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坪田ラボは“ごきげん”をキーワードに近視、
ドライアイ、
老眼の治療

育と研究に加えて“イノベーションを起こす”ことが大学の使命となり
ました。慶應義塾大学医学部からも14の新しいベンチャーが誕生し
（2019年６月現在）、坪田ラボもそのうちのひとつとして2015年に
スタートしました。
大学発ベンチャーは知財が強くても経営が弱いと言われます。
この
問題を解決するため、
私自身が慶應ビジネススクールに通いMBAを
取得し、
仲間も募りました。
世界の市場にチャレンジできるマーケティ
ング、
グローバル人材も確保しています。
イノベーションとは、
発明 ×社会
実装と言われます
（下記概念図参照）
。
この枠組みで考えると、
坪田ラ
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ボは
「医学部の知財×ビジネススクールの経営」
という２つの視点をも
とにした大学発ベンチャーと言えます。
近視、
ドライアイ、老眼は、超高齢社会における健康長寿とQuality
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of Visionの観点から眼科医療分野において大きな課題と認識され
ていますが、
未だ原因療法が確立していないいわゆるunmet needs
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ドライアイは3.4億人、老眼は
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18億人の患者数が推定されています。
これらの3領域に対して代表
の坪田は30年以上前から着目し、
多くの研究を積み重ねてきました。
世界的な近視の激増、
ドライアイによるQOL
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イノベーションの考え方

Tsubota Laboratory is a startup from Keio University which
develops innovative solutions for myopia, dry eye, and
presbyopia in harmony with the keyword “gokigen,” loosely translated as happiness and many positive aspects of life.
Developing next-generation industrial creations depends
partially on universities flexing additional power through
pursuit of a third mission to supplement teaching and
research—namely, “innovation.” Tsubota Laboratory was
launched in 2015 as one of 14 new startups (as of June 2019)
stemming from the Keio University School of Medicine.
Many say that even while university-based startups boast
intellectual property as a strength, their management is weak.
To circumvent this pitfall, I recently attended Keio Business
School to attain an MBA, and have urged colleagues to do
the same. We are seeking marketing strategies and human
resources which will allow us to compete in the global
marketplace. Innovation is said to be a marriage of invention and implementation (see concept below). Viewed within
that framework, one could say that Tsubota Laboratory is
a university startup blending medical school intellectual
property with business school management.
Although our business area, encompassing myopia, dry eye,
and presbyopia, represents an enormous market of suffering
patients, insufficient treatment options make this a field of
unmet needs even today. It is estimated that there are 2.6
billion people with myopia, 340 million with dry eye, and
1.8 billion with presbyopia in the world. I have studied these
three areas for over 30 years as a doctor and researcher.
We plan to tackle three key issues affecting society
today: the dramatic increase of myopia worldwide, the
reduced quality of life (QOL) due to dry eye, and urgent
needs for preventive treatment of presbyopia. By taking on
such issues, we hope to improve daily lives while strengthening our corporate worth.

Concept of Innovation
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株式会社坪田ラボ
代表取締役社長
坪田一男

Tsubota Laboratory, Inc.
President and CEO
Kazuo Tsubota, MD, PhD, MBA

Invention × Implementation =
発明・知財

社会実装・経営

1

Innovation
イノベーション

CSV
Pursuing CSV Management
坪田ラボが目指すCSV経営
ハーバード大学ビジネススクールのマイケル・ポーター教授が提唱
した CSV (Creating Shared Value) は、
「社会と企業の共通価値の
創造」
を意味します。従来、経済効果と社会的価値の創出は相反する
ものだと考えられがちでしたが、
社会課題を解決することで企業価値
を高めることを目指すのがCSV経営です。
この経営理念は大学発ベンチャーにこそ重要であると考え、
坪田ラ

Creating Shared Value (CSV), the concept advocated by Harvard
University Business School’s Michael Porter, describes creation of
value jointly shared by society and enterprise. Economic profitability and the creation of social value have traditionally been viewed
as being at odds with one another, but CSV management seeks to
redefine this through creation of economic value by addressing
social issues.

any resulting medical equipment will be revenue for us. Maximizing such revenue represents the economic value pursued
by conventional corporations.

しかし、
坪田ラボが追求する価値はそれだけではありません。
近視は
単にメガネをかければよいのではなく、
高度近視が進行すると失明に
つながる重大な疾患です。
すでに日本でも失明原因の第4位、
中国で
は失明率の第2位となっています。
この近視問題を解決することによっ

However, value pursued by Tsubota Lab extends beyond this.
Myopia is not a condition merely dismissed by prescription eyeglasses; if it progresses, myopia becomes a serious disease which may
lead to loss of vision. It ranks as the 4th most frequent cause of vision
loss in Japan, and has become the 2nd in China. The true value
which we pursue at Tsubota Lab is amelioration of myopia, thereby
sparing individuals from vision loss. Strategic implementation of
that value through interfacing among citizens, government, industry
and academia would represent creation of new social value. And
we believe that one result of such interactions would lead to the
enhancement of our corporate value.

