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私 の行 った眼科 学研究

香川県立中央病院長

(岡山大学名誉教授)
松 尾 信 彦

私は昭和31年4月 に大学院生 として岡山

大学医学部眼科学講座に入局 し,平 成9年

3月 定年退官するまでの41年 間,眼 科学の

研究に従事 してきたので,私 の行 った眼科

学研究の主なものについて述べ る。

1. 研究の基本理念

私が行ってきた研究 を推進す る上での基

本理念は 「忍苦精進」である。 これは,何

事にも労苦 をい とわず,縁 の下の力持ちを

好んで引き受け,実 行 を重んじる人間像で

ある。忍苦精進は旧制第六高第学校(六 高)

の精神である。六高の第2代 校長(明 治43

年11月 ～大正8年1月)で あった金子銓太

郎先生が,あ る年の入学式で 「六高は学者

をつ くるところではない。天才 をつ くると

ころでもない。ただよく困苦欠乏に耐える

人をつ くるところである」 と述べ,以 後,

忍苦精進が六高精神 となった。

私は学制改革の波 をまともに受けた学年

で,六高最後の入学生で1年 修了組である。

3年 間の高校生活 を体験できず残念に思 う

が,一 方においては幻の六高2年 生を現在

も続けていることにな り,多 くの先輩達が

いまだに私に六高精神 を吹 き込み続け,従

って研究遂行に も忍苦精進で一貫でき,誠

に有難 く感謝 している。

2. 恩師の指導による研究

昭和31年4月 岡山大学大学院医学研究科

外科系眼科学専攻に入学 した。赤木五郎教

授に入局のご挨拶にうかがった際,「結膜濾

胞の研究」 ことに結膜濾胞の消長を長期間

観察するように云われ,さ らに眼科学領域

では病理学的研究がお くれてお り,眼 科学

教室の奥 田観士助教授は病理学が専門なの

で,ご 教示を得なが ら眼病理学の研究 をす

るように云われた。大学院では主科 目であ

る眼科学40単 位以上,副 科 目6単 位以上,

選択科 目4単 位以上,計50単 位以上の履修

が必要であり,赤 木五郎教授の指導で病理

学,生 化学,微 生物学,薬 理学,外 科学,

耳鼻咽喉科学 を履修 した。大学院4年 間の

研究で,「 結膜濾胞の研究」を9編 の論文に

まとめて昭和35年3月,学 位 を取得 したが,

大学院での実習中,病 理学の小川勝士講師

か らご教示された眼のケ トエ ノール物質の

研究 も2編 の論文 にまとめた。 また微生物

学の実習では俵寿太郎助教授か ら超簿切片

作成法を指導 して頂 くとともに,本 学部の

電子顕微鏡第1号 機である日立製HU 6型

を使用して電顕撮影法 も教 えて頂いた。 こ

れは以後の私の研究に大きな影響 を与える

こととなった。 さらに外科学の陣内伝之助

教授や西本詮講師の開頭術,耳 鼻咽喉科学

の高原滋夫教授の副鼻腔手術なども見学さ

せて頂き,以 後,眼 窩手術を行 う際に大い

に役立った。

昭和35年4月 から同49年4月 までの助手,

講師,助 教授時代は主として眼病理学的 ・

組織化学的研究,眼 組織の電顕的研究に専

念 したが,こ れ らの研究は昭和39年11月 に

就任 された奥 田観士教授にご指導いただい

た。昭和43年10月 から2年 間,コ ロンビア

大学医学部眼科学教室のスメルサー教授の

許へ留学 し,瞳 孔膜の消失過程を電顕を使
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用 して研究した。 この研究は現在でいうア

ポ トー シスの研究であった。

3. 教授就任以降の研究

昭和49年5月 教授就任以降の研究は,1)

