膜外来を受診し
たKC患者において、手術や急性水腫の既往、角膜瘢痕がなく、ペンタカムHRに
よる角膜形状解析が3年以上なされていることを満たす、HCL継続装用群(CL群)お
よびCL非装用群(非CL群)の診療および角膜形状解析記録をレトロスペクティブ
に検討した。【結果】KC患者405名中、条件を満たしたCL群は 25例35眼、非CL群
は 15例21眼で、平均観察期間は6.1±2.1年、5.2±1.9年であった。角膜前面平均屈折
力(Km)はCL群で0.56Dの有意な増加(p=0.009)、非CL群で0.44Dの増加傾向を示し
た。(p=0.210)最薄角膜厚(CT)はCL群で8.3μmの有意な減少(p=0.012)、非CL群で
5.0μmの減少傾向を示した。(p=0.074)　両群間においてKmおよびCTの変化量に
有意差はなかった。(p=0.600、p=0.430) また、両群ともに最薄部の角膜前面曲率半
径(ARC)、角膜後面曲率半径(PRC)は有意な変化を認めなかった。【結論】HCL装用
はKCにおいて進行を促進するとの報告があるが、今回の検討でHCL長期継続装用
による角膜への影響は非装用眼と変わらず、長期の経過観察で角膜厚は菲薄化し角
膜屈折力は増加する傾向にある。

P133 Tomographic/BiomechanicalIndexを用い
た角膜拡張症の検出

井
いのうえ

上　亮
りょうた

太1,2）、高　　静花1,3）、前田　直之3,4）、三木　篤也3）、
Ambrosio Renato5）、西田　幸二3）

1）大阪大視覚先端医学、2）シード、3）大阪大眼科、4）湖崎眼科、5）Federal University 
of the State of Rio de Janeiro

【目的】角膜の前後面形状および力学特性を統合して解析することにより、角膜
拡張症の検出を行う。【方法】対象は円錐角膜眼（71眼）、正常眼（70眼）、23名
のvery asymmetric ectasia（VAE：片眼が角膜拡張症で僚眼が正常）。Pentacam 
HR(Oculus)、Corvis ST（Oculus）よ り 得 ら れ た Belin/Ambrosio Enhanced 
Ectasia Deviation（BAD-D）、Corvis Biomechanical Index（CBI）、両者を統合し
たTomographic/Biomechanical Index（TBI）を用いた。【結果】正常眼と角膜拡張
症の比較において、各指数でのROC曲線下面積はBAD-DおよびTBIが1.00、CBI
が0.979であった。BAD-Dのカットオフ値は2.20、感度および特異度はともに1.00、
TBIのカットオフ値は0.591、感度は1.00、特異度は0.986となった。また、VAE患者
の内14名の僚眼でBAD-D（39.1％）、CBI（26.1％）、TBI（43.5％）のいずれかが異
常値を示し、9名のVAE患者の正常眼は全ての指数が正常範囲内であった。【結論】
TBIは正常眼と角膜拡張症眼の区別が可能であり、またVAE患者において潜在的
な角膜拡張症と片眼性角膜拡張症を鑑別できる可能性があると示唆された。

P132 Fleck角膜ジストロフィ様角膜混濁の生体共焦点
顕微鏡による観察

本
ほんたけ

武　拓
たくま

真、近間泰一郎、門廣　祐子、金岡　智里、吉永　美紀、
木内　良明
広島大

【緒言】Fleck角膜ジストロフィは、常染色体優性遺伝で、角膜実質内に斑点状の混
濁を呈する疾患である。確定診断には遺伝子検査が必要である。一方、共焦点顕微
鏡検査が種々の角膜ジストロフィの観察に有用であると報告されている。今回、レー
ザー生体共焦点顕微鏡（HRTIII-RCM）を用いて角膜実質内に斑点状の混濁を持つ
患者の観察を行い、過去の共焦点顕微鏡検査による報告と比較し、Fleck角膜ジス
トロフィを疑った1例を報告する。【症例】64歳男性。1年前から両眼視力低下を自
覚し、2018年6月に近医を受診した。精査加療を目的として2018年7月に広島大学病
院眼科を紹介され受診した。初診時、視力は右（0.6）、左（0.8）。細隙灯顕微鏡検
査にて角膜中央部に集簇する透明性の高い小斑点状の混濁があり、上皮下浮腫はな
かった。さらにHRTIII-RCMで観察すると、両眼の実質全層に散在する高輝度で無
構造な金平糖状の混濁と、内皮層の凹凸がみられた。【考按】本症例では、角膜中
央部に集簇し、実質全層に散在する透明性の高い小片状の混濁があった。一方、上
皮層、Bowman’s membrane、Descemet’s membraneは正常であった。これらの所
見はFleck角膜ジストロフィの所見と一致したが、内皮層に凹凸がある点が過去の
報告と異なった。確定診断には、遺伝子検査が必要であるが、過去の報告と比較し、
これらの所見から本症例はFleck角膜ジストロフィの可能性が高いと考えている。
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P143 フックス角膜内皮ジストロフィ患者角膜内皮にお
けるTCF4発現量の検討

小
こもり

森　裕
ゆうや

也1）、奥村　直毅1）、林　　良祐1）、中野　正和2）、吉井　健悟3）、
Theofilos Tourtas4）、Friedrich E. Kruse4）、Ursula Schlotzer-Schrehardt4）、小泉　範子1）

1）同志社大・生命医科学、2）京都府立医科大学大学院医学研究科　ゲノム医科学、3）京都府立医科大学大
学院医学研究科　生命基礎数理学、4）University of Erlangen-Nuruberg　Department of Ophthalmology

【目的】フックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）において、TCF4のCTGの3塩基
反復配列（TNR）の伸長が多くの患者で認められるが、TNR伸長がFECDの病態
に与える影響は不明な点が多い。今回我々は、FECD患者のTNR伸長および、角
膜内皮組織におけるTCF4の発現量について検討した。

【方法】ドイツ人FECD患者203人から、角膜移植時に末梢血および角膜内皮組織を
取得した。PCR法により末梢血由来ゲノムDNAのTCF4におけるTNR伸長、およ
びTaqMan遺伝子発現アッセイによりTCF4におけるSNPであるrs613872のジェノ
タイプを検討した。またqPCRにより角膜内皮組織におけるTCF4のmRNAの発現
量を解析した。qPCRにはTCF4における異なる機能的ドメインを認識する3種類の
プローブを用いた。コントロールとして研究用ドナー角膜35眼を用いた。

【結果】FECD患者203例中162例（80%）において50回以上のTNR伸長を認めた。
いずれのプローブを用いた場合でも、FECD患者におけるTCF4の発現量はコントロー
ルと比べて有意に高値であり、TNR伸長の有無とは関係がなかった。一方、TNR
の伸長回数とTCF4の発現量の間には弱い正の相関関係が認められた。rs613872の
ジェノタイプとTCF4の発現量には相関関係を認めなかった。

【結論】FECD患者の角膜内皮ではTNR伸長の有無に係らずTCF4の発現が亢進
していた。TCF4の発現上昇が角膜内皮に与える影響について明らかにすることは
FECDの病態解明に有用であると考えられる。

P142 フックス角膜内皮ジストロフィに対するmTOR
阻害剤の有用性の検討

大
おおしま

嶋　剛
たけし

史、奥村　直毅、上田　江美、渡辺　恭子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】我々はmTOR阻害剤の1種であるrapamycinがフックス角膜内皮ジストロフィ
（FECD）の疾患モデル細胞における細胞死を抑制することを薬剤スクリーニングに
より見出した。本研究では、細胞死抑制効果がmTOR阻害剤に共通するクラスエフェ
クトであるかについて検討した。

【方法】FECD患者より採取した角膜内皮から樹立した疾患モデル細胞におい
て、TGF-β 刺 激 に よ り 細 胞 死 を 誘 導 し、3種 類 の mTOR 阻 害 剤 (rapamycin、
everolimus、temsirolimus) の細胞死抑制効果を位相差顕微鏡により評価した。また、
Caspase-Glo 3/7 Assay、ウエスタンブロット法によりアポトーシス抑制効果を検討
した。また、siRNAによりmTORをノックダウンした細胞における細胞死への影
響も評価した。

【結果】TGF-β刺激時に疾患モデル細胞に誘導された細胞死は、rapamycin、
everolimus、temsirolimusにより抑制された。TGF-β刺激時のカスパーゼ3/7活性
はmTOR阻害剤によりそれぞれ58.5%、42.2%、54.0%と有意に低下した（p＜0.01）。
カスパーゼ3、PARPはTGF-β刺激により活性化したが、これらのmTOR阻害剤に
より抑制された。また、mTORノックダウン細胞ではTGF-βによる細胞死が誘導
されなかった。

【結論】mTOR 阻害剤は FECD におけるアポトーシスを抑制する効果を示し、
FECDの治療薬として応用できる可能性が示唆された。

P141 フックス角膜内皮ジストロフィにおけるTCF4と
上皮間葉転換の関連性の検討

佐
さとう

藤　正
まさかず

和、奥村　直毅、徳永　　歩、中原マキ子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】我々はフックス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FECDにおけ
るTCF4と上皮間葉転換（EMT）の関連性について検討した。

