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隣接医学の進歩･現状

フ　ォ　ー　カ　ス　は　ド　ラ　イ　ア　イ

東京歯科大学眼科のストラテジー

坪　田　一　男

東京歯科大学市川総合病院眼科

フォ-カスはドライアイ

年の4月から東嘉歯科大学の眼科部長に任

命され,大変お世話になっている｡歯科大学にお

ける眼科にどのような意義を持たせられるのかわ

くわくしながらこの9年間をすごしてきた｡普通

の眼科をやるのか?　なんでもこなせる眼科をや

るのか?　それとも特化した専門性の高い眼科を

やるのかなどなど選択肢がたくさんあった｡

その中から医局のたちあげに関しては角膜疾

患,特にドライアイにフォーカスをしぼることに

決めた｡これにはいっしょに眼科をたちあげてく

れた藤島　浩先生,戸田郁子先生,八木幸子さん

らの協力が大きい｡

ドライアイは自分自身がドライアイ患者である

こと,ドライアイはシェーグレン症候群を通して

歯科とも深い関係があること,患者数が圧倒的に

多いこと,まだ注目されていなかった疾患である

ことなどフォーカスを絞るのに適した条件を多数

含んでいた｡フォーカスはドライアイに決まった｡

バーリュ-,ミッション,ストラテジ-

東京歯科大学眼科はユニークな大学医局だ｡新

しくできた医局なのですべてが手作り,自分達の

創意と工夫でなりたっている｡まずはバーリュー

を紹介したい｡バーリュ-とは僕たち東京歯科大

学眼科のみんなが"重要と思っている価値''であ

る｡この価値観の共有が僕たちの大きな特徴だ｡

東京歯科大学眼科のバーリューは

(1)楽しくやる

(2)アカデミックにやる

(3)時間的,経済的に余裕を持つ

の3つである｡

まず最初の楽しくやるというセンスははずせな

い｡これがもっとも重要なバ-リュ-となってい

る｡眼科学はメディカルサイエンスだからアカデ

ミックにやることも大切と考えている｡最後の時

間的,経済的余裕を持っという項目はまだ達成さ

れていないが少しづっでも自分達が良いと思う方

向に向かっていると感じている｡

さてこのバーリューのもとに東京歯科大学眼科

のミッション(使命)は何か?　それは``前眼部の

最高の医療を患者さんに提供する｡"ということ

だo新しい治療法を開発したり,某礎研究に力を

入れるのも最高の医療を提供したいからである｡

最近東京歯科大学眼科でもっともアクティブな委

員会にサービス向上委員会がある｡これも前眼部

の最高の医療のためには技術ばかりでなく,患者

ケア,患者サービスが重要と考えているからだ｡

バーリュ一,ミッションステートメントとも関

係するが,ストラテジーはフォーカスにある｡僕

上l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

(Department of Ophthalmology, Ichikawa General Hospital, Tokyo Dental College)
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たちでいえば"前眼部''疾患にフォーカスを絞る