て失明から人々を救うことが私たちの目指す真の使命です。
そして、
そ
の使命を社会に対して戦略的に伝えることによって、
国民、
政府、
産業
界、
学術界と連携し、
新しい社会的価値を創造する。
その結果として、
企業価値を上げていくことができると考えています。
坪田ラボは、
短期的な利益の最大化よりも、
社会課題を解決するとい
う大きな課題に長期にわたって真正面から取り組み、
特許に繋がる発明
(Invention)×パートナー企業との協働によって実現する社会実装
(Implementation)によって確実なイノベーションを起こしていくCSV

Tsubota Laboratory does not aim to maximize short-term profit.
Our goal is to confront major social problems head-on over the
long term and realize true innovation through CSV management
via implementation generated by intertwining patented inventions and corporate partnership. We intend to create new social
value together with corporate partners, maximizing economic
value over the long term.

経営を実現。
パートナー企業とともに新たな社会価値を創造し、
長期
的な視野で企業価値の最大化を図っていきます。

Tsubota Laboratory has adopted this management philosophy, as
we deem it absolutely essential to university-based ventures.

ボではCSV経営を行うこととしました。
坪田ラボの３事業領域のひとつである世界の近視激増問題を、
CSV
経営の視点で見てみます。私たちは長年にわたって培ってきた科学
的知見を生かして近視予防の研究を行い、
その研究成果をもとに
パートナー企業と開発契約を結び、医療機器の開発治験を行いま
す。
この医療機器の販売のロイヤリティーが我々の収入になります。
この収入をできるだけ大きくしようとするのが、従来の企業が追求し

Let us examine how CSV management impacts the globally-skyrocketing issue of myopia, one of the three Tsubota Lab areas of
interest. We have put our hard-won scientific knowledge to the
task in researching myopia prevention and have formalized a contract with a corporate partner for developmental trials of medical
equipment based on our research results. Royalties from the sale of

てきた経済的価値です。

CSV

high

(Creating Shared Value)

CSRを

値を同時に高めて、
ソーシャルインパクトを
拡大していく。

The CSV, or Creating Shared Value,
management strategy emphasizes that
enterprises increase profitability and create
corporate economic value by creating social
value through activities addressing various
social issues. CSV management results in
expanded social impact by simultaneously
enhancing social and economic value.

ECONOMIC VALUE

値を高めるのがCSV。社会的価値と企業価

CSV management
fortified by economic
and social synergy

果たしつつ
収益もあげる

さまざまな社会的課題を解決するなど社会
的価値を高めることで利益を上げ、企業価

経済性と社会性に
シナジーがある
CSV経営

Increase profit

慶應ビジネススクールでCSV理論を学び、大きな
衝撃を受けた坪田は、
マイケル・ポーター教授を訪
ねました。
マイケル・ポーター教授 ビショップ・ウィリアム・
ローレンス大学／ハーバード大学ビジネススクール
（写真左）

while fulfilling CSR

トーマス・ヒューリー博士 ハーバード大学ビジネス
スクール シニアフェロー（写真右）

Kazuo Tsubota called on Professor Michael
Porter after being greatly impacted by the
principle of CSV which he studied at Keio
University’s business school.

純粋な
慈善活動

Left : Michael E. Porter,Bishop William
Lawrence University Professor, Harvard
Business School

Pure charity

SOCIAL VALUE
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high

Right : Thomas W. Feeley, MD, Senior
Fellow, Harvard Business School
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Company Organization 組織図
坪田ラボは研究開発に重点を置いた

The Tsubota Lab organization is highly
focused on research and development.
Our R&D Department comprises three
teams representing three key areas of research, each staffed with cross-appointed
researchers.
As a university startups, the Lab has a
sales department and plays an important
role in finding international partner
companies for global expansion.

組織であり、
研究開発部は主要領域
である3つのチームから成ります。
各
領域ではクロスアポイント研究員が
研究に携わっています。
また、
大学発ベンチャーとしては珍し

株主

く営業部を持ち、
グローバル展開の

Stockholders

ために国際的なパートナー企業を見

History 会社沿革

つける重要な役割を担っています。

取締役会

Auditor

CEO 坪田一男

経営企画室

Kazuo Tsubota, CEO

Corporate
Planning Office

管理本部

営業部

Management
Headquarters

1993

ドライアイ研究の先駆けとなる論文を
New England Journal of Medicineに発表

人
事
•
総
務
部

コ
ン
サ
ル
チ
ー
ム

Publication of a groundbreaking article on dry eye
research in the New England Journal of Medicine

Tsubota K, Nakamori K. Dry eyes and video display terminals. N Engl J Med. 1993 Feb 25;328(8):584.

