
第 28 回日本眼薬理学会 プログラム 

9 月 20 日(土) 

8:55 ~ 9:00                         クリスタル 3 階  
開会の辞            学会長 亀井千晃 
 
9:00 ~ 10:12                         クリスタル 3 階 
一般演題Ⅰ          座長 福井裕行（徳島大学），白澤榮一（わかもと製薬） 
 
O-1-1  9:00 マウスのアレルギー性結膜炎モデルに対する脂質メディエーター

関連化合物の効果 
  西藤俊輔，杉本幸雄，亀井千晃 
 岡山大院・医歯薬・薬効解析学 
 
O-1-2  9:12 ラットの慢性アレルギー性結膜炎モデルを用いたヒスタミンH1拮

抗薬とステロイド点眼薬の薬効の比較 
  南 和寿，西藤俊輔，香川陽人，小野利恵，亀井千晃 
 岡山大院・医歯薬・薬効解析学 
 
O-1-3  9:24 花粉症における抗ヒスタミン薬初期治療の意義に関する研究 
  福井裕行，水口博之，武田憲昭 
 徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部 
 
O-1-4  9:36 白色ウサギにおけるアジスロマイシン点眼液の眼内動態 
  依田 恵，高嶋光代，北川 豊，宮井裕子，和田敬弘，平田晴久 
 わかもと製薬株式会社・研究開発本部・相模研究所 
 
O-1-5  9:48 実験的ウサギ角膜感染症に対するアジスロマイシン点眼液の効果

－PK/PD パラメータの検討－ 
  岡部 毅，靍我英和，力石裕一，黒岩希実子，佐野由香里， 
 佐藤匡美，加藤あずさ，和田敬弘，平田晴久 
 わかもと製薬株式会社・研究開発本部・相模研究所 
 
O-1-6  10:00 サルにおける3H-タフルプロスト点眼後の眼内動態：眼圧下降 
 および視神経乳頭部の組織血流増加作用の動態面からの確認 
  殿内麻花，河津剛一 
  参天製薬株式会社・研究開発センター・動態グループ 
 



10:30 ~ 11:42                         クリスタル 3 階 
一般演題Ⅱ             座長 赤池昭紀（京都大学），安原 一（昭和大学） 
 
O-2-1  10:30 細胞外 Cl-に依存した急性興奮毒性による網膜神経節細胞死 
  浜 康博1，香月博志2，泉 安彦1，久米利明1，赤池昭紀1 

 1京都大院・薬・薬品作用解析；2熊本大院・医薬・薬物活性 
 
O-2-2  10:42 網膜障害に対するエダラボン(フリーラジカルスカベンジャー)の

保護作用 
 井口勇太1，今井俊佑1，中島佳美1，西 雅裕1，嶋澤雅光2， 
 原 英彰1,2

 1岐阜薬科大学薬効解析学；2岐阜薬科大学生体機能分子学 
 
O-2-3  10:54 増殖糖尿病網膜症患者の硝子体内における sVEGFR-1 の役割 
 松永 望1，力石裕一1，伊豆田洋志1，緒方奈保子2， 
 嶋澤雅光3，松村美代2，原 英彰1,3

 1岐阜薬科大学薬効解析学；2関西医科大学眼科学； 
 3岐阜薬科大学生体機能分子学 
 
O-2-4  11:06 小胞体ストレス誘発網膜神経節細胞死に対する SUN N8075 の 
 作用 
  嶋澤雅光1，内林瑠美2，原 英彰1,2

 1岐阜薬科大学生体機能分子学； 
 2岐阜薬科大学生体機能解析学大講座薬効解析学 
 
O-2-5  11:18 高酸素負荷虚血網膜血管新生モデルにおける L-テアニンの抑制 
 効果 
  中西孝子1，友安幸子2，齋藤雄太2，竹中康子2，岩井信市3， 
 植田俊彦2，小口勝司3，安原 一1，小出良平2