ことによって限られたエネルギーを有効に使おう

と考えている｡

メンバーとロゴ: Ⅴ字型に雁が飛ぶ

現在スタッフとしては坪田一男を教授に,島崎

潤助教授,ピッセン官島弘子講師,榛村重大助

辛,藤島　浩助手,高野洋之助手の6人がいる｡

角膜フェローが5人､研修医が2人いて常勤医師

は13人となった｡さらに非常勤講師や特殊外米を

行っている先年が10人ほど助けてくれている｡秘

書チーム7人と研究主任,助手8人はスタッフと

ともにチームを組んで仕事を遂行するシステムを

とっている(図1)｡

メンバーのイメージを作るために　　年に東京

歯科大学眼科のロゴを作成した｡雁の群れがⅤ字

型に列を作り,大空を飛んでいる姿を見たことが

あるだろう｡雁がなぜそんな習性を持っているの

か?　最近面白い研究がなされている｡雁が羽ば

たきをすると,上向きの気流が起きる｡するとそ

の雁のすぐ後ろを飛ぶ烏は小さなエネルギーで効

率よく飛ぶことができるようになる｡さらにV字

型に隊列を組むとエネルギーの消費量は滅って半

分近くになるという, F]レースだとすぐ後ろの

車についていけば空気抵抗が減るが,このモデル

ではむしろ逆だ｡前に進む雁のすぐ後ろについて

はいけない｡そこには大きな乱気流が発生してい

図1東京歯科大学眼科のメンバー｡　　年7月坪田

1一男が教授に就任したパーティの時に撮影したも
の｡結構たくさんの人がいるので驚く｡

28

る｡斜め45度の角度でついていくのが正しい｡教

授の由後には絶対についてはいけないという教訓

でもある｡飛びにくいから｡

Ⅴ字型のロゴはチームワークについても象徴

だ｡全員が協力して同じ方向に進むならば,より

早く,より簡単に目的地に着くだろう｡お互いに

推進力を得ながら進んで行くからだ｡先頭の雁は

疲れると後ろに下がり,代わりに他の誰かが先頭

にたっ｡雁たちは前を飛ぶ仲間を鳴き声で応援し

ながら飛び続ける｡だからこいっらはうるさい

(図2)｡全員が同じ方向を向いているのか疑問視

されているがそれでも僕たちの仲間のイメージの

もとになっているロゴである｡

臨床:前眼部の専門店をめざす

お店にはデパートメント方式でなんでも売って

いるお店もあれば,専門店方式で,限られた良質

のものを売っているお店がある｡東京歯科大学眼

科は専門店方式を採用しており(1)角膜疾患　　ド

ライアイ　　アレルギー性疾患　　屈折矯正手術

などの前眼部疾患と手術に力を入れている｡言っ

てみれば前眼部疾患の専門店だ｡網膜や視神経疾

患は近隣の順天堂浦安病院や杏林大学,千葉大学

にご紹介し大変お世話になっている｡オペ件数は

毎年増加し　　年は　　件に達した(図3)｡

図2　東京歯科大学眼科のロゴ｡ Ⅴ字型がみそ｡
先頭にいるのが教授としたら,絶対そのすぐ

あとについていってはいけない｡先頭のすぐ
後ろは乱気流である｡斜め45度からついてい

くと上昇気流を楽しむことができる｡
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図3　手術件数の推移

年に関連施設で行われる　　　　などの屈折矯

正手術や,外来角膜移植を入れると　　件に増

加することが予測されている｡

さて臨床のなかでの看板はドライアイで,目の

疲れの原因はドライアイであるという画期的な仮

説を提唱して論議をよんでいる｡以下にこの仮説

について述べたい｡

東京歯科大学眼科の貢献　　　の疲れの原因はド

ライアイ

僕自身,目の疲れがひどい｡学生時代から目が

疲れて,疲れてしょうがなかった｡ごろごろして

なんともやるせない｡患者さんの中には目が疲れ

てしょうがないのでいっそ目をとってしまいたい

くらいだと極端な表現をする人もいるが,本当に

そう思うくらい疲れてしまう｡特にコンピュータ

をやるときには目が開けていられないほどつらく

なる｡

日本人の肩凝りは有名だが実は統計的には肩凝

りで悩んでいるよりも目の疲れで困っている人の

方が多い｡僕たちが　　年に行った調香ではなん

と首都圏で働いている人の80%が目の疲れを訴え

ていた｡このうちいっも目の疲れを感じる人は50

%,目の疲れで仕事にも影響があると答えた人は

20%にものぼる｡全国でもこの数字が通用できる

659

とすれば大変な数の人が目の疲れで困っているこ

とになる｡

ではどうして,このような疲れが起きるのか?

一般的に昌の疲れは主に屈折異常によるものが多

いとされている｡また屈折異常の他に調節異常に

よる眼精疲労もある｡どんな状態にせよ,ピント

がうまくあわないと眼精疲労の原因になる｡僕た

ちの研究では,これら屈折,調節力障害による眼

精疲労が40%を占めていた｡これらの患者さんは

メガネを新しく作ったり,老眼鏡の度数を調整す

ることによって目の疲れは劇的に改善した｡とこ

ろが残りの60%の方にはこのような問題はまった

くない｡もちろん目の疲れを訴える原因には線内

障などのように重篤な病気もあるが,その強度は

極めて低い｡オフィスで目の疲れを訴える人の中

に重篤な目の病気を持った人がそれほどいるわけ

ではない｡おもしろいことにこの60%の方をドラ

イアイの診断室準に照らしあわせてみるとみんな

ドライアイだったのだ｡そこで次のような仮説が

導き出された｡

"目の疲れの原因としてドライアイが大きく関与

している｡"1)