ドライアイ重症例に関する論文をLancetに
発表

Publication of an article describing severe cases of
dry eye in The Lancet

2004

慶應義塾大学医学部眼科学教室教授就任

2012

Kazuo Tsubota's appointment as Professor, Department of Ophthalmology, Keio University School of
Medicine

5月 株式会社ドライアイKT設立

Establishment of Dry Eye KT, Inc. in May

2015

2月 株式会社ドライアイKTが株式会社近
視研究所、株式会社老眼研究所を吸収合併
し株式会社坪田ラボと商号変更

Dry Eye KT, Ltd. merged with Myopia Research
Institute, Inc. and Presbyopia Research Institute, Inc.
to become Tsubota Laboratory, Inc. in February

2017

坪田がドライアイ研究において世界のトップ
であるという分析が発表されました

Honor received by Dr. Kazuo Tsubota as the most
prolific researcher in the dry eye field.

The top 100 papers in dry eye – A bibliometric analysis. Ocul Surf. 2017 Sep 15. pii: S1542-0124(17)30123-4.

バイオレットライトが眼軸長の延伸を抑制
する可能性を示唆する
「バイオレットライト
仮説」
を発表
Domestic & Foreign Sales Team
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physician and researcher. Below are some of the research highlights and other factors leading to the Laboratory’s foundation.

Sales Dept.

Consulting Team

財
務
•
経
理
部

Human Resources & General
Affairs Department

老
眼
•
新
事
業
チ
ー
ム

Finance & Accounting
Department

近
視
チ
ー
ム

Presbyopia & New Business Team

Myopia Team

Dry Eye Team

ド
ラ
イ
ア
イ
チ
ー
ム

We consider Tsubota Laboratory, Inc. to be grounded in the achievements and experiences of its founder, Kazuo Tsubota, as both a

Tsubota K, Satake Y, Shimazaki J. Treatment of severe dry eye. Lancet. 1996 Jul 13;348(9020):123.

監査役

R&D Dept.

に創業に至る歩みをご紹介します。

1996

Board of Directors

研究開発部

株式会社坪田ラボの礎は、
坪田が歩んだ医師、
研究者としての業績や経験にあると私たちは考えています。
いくつかの研究ハイライトと共

国
内
外
営
業
チ
ー
ム

Publication of the “Violet Light Theory” in which
violet light suppresses axial length elongation

Torii H, Kurihara T, Seko Y, et al. Violet Light Exposure Can Be a Preventive Strategy Against Myopia Progression.
EBioMedicine. 2017; 15: 210-219

強度近視の進行に、
バイオレットライト透過

が関連するという論文を Scientific Reports

に発表

Publication of an article on the relationship of violet
light transmission on progression of high myopia in
Scientific Reports

Torii H, Ohnuma K, Kurihara T, Tsubota K, Negishi K. Violet Light Transmission is Related to Myopia Progression in
Adult High Myopia, Sci Rep. 2017 Nov 6;7(1):14523

2019

坪田一男が株式会社坪田ラボの代表取締役
に就任、慶應義塾大学医学部発ベンチャー
協議会に入会

Dr. Kazuo Tsubota was appointed CEO of Tsubota
Laboratory, Inc. and became a member of the
Venture Council in Keio University School of Medicine.

TLG-001治験を開始しました

A TLG-001 clinical trial launched.

本社を港区から新宿区の慶應義塾大学病
院内へ移転

Tsubota Laboratory, Inc. moved from Tokyo’s
Minato Ward to Keio University Hospital, Shinjuku
Ward (Tokyo)
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坪田ラボへのメッセージ

ビル・ウォーレット氏

MITマーティン・トラスト・アントレプレナーシップ・

センター マネージング・ディレクター

河野 宏和 氏

Bill Aulet

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科

岡野 栄之 氏

慶應義塾大学医学部 生理学教室 教授

西川 和見 氏

慶應義塾大学大学院 医学研究科委員長

経済産業省 ヘルスケア産業課長

委員長・教授

Managing Director of Martin Trust
Center for MIT Entrepreneurship

Hirokazu Kono, Ph.D.

