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角膜センター Cornea Center
角膜センターでは、設立以来 23 年、様々な原因によって

Our motto here has always been “For the Patient”, and with

視力を失った患者様の光を取り戻す「角膜移植」をサポート

this in mind, we have worked for some 23 years now to help

アイバンクコーディネーター

しています。

チーフコーディネーター
（一社）日本スキンバンクネットワーク理事
日本組織移植学会認定コーディネーター
日本アイバンク協会認定スタッフ

corneal transplantation.

「安全・公平・公正」に角膜を提供するアイバンクとして

Dai Aoki

We provide quality corneal tissues, and perform research

の役割を果たせるよう、
「すべては患者様のために（For the

with the aim of offering an unparalleled and comprehensive

Patient）」をモットーに、角膜診療に特化した高度な専門性

service to our patients through the expertise in the cornea

をもつ医療、研究とともに、サービスの実践を目指し活動し

and corneal transplantation that our doctors can provide.

角膜センター
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Secretary
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Masako Hirabayashi

Junko Higuchi
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比嘉一成
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Assistant Professor
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Kazunari Higa

ルーティン・リファーラル・システム（全死亡例臓器提供意思確認システム）Routine Referral System
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国内外角膜供給数

Supply of corneal tissue to TDC Ichikawa
(domestic and imported)

Donations from domestic donors
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佐々木 千秋

Visiting Assistant Professor

Miho Kato

角膜センター・アイバンク
献眼数の推移
20

Shigeto Shimmura

研究室

Office Administrators

ています。
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Masato Yasui

Coordinator

Chief Director, Coordinator

事務

客員講師
慶應義塾大学医学部眼科
准教授

Coordinators

青木 大

restore sight to patients with corneal blindness by supporting

榛村重人

客員教授
慶應義塾大学
薬理学教室教授
Visiting Professor

Visiting Assistant Professor
※撮影直前までマスクを着用し、十分
配慮をしたうえで撮影しております。

安井正人

9 ～12ヶ月

9 ～12 months

28％

6 ～9ヶ月

6 ～ 9months

60％

当院で亡くなられた方に対して、ご

The purpose of this system is to allow the

本人とご家族の臓器提供に対する意思

wishes of a deceased patient and their

を確認するもので、2004 年秋より院内
に導入し運用しています。このシステム
により、意思確認を実施した方の 9.0%
からご献眼いただきました。

family with regard to organ donation to
be confirmed and duly processed. Since
launching this system at TDC Ichikawa in
2004, 9.0% of the interviewed families of
deceased patients have agreed for eye

8,997 例

死亡数

8,156 例

連絡数
意思
確認数

4,950 例

献眼数
0

90.7％

60.7％

446 例

9.0％
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donation.
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Web 献眼登録システム導入