E]の乾燥と眼精疲労

目の疲れとドライアイの関係は次の事実からも

サポートされる｡目が疲れやすい人の中にはお風

呂のように湿度が高く,空気がきれいなところで

は楽になるという人が多い｡お茶を飲む時に湯気

が目にあたると楽だという人もいる｡逆に風がふ

いていたり,煙草を吸う人が隣にいたりして空気

が汚れているとつらいという｡デパートなどの空

気が汚れた所でも目が疲れてしょうがないという

人も多い｡これらはまさに目の乾きが抑制された

か,助長されたかということだ｡さらに目薬の使

用によって目の疲れがとれるという人がいる｡私

もその一人だ.点眼薬をいれた瞬間に楽になるo

眼精疲労をとるための目薬が多数発売されている

が,中に入っているさまざまな薬効成分が効くの

には時間がかかるだろう｡点眼してすぐに効果が

出る分は,これは目の表面を濡らした効果が大き

291-
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いと考えるべきだ｡

大事なことはドライアイの治療を行うことに

よって目の疲れがとれるという事実である｡毎日

たくさんの患者さんを治療しているが,目の疲れ

のために全く仕事ができなかった人が,ドライア

イの治療により仕事に復帰できた人は多い｡この

ことは目の疲れに対して,目の乾きを防止すると

いう理論によって対応策を作ることができること

を示している｡肩凝りに対して血流をよくして肩

凝りを治すのと同じことだ｡マッサージ,温泉,

磁気療法,温水シャワーなど血流をよくして凝り

をとる｡目薬を使う,保護用眼鏡を使って,目を

乾かないようにする｡目の疲れへの対処方法を理

論化することができる｡

VDTとドライアイ

ではどうやってVDTによりドライアイが助長

されるのだろうか?　まずはコンピューターを行

う時に以下のような要因が考えられる｡

1)コンピューターの使用時にまばたきが減少す

ること｡平均1分間に20回程度のまばたき国数

が,コンピューターを使用することにより1分間

に約6回まで滅少する｡これにより目の表面が乾

きやすくなる｡

2)コンピューター使用時に目を開けている大き

さが拡大すること｡読書時には下方視であり,目の

露出面積は1. 5平方センチメートル程度であるが,

これがコンピュータとなると正面視となり

3平方センチメートルと悟近くになるO　これにより

蒸発室が増加し,乾きやすくなる｡ (図4)