【方法】FECD患者の角膜内皮細胞を培養、不死化し、FECDモデル細胞（iFECD）
を作製した。さらにCRISPR/Cas9を用いてTCF4のノックアウトを行い、TCF4-/-
細胞株（iFECD_TCF4KO）を作製した。対照として研究用角膜組織から樹立した
角膜内皮細胞（iHCEC）およびiHCEC_TCF4KOを用いた。これらの細胞をTGF-
β2により刺激し、ウエスタンブロット法によりEMT関連タンパク質であるSnail1、
ZEB1、およびフィブロネクチンの発現量を評価した。

【結果】TCF4のノックアウトにより、iHCECではTGF-β2刺激時のSnail1の発現量
が増加したが、iFECDでは反対に低下した。一方、ZEB1の発現は各細胞群で発現
に変化が認められなかった。TGF-β2刺激時のフィブロネクチンの発現量はiHCEC
ではTCF4のノックアウトによる変化を認めなかったが、iFECDでは低下した。
TGF-β2刺激により誘導されるiFECDの細胞死は、iFECD_TCF4KOでは抑制され
た。

【結論】TCF4は正常角膜内皮ではSnail1の発現を抑制している一方で、FECD患
者ではSnail1およびフィブロネクチンなどの細胞外マトリックス産生を増加させ、
EMTを促進している可能性が示唆された。

P140 フックス角膜内皮ジストロフィに対するカスパー
ゼ阻害剤の有用性の検討

殿
とのむら

村　茂
しげひと

仁、奥村　直毅、遠藤　眞子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】我々は、フックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）患者より樹立した疾患モ
デル細胞においてカスパーゼ阻害剤が細胞死を抑制することを報告した。本研究では、
ドラッグリポジショニングによりFECD治療薬として開発可能なカスパーゼ阻害剤
の絞り込みを行った。

【方法】FECD患者由来細胞（iFECD）においてカスパーゼ阻害剤（emricasan、
belnacasan、nivocasan、NCX-1000、phenoxodiol、MANF Human Recombinant）
のTGF-β刺激による細胞死の抑制効果を位相差顕微鏡により評価した。フローサ
イトメトリー、ウエスタンブロット法にてアポトーシスの抑制効果を評価した。また、
ヒト角膜内皮細胞（iHCEC）においてMG132またはツニカマイシンにより細胞死を
誘導し、同様の評価を行った。

【結果】位相差顕微鏡による観察では、iFECDにおいてemricasanが最も強く細胞
死を抑制した。Annexin V陽性細胞率はTGF-β刺激時の20.4±0.5％から9.0±1.6％
まで減少した（p＜0.01）。また、TGF-βによりカスパーゼ3およびPARPの活性化
が生じたが、emricasanにより抑制された。iHCECにおけるMG132またはツニカマ
イシンにより誘導される細胞死についても同様にemricasanが抑制した。

【結論】カスパーゼ阻害剤であるemricasanが角膜内皮細胞のアポトーシスを抑制す
ることが示され、FECDの治療薬として臨床応用できる可能性がある。

P139 薬剤スクリーニングによるフックス角膜内皮ジス
トロフィの治療薬の探索

中
なかがわ

川理
りさこ

咲子、奥村　直毅、大西　貴子、大嶋　剛史、上田　江美、
渡辺　恭子、小泉　範子
同志社大・生命医科学

【目的】我々はフックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）患者より樹立した疾患モ
デル細胞を用いた薬剤スクリーニング系を構築したことを報告した（大西ら、JCC 
2018）。本研究では、FDA承認薬ライブラリーを用いたスクリーニングを行い、
FECD治療薬の候補化合物を選定した。

【方法】FECD患者の角膜内皮細胞を不死化培養し疾患モデル細胞を作成した。
TGF-β刺激により細胞死を誘導しカスパーゼ3/7活性を指標に、765種類の薬剤のス
クリーニングを行った。スクリーニングされた薬剤について、位相差顕微鏡により
細胞障害抑制効果を再検討し、ウエスタンブロット法によりアポトーシス関連タン
パク質の活性化を評価した。

【結果】TGF-β刺激により誘導されるカスパーゼ3/7活性率を60%以下に抑制する薬
剤は46種類であった。位相差顕微鏡による細胞死抑制効果の再検討により、これら
のうちで強い細胞死抑制効果を有するものは9種類、中等度のものは16種類、効果
を認めないものは21種類であった。強い細胞死抑制効果を有した薬剤のうち、特に
rapamycinはTGF-β刺激によるカスパーゼ3/7活性率を45.1±11.6%と有意に抑制し

（p＜0.01）、アポトーシス関連タンパク質の活性化を抑制した。
【結論】疾患モデル細胞を用いた薬剤スクリーニングによりmTOR阻害剤である
rapamycinが細胞死を抑制することを見出した。今後、薬剤の効果および作用機序
の検討を進めることで治療薬の開発につながる可能性がある。

P138 フックス角膜内皮ジストロフィ患者の角膜内皮細
胞におけるCTG反復配列の解析

徳
とくなが

永　　歩
あゆみ

1）、奥村　直毅1）、小森　裕也1）、中原マキ子1）、 
Theofilos Tourtas2）、Friedrich E. Kruse2）、
Ursula Schlotzer-Schrehardt2）、小泉　範子1）

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

【目的】フックス角膜内皮ジストロフィ（FECD）では、TCF4においてCTG反復
配列の伸長が多くの患者の末梢血由来ゲノムDNAで認められることが報告されて
いる。一方で、FECD患者の角膜内皮細胞における反復配列の伸長は明らかでない。
今回我々は、FECD患者の角膜内皮細胞における反復配列の伸長について検討した。

【方法】ドイツ人FECD患者48人より同意を得た後に、角膜移植時に剥離したデス
メ膜を取得し、角膜内皮細胞を培養し角膜内皮由来ゲノムDNAを抽出した。また、
これらの患者の血液から末梢血由来ゲノムDNAを抽出した。角膜内皮および末梢
血由来ゲノムDNAを用いて、CTG反復配列領域のPCR産物をダイレクトシーケン
スし、反復配列の伸長回数を調べた。また、Triplet Repeat Primed PCR（TP-PCR）
によりPCRにより検出できない長い反復配列の有無を調べた。

【結果】末梢血由来ゲノムDNA において、48例中39例（81%）において50回以上の
伸長を認めた。一方、これらの全ての患者の角膜内皮由来ゲノムDNAにおいて50
回以上の伸長を認めた。同様に、末梢血由来ゲノムDNA において伸長を認めなかっ
た9例（19%）では、角膜内皮由来ゲノムDNAにおいても伸長を認めなかった。

【結論】末梢血由来ゲノムDNAにおいてCTG反復配列の伸長を認めたFECD患者
のでは、角膜内皮細胞においても反復配列の伸長を認めた。CTG反復配列の伸長が
FECD患者の角膜内皮における病態に関与している可能性が示唆された。
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P149 低真空走査型電子顕微鏡を用いた角膜新生血管の
経時変化の観察

矢
やの

野　　風
かぜ

、有馬　武志、高橋　　浩
日本医大

【目的】我々は昨年の角膜カンファランスにおいて、低真空走査型電子顕微鏡 (LV-
SEM)を用いて角膜の立体構造を観察できることを報告した。LV-SEMは免疫染
色と組み合わせることで、組織構造をより明確に観察が可能である。今回、正常
角膜血管とアルカリ外傷モデルの角膜新生血管をLV-SEMと免疫染色を用いて観
察した。【方法】正常及びアルカリ外傷6時間,4日 ,14日後のラット角膜を、血管
内皮細胞、ペリサイトの免疫染色を併施してLV-SEMにて観察した。ペリサイト
を免疫染色した後に、血管内皮細胞を白金ブルーで染色しLV-SEM観察に用い
た。ま た angiopoietin (Ang)-1、Ang-2の mRNA を real-time reverse transcription 
polymerase chain reaction (RT-PCR)で測定し比較した。【結果】LV-SEMとペリサ
イトの免疫染色を組み合わせることで血管内皮細胞とペリサイトの結合や離脱を明
瞭かつ立体的に観察することができた。RT-PCRの結果とLV-SEMの観察により、
ペリサイトはAng-2の上昇後に血管内皮細胞より離脱し、Ang-1が優位になった時
点で再度、血管内皮細胞へ結合していると考えられた。【結論】LV-SEMと免疫染
色を組み合わせることで角膜新生血管の経時変化を立体的に観察することが可能で
あった。新生血管の評価方法として免疫染色を組み合わせたLV-SEMは有用である。

P148 フウセントウワタの樹液による角膜内皮障害を生
じた5例

木
きのした

下　雄
かつひと

人1）、小野　　喬2）、永田　有司1）、森　　洋斉1）、子島　良平1）、
中村ヤス子3）、宮田　和典1）

1）宮田眼科病院、2）東京大、3）鹿児島宮田眼科

【緒言】フウセントウワタ(Gomphocarpus physocarpus)の樹液にはNa-K-ATPase
を阻害する成分が含まれており、眼に飛沫が入ると一過性の角膜内皮細胞の機能障
害を生じる。フウセントウワタの樹液による受傷は稀であり、その報告はほとんど
ない。当院でフウセントウワタの樹液による角膜内皮障害を生じた症例を複数経験
したため報告する。【症例】2010年10月から2017年8月までに宮田眼科病院および鹿
児島宮田眼科を受診し、フウセントウワタの樹液により角膜内皮障害を生じたと診
断された5例。内訳は男性1例、女性4例、年齢は79.4±5.8歳であった。全例で2日以
内にフウセントウワタへの曝露があり、視力低下を自覚していた。受診時の矯正視
力は指数弁から1.0p、中心部角膜厚は682±88.0μm、角膜内皮細胞数は測定できた
症例で2683±182/mm2であった。全例でDescemet膜皺襞を認め、水疱性角膜症様
の角膜浮腫が3例、角膜後面沈着物が2例で認められた。1例のみ前房内に浮遊細胞
を認めた。経過観察できたすべての症例でレボフロキサシンとベタメタゾンの点眼
により角膜所見は改善した。【結論】今回経験したフウセントウワタの樹液による
角膜内皮障害は全例で点眼により軽快した。誘因のない水疱性角膜症様の角膜浮腫
を認めた場合は、フウセントウワタの樹液による受傷も考えて、問診するべきである。

