関西眼疾患研究会

平成２２年度事業報告書

平成２２年１月１日より平成２２年１２月３１日まで

本年の事業については、平成 22 年度の事業計画に基づいて実施し、本会の目的達成に努力
した。

1．会員へ向けての定期講演会
1. 1 月 6 日（水）第 317 回 関西眼疾患研究会特別講演
安田美穂（九州大学大学院医学研究院眼科学分野）
「久山スタディからわかる眼科疾患の危険因子・予防因子」
川崎良（メルボルン大学眼科） 「山形県舟形町研究の成果」
2. 1 月 13 日（水）第 318 回 関西眼疾患研究会特別講演
Dr. Lilia Kuleshova （National University of Singapore）
｢ New Strategy for Cryopreservation of Stem Cells, Native and Engineered
Tissues.｣
3. 2 月 3 日（水）第 319 回 関西眼疾患研究会特別講演
木村實（京都府立医科大学大学院医学研究科神経生理学）
「意志決定過程の融合脳科学研究」
4. 3 月 3 日（水）第 320 回 関西眼疾患研究会特別講演
相原一（東京大学大学院医学系研究科眼科学）
「PG 受容体を介した眼圧制御機構の謎！」
5. 3 月 31 日（水）第 321 回 関西眼疾患研究会特別講演
Dr. Garway-Heath（Moorfields Eye Hospital） 「Glaucoma progression」
6. 5月26日（水）第322回 関西眼疾患研究会特別講演
塩原哲夫（杏林大学医学部皮膚科） 「重症薬疹の発症機序」
7. 6月2日（水）第323回 関西眼疾患研究会特別講演
徳田芳浩（井上眼科病院）

「合併症対策：嚢死医療の最前線」

8. 6月23日（水）第324回 関西眼疾患研究会特別講演
雑賀司珠也（和歌山県立医科大学医学部眼科学講座） 「上皮—間葉系移行と眼疾患」
9. 6月30日（水）第325回 関西眼疾患研究会特別講演
澤口昭一（琉球大学医学部眼科学教室） 「久米島スタディーの総括」
10. 7月14日（水）第326回 関西眼疾患研究会特別講演
阿部春樹（新潟大学医学部眼科） 「視神経低形成と正常眼圧緑内障」
海谷忠良（海谷眼科）

「二重フラップトラベクレクトミー」
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11. 7月21日（水）第327回 関西眼疾患研究会特別講演
五十嵐良広（ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ株式会社） 「コンタクトレンズ アップデート」
塩谷浩（しおや眼科） 「コンタクトレンズ診療最前線」
12. 8月25日（水）第328回 関西眼疾患研究会特別講演
二宮欣彦（行岡病院） 「病院におけるトーリック眼内レンズの臨床導入と臨床成績」
13. 9月15日（水）第329回 関西眼疾患研究会特別講演
小安重夫（慶応義塾大学）
「脂肪組織から見出された新しいリンパ球：ナチュラルヘルパー細胞」
小川佳宏（東京医科歯科大学） 「メタボリックシンドロームと慢性炎症」
14. 10月6日（水）第330回 関西眼疾患研究会特別講演
高瀬博（東京医科歯科大学） 「眼内リンパ腫の診断と治療」
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2．海外研究者との情報交換会
1. 4 月 5 日（月）
Paul Kaufman（University Station Clinic）
2. 11 月 8 日（月）
Yan Barrandon（Swiss Federal Institute of Technology ）
Andrea Zaffalon（Swiss Federal Institute of Technology ）
角膜上皮幹細胞の最新研究に関わる情報交換
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3．オープンフォーラム（共催：参天製薬株式会社・京都眼科医会）
1. 第 35 回京都眼科フォーラム
平成 22 年 2 月 6 日（土） テーマ：
『画像により眼疾患を斬る』
板谷正紀（京都大学）「緑内障における神経節細胞層障害」
生野恭司（大阪大学）
「強度近視と画像診断」
岸章治（群馬大学）
「視細胞外節病」
2. 第 36 回京都眼科フォーラム
平成 22 年 7 月 3 日（土）

テーマ：
『Q&A で学ぶコンタクトレンズ診療アップデート』

植田喜一（ウエダ眼科）
「コンタクトレンズ診療における社会的諸問題」
稲葉昌丸（稲葉眼科）
「どこの誰にどのコンタクトレンズを処方するか？」
横井則彦（京都府立医科大学）
「コンタクトレンズと非感染性角結膜上皮障害 ドライアイを中心に」
大橋裕一（愛媛大学）「コンタクトレンズ関連角膜感染症をめぐって」
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4．眼科診療アップデートセミナー（共催：ファイザー株式会社）
平成 22 年 3 月 13 日（土）～14 日（日）ウェスティン都ホテル京都
3 月 13 日（土）
【ガイドライン】
「アレルギー結膜炎」 内尾英一（福岡大学）
「ウィルス性結膜炎」 大野重昭（北海道大学）
「感染性角膜炎」 大橋裕一（愛媛大学）
「ドライアイ」 木下茂（京都府立医科大学）
「緑内障」 澤口昭一（琉球大学）
「加齢黄斑変性」 飯田知弘（福岡県立医科大学）
「多焦点 IOL」 大木孝太郎（大木眼科）
【症状】