3)オフィスのエアコンによる空気の流れ,オ

フィス内のタバコの煙などによる負荷により目の

表面に炎症を起こしやすくなる｡

4)ストレスそのものによる交感神経の刺激｡濠

腺からの戻夜産生は副交感神経刺激によっておこ

るo交感神経が優位になると涼の産生が減少する

と言われている｡

屈折矯正手術への発展:ドライアイから　　　　へ

ドライアイ患者さんが急増したことでドライア

イに関連した患者数も劇的に増加した｡アレル

ギー性結膜炎の患者さん,コンタクトレンズがし

にくい患者さん,シェ-グレン症候群の患者さん

などである｡ドライアイでは戻液が少なく安定性

に欠けるため,どうしてもコンタクトレンズがで

きにくい｡近視や乱視の程度が軽ければメガネで

もピントを合わせることができるが,強い近視で

は難しい｡そこで近視の手術が必要になる｡東京

歯科大学眼科では他の眼科医院やアイクリニック

の協力を待て近視治療を行ってきた｡塊在日本で

最もアクティブに活動しているグループになった

と思う｡この近視を治す技術のうち鼻近話題に

なっているのが　　　　という技術である｡

これについて紹介したい｡

東京歯科大学眼科の貢献2 : L　　　の日本の眼

科への導入

はエキシマレーザーと角膜切開手術を

組み合わせた新しい近視手術で,昨年アメリカで

は40万件の手術が行われたと言われるほど普及し

図4　(文献3より転載許可)眼表面の面積の違い

左:下向き,中:直視,右:上向き
目の大きさとドライアイ｡コンピューターをやっているとどうしても昌の大きさが大きくなる0

-30-
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ている手術である｡角膜に新しい屈折を与えるこ

とにより,メガネやコンタクトレンズなしでピン

トがあうようにする手術だ｡痛みがまったくな

く,両眼同時に手術可能で, 20分程度で終了する

ためアメリカ社会にもたくさん受け入れられるよ

うになってきた｡

I-方,コンピューターで制御されたエキシマ

レーザーを照射することにより,短時間で行われ

る近視手術のPRKがある　　　　　による近視

矯正は数々の点においてPRKに優る｡視力回復

の早いこと,病みの少ないこと,中高等度近視ま

で治療可能なこと,両眼同時手術可能なことなど

が主な点である｡一方マイクロケラト-ムによっ

て角膜フラップを作る必要があるため,手術には

熟練を要する｡ P RKに比べて術式が複雑な分だ

け合併症についても達意が必要である｡

東京歯科大学眼科では南青山クリニックの協力

を待て平成9年10月より　　　　手術を始め,

平成10年9月末までの1年間に128例230眼の手術

を行った｡術前の裸眼平均視力は　　で,近視度

数は　　　　より　　　　に分布し,平均球面

度数は一　　　であった｡術後裸眼視力の平均は

1.0以上で(平均観察期間6ヵ月),屈折度数は-

であった(図　　｡正視より

以内に　　　　　　　　　　に

が到達した｡術後の満足度は大変満足　　　　満

足　　　どちらともいえない16.5%,不満

である｡

以上の結果から　　　　では高度近視の治療

図　　　　　　術後の裸眼視力の推移.
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も可能と考えられるが,最近の欧米の報害を考慮

に入れて適応を考えると　　　　より　　　　ま

での屈折異常と考える｡また乱視の場合は一つ.0

Dより　　　　までが良い適応である｡エキシマ

レーザ-の機種やプログラムにもよるが,これが

現在のL　　　の限界であろう｡ 12D以上の近

視に対しては　　　　　　を用い　　　以上の

乱視はしばらく手術を待つことを薦めている｡

の臨床応用も　　年7月より始めて

いるがその効果と安全性に溝足している｡将来,

の安全性がさらに高まってくれば

から　　　　程度の近視が　　　　の限

界になり,軽度近視に対し

が導入されれ　　　　　程度が下限となっ

てくる可能性もある｡一方乱視の矯正はエキシマ

レーザープログラムの改良によりさらに高度なも

のも可能となるだろう｡

結論として現在のところ一　　　程度までの近

視に対しては　　　　は安全で効果的な屈折矯

正手術と考える｡

オクラーサーフェス再建術

従来治療の難しかった化学外傷やスチーブン

ジョンソン症候群に対して角膜移植が行えるよう

になってきた｡大きな進歩は角膜上皮のステムセ

ルという概念がきっちりと提唱され,その臨床応

用が始まったことである｡東京歯科大学眼科では

年からこの新しい術式を世界に先馬区けて行

い,数々の論文を発表してきた6)･仕　｡現在で

は新しく始まったアイバンクの協力を待て,角膜

移植,オクラーサーフェス再建術を受けに日本全

回から紹介が集まってくるようになった　　　年

に紹介して下さった大学病院は33施設,眼科病院

医院は298施設にのぼる(図6 )0

東京歯科大学眼科の貢献3 :角膜上皮のステムセ

ル移植の開発

角廉上皮のステムセル

角膜上皮は5 - 7層の后平上皮細胞であり,皮

膚と違って角化をしないO従来より蓋底細胞が分

～　31 -
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`鮮
J

年も沢山の患者さんをご紹介いただき､ありがとうございました0

藁''`

秋田大学医学部附属病院
旭川医科大学医学部附属病院

着手医科大学附属病院

川崎医科大学附属病院

金沢大学医学部附属病院
北里大学病院

杏:杯大学医学吾酎寸属病院

熊本大学医学部附属病院
慶慮義塾大学病院

札幌医科大学附属病院

産業医科大学病院

埼玉医科大学病院

昭和大学病院/昭和大学藤が丘病院

順天堂医院/順天堂大学医学吾酎寸属

順天堂滴巽病院

埼玉医科大学付属病院

千葉大学医学部付属病院

育嘉大学医学部付属市盾病院
東京慈恵会医科大学付属相病院

棄嘉医科大学医学部付属病院

桑嘉女子医科大学付属病院

棄邦大学医学部付属大橋病院

棄邦大学医学部附属佐倉病院
棄海大学医学部附属病院

藤EB保険衛生大学病院

防衛医科大学病院

弘前大学医学部附属病院
山形大学医学部附属病院

山口大学医学部附属病院

山梨医科大学

琉球大学医学部附属病院
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安藤眼科医院　赤羽眼科医院
秋窯眼科　旭中央病院
あそう眼科　旭P酎斗医院