P147 五角形角膜内皮細胞は年齢によって大きくなりに
くい
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子1）、辻川　元一1,2）、加葉田大志朗3）、新谷　　歩3）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）大阪大学大学院医学系研究科（保健学専攻　医療技術科学分野）生体情
報科学講座、3）大阪市立大学医学部　医療管理医学講座　医療統計学

【目的】我々は正常内皮において異常と考えられる五角形細胞の方が、正常と考え
られる六角形細胞よりも小さいことを示した。今回症例数を増やし、内皮細胞の大
きさに関わる因子を更に検討した。

【方法】2014年4月より大阪大学医学部眼科において白内障手術を受けた患者の僚眼
を含めた連続症例196眼、ただし、角膜移植後や内皮ジストロフィ、レーザー虹彩
切開後など明らかに内皮が減少すると知られている疾患は除き、両眼ともに内皮ス
ペキュラー写真を取得できた症例を対象とした。内皮スペキュラー写真をニデック
社CE530で取得し、そのデータをパーキンエルマー社Accapellaイメージ解析シス
テムにより細胞を認識した後、形状解析を行い、五角形細胞と六角形細胞を認識、
その面積をピクセル単位で計算した。この後、順序ロジスティック解析を行い、画数、
年齢、性別などがどのように内皮細胞の大きさに関わるかを検討した。

【結果】六角形細胞の平均面積は109.2±22.1ピクセルであったのに対し、五角形細胞
は83.8±13.4ピクセルであり、有意に五角形細胞の方が小さかった。順序ロジスティッ
ク解析の結果から細胞面積は角数が増えるほど大きくなり、また年齢が上がるほど、
その差は大きくなっていた (P = 0.0091)

【結論】正常内皮においては六角形細胞よりも小さい五角形細胞の集団が存在するが、
おそらく、正常状態においては五角形細胞のほうが六角形細胞より年齢によって大
きくなりにくい。

P146 鉗子分娩による角膜内皮障害に対する経過の検討

中
なかむら

村　友
ともみ

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）

1）済生会呉、2）広島大

【目的】鉗子分娩による角膜内皮障害に対する経過の検討を行った。
【方法】2011年1月～2018年9月広島大学病院で鉗子分娩による角膜内皮障害と診断し、
継続的に加療している症例を後ろ向きに検討した。

【結果】対象は5例5眼（男性3例、女性2例）で平均年齢58.6±9.6歳（44～69歳）であった。
患眼は左眼3例、右眼2例であった。初診時の矯正視力は、1例は（0.1）で残りの4例
は(0.1)未満であった。角膜乱視は1.6D～6.0Dであった。角膜内皮細胞数は、視力（0.1）
であった症例は2147/mm2であったが、その他の4例のうち1例は555/mm2で残りの3
例は測定不能で角膜浮腫があった。視力(0.1)であった症例、角膜乱視1.6Dであった
症例は手術を行わなかったが、残りの3例は角膜移植術を行った。3例のうち2例は
除痛目的で、1例は視力改善を目的として行った。除痛目的に行った2例はいずれも
術後最高矯正視力は0.1以下であったが除痛できた。一方、視力低下のために行った
症例の術後最高矯正視力は(0.8p)で、術前角膜乱視は1.8Dであった。

【結論】鉗子分娩による角膜内皮障害では、角膜乱視が強く屈折異常弱視になって
いる症例も多い。しかし、初診時高度な視力低下を来たす症例でも、術前の角膜乱
視が軽い場合は視力がある程度発達していた可能性があり、角膜移植術により視力
が上がる可能性があることが示された。

P145 Mooren潰瘍治療後にCMV感染による水疱性
角膜症を発症した1例

上
うえだ

田　晃
こうじ

史、小野　　喬、豊野　哲也、吉田　絢子、蕪城　俊克、
宮井　尊史
東京大

【緒言】Mooren潰瘍治療後に水疱性角膜症(BK)を合併することは稀であるが、周辺
角膜の菲薄化が見られるため、角膜移植を行うには工夫が必要となる。Mooren潰
瘍に対して免疫抑制剤の治療を開始した後、CMV虹彩炎・内皮炎を発症してBKと
なり、白内障手術およびDSAEKを行った1例を報告する。

【症例】64歳男性。開放隅角緑内障に対し2011年に左眼線維柱帯切除術の既往あり。
2016年6月に左眼角膜周辺部潰瘍を認め、当院紹介受診となった。膠原病検査の結
果、左眼Mooren潰瘍と診断し、ステロイドおよび免疫抑制剤の投与を開始した。7
時-2時までは角膜周辺部の菲薄化を認めるものの潰瘍は寛解した。2016年12月に左
眼角膜後面沈着物および虹彩炎を認め、前房水Multiplex PCR検査ではCMV-DNA
が陽性(1.5×10^7pg/ml)であったため、CMV虹彩炎と診断し、ガンシクロビル内服
を開始した。2017年9月に左眼角膜浮腫の増悪と視力低下（20cm/n.d.）を認め、再
度、前房水PCR検査を行なったところ、CMV-DNAは陰性であったがBKを認めた。
2018年2月に左眼白内障手術、2018年4月に左眼DSAEKを施行し術後視力は(0.15)ま
で回復した。2018年9月現在、潰瘍・虹彩炎・BKの再発を認めていない。

【考按】Mooren潰瘍後にCMVによるBKになった症例の報告はなく、本症例は稀
少な症例と考えられる。また角膜周辺部の菲薄化を伴うBKに対し菲薄部位を避け
て創口、サイドポートを作成することでDSAEKを問題なく行う事ができた。

P144 アマンタジンにより不可逆性の角膜内皮障害を生
じた2例

黄
こう

　　俐
りえ

穎、重安　千花、久須見有美、藤井かんな、山田　昌和
杏林大

【緒言】アマンタジンはParkinson病等の治療薬として広く使用されているが,長期
内服により角膜内皮障害を生じることが報告されている.今回我々はアマンタジン
内服により不可逆性の角膜内皮障害を生じ、角膜移植を要した2例を報告する.【症例】
症例1は68歳,男性.両眼の視力低下で受診した.矯正視力は両眼とも0.2であり,軽度
の浅前房と強い角膜浮腫を認めた. 角膜内皮細胞検査では,不鮮明ではあるものの滴
状角膜はみられなかった.Parkinson病に対しアマンタジンを長期服用しており,内服
中止後も角膜所見の改善はみられなかったため,両眼ともに全層角膜移植術および
白内障手術を施行した.摘出角膜の病理組織学的検査では,内皮細胞の減少以外に特
異的な変化はみられなかった.症例2は62歳,男性.両眼の霧視で受診した.アルコール
依存症の既往がありParkinson 症候群に対し,アマンタジンを長期服用していた.矯
正視力は両眼とも0.01であり,デスメ膜皺襞を伴う強い角膜浮腫を認め,前眼部OCT
による中心角膜厚は右835μm,左892μmであった.アマンタジンを中止したところ,
角膜厚は徐々に減少し、中止6ヵ月には右584μm,左610μmと減少したものの,それ
以上の改善はなく,左眼の全層角膜移植術を施行した.【考按】アマンタジンによる角
膜内皮障害は,両眼性の滴状角膜を伴わない角膜浮腫が特徴的とされる.内皮細胞の
減少は不可逆性であり,水疱性角膜症の原因の1つとして留意すべきである.

ポスター	3（領域3：北野賞候補）	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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P155 円錐角膜症例における視力と前眼部パラメーター
の関連解析

小
こばやし

林　　航
わたる

、横倉　俊二、針谷　威寛、中澤　　徹
東北大

【目的】円錐角膜の前眼部パラメーターと視力との関連について検討すること。【方
法】東北大眼科に2017年4月から2018年4月まで通院していた円錐角膜患者74名
74眼 (男性39名、女性35名) を対象として、前眼部OCT (CASIA) を用いてAxial 
power Mapを測定した。フーリエ解析に関しては瞳孔領6mmのデーターを用いた。 
Amsler-Krumeich分類に基づいて4つの重症度に分類し、前眼部パラメーターと
logMAR矯正視力に関してSteel-Dwass検定を用いて比較検討した。また、logMAR
矯正視力に相関するパラメーターに関して重回帰分析を用いて検討した。【結果】4
群間の内訳は、I群17眼 (男7女10) 、II群20眼  (男13女7) 、III群31眼 (男16女15)、
IV群6眼 (男3女3) であった。logMAR矯正視力の平均値は、I群 0.28±0.07、II群 0.26
±0.04、III群 0.84±0.12、IV群1.46±0.38で、I及びII群とIII及びIV群間で有意差
を認めていた (P＜0.01) 。また、logMAR矯正視力との相関を認めた最小角膜厚、フー
リエマップ後面の球面成分値及び正乱視成分軸角度、角膜高次収差に関して年齢補
正にて多変量解析を行うと、フーリエマップ後面の球面成分値が有意に相関を認め
ていた (R2=0.52、β=-0.61、P＜0.01) 。【結論】II群からIII群へ進行する際に有意
に視力が低下し、視力にはフーリエマップ後面の球面成分値が関与していた。