 １昭和大学医学部第二薬理学教室；2眼科学教室；3第一薬理学教室 

 
O-2-6  11:30 NMDA 網膜神経節細胞障害における眼圧と視神経軸索の変化 
 栗林純子1，北岡康史1，林 泰博2，武田裕行1，藤野博美1

 １聖マリアンナ医科大学・眼科；2総合新川橋病院・眼科 

 
12:00 ~ 13:30                         サファイヤ 3 階 
理事会・評議員会 
 
 



12:00 ~ 13:00                         クリスタル 3 階 
ランチョンセミナー             座長 奈邊 健（京都薬大） 
 「アレルギー性結膜炎治療の新たな展開と免疫抑制剤」   

宮崎 大（鳥取大・医・資格病態学） 
      共催 参天製薬株式会社 

 
13:45 ~ 14:00                         クリスタル 3 階 
総会 
 
14:00 ~ 16:00                         クリスタル 3 階 
シンポジウムⅠ   「アレルギー性結膜炎の 近のトピックス」 
 オーガナイザー 福島敦樹（高知大・医・眼科），河野茂勝（京都薬大） 
 
S-1-1   アレルギー性結膜炎におけるヒスタミン受容体の関与 
  高橋佑次，中野祥行，亀井千晃 

 岡山大院・医歯薬・薬効解析学 
 
S-1-2   シクロスポリン点眼液の重症アレルギー性結膜炎に対する作用 
 機序 
 椎 大介 

  参天製薬（株）・研究開発センター 
 
S-1-3   アレルギー性結膜疾患の治療  
 －メカニズムに基づく治療（基本的考え方）－ 
 角  環 

  高知大・医・眼科 
 
S-1-4   アレルギー性結膜疾患の治療 
 －臨床での治療の現状（実際の治療）－ 
 佐竹良之 

  東京歯科大・市川総合病院・眼科 
 
S-1-5   アレルギー性結膜疾患の治療 
 －チオールレドックス制御によるアレルギー治療（将来の治療）－ 
 山田 潤 

  明治国際医療大・眼科 
 
 
 



16:00 ~ 16:48                        クリスタル 3 階 
一般演題Ⅲ             座長 村松郁延（福井大学），小出良平（昭和大学） 
 
O-3-1  16:00 遺伝性白内障 ICR/f ラットの水晶体混濁におけるインター 
 ロイキン 18 及び DNA 分解酵素の関与 
  長井紀章1，伊藤吉將1，竹内典子2，臼井茂之3，平野和行3

 1近畿大学・薬学部・製剤学；2名城大学・薬学部・生理学； 
 3岐阜薬科大学・薬剤学 
 
O-3-2  16:12 ウサギ虹彩筋に対するα1アドレナリン受容体遮断薬長期投与の 
 影響 
  森島 繁，鈴木史子，村松郁延 
 福井大学医学部薬理学領域 
 
O-3-3  16:24 毛様体筋収縮調節にはムスカリン受容体－Gq/11蛋白下流に接続す

る複数の分子機構が関与する 
  高井 章，宮津 基 
 旭川医科大学・生理学講座・自律機能分野 
 
O-3-4  16:36 ラット上丘のヒスタミン受容体は視機能と関連する 
  柴 智子1，谷内一彦2，脇舛耕一1，三戸秀哲1，真野俊冶1， 
 井出 醇1，西田幸二3

 1井出眼科病院；2東北大学・病態薬理；3東北大学・眼科 
 
16:48 ~ 17:36                        クリスタル 3 階 
一般演題Ⅳ    座長 熊井俊夫（聖マリアンナ医科大学），田中芳夫（東邦大学） 
 