あきやま眼科　赤き胆科
朝霧台中央総合病院
安久達眼科　上尾眼科

稲村眼科クリニック
井上眼科医院　#上眼科病院
板室盈泉病院　市川市民診鹿所

伊藤眼科医院　市川駅前眼科
いわき市立総合埜城其立病院
着手県立久慈病院

イナガキ眼科　井上言己念病院
石達眼科医院　寧井眼科
市川コルトンクリニック
#坂眼科医院　いさじ白銅斗

池昂眼科医院　井後眼科
若井白餅iL診痘所　糸田)冊朗斗

石周眼科医院　市立甲府病院
入5エロ封斗医院　牛久眼科医院
宇野服科

浦和眼科医院　うえはら眼科
太田吾己念病院
小)冊良科クリニック

尾本眼科医院
大野中央病院　小野眼科医院
大木眼科クリニック

大山眼科医院　多横言己念眼科
小笠原眼科クリニック
おさ眼科医院　大島服科医院
大悟眼科クリニック

大着眼科医院　内野眼科皮膚科
大森赤十字病院　大阪労災病院
大害赤十字病匹完

太B]茜ノ内病院
大石髪形外科眼科クリニック
岡部クリニック
小葉原クリニック

亀田総合病院
加藤眼科　がねこP朗耳
眼科馬橋医院　河合口酎耳

金PJ診廃所Jl旧医廃センター
眼科ねじま医院　加瀬外科､ロ酎斗
川;頑服科

b＼まとり眼寺斗クリニック
がねこ医院　眼科三善クリニック

眼科やがさき医院
関棄労災病院　金沢市立病院
葛酋P朗斗医院　風間眼科医院
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川久保病院