P154 マウス角膜移植におけるリパスジル点眼の抗血管・
炎症作用の検討

猪
いのまた

俣　武
たけのり

範1,2）、藤本　啓一1）、奥村　雄一1,2）、岡野美樹子1）、舟木　俊成1）、
村上　　晶1）

1）順天大、2）順天堂大学医学部戦略的手術室改善マネジメント講座

【目的】角膜移植におけるリパスジル点眼の抗血管・炎症作用を検討する。【方法】
C57BL/6マウスからBALB/cマウスに対し同種異型角膜移植を行った。角膜移植後
にプラセボ(P群)、0.04%リパスジル(R1群)、0.4%リパスジル(R2群)、2.0%リパス
ジル(R3群)を1日3回点眼した。角膜移植後14日の角膜移植片を採取し、血管・リン
パ管新生に関与するCD31、Lyve-1、VEGF-A,-C, VEGFR-1,-2,-3ならびに炎症に関与
するIFNγの発現量をreal-time PCR法で定量化した。角膜移植片の血管内皮細胞
(CD31)、リンパ管内皮細胞(Lyve-1)を免疫染色し、その面積をImage-Jにて定量化
した。フローサイトメトリーにて角膜に浸潤する白血球(CD45)の分布を計測した。

【結果】P群と比較し、R1-3群においてCD31, Lyve-1, VEGF-A, -C 、VEGFR-1,-2,-3
ならびにIFNγの有意な発現の低下を示した。免疫染色による角膜移植片における
血管・リンパ管新生の面積はR2群、R3群で有意な減少を示した(CD31: P群6.3±1.8%、
R1群6.6±2.4%、R2群2.6±0.9%、R3群1.6±1.1%, p=0.002、Lyve-1: P 群6.3±1.8%、
R1群6.6±2.4%、R2群2.6±0.9%、R3群1.6±1.1%, p＜0.001)。CD45陽性白血球はR2
群とR3群で有意な減少を認めた(P群16.4±0.46%、R1群15.8±0.48%、R2群6.7±2.6%、
R3群7.0±2.9%, p＜0.001)。【結論】角膜移植においてリパスジル点眼は抗血管新生・
炎症作用により拒絶反応を抑制する可能性が明らかになった。

P153 新規角膜創傷治療法を目指して：セリシン-金属
ナノ粒子配合点眼剤の開発

岡
おかもと

本　紀
のりお

夫1）、川崎　真緒2）、蛭子　小春2）、石井　美有2）、福岡　侑也2）、
大竹　裕子2）、下村　嘉一3）、長井　紀章2）

1）おかもと眼科、2）近畿大学薬学部、3）府中病院

【目的】現在、市販されている角膜創傷治療薬は軽度の角膜症には有効であるが、
糖尿病角膜症などの難治性角膜上皮傷害の完治達成は難しく、より有用な薬物の発
見と製剤工夫による薬効増大が望まれている。これら背景から、細胞増殖促進作用
を有するセリシンの角膜症治療への応用を試みるとともに、ナノ粒子を配合剤とし
て用いることによる製剤機能の向上について検討を行った。【方法】本研究ではナ
ノ粒子配合添加物として水酸化マグネシウム粉末（MH、粒子径9.5μm）を選択し、
ナノ粒子化にはビーズミル法を用いた。これら得られたナノ粒子（MH-NPs）の粒
子径は82 nmであった。また点眼薬の角膜傷害治癒評価にはWistar系ラット用いた。

【結果】セリシン点眼により角膜治癒に必要な上皮細胞増殖及び接着の増加が認め
られ、その結果、角膜創傷治癒速度が高まることが確認できた。次にMH-NPs添加
物とセリシンを配合した配合点眼剤を作成し、その角膜創傷治癒速度を測定した。
その結果、MH-NPsの配合により、セリシン単独点眼群に比べ創傷治癒速度の増大
が認められた。また、MH-NPs点眼時による角膜障害性は生理食塩水と同程度と、
MH-NPs添加物自身の障害性は見られなかった。【結論】セリシンの角膜創傷治癒
薬としての応用性及びナノ粒子添加物の配合に伴う薬効向上の可能性を示した。本
研究成果が難治性角膜上皮障害への治療につながることを期待する。

P152 明確な複視発症が認められず多発脳神経炎を発症
した三叉神経第1枝領域帯状疱疹の2例
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陽1）、小野　眞史1）、根本　裕次1）、有馬　武志1）、鮫島　智子1）、
山本真里奈2）、高橋　　浩1）

1）日本医大、2）日本医大・武蔵小杉

三叉神経第1枝(V1) 領域の帯状疱疹(VZV)では、稀に交通枝を介して動眼、滑車、
外転神経などに波及し、眼球運動障害を生じることがある。今回我々は、V1の
VZVで多発脳神経炎を生じたが、明確な複視を生じなかった2例を報告する。

【症例】症例1は50歳男性。左V1領域のVZVで、初診時は軽度視力低下、ハッチン
ソン兆候を認めたが、眼球運動障害は認めなかった。抗ウイルス療法で経過を見て
いたが、高度な角膜浮腫となり、視力は0.03まで低下した。ステロイド点眼で角膜
浮腫は改善したが、視力が改善するに従い、複視を訴え始め、眼球運動障害が明ら
かとなった。ステロイド全身投与により、複視、眼球運動障害は改善した。
症例2は67歳男性。左V1領域のVZVで、初診時は結膜炎と高度な眼瞼腫脹を認め、
眼球運動障害は認めなかった。抗ウイルス療法で経過を見ていたが、眼瞼腫脹のた
め、両眼性複視の評価が困難であった。その後、眼瞼腫脹が軽減するとともに、徐々
に複視、眼球運動障害が明らかとなった。ステロイド全身投与により、複視、眼球
運動障害は改善した。

【考案】ステロイドの効果から、投与症例1、2ともにVZVの多発脳神経炎による眼
球運動障害を考える。V1領域VZVでは、角膜浮腫による視力低下や眼瞼腫脹によ
る眼球遮蔽を伴うことがある。その場合、両眼性複視や眼球運動障害の検出が困難
となるため、十分注意する必要がある。

P151 2週間交換ソフトコンタクトレンズの種類による
アメーバの付着しやすさの比較
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子1）、加治　優一1）、石橋　康久2）、大鹿　哲郎1）

1）筑波大、2）筑波病院

【目的】アカントアメーバ角膜炎患者の85～90％をソフトコンタクトレンズ（SCL）
使用者が占めるとされる．今回SCLの種類による，アメーバのSCLへの接着のし
やすさを比較した．【方法】対象としたSCLは，シリコーンハイドロゲルレンズ5種
類，ハイドロゲルレンズ3種類，合計8種類であり，いずれも2週間交換タイプである．
105個/mLのAcanthamoeba polyphaga溶液にSCLを振盪下で浸けおいた．60分後に
リン酸緩衝生理食塩水（PBS）で3回SCLを洗浄し，SCLに付着したアカントアメー
バ数を顕微鏡下で計測した．【結果】5種類のSCLについては，20視野の平均付着ア
メーバ数はわずかであったが（10個/mm2），A社のシリコーンハイドロゲルレンズ
2種類については，それぞれ123個/mm2，83個/mm2，E社のシリコーンハイドロゲ
ルレンズでは30個/mm2のアメーバが付着した．【結論】SCLの種類により，アメー
バの付着のしやすさに差があった．特にアメーバが多く付着したSCLは，いずれも
シリコーンハイドロゲルレンズであった．またA社の2種類では同様の表面加工が
施されていたが，E社のSCLでは異なっていた．今後SCLへのアメーバの付着の機
序を解明することで，新たなアカントアメーバ角膜炎の予防法の開発につながる可
能性がある．

P150 前眼部光干渉断層系を用いた前房深度と角膜内皮
細胞密度に関する検討

渡
わたなべ

邉　敦
あつし

士1）、相馬　剛至1）、小林　礼子1）、大家　義則1）、中尾　武史1）、
高　　静花1）、川崎　　諭1）、辻川　元一1）、前田　直之1,2）、西田　幸二1）

1）大阪大、2）湖崎眼科

【目的】狭隅角眼では、角膜周辺部において虹彩表面が角膜内皮に接触することに
より加齢に伴い慢性的な角膜内皮細胞障害が生じている可能性が考えられるが、こ
れまでに詳細に検討した報告はない。今回、我々は前房深度と角膜内皮細胞密度

（ECD）に関する検討を行ったので報告する。
【方法】対象は2018年5月から8月において当院にて白内障手術を施行した60歳以上
の症例のうち、術前にスペキュラマイクロスコープと前眼部光干渉断層計（CASIA2）
を施行し、ECD減少の原因となる既存因子を有する症例を除外した連続64例83眼。
男性22例、女性42例、平均年齢74±7.0（61～87）歳。CASIA2を用いて中心前房深
度（ACD）を測定し、年代ごとにACDとECDの相関を検討した。

【結果】全症例における ACD は平均2.608±0.479mm、ECD は平均2625±360個 /
mm2であった。60代、70代ではACDとECDには有意な相関がみられなかった。80
代ではACDとECDは有意に相関した（p=0.0323, R2=0.209）。