眼病理組織学的 ・組織化学的 ・免疫組織学

的研究,2)眼 組織の電子顕微鏡的研究,

3)眼 内微小循環の研究,4)網 脈絡膜変

性疾患の研究,5)加 齢黄斑変性の成因と

治療の研究,6)ぶ どう膜炎の免疫学的研

究,7)べ ーチェッ ト病眼病変の成因と治

療の研究,8)ク ロロキン製剤の視覚障害

の研究,9)シ ュワルツ症候群の成因と治

療の研究,10)緑 内障の成因 と治療の研究,

11)乾 性角結膜炎の成因と治療の研究,12)

未熟児網膜症治療の研究,な どであるが特

に脈絡膜循環の研究に力を注いだ。

私以外の教室の主な研究 としては,大

月 洋助教授が斜視 ・弱視の研究,眼 性異

常頭位 と代償性眼球運動の研究,空 間位置

覚の神経解剖学的研究,外 眼筋の生理的形

態学的研究,前 眼部虚血の研究を,白 神史

雄講師が走査 レーザー検眼鏡的研究,網 膜

硝子体マイクロサーゼ リー,黄 斑下手術を,

松尾俊彦講師が眼の分子生物学的研究 ・遺

伝子治療,眼 の免疫学的研究,眼 圧調整機

構の研究を行った。

4. 結膜濾胞の研究

結膜濾胞の構成細胞の研究,結 膜濾胞の

消長,結 膜濾胞の生体顕微鏡所見 と組織学

的所見 との比較,年 齢別発生頻度,濾 紙電

気泳動所見などについて研究した。

結膜濾胞の消長の研究では当時少年の丘

といわれていた成徳学校に在学中の20人 の

小学生を2カ 月毎に大学に連れてきて結膜

を観察 した。最初の2年 間は医学部にあっ

たバスをお願いして小学生を運んでいたが,

そのうちにバスが壊れて利用できな くなっ

た。そこでタクシー代 を節約 して研究費に

まわす必要か ら,自 転車で私 自身が成徳学

校 まで行 くことに した。生体顕微鏡 を分解

して自転車にのせ,東 山の峠を登った。汗

をふきながらの忍苦精進であった。なお結

膜濾胞の消長は極めて長期間観察す る必要

があると思い,私 自身の実子3人 を対象 と

して30年 間以上観察 した。

5. 眼組織の電子顕微鏡的研究

電顕を使用 して色々な眼組織 を研究 した

が,以 下の3研 究について述べ る。

1) 瞳孔膜の消失過程

白色家兎 を使用 し,白 色索状 となった瞳

孔膜 を連続切片で検討 した。瞳孔膜の毛細

血管内に大食細胞が出現 した後,毛 細血管

内皮細胞間が開き,さ らに各細胞は変性に

陥っていた。

2) 血液網膜関門

外側血液網膜関門(脈 絡膜網膜関門)と

内側血液網膜関門 とがある。外側血液網膜

関門を構成す る脈絡膜毛細血管内皮細胞の

窓構造をディープエッチング凍結割断法で

観察 し,窓 構造の立体模式図を提示 した。

また同関門を構成す るブル ッフ膜を高温で

蟻酸処理 し,ブ ル ッフ膜内の弾性線維層 と

内 ・外側膠原線維層の立体構造を明らかに

した。さらに同関門を構成す る網膜色素上

皮細胞のtight junctionとgap junctionを

ディープエ ッチング凍結割断法で観察 し,

網膜色素上皮細胞では2つ のjunctionと も

良 く発達 していることを明 らかに した。

3) シュワルツ ・松尾 ・高畠症候群

裂孔原性網膜剥離に高眼圧 とぶ どう膜炎

とを伴い,裂 孔が完全に閉鎖 して網膜剥離

が復位す ると眼圧は正常に回復 し,ぶ どう

膜炎症状 も消失 して治癒す る症候群 をシュ

ワルツ症候群 といわれて きた。私達は本症

群の前房水を採取 して電顕で観察した結果,

視細胞外節 を発見 し,本 症候群 は網膜剥離

部の視細胞外節が裂孔を介 して前房へ達 し,

前房隅角 を閉塞す ることによって高眼圧を

きたす視細胞外節緑内障 と考 えた。しか し,

その後,前 房 中に視細胞外節を発見しなが

ら,高 眼圧 を示 さない症例 も経験 し,こ の

ような症例 も含めてシュワルツ ・松尾 ・高
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畠症候群 と呼ぶことを提唱 し,そ して本症