川崎製鉄健保粗食干葉病院　門屋服科
霞ヶ関ビル診廃所　北村眼科医院
菊地眼科病院
木村眼科クリニック

京野服科クリニック
キッコーマン総舎病院

共立菊川総合病院
北九州市立若松病院　岸田眼科

木崎眼科　書き中央病院
北皇研究所病院
北沢口即耳医院　協扉医院

情川眼科医院　北村口即斗医院
窯盾白餅斗病院
薫名眼科クリニック

公庫ビル診鹿所　固立相模原病院
固立楕神神経センタ-
小山市民病院　袖芦市立中央病院

古沢眼科　越谷市立病院
国立栃木病院　圏立佐倉病院
固府台F即斗　江東病院

児嶋眼科医院　小谷菱形外科
小松診牽所　固立霞ケ浦病院
近藤眼科台田クリニック

固立がんセンタ-中央病院
公立がんセンター薫病院
艮立棄京第二病院

酎呆小見川総合病院
酎呆成棄病院

三本穂クリニック
斎藤眼科産婦人科

相模原協同病院　醸西纏科医院
佐伯眼科クリニック　山王病院
榊歴‡己念クリニック
さくら眼科クリニック
三友皇病院

彩恵会眼科市川クリニック

tTンアイ上尾医院　さいわい眼科
桜田病院　さとう眼科
i斉生会新潟第二病院
i斉生会向島病院

佐藤白餅斗医院　佐倉F朗耳医院

佐々木内科医院　新八千代病院
しみず眼科　新PJ病院
新小暑旦鼻蘭喉科クリニック
葛EEl内科　蕎水市立病院

新城眼科医院　島崎F朗耳

な

新西船クリニック　柴眼科医院

白井B朗耳クリニック　塩田病院
鹿河台小林診慮所　　管野馨服科
スカイビル眼科医院
杉山眼科医院

管野広小景酎即斗診廃所　鈴木眼科
鈴木内科医院　誠心眼科医院
仙台市立病院　　クリニック
総合上飯田#一病院

竹酎酎耳　高橋病院　クツイ眼科
高砂眼科南口クリニック

1tが1tF艮科　蔵本眼科医院
高活眼科医院i竃沢医院

高山医医院　高砂眼科医院
竹内クリニック　ちぐさ眼科医院
干葉市立海浜病院　中央棟眼科

中央診疲所　干窯茜総合病院
干窯労畏病院　土屋病院
筑波中央病院　津　召眼科

土屋眼科医院　鄭一診鹿所
膏都高速度交通輿断保険医頑センター
同憂会病院　豊田P朗斗医院

虎の門病院　ときb平眼科医院
薫種病院　東京竃力病院
棄葛クリニック市川/乗金
棄京都眼科医院

東京都多鹿老人医廃センター
東京都立達磨病院

害小敏市立総合病院

中村医院　名古屋市立城北病院
鍋嶋胆科医院
なかよし服科クリニック
名芦ケ各病院　中川医院

中山眼科医院　中山歯科医院
名古屋経済大学
日本興行銀行診鹿所

日本赤十字医顧センタ-
茜干葉白餅耳医院
商船眼科医院　酋尾医院

西)冊酎斗診廃所
日本通運健保組合棄京病院
新潟県立十Ej田病院

=ツセイ聖詠クリニック
畢El]内科P即旦医院　のうbl目釘斗

野崎内科クリニック

橋本眼科医院　原PR科医院

早川医院　はfEの眼科

早

図　　　　年に東京歯科大学眼科に紹介を下さった大学病院,眼科病院,
る多数の施設から紹介を項き感謝している｡
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葉山眼科クリニック
半蔵門モDオカクリニック

早).利艮科医院　ファミリー歯科
平山眼科医院　平井眼科医院
荒瀬医院　日野病院

棄川口病院　棄芦塚Ef]園眼科
Ej植野眼科

J31じみアイクリニック

藤岡眼科医院　書士市立中央病院
藤沢シティ白餅斗　船橋=和病院

古川内科胃揚科　葡孟労畏病院
藤島眼科クリニック　藤島医院
藤沢田民病院
福島県立医科大学附属病院

稜歴総合病院
船橋市立医座センター

フjL同艮競院　罪窯厚生病院
芙蓉診廃所　領住医院干葉
本郷服科　堀田小児科医院
北情総合病院

まくはり診廃所　松芦トシ綱田耳

薫砂斎藤旦尉斗医院　前昂服科
松　田耳医院　まつい眼科
馬端医院　薫蓄眼科

町田市民病院　皆川医院
南八幡眼科　みさと健和病院
みやもと眼科医院　alねぎき埋科

宮本眼科クリニック　右多眼科
南膏山口朗斗クリニック
南多摩病院　三好眼科

宮古病院　害下眼科医院
武蔵野赤十字病院　めめ眼科
明窓クリニック
本橋F朗耳クリニック

本八幡腎クリニック
もとはLP艮科

柳沼眼科医院　八木庸服科医院
薬円台眼科　矢部クリニック

やぎはし腫科　山本白田耳医院
吉野口即耳クリニック
山崎眼科クリニック

由利旭合総合病院
横浜赤十字病院

竃ケ崎コンタクトレンズ

若林医院

医院の一覧｡全図にわた
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裂を行うことが知られていたが,これは現在