一般啓発活動 Public Relations

当アイバンクでは、2020 年４月より Web からも献眼登録
が行えるようになりました。

Web 献眼登録システムの導入により、SNS 等から献眼の情
報を得た若い世代の方々の献眼登録が増えている傾向です。

これまでの献眼登録は、献眼登録用紙をご記入のうえ郵
送頂き、登録内容の確認や変更はお電話や書面のみの受付

より便利になり、献眼登録が身近な存在になっていくことに
期待しています。

けとなっておりました。問い合わせ窓口の受付時間の制約等

また、当アイバンクに既に登録中の 1,052 名（転居先不明

今年のドナーファミリーの集いは、新型コロナ感染拡大防

未知の感染症第一波の中で、形はどうあれ今年も必ず開

がありましたが、今後はご登録者ご自身でサイトよりログイン

者含まず）の方々にも Web 献眼登録への移行手続きのご

止のため、10 月10 日（土）から 11月15日（日）まで、23年の

催するという強い気持ちをもって選択した Web 開催でした

して頂くことで、登録情報の確認や変更が 24 時間可能とな

案内を発送いたしました。2020 年12 月現在、115 名の方に

歴史の中で初めて Web 上で開催致しました。

が、経験不足による準備期間中の試行錯誤の連続、初日の

りました。

Web 登録への移行を行っていただいています。

この集いはもともと、角膜移植に関わる４つの立場（D: 角

通信障害の発生など、さまざまな予期せぬ困難がありました。

膜ドナー、R : 角膜レシピエント、M : メディカル（医師、看護

課題は残ったものの、集会では参加が叶わなかった遠方

師、アイバンクスタッフなど医療従事者）
、S: サポーター（ラ

の方や高齢の方から歓迎する声をいただいたり、
「移植医か

イオンズクラブ、企業などご協力施設・団体）
）の人々が一堂

らのメッセージ」はじめ、長編の動画は、時間的制限のない

に会し、ドナーに感謝を捧げ、移植医療の理解と発展につ

Web だからこそ組み込めたプログラムであり、Web 開催に今

なげる場です。今回のプログラムのコンセプト図（※図１）も、

後の可能性も感じられました。

献眼登録状況 （2020 年 12 月末現在）
登録中

登録取消

合計

< 転居先不明 >

（献眼者も含む）

1,012 名

608 名

195 名

1,815 名

55.9%

33.4%

10.7%

100%

DRMSの4 つの立場、その真ん中に移植医療の絆を象徴する
歌のバトンリレーを配したものです。
立場ごとにページを分け、それぞれの視点から語られるお
話を、映像、読み物、朗読の録音などにまとめました。さらに、

［プログラム］
D（ドナーファミリー）
ドナーファミリーからのビデオレター…2019 年にドナーファミリー

情報を受け取るだけでなく、閲覧される方々が献眼について

になられた当アイバンク設立者の坪田一男教授とご兄弟が語る献

自ら考えたり、情報を発信して会に「参加」できるコーナー

眼とアイバンク

を設けました。また、セキュリティに配慮し、事前にお知ら
せした閲覧用 IDとパスワードを入力してログインしていただ
く形としました。参加人数に制限のない Web という特性を
生かすため、ご招待の方に限定せず、どなたでも簡単な入
力のみでパスワードが
即時発行され気軽に視