候群を以下の如 くまとめた。

シュワルツ ・松尾 ・高畠症候群

①裂孔原性網膜剥離

②前房内浮遊細胞(視 細胞外節 と大食細胞)

③A) 高眼圧(視 細胞外節緑内障)を 伴 う

もの:完 全型

B) 正常眼圧のもの:不 完全型

a) 眼圧変動 とC値 低下のあるもの

b) 眼圧変動 とC値 低下のないもの

6. 脈絡膜循環に関する研究

この研究課題は私が学生時代(医 学部3

年3学 期,昭 和29年1月14日),赤 木五郎教

授の講義 を拝聴 した時に着想 したもので,

私のライフワークとなった。以下のような

研究 を行ってきた。

1) 脈絡膜血管構築の特異性

2) 脈絡膜循環動態の特異性

3) 脈絡膜組織血流量の特異性

4) 網膜温度調整器 としての脈絡膜循環

の特異性

5) 脈絡膜毛細血管内皮細胞

6) 脈絡膜 メラニン細胞

7) 脈絡膜の神経分布

8) 脈絡膜循環障害の原因

9) 脈絡膜循環障害の臨床像

10) 脈絡膜血管閉塞部位 と眼底病巣

11) 脈絡膜毛細血管板充盈遅延のみ られ

る疾患

12) 網脈絡膜萎縮巣の進行過程

13) レーザー光凝固 と脈絡膜循環

14) 鈍的眼外傷 と脈絡膜循環

15) 喫煙 と脈絡膜循環

16) 交感神経 と脈絡膜循環

17) 実験的高血圧症 と脈絡膜循環

18) 高血圧 自然発症ラットと脈絡膜循環

19) 針通電刺激と脈絡膜循環

20) 実験的 自己免疫性ぶ どう膜網膜炎と

脈絡膜循環

21) 網膜外層障害 と脈絡膜循環

22) 暗 ・明順応と脈絡膜循環

23) アルコールと脈絡膜循環

24) レニン ・アンジオテンシン系 と脈絡

膜循環

25) Ca2+拮 抗薬 と脈絡膜循環

26) プロスタグランジンと脈絡膜循環

27) 眼圧 と脈絡膜循環

28) 酸素,炭 酸ガスと脈絡膜循環

29) 赤外線,紫 外線 と脈絡膜循環

30) エン ドセ リンと脈絡膜循環

31) エン ドセ リン拮抗薬 と脈絡膜循環

32) 血管内皮由来弛緩因子合成阻害薬 と

脈絡膜循環

33) 脈絡膜循環障害の治療

以上の脈絡膜循環に関す る研究結果 は,

以下のような学会,講 習会および研究会で

特別講演や教育講演 として,私 が講演 した。

1) 第23回 国際眼科学会(昭 和53年)

2) 第84回 日本眼科学会(昭 和55年)

3) 高知医大眼科開講記念会(昭 和56年)

4) 第5回 九州眼科医会生涯教育 (昭和

57年)

5) 兵庫県眼科医会 (昭和58年)

6) 第31回 日本災害医学会 (昭和58年)

7) 第5回 沖繩眼科講習会 (昭和59年)

8) 第50回 日本中部眼科学会 (昭和59年)

9) 第14回 大阪府眼科医会セ ミナー (昭

和60年)

10) 第44回 ウイルマー眼科研究所研究会

 (昭和60年)

11) 第25回 国際眼科学会 (昭和61年)

12) 東海北陸ブロック眼科講習会 (昭和

61年)

13) 第3回 眼微小循環研究会 (昭和61年)

14) 第84回 中国四国眼科学会 (昭和62年)

15) 第60回 九州眼科学会 (平成2年)

16) 第14回 神奈川県眼科臨床研究会 (平

成3年)

17) 第45回 日本臨床眼科学会関連研究会

 (平成3年)