と呼ばれ,寿命の

限られた系酬包群と考えられている｡通常状態柱お

いてはステムセルから非常にゆっくりとした細胞

分裂によって　　　　　　　　　　　　　　く供給

され,この細胞が盛んな細胞分裂をくりかえすこ

とによって細胞層を維持する｡

教授のⅩYZ理論によると,はげ落ちる細胞数Z

は基底細胞の供給Ⅹと周辺からの移動のYの和

によって保たれるわけだが,このⅩが

の分裂にあたる｡そしてYにあ

たる物が,ステムセルからのゆっくりとした供給

である｡またZの上皮糸田胞のはげ落ちだが,今ま

では臆の摩擦によってこすられるとか考えられて

きたが,現在ではこの細胞死はプログラム死と考

えられており,そのために上皮細胞の鼻表層はI一

定に保たれている｡

角膜上皮ステムセル移植

通常の角膜移植では中心部分の移植しか行えな

いため　　　　　　　　　　　　　　　　しか移植

できない｡これらの細胞は寿命があるため,しば

らくは角膜上皮細胞でドナー角膜が覆われている

ものの　　　　カ月もするとまた中心部の角膜は

周辺から皮入する結膜上皮細胞によって覆われる

ことになる｡

現在角膜上皮のステムセル障害に対しては,角

膜輪部移植が新しい治療法として庄目されてい

る｡角膜輪郭移植は最初自己輪部移植として始

まった｡これは角膜輪部にはランゲル-ンス細胞

などのような抗原提示細胞が数多く存在するため

に,拒絶反応が憂慮されたためである｡現在はサ

イクロスポリンなどの免疫抑制剤の開発によって

ある程度拒絶反応が抑えられるようになってきて

おり,ア口角麓輪郭移植も可能になってきた｡

典型的の術後経過

73歳の男性0 10年前に化学外傷にて角膜混商に

陥った｡右眼は外傷時に穿孔して失われた｡初診

時の所見は角膜に血管が倭人し,視力は手動弁で

1--　34

あった(図7-A)｡インプレッションサイトロ

ジーを行うと角膜上にゴブレットセルが確認でき

た(図　　｡結膜はiE常で,涙液機能もあったO

この症例に角膜輪郭移植を施行した｡視力は術

後1カ月で, 0まで改善し,術後3ヵ月で0.3ま

で改善した(図7-C)｡角膜上皮のスペキュラー

マイクロスコープ像は安定しており紡鐘形細胞な

どの出現は認められない(図　　　｡ 3ヵ月を過

ぎたところで内皮型の拒絶反応を起こしたが,坐

身のステロイド投与とサイクロスポリンAの投与

によりコントロール可能であったO

アイバンクの発展:角膜センタ-アイバンクが厚

生省の認可になる

角膜上皮のステムセル移植,通常の角膜移植を

行うのに必要なのがドナー角膜である｡そこで東

京歯科大学眼科では　　年に角膜センターを開始

し　　　年に厚生省よりアイバンクの認可をいた

だき活動を開始している｡現在篠崎尚史センター

長が中心になってアイバンク活動を支えている｡

厚生省の公衆衛生審議会のメンバーにもなって大

きく期待されているところである｡

研究:フォーカスはドライアイ関連

5つの研究グループに分かれて活発な研究活動

を続けている｡

1)ドライアイ(濠腺)グループ

担当:坪田-男

2)ドライアイ(オクラ-サーフェス)

担当:榛村重大

3)角膜移植　　　　　　　　担当:島崎　潤

4)アレルギー　　　　　　　　担当･.藤島　浩

5)リフラクティブ　　担当:ピッセン宮島弘子

である｡リフラクティブとは屈折矯正という意味

で　　　　手術などの近視矯正をさし,この蓋

礎的な研究を行っていくグループである｡毎年20

編前後の英文論文が出るようになった(図8)｡最

近は

などの主要医学雑誌にも

論文が採択されるようになった｡視点はあくまで
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図7　(文献6より転載許可)オクラーサーフェスの角膜上皮のステムセル移植による
再建

臨床的価値のある研究であるが

を作ったり,角膜輪郭移植手術の

綿抱生物学につっこんだりと基礎的な分野にまで

技術が拡がっている｡

5つの研究のグループのひとつであるがドライ

ー35

アイグループでは近年涙腺のリンパ球浸潤につい

ておもしろい発見をした｡以下にその概要を述べ

たい｡

東京歯科大学眼科の貢献4 :ミクリクツ病におけ

るIJンパ球の董潤は腺組櫨破壊を伴わない

ミクリクツ病　　　は濠腺,唾液腺にリンパ球

浸潤を起こす良性の疾患で,シェ-グレン症候群

のひとつのタイプとされている｡今回MC

とS Sにおける戻腺機能の比較検討を行ったo

MC患者4名(女性3名,男性1名,平均年齢

-4歳)とSS患者5名(全例女性,平均年

献　　　　　歳)のオクラーサーフェスの状態お

よび廃液機能を調べた｡次に戻腺バイオプシーか

ら待られた組織からアポト-シスの有無

Fas-Lの発現を調べた｡

MCの全例において鼻刺激シルマーテストにて
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以上の廃液産生を認めた.ローズベンガル