献眼登録を希望の際は 2 つの方法から選択いただけます

ドナーファミリーの声…お寄せいただいたお手紙紹介（6 編）
（朗読）

献眼登録方法１

ウェブ献眼登録

https://eyebank.or.jp/registration/

当サイトの資料請求フォーム、またはお電話で
献眼登録用紙を請求する
問い合わせ先：角膜センター・アイバンク

レシピエントからのメッセージ…当院で角膜移植を受けられた患

M（メディカル）
移植医からのメッセージ ～ アイバンクのこれからを考える～
日本各地から角膜移植を勉強するために集まった眼科医による座

聴していただける仕組

談会

みを整えました。

S（サポーター）

047-324-5800（平日 9 時～ 17 時）

⬇

上のいずれかより登録サイトにアクセスする

⬇

「新規の方はこちら」より必要事項を入力し、
パスワードを設定する（仮登録）

協賛、後援、協力、共催各企業・施設・団体ホームページへのリン

歌のバトンリレー ～ 離れていても心はひとつ～ …ボランティアで
参加した関係者110人以上が歌い継ぐ「ぼくの心もありがとう」
（ド
ナーファミリー作詞の曲）

参加コーナー

献眼登録用紙が郵送される

⬇
必要事項を記入し、登録はがき部分を返送する

⬇
（登録内容に変更があった場合は、
e メールまたはお電話でお知らせください）

一部協賛企業の PR 動画

企画

⬇

登録番号 (ID) が記入されたカードが登録の住所に郵送される

クバナー

図1

献眼登録用紙を郵送いただく方法

または角膜センター・アイバンクのホームページより

R（レシピエント）
者様のインタビュー映像（７名）

献眼登録方法 2

⬇
登録番号 (ID) が記入されたカードが登録の住所に郵送される

⬇
IDとご自身で設定したパスワードで、
同サイトからログインする（本登録）

感想、クイズ応募、Q&A

以降はいつでもご自身の情報ページ（マイページ）にログインし、
「移植医からのメッセージ」座談会の様子

36
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角膜移植患者の会

Financial Contributions

角膜センター・アイバンクの活動は、皆様からの善意のご

なお、本学は特定公益増進法人につき、頂戴しましたご

寄付によって支えられています。私たちの活動にご賛同いた

寄付は所得控除の対象となります。

だき、今後の発展的活動をご支援いただけますよう、皆様か

ご寄付をご検討の際は、ホームページまたはお電話（047-

らのご寄付をお待ちしています。

Cornea Transplant Support Community

平成 10 年10 月に発足した本会は、当院で角膜移植を受け

の発行を行っています。本会運営のために月1 回、
「代表者の

た患者様を中心に結成されています。患者相互の情報交換や、

会」が角膜センター内で開かれています。※現在は COVID-19

交流の場であり、
各種イベントや年 2 回の会報誌
「ひとみ通信」

感染拡大防止のため、中止中。

324-5800）
にてお問い合わせいただきますようお願い致します。

入会などのお問い合せは角膜センターまで

役員よりメッセージ
【寄付者一覧】

令和２年度は、新型コロナウィルスという前代未聞の感

2020 年にも多くの皆様からご支援を賜り、誠にありがとうございました。心より御礼申し上げます。

染症により、活動ができませんでした。総会報告は書

寄付金につきましては、当アイバンクの活動に有効に使わせていただきます。

面評決書で行い、コロナが与える生活への影響などの

（※お名前の公表をご了承いただいた団体・企業・施設および個人名のみ掲載させていただいています）

花山 明弘様
桑折 恭一郎様

橘田 広樹様
芳川 三夫様

武藤 孝行様

井本 正信様

寶田 千恵子様
甲斐 六衛様

三浦 光麿様

落合 敬正様

五十嵐 信博様
山崎 和子様

島田 和佳様

柏村 卓様

アンケートを実施したことが唯一の活動となりました。
今後は、アンケートの結果を会員に還元するべく準備

個人
岡本 正夫様

☎ 047-324-5800（平日 9 時～ 17 時）

土佐 健治様
濱地 利香様

岩瀬 勇雄様

長島 正次様

関 恭男様
鈴木 芳男様

下山 晴輝様

白鳥 桂子様

岡見 安宏様

を進めておりますが、令和３年度が少しでも平穏な落ち
着いた世の中になることを願っています。
角膜移植患者の会 会長 小西尚子

佐久川 敏彦様

会員による手作り作品

団体（＊敬称省略）
千葉県眼科医会

【第 23 回ドナーファミリーの集い®】

2020 業績

Achievements

英文論文
1. Yagi-Yaguchi Y, Kojima T, Higa K, Dogru M, OM Ibrahim, T Shimizu, K Tsubota,
J Shimazaki . The effects of 3% diquafosol sodium eye drops on tear function
and the ocular surface of Cu, Zn-Superoxide Dismutase-1 (Sod1) knockout
mice treated with antiglaucoma eye medications. Diagnostics (Basel).2020
Jan;10(1). (Impact Factor=3.110)
2. Yamaguchi T, Higa K, Yagi-Yaguchi Y, Ueda K, Noma H, Shibata S, Nagai T,