【結論】高齢者においては前房深度が浅いほど有意に内皮細胞密度が小さかった。
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P160 サイトメガロウイルス角膜内皮炎50例の眼圧上
昇の検討

池田　敏英1）、福岡　秀記1）、小泉　範子2）、稲富　勉1）、木下　茂3）、 
外園　千恵1

1）京都府医大、2）同志社大・生命医科学、3）京都府医大・感覚器未来医療学

【目的】サイトメガロウイルス（CMV）角膜内皮炎に伴う高眼圧症について検討した。
（初診時の状態の眼圧もしくは続発緑内障）
【方法】2008年１月から2018年1月に大学病院で，眼所見とその経過からCMV角膜
内皮炎を疑い、前房水PCR検査でCMVが陽性で，CMV角膜内皮炎と診断した49
例50眼（男性34例、女性15例。平均年齢：66.1±9.5歳）を対象とした。初診時の眼
圧と緑内障点眼スコア、中心角膜厚、網膜神経線維層複合体厚、ステロイド点眼の
状況も検討した。

【結果】疾患眼（罹患眼）の平均眼圧は20.2±9.4mmHgで、健常眼の平均眼圧は14.5
±3.3mmHgであり、疾患眼で有意に眼圧上昇を認めた（p=0.0002）。疾患眼の緑内
障点眼スコアは1.96であった。平均中心角膜厚について、疾患眼（526.6±80.1μm）
と健常眼（521.8±34.3μm）には有意差を認めなかった（p=0.18）。平均網膜神経線
維層複合体厚について、疾患眼は健常眼より有意に薄かった（p=0.002）。90%以上

（45眼中42眼）がステロイド点眼治療を受けていた（5眼については初診時の点眼治
療について詳細不明であった）。

【結論】CMV角膜内皮炎の疾患眼と健常眼について、平均中心角膜厚に有意差を認
めず、疾患眼が健常眼より有意に眼圧上昇を認めた。ほとんどの患者が当科初診時
にステロイド点眼と抗緑内障薬点眼治療を受けていた。今回の検討で、CMV角膜
内皮炎はコントロール不能な眼圧上昇を引き起こす可能性が示唆された。

P159 装用状態でのコンタクトレンズ表面摩擦係数測定
の試み

坂
さかね

根　由
ゆり

梨1）、白石　　敦1）、山口　昌彦1）、岡本　伸吾2）、
Pranoto Sarwo2）、片岡亮一郎2）、李　　在勲2）、大橋　裕一1）

1）愛媛大、2）愛媛大工学部

【目的】コンタクトレンズ(CL)装用時の眼不快感には、涙液の状態やCLの形状や材
質の他に、CLと眼表面の摩擦も深く関与していると考えられ、実際に眼瞼とCLの
摩擦で生じるLid-wiper epitheliopathyや、CLの内面と角結膜との摩擦で生じる角
結膜上皮障害の原因となっている。これまでin vitroでのCLの摩擦係数を測定し
た報告はいくつかあるが、ヒトが装用した状態で測定した報告はまだない。我々は
これまで眼表面摩擦係数測定器(Ocular surface tribometer)の開発を行ってきてお
り、今回装用状態でのCL摩擦係数測定を試みたので報告する【方法】対象は正常ボ
ランティア4人4眼。2週間使い捨てシリコーンハイドロゲルCLの10分装用後と2週
間装用後の摩擦係数を、Ocular surface tribometer を用いてCLを装着した状態で
10回ずつ測定した。また比較のため未使用状態のCLについても固定具を用いて10
回ずつ測定を行った【結果】CL表面の摩擦係数（平均±標準偏差）は、未使用状態
で0.040±0.006、装用10分後で0.056±0.013、装用2週間後は0.089±0.017であり、未
使用状態と装用10分後に比較して、装用2週間後では有意に増加していた(p＜0.0001, 
Tukey-Kramer検定)【考按】装用2週間後のCL表面の摩擦係数は有意に増加してお
り、涙液中のタンパクや脂質の汚れ、表面の摩耗などの影響が考えられた。Ocular 
surface tribometerを用いることで、装用状態でもCL表面の摩擦係数を測定できる
可能性が示された。

P158 角膜後面エレベーションの評価における
OrbscanとPentacamの互換性

張
ちょう

　　佑
ゆうこ

子1）、稗田　　牧1）、脇舛　耕一2）、山村　　陽2）、山崎　俊秀2）、
中村　　葉1）、木下　　茂2,3）、外園　千恵1）

1）京都府医大、2）バプテスト眼科、3）京都府医大感覚器

【目的】角膜屈折矯正手術において重篤な合併症である角膜拡張症を予防するた
めに、術前に角膜後面エレベーションマップの評価が重要と考えられている。
Orbscan(Bausch&Lomb社)ではカラーコードマップを用いて『20μmスケールで
角膜後面中央径3mm以内が4色以上は異常』という診断基準があるが、Pentacam 
(Oculus社)を用いた診断基準はまだない。Pentacamで得られる角膜後面エレベー
ションのパラメータとOrbscanの互換性を評価した。【対象と方法】2011年4月から
2017年12月にバプテスト眼科クリニック屈折矯正外来で術前検査を行い、Pentacam
とOrbscanを撮影した383例383眼（男性190例、女性193例、 平均年齢 33.8±10.6歳）
を対象とした。Pentacamでは3つのパラメーターを比較した。1.解析径10mm で
20μmスケールで中央径3mm以内が3色以上のもの。2.Belin-Ambrosio enhanced 
ectasia Display (BAD)で角膜後面エレベーションが12μm以上のもの。3.BADの総
合スコアD値が1.2以上の場合を異常としたもの。Orbscanでの診断に対して3つの
診断基準の感度、特異度を計算した。【結果】Pentacamにて1.解析径10mmでは感
度84.0％、特異度52.3％、2.BADでは12μm以上で感度53.1％、特異度94.4％、3.最
終D値1.2以上で感度72.8％、特異度77.8％であった。【結論】BADの最終D値1.2以
上は感度特異度とバランスよく高い値を示し、Obrscanの診断に変わりうる可能性
が示された。

P157 角膜混濁をきたす疾患における角膜収差の横断的
な比較

谷
やぐち

口　　紫
ゆかり

1,2）、山口　剛史1,2）、佐竹　良之1）、冨田　大輔1）、島崎　　潤1,2）

1）東京歯大市川、2）慶應大

【目的】角膜混濁眼における角膜収差を疾患横断的に評価する。【方法】対象は2010
年10月～2018年8月に当院を受診し、感染性角膜炎(IK)、円錐角膜(KC)、外傷性角
膜穿孔(TCP)、水疱性角膜症(BK)、角膜ジストロフィ(CD)、スティーブンスジョン
ソン症候群(SJS)、フリクテン角膜炎(PK)と診断された509眼である。内訳はIKのう
ち細菌性(B)35眼、ヘルペス性(H)47眼、真菌性(F)8眼、アカントアメーバ(A)20眼、
KC35眼、TCP40眼、BK37眼、CD のうち顆粒状 (GCD)119眼、格子状3型 (LCD)32
眼、斑状(MCD)13眼、SJS76眼、PK47眼である。前眼部光干渉断層計にて角膜収差
を後方視的に解析した。【結果】全角膜高次収差(4mm)は順に、F(1.39±1.46μm)、
A(1.18±2.11μm)、H(1.00±1.00μm)、SJS(0.96±0.79μm)、KC(0.95±0.53μm)、B 
(0.91±0.88μm)、TCP(0.66±0.68μm)、LCD(0.61±1.56μm)、PK(0.57±0.44μm)、
BK(0.5±0.37μm)、MCD(0.23±0.18μm)、GCD(0.17±0.35μm)で、コマ収差は順に、
F(1.03±1.18μm)、SJS(0.87±0.78μm)、H(0.83±0.91μm)、KC(0.68±0.40μm)、B (0.67
±0.49μm)、A(0.59±0.80μm)、TCP(0.57±0.57μm)、PK(0.48±0.40μm)、BK(0.40
±0.28μm)、LCD(0.27±0.34μm)、MCD(0.18±0.15μm)、GCD(0.11±0.11μm) で疾
患毎に上昇の程度が異なった。【結論】角膜収差はIKやSJSで大きく、CDやBKで
小さい傾向を認めた。角膜収差は角膜混濁眼の視機能を評価する上で有用と考えら
れた。

P156 SCLの水濡れ性評価と各種人工涙液の影響につ
いて

岩
いわした

下　紘
ひろこ

子、岡島　行伸、糸川　貴之、鈴木　　崇、堀　　裕一
東邦大・大森

【目的】ソフトコンタクトレンズ(SCL)とSCL装用時使用される各種人工涙液点眼
液の水濡れ性の評価を行った。【方法】48時間生理食塩水に浸漬させ、余剰水分を
除去したSCLに生理食塩水(大塚生食注、大塚製薬)1μlを滴下し接触角測定による
SCLの濡れ性評価を行った。測定は室温23.6±0.9℃、湿度37.5±11.3％で行った。接
触角計はDrop Master DMs-401、解析は多機能統合解析ソフトウェア FAMAS(共
に協和界面科学社)を使用した。2種類の人工涙液型点眼液 (ソフトサンティア、参
天製薬、ピュラクルなみだ液EYE、日東メディック株式会社)およびヒアルロン
酸点眼液(ヒアレイン点眼液0.1％、参天製薬)1μlを各々SCL上に滴下し測定した。
SCLを取り出し滴下するまでを40秒とし、液滴法にて測定した。SCLは測定ごとに
新調し、同ロットを9回測定した。SCLはハイドロゲル(Hy)4種(etafilcon A、PVP
含有 etafilcon A、nelfilcon A,omafilcon A)、シリコーンハイドロゲル (SiHy)4種
(narafilcon A、senofilcon A、delefilcon A、stenfilcon A)を用いた。【結果】SCLの
接触角測定値はHyでomafilcon A、SiHyでsenofilcon Aが最小値であった(8.2°±0.4、
6.7°±0.4、p＜0.01)。また、人工涙液滴下後の接触角はヒアルロン酸点眼液より小
さい値であった(9.2±1.8、8.6°±0.5、12.6°±1.4、p＜0.01)。【結論】SCLの濡れ性は
配合成分により多様性を示し、SCL装用時使用される点眼液は配合成分により接触
角は異なる。
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IP04
Lycium	Barbarum	Polysaccharide	
Solution	as	a	Novel	Therapuetic	Agent	in	
the	Prevention	of	Cornea	Scarring