O-4-1  16:48 エンドセリン－１惹起眼血流障害モデルに対するプロスタグラン

ジン関連薬の作用 
  倉島宏明，赤石貴浩，小谷敬子，石田成弘，中村雅胤 
 参天製薬（株）・研究開発センター・眼科創薬グループ 
 
O-4-2  17:00 低眼圧サルにおけるプロスタグランジン関連薬の眼圧下降効果 
  石田成弘，赤石貴浩，倉島宏明，三枝祐史，中村雅胤  
 参天製薬（株）・研究開発センター 
 
 
 



O-4-3  17:12 各種緑内障治療薬の角膜上皮障害性についての比較 
  山岸麗子，山本香緒里，葛西洋芳，平田晴久，白澤榮一 
 わかもと製薬株式会社  
 
O-4-4  17:24 TNF-α誘発視神経障害における BDNF の CREB リン酸化を介す

る軸索保護 
  北岡康史1，藤野博美1，林 泰博3，武田裕行1，宗正泰成1， 
 熊井俊夫2，小林真一2，上野聰樹1

1聖マリアンナ医科大学；2聖マリアンナ医科大学薬理学； 
3総合新川橋病院・眼科 

 
18:00 ~ 20:00                        フェニックス 4 階 
懇親会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 月 21 日(日) 

9:00 ~ 10:00                        フェニックス 4 階 
一般演題Ⅴ            座長 鈴木康之（帝京大学），宇治幸隆（三重大学） 
 
O-5-1  9:00 塩酸モキシフロキサシン経口投与後の眼房水と硝子体への移行 
  福田正道，佐々木洋 
 金沢医科大学感覚機能病態学（眼科学） 
 
O-5-2  9:12 線維柱帯切除術後早期の濾過胞からの房水漏出に対しヒーロンⓇV

の濾過胞内注入を行った 2 例   
 出口香穂里1，横山知子2，木内良明2

  1厚生連尾道総合病院；2広島大院・医歯薬・視覚病態学 
 
O-5-3  9:24 緑内障点眼による涙液量の経時変化 
 戸田良太郎，曽根隆志，大田 遥，高松倫也，木内良明 
  広島大・眼科 
 
O-5-4  9:36 ラタノプロスト点眼薬からトラボプロスト点眼薬への切り替え 
 効果 
 中原久恵1，鈴木康之1，清水聡子1，森瀬章一1，杉田 達2

  1帝京大学医学部眼科学講座；2杉田眼科 
 
O-5-5  9:48 抗緑内障点眼薬に関する 近 9 年間の新規処方の変遷 
 柏木賢治1,2，慢性疾患診療支援システム研究会 
  1山梨大学大学院医学工学総合研究部眼科； 
  2山梨大学大学院医学工学総合研究部地域医療学 
 
10:00 ~ 12:00                       フェニックス 4 階

シンポジウムⅡ    
  「緑内障治療の基礎と臨床－とくにプロスタグランジン点眼薬について－」 
 オーガナイザー   木内良明（広島大・医・眼科），原 英彰（岐阜薬大・薬効解析） 
 
【基礎】 
S-2-1   緑内障遺伝子改変動物の基礎 
  岩田 岳 
 東京医療センター・分子細胞生物学研究部 
 
 



S-2-2   サル緑内障モデル眼に及ぼすプロスタグランジン点眼薬の影響 
 間山千尋 
  さいたま赤十字病院・眼科 
 
S-2-3   プロスタグランジン点眼薬の眼表面に及ぼす影響 
 川瀬和秀 
  岐阜大・医・眼科 
 
【臨床】 
S-2-4   プロスタグランジン点眼薬の総合的な臨床評価 
 金本尚志 
  広島大・医・眼科 
 
S-2-5   第一選択薬としてのプロスタグランジン点眼液 
 桑山泰明 
  大阪厚生年金病院 
 
S-2-6   米国におけるプロスタグランジン点眼薬の動向 
 小河貴裕 
  千寿 USA 
 
12:00 ~ 12:05                        フェニックス 4 階 
閉会の辞 


