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フロントランナーが語る、DME治療最前線
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九州大学病院 病院長  
九州大学 眼科学分野 主任教授

座 

長
石橋 達朗 先生

　糖尿病黄斑浮腫（DME）は、糖尿病における眼合併症の代表的なものであり、発症した
患者さんの視力予後に重大な影響を及ぼしかねない疾患です。
　近年、DMEに対する治療法は大きな飛躍を遂げ、その種類も多岐に渡る事となりました。
その一方で、未だ治療に難渋する症例も多いのが実情です。また治療を行うに当たり、事前に
把握すべきポイントが多いことはDMEの特徴ではないでしょうか。
　今回、「光をつなぐ ！ シーズン   フロントランナーが語る、DME治療最前線」と題し、3人の
先生方にご講演をお願いしました。國方彦志先生（東北大学眼科学准教授）、吉田宗徳先生
（名古屋市立大学眼科学病院教授）、緒方奈保子先生（奈良県立医科大学教授）にはそれぞ
れ、既存治療に抵抗するDME症例に対する処置、DMEの各浮腫型から見た治療手段の
選択、患者さんの全身状態を勘案したDME治療手段の選択、について、日常診療において
経験された実症例を交えながらご講演頂く予定です。
　先生方がこのセミナーを聞かれてDME治療の選択肢が一つでも増えれば幸いです。
多くの先生方のご参加をお待ちしています。
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1975年  九州大学 医学部 卒業   九州大学 医学部 眼科学教室 入局
1977年  九州大学 医学部大学院（病理学教室）入学
1981年  同大学大学院 卒業  
 九州大学 医学部眼科 助手
1984年  南カリフォルニア大学 ドヘニー眼研究所 留学
1986年  帰国後、九州大学 医学部眼科 講師

1995年  九州大学 医学部眼科 助教授
2001年  九州大学 大学院医学研究院眼科学分野 教授
2013年  九州大学 副学長 兼任
2014年  九州大学 病院長 兼任
　　　　 現在に至る

略 

歴

座 長 九州大学病院 病院長  
九州大学 眼科学分野 主任教授石橋 達朗 先生

1997年  東北大学 医学部 卒業
 東北大学 眼科学教室 研修医
1999年  公立気仙沼総合病院（気仙沼市立病院）
2002年  東北大学 眼科学教室 医員
2003年  東北大学 眼科学教室 助手（助教）

2008年  東北大学 眼科学教室 講師
2012年  東北大学 大学院医学系研究科 網膜疾患制御学寄附講座 准教授
 東北大学 大学院医学系研究科 神経・感覚器病態学講座 眼科学分野 准教授
　　　　 現在に至る

略 

歴

演 者 東北大学 眼科学教室 准教授國方 彦志 先生
講演1

　「糖尿病黄斑浮腫（DME）の治療。何とか浮腫を軽減させ、患者さんの視機能を高めてあげたい！ でも難しい・・・」
　DMEの病態は単一ではなく複数の要因が絡み合っており、その殆どが明らかになっておりません。また、臨床像も多彩であり、医師を常に悩ませながら、
薬剤介入をしたらDMEが一時的に軽減した、という現象を何とか解釈しているのが現状ではないでしょうか。病態も分からないため、いまだに根本的な治療も
無論確立されておりません。
　近年、DMEに対して、抗VEGF抗体製剤とトリアムシノロンアセトニドの硝子体注射が、本邦で認可され臨床応用されています。その使い易さから抗VEGF
製剤をまず投与される先生も多いと思われますが、ドラッグデリバリーや治療抵抗例などの問題点も見えてきております。Structure/functionからの理解
だけでは不十分であり、今後は、眼血流を含めた新しい解釈も重要になってくると考えられます。
　本セミナーでは、既治療抵抗例を含めDME治療について論じてみたいと思います。

DME治療 ～既治療抵抗例に対して～
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歴

演 者 名古屋市立大学 眼科学教室 病院教授吉田 宗徳 先生
講演2

1988年  京都大学 医学部 卒業
1991年  京都大学 大学院医学研究科 入学
1995年  京都大学 眼科 助手
1996年  ハーバード大学 スケペンス眼研究所 留学
1998年  神戸市立中央市民病院 眼科 副医長

2001年  名古屋市立大学 医学部眼科 講師
2003年  同大学 助教授
2007年  名古屋市立大学 大学院医学研究科視覚科学 准教授
2012年  同大学 病院教授
　　　　 現在に至る

DME治療 ～“眼”を診て選ぶ治療手段～

　糖尿病黄斑浮腫（DME）は糖尿病患者の視力予後に直結する重要な病態です。最近、本邦でもDMEに対する抗VEGF治療が承認され、注目を集めて
います。しかし、すべてのDMEが抗VEGF薬で治るわけではなく、実際には抗VEGF薬のほか、網膜光凝固、硝子体手術、ステロイド治療などをうまく使い
分け、組み合わせて治療する必要があります。DMEの起こる機序には、血管透過性の亢進、硝子体の牽引、網膜色素上皮機能の低下など多くの要素が関係
していますので、一律に治療するのではなく、それぞれの症例での主要原因を見極めることが重要です。今日では、検眼鏡だけではなく、フルオレセイン蛍光
眼底造影やインドシアニングリーン赤外蛍光造影、OCTなどの検査があり、検査所見からある程度病態を推測することが可能です。本講演ではこれらの検査
所見を中心に、「眼」を詳細にみることによってDME症例ごとの有効な治療方法を探ってみたいと思います。

　糖尿病黄斑浮腫（DME）の薬物治療として、ステロイド剤と抗VEGF薬の硝子体注射が認可されています。しかし、抗VEGF薬は種類によっては血中
VEGF濃度に影響することが報告されており、血管合併症の既往を持つ患者さんのDME治療にあたっては、反復投与が必要となる抗VEGF薬の使用を
躊躇するときも多いのではないでしょうか。実際、私たちは脳血管障害の既往症例にはステロイド剤の使用を選択しています。ステロイド剤の硝子体注射は
全身への影響が少なく、自験例では抗VEGF薬以上の効果が得られ有効に視力を回復させることができています。
　また、腎障害があるとDMEの頻度が高く、チアゾリジン誘導体の経口糖尿病治療薬内服者で網膜浮腫が多いと報告されており、どのような糖尿病治療を
受けているか、どのような全身状態かにも注意が必要と思われる疾患です。
　そこで本日は、DME患者の「全身状態」を念頭に置いた「DME治療」についてお話ししたいと思います。

こんなときのDME治療 ～全身状態も考えて～
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演 者

講演3

1983年  関西医科大学 卒業  眼科学教室 入局
1984年  関西医科大学 大学院 入学
1988年  関西医科大学 大学院 単位修得、眼科助手
1991年  University of South Florida 留学
1994年  関西医科大学 眼科 講師

2003年  関西医科大学 眼科 助教授
2007年  関西医科大学 眼科 准教授
2010年  奈良県立医科大学 眼科 主任教授
　　　　 現在に至る

奈良県立医科大学 眼科学教室 教授緒方 奈保子 先生