スコア,フルオレセインスコア,インプレッショ

ンサイトロジ-ともにMCでは大きな異常が認め

られなかった｡一方S S群では鼻刺激シルマ-チ

ストは全例で　　　以下であり,生体染色性が高

く　　　　　　　　　　　　　が認められた｡ア

ポトーシスを検出する　　　　　による染色では

S Sでは腺細胞が高度に染色されたものの, MCで

はほとんど染色されなかった｡ Fasおよび

LはSSでは高度に発場していたが, MCでは発

現が有意に低かったo

MCでは高度のリンパ球浸潤を伴うものの,反

射性の戻液産生は保持されており,角結膜の状態

も正常に近かったo MCの浸潤リンパ球にはFas

およびFas-Lの発現が低く,浸潤リンパ球が高

度であっても濠腺のアポト-シスに結びっいてい

ないと考えられる　　｡

教育,啓蒙:歯学部に存在する眼科学教室の社会

への貢献

学生への教育も一生懸命やっているo毎年第5

学年の授業を担当させていただいているが,内容に

工夫をしてなるべく多くの学生に聞いてもらえる努

力をしている｡おかげで評判はとてもいい｡非常勤

講師を務める厚生省の鈴木康裕先生(覗

の厚生

省の役割という講義や,篠崎尚史先生の目の発

坐,アイバンクなど人気の講義が目白押しであ

る｡女学昼には特にピッセン宮島弘子先生による

"　　　　　　　　の講義も高く評価されて

いる｡ポリクリは第6学年で行っているがここで

も角膜移植やドライアイなど眼科のフォーカスに

従った教育をこころがけてきたo

さらに僕たちの眼科には角膜フェローショププ

ログラムがある｡医学部の卒後研修としての役割

をになっているのである｡慶応大学,杏林大学,

旭川医科大学,久留米大学などからフェローが

ローテーションしており,来年からは他大学や個

人の申し込みも増えている｡東京歯科大学眼科で

勉強すれば角膜の専門家となれるというアメリカ

なみのプログラムを提供したいと考えている｡

また社会への啓蒙活動も大きな仕事として認識

している｡毎年医局の活動を情報公開するために

マニュアルレポートを作成し(図9),一般啓蒙図

書の執筆やマスコミに対する協力を続けている｡

平成8年には坪田は文芸春秋のベストエッセイス

トに選ばれた(図

関連協力施設

年に角膜センターを設立し　　　年に角膜

センターアイバンクが設立された｡地域医療では

図9　東京歯科大学眼科のアニュアルレポ-卜o
毎年発行し　　　年版の第8巻まで発行され

ている｡アイバンクも　　年からアニュアル
レポートを発行し,第3巻まで数えている.

ご希望の方は東京歯科大学眼科秘書室,森川
智子まで(ファックス　　　　　　　　　無料
で差し上げます｡

図10　ベストエッセイに選ばれて喜ぶ坪田一男｡
この年"眼科医のお仕事"というエッセ

イが文芸春秋から選ばれた｡
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近隣のある眼科と協力し,屈折矯正手術は都内の

数々のクリニック及び眼科医院と協力して行って

いる｡　　年に両国に角膜移植の外来手術セン

ターができ,患者さんへのサービスを徹底したプ

ログラムを開始した｡これらの施設は大きな大学

病院の関連病院にあたる｡東京歯科大学眼科は関

連病院をもっていない分,これらを開発していく

必要がある｡そうしないと自分たちのところで教

育を受けたレジデント,フェローの職場が確保で

きないのだ｡また現在他施設からの紹介率が問題

となっているが,これらの関連施設のおかげで紹

介率は非常に高まっている｡

まとめ

東京歯科大学眼科は楽しくやる｡新しい価値の

創造を通して日本の医療に貢献できれば嬉しいと

考える｡ドライアイの啓蒙活動,アイバンクの活

性化,角膜移植の普及,屈折矯正手術の正しい普

及など,自分たちがアカデミックな情報をもとに

リスクをしょって築いてきたものに対して誇りを

持っている｡日本の大学の中では医学部に属して

いない特殊な医局であるO　ディスアドハンデ-ジ

もあるが,逆に今の状態がアドバンテージとして

認識できるようにみんなでアイデアを出し合って

いる｡今まで眼科が達成してきたことはまさに東

京歯科大学という100年の歴史のある自由な雰囲

気で初めて可能だったと思う｡今までサポートし

て下さった歴代の市川病院院長先生,理事長先

坐,学長先生には心から感謝しているO　また現在

眼科を暖かく見守って下さる諸先生方には感謝の

気持ちで-杯である｡これからも東京歯科大学の

眼科というユニークな立場で,学生教育から臨

床,研究まで楽しく仕事をしていきたい｡もちろ

んストラテジーは専門店方式｡しばらくの問は中

心のフォーカスはドライアイである｡
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