Kendrick Co Shih1），Sum Sum Kwok1），Francesca Wong1）， 
Tommy Chung-Yan Chan1,2），Vishal Jhanji3），Louis Tong4,5）

1）Department of Ophthalmology, University of Hong Kong, Hong Kong SAR，
2）Department of Ophthalmology, Hong Kong Sanatorium and Hospital, Hong Kong 
SAR，3）Department of Ophthalmology, University of Pittsburgh Medical School, 
USA，4）Singapore National Eye Centre, Singapore，5）Duke-NUS Medical School, 
Singapore

【Purpose】 To investigate the 1) effectiveness and 2) optimal concentration 
of lycium barbarum polysaccharide (LBP) solution in suppressing keratocyte 
myofibroblast-differentiation and extracellular matrix secretion in an in vitro 
model of cornea epithelial-stromal injury.

【Methods】 Primary human keratocytes (HK), of passage 3 to 6, were used. 
Cells were first pre-treated for 24 hours with different concentrations (0, 0.1, 0.5, 
1.0, 2.0, 3.0 mg/ml) of LBP solution (n=3 per group). To induce myofibroblast-
differentiation, HK cells were then treated with 10ng/ml TGFβ1 for 48 hours. 
The groups were then compared in terms of 1) fibrotic protein expression (α
-smooth muscle actin via immunofluorescence and western blot), 2) extracellular 
matrix secretion (collagen type I and II via IF) 3) cell viability (MTS assay) and 
inflammatory cytokine expression (first via protein microarray and then via 
ELISA for confirmation). Analysis was performed using one-way ANOVA with 
statistical significance set at p < 0.05.

【Results】 LBP pre-treatment was demonstrated to significantly suppress 
keratocyte α-SMA expression and collagen I secretion in response to TGF
β1 stimulation. LBP was further shown to selectively inhibit myofibroblast 
proliferation, without affecting keratocyte proliferation. Protein microarray and 
ELISA showed significant reduction in IL-6 secretion in LBP treated cells. The 
optimal LBP concentration for our reported effects was 1.0 mg/ml.

【Conclusion】 LBP solution is a promising anti-fibrotic agent that selectively 
inhibits cornea stromal myofibroblast proliferation, fibrotic protein expression 
and extracellular matrix secretion while preserving stromal keratocyte viability. 
The underlying mechanism is likely through suppression of TGFβ1-induced IL-6 
expression and subsequent keratocyte myofibroblast-differentation.

IP03 Toxic	keratopathy	secondary	to	topical	
anesthetic	abuse	in	welder

Shu-Yun Yang，Chang-Ping Lin
Department of ophthalmology, Changhua Christian Hospital

Topical ocular anesthetics abuse can lead to significant ocular complications. It 
can cause to superficial punctate keratitis, persistent epithelial defects, stromal 
ring infiltrates, corneal edema, endothelial damage and ocular inflammation.
We present three welders with toxic keratopathy due to abuse of topical 
anesthetics in a dilute concentration. They had the same history of repeated 
photokeratitis from arc burn. In addition, they got diluted topical anesthetics from 
local medical doctors and used it frequently.
The three patients presented with a nonhealing epithelial defect, marked stromal 
edema, folds in Descemet's membrane and a typical stromal ring infiltrate. This 
disorder can masquerade as Acanthamoeba keratitis or other infectious keratitis. 
They were all tranferred from local clinic due to suspicion of infectious keratitis 
but unresponsive to antibiotics. The patients all had an irritable manner, low pain-
control threshold, and a topical drug abuse history. These signs along with the 
finding of a topical ocular anesthetic bottle at hand helped us to make the correct 
impression. After discontinuing use of the topical anesthetic and using lubricants, 
topical steroid, and a therapeutic soft contact lens, the condition improved.

IP02
The	Effect	of	Collagenase	Assistant	Cultivate	
Oral	Mucosal	Epithelial	Tansplantation	(Co-
COMET)	for	the	treatment	of	limbal	insufficiency

Chia-Ying Tsai1,2），Wei-Li Chen3）

1）Department of Ophthalmology, Fu Jen Catholic University Hospital, Fu Jen 
Catholic University, New Taipei City, Taiwan，2）School of Medicine, College of 
Medicine, Fu Jen Catholic University, New Taipei City, Taiwan，3）Department of 
Ophthalmology, National Taiwan University Hospital, Taipei, Taiwan

【Purpose】 To report the effect of collagenase assistant cultivate oral mucosal 
epithelial tansplantation (Co-COMET) for the treatment of limbal insufficiency

【Background】 Bilateral total limbal stem cell deficiency (LSCD) may cause 
corneal conjunctivalization, fibrosis, and poor corneal epithelialization, which 
may lead to poor visual outcome. COMET is one of the methods to treat LSCD. 
In traditional COMET protocol, oral epithelial stem cells were isolated by using 
dispase II/trypsin-EDTA to degrade epithelial basement membrane. During 
further epithelial stem cell expansion, 3T3 mouse fibroblasts were required as 
feeder cells. Collagenase, a replacement of dispase II/trypsin-EDTA in isolating 
epithelial stem cells,  may preserve niche environment for epithelial stem cells, 
and provides a way of oral mucosal epithelial stem cell culturing without feeder 
cells.

【Methods】 We used collagenase to replace dyspase II/Trypsin-EDTA in the 
culture of oral mucosa epithelial cell sheets on amniotic membrane without the 
need of feeder cells. We verified the quality of Co-COMET cell products-by cell 
morphology, cell growth rate, infection and endotoxin tests. After successful 
culture of the cell sheets, the products were translated to patients’ ocular surface 
after removal of abnormal fibrovascular tissue on corneal surface and release of 
symblephraon. Regular follow-up under was performed for 20-28 months.

【Results】 The cell products of Co-COMET demonstrated satisfactory quality 
for transplantation in all four cases. After transplantation, clinical outcomes of 
four patients showed smooth post-operative results without recurrence of fibrosis 
or conjunctivalization. The visual acuity of the patients improved after single 
Co-COMET surgery or combined with other surgeries, such as penetrating 
keratoplasty (PKP) and cataract surgery. 

【Conclusion】 Our study reported the safety, efficacy, and long-term surgical 
outcomes of xenogenic-free Co-COMET for the treatment of limbal insufficiency.

IP01 DMEK	Triples:	Choosing	the	IOL	for	the	
Fellow	eye	based	on	first	eye	results

Shin-Yi Chen1,2），Alex J. Bauer3）， Luke B. Potts1），Khoa D. Tran3），
Michael D. Straiko1），Mark A. Terry1）

1）Devers Eye Institute, Portland, U.S.A.，2）Chang Gung Memorial Hospital, 
Keelung, Taiwan (R.O.C.)，3）Lions VisionGift, Portland, U.S.A.

【Purpose】 To improve the accuracy of the IOL power choice in the fellow eye 
by correcting from the refractive error of the first eye for patients receiving a 
combination of DMEK and cataract surgery in both eyes. 

【Methods】 This is a single-center retrospective study. We included triple 
DMEK patients in both eyes co-existing Fuchs dystrophy and cataract in the 
period of 03/2017 to 06/2018. Predictive Refractive Error (PRE) was calculated as 
the difference between the target refraction (Barrett formula) in Lenstar and the 
manifest refraction at 3 to 6 months post-operatively. We developed a formula to 
calculate a corrected target refraction (cTR) of the second eye using the PRE in 
the first eye. We then compared the cTR in the second eye to its post-operative 
manifest refraction for a Corrected PRE. 

【Results】 A total of 34 patients (68 eyes) were included. The mean PRE in the 
first eye and in the second eye were +0.36D ± 0.89 (Range: -2.495 to 2.94) and 
+0.32D ± 0.88 (Range: -3.17 to 1.945) respectively. Pearson correlation coefficient 
between PRE in both eyes was r = 0.69 with high correlation and significance 
(P<0.001). Using a cTR of the second eye reduced the PRE from +0.32D to a 
Corrected PRE of -0.05D ± 0.69 with a much narrower range of error (Range: -2 
to 1.48) (p=0.02). 

【Conclusion】 The refractive shift of both eyes in triple DMEK was highly 
correlated. The refractive outcome of second eye can be improved with correction 
from the predictive refractive error of the first eye.