Tomida D, Yasu-Mimura R, Ibrahim O, Matoba R, Tsubota K, Pedram Hamrah,
Yamada J, Kanekura K, Shimazaki J. Pathological processes in aqueous humor
due to iris atrophy predispose to early corneal graft failure in humans and
mice. Sci Adv.2020 May;6(20):eaaz5195. (Impact Factor=13.116)
3. Higa K, Higuchi J, Kimoto R, Miyashita H, Shimazaki J. Human corneal limbal
organoids maintaining limbal stem cell niche function. Stem Cell Res.2020
Sep;49:102012. (Impact Factor=4.489)
4. Shimazaki J, Satake Y, Higa K, Yamaguchi T, Noma H, Tsubota K. Long-term
outcomes of cultivated cell sheet transplantation for treating total limbal
stem cell deficiency. Ocul Surf.2020 Oct;18(4):663-371. (Impact Factor=12.336)
5. Tomida D, Yagi-Yaguchi Y, Higa K, Satake Y, Shimazaki J, Yamaguchi T.
Correlations between tear fluid and aqueous humor cytokine levels in
bullous keratopathy. Ocul Surf.2020 Oct;18(4):801-807. (Impact Factor=12.336)
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第 19 回日本再生医療学会総会 , WEB 開催 , 2020/5/18-29.
1. 比嘉一成 , 樋口順子 , 木本玲緒奈 , 佐竹良之 , 山口剛史 , 冨田大輔 , 島﨑 潤 .
ウサギ角膜上皮創傷治癒モデルへの口腔粘膜由来間葉系細胞の移植 .
第 56 回日本移植学会学術集会 ,WEB 開催 ,2020/11/20.
１．青木 大 「
. ドナーコーディネーター連携に向けた取り組み」
、臓器・組織提供
を希望する家族への負担軽減委員会 / ドナーコーディネーターの連携（臓器・
組織提供体制構築）.
２．佐々木千秋 , 青木 大 , 西迫宗大 , 島﨑 潤 . Routine Referral System の取り組
みについて . コーディネーター部門セッション 2. ドネーションに関わるコーディ
ネーターや医療従事者のリアルワールド .

国内学会シンポジウム・セミナー
第 74 回日本臨床眼科学会 , WEB 開催 , 2020/11/5-25.
1. 比嘉一成 . 羊膜の採取、処理、保存 【
. 羊膜移植講習会】
2. 佐々木千秋 . 手続きと関連ガイドライン.【羊膜移植講習会】

第 19 回日本移植コーディネーター協議会（JATCO）総合研修会 ,WEB 開
催 ,2020/11/29

6. Shimazaki J, Den S, Satake Y, Higa K. Continuous acellular material
accumulation in the anterior chamber associated with corneal endothelial
changes. BMJ Case Rep. 2020 Nov 3;13(11):e237417.（Impact Factor=データなし）

1. 青木 大 . 組織提供について .

国内学会

1. 青木 大 . 組織バンクと組織移植コーディネーターの役割 . ( 公社 ) 日本臓器移
植ネットワーク新人コーディネーター研修 , 東京都港区 ,2020/6/12.

第44回日本角膜学会総会, 第36回日本角膜移植学会, WEB開催, 2020/4/15-5/11.

2. 青木 大 . アイバンク. 眼球摘出について . ひとみ会 ,WEB 配信 ,2020/6/29.

1. 山口剛史 , 比嘉一成 , 島﨑 潤. 虹彩損傷を伴う角膜内皮細胞障害の動物モデル.

3. 佐々木千秋 . 角膜移植とアイバンク. 薬剤部見学実習 , 市川市 ,2020/1/21.

2. 比嘉一成 , 樋口順子 , 木本玲緒奈 , 佐竹良之 , 山口剛史 , 冨田大輔 , 島﨑 潤 .
口腔粘膜由来間葉系細胞のウサギ角膜上皮創傷治癒モデルへの移植 .

4. 佐々木千秋 『
. 光 ( ヒカリ ) のリレー 角膜移植とアイバンク』. 市民のための健
康講座 , 市川市 ,2020/2/15.

3. 西迫宗大, 平山雅敏, 山口剛史, 青木 大, 佐々木千秋, 比嘉一成, 島﨑 潤 .ドナー
関連因子が DSAEK 予後に及ぼす影響－因子解析と予後予測モデルの構築 .

5. 佐々木千秋 . 角膜移植とアイバンク. 薬剤部見学実習 , 市川市 ,20209/29.

国内講演

6. 佐々木千秋 . 角膜提供について . 千葉県警察学校講義 , 東金市 ,2020/11/12.
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