18) 第96回 日本眼科学会早朝研究会 (平

成4年)
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19) 第3回 日本ICG蛍 光造影研究会 (平

成4年)

20) 第97回 日本眼科学会 (平成5年)

21) 近畿眼科医会連合講習会 (平成5年)

22) 東海北陸ブロック眼科講習会 (平成

6年)

特に強調 したいのは,昭 和55年5月 開催

の第84回 日本眼科学会総会で宿題報告 とし

て 「脈絡膜循環の特異性」と題 して報告 し,

さらに平成5年6月 開催の第97回 日本眼科

学会総会では特別講演 として 「脈絡膜循環

とその異常-基 礎 と臨床-」 と題 して報告

した。 ことに第97回 日本眼科学会総会では

宿題報告として教室の松尾俊彦講師も 「眼

の分子生物学-眼 の形態形成に関与する遺

伝子」 と題 して報告 した。同一の教室か ら

特別講演と宿題報告 とを同時に担当したの

は,これまで日本眼科学会100年 の歴史のな

かで,東 京大学,九 州大学,岡 山大学の3

校のみであるが,親 子で担当したのは初め

てということで学会から注 目された。

平成9年2月26日 午後3時 か ら5時 半ま

で最終講義 を行ったが,そ の講義題 目は「眼

科学研究41年-こ とに脈絡膜循環について

-」 とした。

7. 学生に示 した医戒

医師に対する社会的信頼の失墜を回復 し

たいと念願 していた私は,教 授就任以来毎

年,眼科学講義の最初 と最終の講義時間に,
一枚の色紙に書かれた医戒 をスライ ドにし

て学生に示

し,患 者へ

の心掛けを

提言 し続け

た。その医

戒には 「患

者に接する

時は常に自

から病気 と

なりたる場

合 を想ひ患

者に同情して親切に取扱ひ自然に反せず人

力を盡 し只管病苦 を軽減せん事 を心掛 くべ

し 石原 忍」とある(図)。 そ して,こ の

色紙の裏には昭和12年8月 と記 してある。

石原 忍(明 治12年9月25日 ～昭和38年1

月3日)と は石原式色盲検査表 を創作 した

東 京帝 国大学 眼科学教授(大 正11年6月
～昭和15年4月)で ,昭 和32年3月 日本学

士院会員に,さ らに昭和36年11月 文化功労

者に選ばれた人である。

この医戒は石原 忍著の眼科学教科書

「小眼科学」(大正14年6月25日 創刊,金 原

商店)の 巻頭に掲載 されてお り,昭 和12年

8月 上京 した私の父が,当 時東京帝国大学

医学部長 をされていた恩師の石原 忍教授

に依頼 して色紙に書いていただいたものと

思われる。

私は平成7年4月 か ら2年 間の医学部長

時代,教 育機能の強化,国 際的水準の教育

研究,生 涯学習への対応,期 待 される医師

の育成,関 連病院の維持拡張を学部の主要

目標 として努力 した。学生に対 しては,思

いや りの心 を育てよ,謙 虚であれ,真 の友

を持て,独 創的な思索をせ よ,国 際貢献を

せ よ,の5項 目を提言 した。

岡山大学医学部の学生諸君には,卒業後,

「一視同仁」の医の理念 を貫き,患 者か ら

人間 としても信頼 される思いや りの心を持

った謙虚な医師 とな り,さ らに,す ぐれた

医療,創 造性の高い研究活動 を通 じて,国

際的に も貢献 できる医師 ・医学研究者 とな

るように忍苦精進す る人物に成長す るよう

期待する。

擱筆に臨み,種 々御指導 を賜つた岡山大

学赤木五郎名誉教授,奥 田観士名誉教授,

米国コロンビア大学の故George K. Smel

ser教 授,ま た日夜にわたり研究に御協力を

賜った岡山大学眼科学教室の教室員諸君,

技術員諸君,ま た研究の御援助を賜った岡

山大学眼科学教室同門会の先生方に厚 く御

礼申し上げる。図 石原忍先生直筆 (昭和12年8月)