International	Poster	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）
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IP08
Clinical	and	microbiological	
characteristics,	treatment	outcomes	of	
microsporidial	stromal	keratitis	in	Vietnam

Nguyen Thi Nga Duong，Pham Ngoc Dong
Cornea Dept., Vietnam National Inst. of Ophthalmology

【Purpose】 to describe the clinical and microbiological characteristics, treatment 
outcomes of microsporidial stromal keratitis. 

【Subjects	and	methods】 retrospective study on microsporidial stromal 
keratitis patients who were diagnosed and managed at Vietnam National 
Institute of Ophthalmology. The collected data was clinical, microbiology, and 
histopathology characteristics. Outcomes of medical and surgical management, 
visual acuity recovery were documented and analyses. 

【Results】 from Oct 2013 to Dec 2015, there were 40 eyes of 36 patients suffering 
from microsporidial stromal keratitis. Mean age was 58 years (range 28-81 
years) and female preponderance (female/male = 11/1); 94.4% patients lived in 
countryside. The duration of symptoms was long in most cases (mean duration 
of 104 days). The most common clinical misdiagnosis was herpes simplex virus 
keratitis and fungal keratitis. Ocular symptoms were decreased vision and pains. 
Corneal defects were deep stromal infiltrate with corneal ulcers (87.5%), edema 
and endothelial exudates. Direct examination and Gram staining had 100% positive 
and could be used on various specimens. The positive rate of polymerase chain 
reaction and histopathology were 84.6% and 100% respectively. Symptoms were 
resolved in 32.5% of eyes which were treated with topical antifungal, antibiotic 
and systemic albendazole. The mean time for resolution by medical therapy 
was 30.9 days. Successful rate is higher in group of patients had albendazole. 
Twenty-seven eyes (68.5%) that were unsuccessfully treated with medical therapy 
required penetrating keratoplasty. The best corrected visual acuity was 20/200. 
Recurrence occurred after one year of surgery, in a patient who underwent 
penetrating keratoplasty.

【Conclusion】 Microsporidial stromal keratitis were usually seen in old women 
living in countryside. The symptoms was chronic and it’s difficult to diagnose by 
clinical signs. The microbiological methods is important to define the pathogen. 
Microsporidial stromal keratitis can be resolved by medical therapy but 
penetrating keratoplasty was necessary in most of the cases. Recurrence can 
occur after keratoplasty.

【Key	words】 stromal keratitis, microsporidia, clinical features, treatment 
outcome.

IP07
Human	Leukocyte	Antigen	Class	I	Genotypes	of	Cold	Medicine-
Associated	Stevens-Johnson	Syndrome	and	Toxic	Epidermal	
Necrolysis	with	Severe	Ocular	Complications	in	Koreans

Ikhyun Jun1,2），John Hoon Rim2,3），Mee Kum Kim4），Kyung-Chul Yoon5），
Choun-Ki Joo6）， Shigeru Kinoshita7）， Kyoung Yul Seo1），Mayumi Ueta7）

1）The Institute of Vision Research, Department of Ophthalmology, Yonsei 
University College of Medicine, Seoul, Korea，2）Department of Pharmacology, 
Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea，3）Department of Medicine, 
Physician-Scientist Program, Yonsei University Graduate School of Medicine, 
Seoul, Korea，4）Department of Ophthalmology, Seoul National University College 
of Medicine, Seoul, Korea，5）Department of Ophthalmology, Chonnam National 
University, Gwangju, Korea，6）Department of Ophthalmology and Visual Science, 
Seoul St Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, 
Seoul, Korea，7）Department of Frontier Medical Science and Technology for 
Ophthalmology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto, Japan

Stevens-Johnson Syndrome (SJS) and toxic epidermal necrolysis (TEN) are a 
spectrum of diseases that cause an acute vesiculobullous reaction in the skin 
and mucous membranes. The occurrence of these diseases is associated with 
various drugs, a large proportion of which is comprised of cold medicines (CM). 
We investigated HLA class I genes of 40 Korean patients with CM-related SJS/
TEN (CM-SJS/TEN) with severe ocular complications (SOC) and compared them 
to the HLA class I genes of 120 healthy Korean volunteers. The carrier frequency 
and gene frequency of HLA-A*02:06 were 37.5 % and 20.0 %, respectively, in 
patients, and 16.7 % and 9.6 %, respectively, in controls. The carrier frequency of 
HLA-C*03:04 was 30 % in patients, and 10.8 % in controls. Further, HLA-C*03:03 
was inversely associated with Korean CM-SJS/TEN with SOC. As per our results, 
we suggest that HLA-A*02:06 and HLA-C*03:04 might be positive markers for CM-
SJS/TEN with SOC, and HLA-C*03:03 might be an indicator of protection against 
CM-SJS/TEN with SOC in the Korean population. 

International	Poster	 ポスター会場（ウェスティン都ホテル京都 西館2F　比叡の間/愛宕の間）

IP06
Discovery	of	aqueous	humor	biomarkers	
associated	with	corneal	endothelial	cell	
dysfunction	using	proteomic	analysis

Yong Woo Ji1,2），Sun Young Ryu1,2, Chae-Eun Moon1,2）， 
Hyung Min Lee3），Jae Hun Jung2,3），Kwang Pyo Kim3）， 
Hyung Keun Lee2），Kyoung Yul Seo2）

1）Department of Ophthalmology, National Health Insurance Service Ilsan Hospital, 
Goyang, Korea，2）Department of Ophthalmology, Severance Hospital, Yonsei 
College of Medicine, Seoul, Korea，3）Applied Chemistry, Kyung Hee University, 
Yongin, Korea

【Purpose】 To investigate in vivo biomarkers of aqueous humor (AH) for 
reflecting corneal endothelial cell (CEC) function 

【Methods】 We collected AH from 5 patients with CECD during descemet 
membrane endothelial 
keratoplasy and also did intraopertively from 5 patients with only cataract as an 
age-/sex-matched control group. CEC density was measured by using specular 
microscope and thickness was by ultrasound pachmeter. We used LC-MS/MS 
with high-pH RPLC fractionation for global proteome profiling. Proteins with 
expression greater than ± 2-fold change in LFQ intensity were classified to 
differentially expressed proteins (DEPs)

【Results】 833 proteins and 839 proteins were identified from AH in control and 
CECD group, respectively. We found 51 DEPs with up-regulation (UP-DEP) and 
78 with down-regulation (DN-DEP) in AH of CECD compared to those in control 
group. Both DEPs were enriched in the extracellular region, membrane-bounded 
vesicle, and secretory granule. UP-DEPs included CST4, LCN1, CD163, ITIH3, 
FCGBP, VCAM1, VIM, COL5A1, CRYAA, ANGPTL7, and etc. DN-DEPs included 
DKK3, CRYBB1, CA2, CRYBA1, PGAM1, CRYBA4, CUTA, ARSB, ALDOC, 
SERPINI1, and etc. Interestingly, carbonic anhydrase 2, as known CEC pump 
protein, was significantly decreased in AH with CECD (p <0.001). Furthermore, 
UP-DEPs were mainly enriched in proteolysis and catalytic activity, and DN-DEPs 
in signaling and development process. UP-DEPs were functionally associated with 
enzyme regulation and DN-DEPs were with ion and receptor bindings.

【Conclusions】 In the present study, we discovered biomarkers of the aqueous 
humor for corneal endothelial dysfunction and it is meaningful as the first 
proteomics study to analyze in an integrated way.

IP05
Outcomes	of	Descemet	Membrane	
Endothelial	Keratoplasty	Using	Imported	
Donor	Corneas

Punyanuch Pisitpayat，Nuttavadee Ketaroonrut，Kaevalin Lekhanont
Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol 
University, Bangkok, Thailand

【Background】 The insufficiency of donor supply resulting in the necessity of performing 
keratoplasty with imported donor corneas. The critical concern using imported donor 
is prolonged donor death-to-operation time. The purpose of this study was to report the 
outcomes of DMEK using imported donor corneas compare to domestic donor corneas.

【Methods】 This is a retrospective, single-center, comparative case series comparing 
the outcomes of the 21 consecutive DMEK procedures using imported donor corneas 
and domestic donor corneas between September, 2015 to February, 2017. Main outcome 
measures were at 3 months and 6 months including postoperative best-corrected visual 
acuity (BCVA), endothelial cell density (ECD), and graft failure.

【Results】 The leading indication for grafting was Fuchs endothelial corneal dystrophy 
(43%). The mean death-to-operation time was 9.5 ± 1.29 days (ranging 7-12 days) in 
imported donor corneas group and 4.1 ± 1.6 days (ranging 3-7 days) in domestic donor 
corneas group, this difference was statistical significant (P < 0.05). The mean preoperative 
VA was 20/400 in imported donor corneas group and 20/200 in domestic donor corneas 
group. The mean follow-up time was 12.7 months (ranging 7-24 months). Vision was 
improved in 14 eyes (82%). Mean postoperative BCVA at 3 months and 6 months was 
20/70, 20/50 respectively and there was no statistically significant between 2 groups at all 
time-points. Primary graft failure occurred in 3 eyes, all in imported donor corneas group 
but this was not statistically significant (P = 0.26). Imported donor corneas group showed 
significant higher mean ECD at 3 months after surgery than in domestic corneas group, 
2446 ± 142 cells/mm2 and 1975 ± 271 cells/mm2 (P < 0.05), but this difference was not 
significant at 6 months because of more decreased mean ECD in imported donor corneas 
group than in domestic corneas group, 2221 ± 327 cells/mm2 and 1998 ± 557 cells/mm2 (P 
= 0.44)
The most common complication was graft detachment which occurred in 6 cases and 3 
cases has had graft failure even though attached graft. Rejection occurred in 1 patient 
because of CMV reactivation.