「眼痛」 中尾雄三（近畿大学医学部堺病院）
「朦視・変視」 大野京子（東京医科歯科大学）
「複視」 三村治（兵庫医科大学）
「眼精疲労」 不二門尚（大阪大学）

3 月 14 日（日）
【症状】

「流涙」 横井則彦（京都府立医科大学）
「飛蚊症」 吉村長久（京都大学）
「眼瞼下垂と痙攣」 若倉雅登（井上眼科病院）

【学会アップデート】
「眼炎症」 望月學（東京医科歯科大学）
「網膜硝子体・眼循環」 吉田晃敏（旭川医科大学）
「緑内障」 谷原秀信（熊本大学）
「眼内レンズ（手術法）
」 大鹿哲郎（筑波大学）
「コンタクトレンズ」 稲葉昌丸（稲葉眼科）
「角膜」 井上幸次（鳥取大学）
「小児・斜視」 佐藤美保（浜松医科大学）
「眼薬理」 新家眞（東京大学）
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5．視覚再生フロンティア研究発表会
平成 22 年 5 月 22 日(土) ハイアットリージェンシー京都 １階 ボールホール
中村隆宏

「角膜再生への挑戦 12」

稗田牧

「屈折矯正術後眼の視機能」

渡辺彰英

「重症角膜疾患に対する眼形成外科的アプローチ」

上田真由美

「眼表面の自然免疫と眼表面炎症性疾患」

森和彦

「眼圧変動と脈絡膜循環」

外園千恵

「重症薬疹眼障害の疫学調査」

上野盛夫

「多能性幹細胞から眼組織への分化誘導」

奥村直毅

「ROCK 阻害剤による角膜内皮疾患治療法の開発」

横井則彦

「涙液評価のカッティング・エッジ レオロジーと界面化学のコラボレーション」

川崎諭

「あたらしいステムセルの同定法？の開発」

米田一仁

「難治性 CSC に対する強膜開窓術」

稲富勉

「新しい角膜外科治療：DMEK & Kpro」

羽室淳爾

「Th2 Inflammation & ER stress」

平成 22 年 12 月 18 日(土) ホテルフジタ京都１F 藤の間
伴由利子

「角結膜上皮細胞の極性化と tight junction」

福岡秀樹

「結膜上皮幹細胞分化の検討」

小森秀樹

「小視症および大視症の定量化の試み」

平田香菜

「角膜内皮細胞のクローナル解析」

畑中宏樹

「眼内増殖性疾患における線維化抑制に向けて」

山田潤

「サイトカイン刺激と産生からみた炎症時における RPE 動態仮説」

木村直子

「瞬目高速解析装置を用いた瞬目測定」

山本真弓

「選択的 Rho キナーゼ阻害剤の角膜実質創傷治癒への影響」

古泉英貴

「EDI-OCT を用いた黄斑疾患の脈絡膜断層像解析（続報）
」

篠宮克彦

「ヒト角膜上皮における新しい Type I、Type II ケラチン分子の組み合わせについて」

今井浩二郎

「PGF2α関連薬の隠れた死角」

小泉範子

「水疱性角膜症に対する培養角膜内皮移植治療の開発」

中井義典

「ヒト万能細胞（ES/iPS 細胞）から眼組織細胞への分化誘導について」

永田健児

「ラット実験的自己免疫性ぶどう膜炎モデルにおける COX-2 阻害薬の炎症抑制効果」

寺井和都

「今後の展望」

丸山和一

「リンパ管新生と血管成熟について」

山岸哲哉

「黄斑疾患の近赤外自発蛍光」
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上田幸典

「涙道内視鏡を用いて採取した涙道閉塞症における涙道粘膜の組織学的検討」

羽室淳爾

「内因性の危険信号に対する生体応答」
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6．情報提供
・定期講演会の記録 DVD を下記関連病院へ回覧した
京都市立病院 京都第二赤十字病院 京都第一赤十字病院 洛西ニュータウン病院
済生会京都府病院 井出眼科病院 藤枝市立総合病院 国立長寿医療センター病院
西陣病院 バプテスト眼科クリニック 社会保険京都病院 済生会中津病院
済生会吹田病院 裕生会みどりが丘病院 町田病院

済生会滋賀県病院

大津市民病院 琵琶湖大橋病院 京都府立与謝の海病院 公立南丹病院
明治鍼灸大学附属病院 舞鶴医療センター 舞鶴赤十字病院 綾部市立病院
市立福知山市民病院 公立山城病院 愛生会山科病院
・講演会に参加できなかったが、閲覧希望のある会員に講演 DVD を貸し出した
・ ホームページを用いて本研究会の活動内容や活動成果を公表した
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