【Conclusions】 DMEK using imported donor corneas which is longer death-to-operation 
time achieved outcomes comparable to those DMEK using domestic donor corneas. Mean 
ECD in our study was comparable to those reported by Western countries using their 
domestic donor corneas.
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更なるアイバンクの活動のために
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

アイバンクは眼科医に移植用の角膜・強膜グラフトを供給（斡旋）することで、患者の治療に貢献し
続けています。本邦では各都道府県でアイバンクが活動中ですが、斡旋するグラフトの安全性の確保、
作製方法や手順・評価の担保は移植医療成績に直結するものであり、アイバンクは大きな責務を担っ
ています。

アイバンクは厚生労働省「眼球のあっせんに関する技術指針」に基づいて、十分な理解と技術を求め
られている上、移植治療の進歩に伴い全層角膜移植術のみならず、多様なパーツ移植に使用するグラ
フト作製にも対応する必要があります。しかし一方で慢性的な国内ドナー不足から、アイバンクに関
与する眼科医が技術を実践する機会は十分とは言えず、眼球摘出術や強角膜切片の作製等の技術取得
が難しい状況です。

ドナーやドナー家族の臓器提供意思を尊重し、安全な移植治療を行なうと同時に、摘出対応者とし
て自身を守るためにも、眼科医及びアイバンクスタッフが知識を身に付けより具体的なイメージを獲
得し、アイバンクに持ち帰ることを期待したく思います。

今回はより多くの方がご希望の時間にお越しいただけるよう特にセッションの時間を区切らず、映
像画像やポスターを用意します。

①ドナー適応条件について
②ドナー感染症検査のための採血
③眼球摘出術と摘出後の整復
④強角膜切片の作製
⑤スペキュラー・マイクロスコープによる角膜内皮細胞の評価
近くのブースでDSAEK用グラフト作製についてもご紹介する予定です。
併せてアイバンクの活動についてより具体的に知っていただくために、日本アイバンク協会作成　

アイバンク一般啓発用DVD「ヒ・カ・リ　Relay of light」（出演：滝沢秀明・中山優馬・福田麻由子・水野
真紀　他）の上映を行なう予定です。上映時間につきましては当日ブースにてご案内します。

アイバンクセッション	 2月7日（木）・8日（金）　15:30～18:30　ウェスティン都ホテル京都 西館2階　ロビー／ゆりの間）

強角膜切片作製準備例 ドナー角膜の洗浄例
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Cornea Seminar

“Cornea Academism from Asia”



116

■Date
Saturday, February 9, 2019　14:15-18:00

■Venue
The Westin Miyako Kyoto, West. Bldg. 3rd Floor, Cosmos Hall

■Program
Opening Address
Session 1) Corneal Infection in Asia (14:15～15:45)
Keynote 1: Fungal Keratitis in India - Prof. M. Vanathi, MD
Keynote 2: Bacterial Keratitis in Thailand – Microsporidia Infection
 - Prof. V. Puangsricharern, MD

Topics: Preventing the Expansion of Eye Disease in Asia
Fungal Keratitis Learned from Japanese Study - Y. Inoue, MD, PhD
Contact Lens Related Infections - M Fukuda, MD, PhD
Quinolone Resistance - H Eguchi, MD, PhD
Follow-Up Discussion

Keynote Lecture (15:45～16:05)
Recent Progress in Corneal Transplantation - J. Shimazaki, MD, PhD (20 min)

Session 2) Concepts and Treatment Strategies Originating from Japan (16:25～17:40)
Clinical Wound Healing of the Corneal Epithelium Viewed from Basic Science

 - H. Watanabe, MD, PhD
CMV Endotheliitis - N. Koizumi, MD, PhD
Orthokeratology for the Control of Myopia - T. Hiraoka, MD, PhD
DALK - S. Shimmura, MD, PhD
DSAEK for Asian Eyes - New Graft Insertion Device - T. Soma, MD, PhD

Legend Lecture (17:40～18:00)
The Global Expansion of Medical and Scientific Advancements from Asia

 - S. Kinoshita, MD, PhD

Cornea	Seminar	 Feb. 9 (Sat.), 14:15-18:00, The Westin Miyako Kyoto, West. Bldg. 3rd Floor, Cosmos Hall



羊膜移植講習会
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■日　時
2019年2月9日（土）　14：15～16：15（予定）

■会　場
ウェスティン都ホテル京都　東館4階　鳳凰の間

■講習内容
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 長井　一浩（長崎大学）
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　山本ビル302号室
TEL：072-623-7878　　FAX：072-623-6060
Email：folia@hcn.zaq.ne.jp

羊膜移植講習会	 2月9日（土）　14:15～16:15　ウェスティン都ホテル京都 東館4階　鳳凰の間）



共催セミナー
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ランチョンセミナー1（LS1）	 2月7日（木）	11：45～12：45　第1会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂北）

共催：参天製薬株式会社
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ランチョンセミナー2（LS2）	 2月7日（木）	11：45～12：45　第2会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂南）

共催：HOYA株式会社	メディカル事業部



122

ランチョンセミナー3（LS3）	 2月7日（木）	11：45～12：45　第3会場（ウェスティン都ホテル京都	西館3階	コスモスホール）

共催：ライカマイクロシステムズ株式会社



123

招
待
講
演

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

学
術
奨
励
賞
記
念
講
演

一
般
口
演

ポ
ス
タ
ー

International 
Poster

共
催
セ
ミ
ナ
ー

演
者
索
引

共催：参天製薬株式会社

イブニングセミナー	 2月7日（木）	19：00～20：30　第1会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂北）



124

モーニングセミナー1（MS1）	 2月8日（金）	7：50～8：50　第2会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂南）

共催：大塚製薬株式会社
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モーニングセミナー2（MS2）	 2月8日（金）	7：50～8：50　第3会場（ウェスティン都ホテル京都	西館3階	コスモスホール）

共催：参天製薬株式会社
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ランチョンセミナー4（LS4）	 2月8日（金）	12：00～13：00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂北）

共催：千寿製薬株式会社
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ランチョンセミナー5（LS5）	 2月8日（金）	12：00～13：00　第2会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂南）

共催：大塚製薬株式会社
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ランチョンセミナー6（LS6）	 2月8日（金）	12：00～13：00　第3会場（ウェスティン都ホテル京都	西館3階	コスモスホール）

共催：大日本住友製薬株式会社
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モーニングセミナー3（MS3）	 2月9日（土）	7：50～8：50　第1会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂北）

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
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モーニングセミナー4（MS4）	 2月9日（土）	7：50～8：50　第3会場（ウェスティン都ホテル京都	西館3階	コスモスホール）

共催：株式会社モリア・ジャパン
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フェアウェルセミナー	 2月9日（土）	13：00～14：00　第1会場（ウェスティン都ホテル京都	西館4階	瑞穂北）

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
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Ｂ -Z
Balla, Lalitha  …………………………… P051
Bauer, Alex J.  …………………………… IP01
Cem, Simsek  …………………………… P056
Chalmers, Robin  ………………………………O33
Chan, Tommy Chung-Yan  …………………………… IP04
Chen, Wei-Li  …………………………… IP02
Chen, Yuming  ………………………………O59
Tsai, Chia-Ying  …………………………… IP02
Deshpande, Neha  ………………………………O59
Dong, Pham Ngoc  …………………………… IP08
Edwar, Lukman  ……………………………P107
Hu, Fung Rong  …………………… 招待講演
Jun, Ikhyun  …………………………… IP07
Jhanji, Vishal  …………………………… IP04
Joo, Choun-Ki  …………………………… IP07
Jung, Jae Hun  …………………………… IP06
Jurkunas, Ula  ………………………………O59
Shih, Kendrick Co  …………………………… IP04
Ketaroonrut, Nuttavadee  …………………………… IP05
Kim, Hong Kyun  …………………………… S2-4
Kim, Kwang Pyo  …………………………… IP06
Kim, Mee Kum  …………………………… IP07
Kinoshita, Shigeru  …………………………… IP07
Kruse, Friedrich E.  …………………………… P143
  …………………………… P138
Kwok, Sum Sum  …………………………… IP04
Lee, Hyung Keun  …………………………… IP06
Lee, Hyung Min  …………………………… IP06
Lekhanont, Kaevalin  …………………………… IP05
Lin, Chang-Ping  …………………………… IP03
Melangath, Geetha  ………………………………O59
Moon, Chae-Eun  …………………………… IP06
Nguyen Thi Nga Duong  …………………………… IP08
Potts, Luke B.  …………………………… IP01
Pranoto, Sarwo  …………………………… P159
Price Jr., Francis  ………………………………O59
Price, Marianne  ………………………………O59
Puangsricharern, Vilavun  …………………………… S2-5
Pisitpayat, Punyanuch  …………………………… IP05
Puranik,Charuta J  ……………………………P051
Quantock, Andrew  ………………………………O05
Renato, Ambrosio  …………………………… P133
Rhendy, Rio  ……………………………P054
Rim, John Hoon  …………………………… IP07
Rogan, Eleanor G.  ………………………………O59
Ryu, Sun Young  …………………………… IP06
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対応の角膜を提供しています
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すでにカットされた角膜が
装置 (Micro Jones Tube 2.0) に 
組み込まれています

米国フロリダ州拠点の非営利の公益法人アイバンク。
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