大学発ベンチャーを応援します！

Professor, Department of Physiology
Chairman, Graduate School of Medicine
Keio University

Kazumi Nishikawa  

Director, Health Care Industries Division
Ministry of Economic Trade and Industry (METI)

Professor and Dean
Keio Business School (KBS)
Graduate School of Business Administration
Keio University  

慶應医学部発ベンチャーを応援します！

大学発ベンチャーを応援します。

KBS卒業生ベンチャーを応援します！

Hideyuki Okano

人生100年時代を幸せに生きる
「生涯現役社会」
の実現が我が国

小生が医学部長をしていた2015年、
慶應義塾大学医学部・医学研
究科の高い研究能力そして慶應義塾大学病院の高い臨床能力を活
用し、
大きなイノベーションを実現させ、
人類の健康増進に寄与し、
そ
れにより大学に大きなprofitを還元させる為に、
「慶應医学部発ベン
チャー100社を作る！」
という大きな方針を打ち出しました。
そして早々

坪田さんをMITにお迎えして、
イノベーションから起こすアントレプレ
ナーシップについて、
学んでいただけたのはとても光栄なことでした。
それは本で得る以上の体験であったと思います。
それは、
つまり心
（スピリット）、頭（知識）、手（可能性）、家庭（コミュニティー）
となり
普通ではできないことを可能にする体験であったと思います。
これら
の経験をもとに、坪田ラボが、
どのような実を結ぶのか非常に楽しみ

KBSでは、
経営人材育成のために様々なプログラムを展開していま

の課題であり、
イノベーションのチャンスです。
医療の専門家、
大学、

すが、
経営に一番大切なのは理念・情熱といった心のあり方です。
知

事業家、行政が連携し、世界をリードするヘルスケアイノベーション

識や How to を追求するだけでなく、
社会へ貢献したいという強い使

を起こすことが将来を左右します。坪田ラボのような大学発ベンチャ

命感をもつベンチャーを育成することは、
日本を活性化する鍵の一つ

ーのご活躍に大いに期待しています。

です。
KBSは、
今後も坪田ラボと協力し、
KBS卒業生ベンチャーを応援

ですし、
きっと成功されると期待しています。
アントレプレナーシップに対して、訓練されたアプローチをすること
が、
その発展を加速させるということをMITの多くの同窓生が証明して
います。
慶應においても同じようなインパクトがあると信じています。
坪
田さんのイニシアチブに大いに期待していますし、
アメリカの友人とし
てサポートしたいと思います。

していきたいと考えています。

に設立されたのが坪田ラボです。
慶應医学部発ベンチャーのお手本と

Supporting University-driven Startups

して、存分に活躍・発展されることを祈念しております！

Japan’s effort to ensure a well-aging society enabling happy
lives for her centenarians is generating an opportunity
for innovation. Cooperation among medical care
specialists, universities, businesspersons, and governmental
entities is awakening global leadership in health care innovation
and promises to impact our future. To that end, I have great
hopes for university-driven startups such as Tsubota Laboratory.

Supporting Startups Stemming from
Keio’s School of Medicine!
In 2015, as Chairman of the School of Medicine, I laid the
ground work for “100 Keio School of Medicine Startup
Companies!” —a major policy aimed at contributing to better
health for people everywhere while generating major profits for
the university. The policy focuses on achieving leading-edge
innovations by integrating the remarkable research capabilities
of the university’s medical school and medical research
department with the equally outstanding clinical capabilities
of Keio University Hospital. The Tsubota Laboratory was
established almost immediately as part of this new direction.
I look forward to even more activities and developments as
Tsubota Lab continues to serve as a model for future startup
companies from Keio’s School of Medicine.

前進し、大きく考え、違うことを恐れず、鍛錬し、実行してください。
世界がきっといい場所になるはずです。今まで以上によい世界が求

Supporting Startups Launched
by KBS Graduates!

められています 。

Supporting University-driven Ventures

KBS offers a range of programs designed to nurture
management talent while acknowledging that the primary factor
guiding management is mental preparedness as reflected in
principles and passion. One key to revitalizing Japan is through
nurturing ventures strongly committed to making social
contributions in addition to pursuing knowledge and skills.
I look forward to KBS’s ongoing cooperation with
Tsubota Laboratory as we continue supporting ventures
launched by KBS graduates.

It was such an honor to have you at MIT where you could
experience first-hand what innovation-driven entrepreneurship
is about. It is more than just the book. It is the heart (i.e. spirit),
the head (i.e., the knowledge), the hands (i.e., the capability) and
the home (i.e., the community) that make extraordinary things
possible.
We very much look forward to seeing the results of your putting
this experience into practice in Tsubota Lab and the many
successes that will come out of it. We know that a disciplined
approach to entrepreneurship accelerated progress as we have
seen with our students and alumni at MIT and we have no doubt
you will have a similarly positive impact with your students at
Keio. We applaud your initiative and stand ready to assist as your
friend in America.
Go forth and think big, be different and execute with discipline
and you will make the world a better place. We need it now more
than ever.

6

7

Business Strategy

Research & Development
研究開発

ビジネス戦略

Tsubota Laboratory Business Model 坪田ラボのビジネスモデル

近視
Joint developments

パートナー企業

Partner
companies

共同開発

Myopia

バイオレットライト仮説に基づいて、子どもたちを近視から守る！

Protecting Children’s Eyes from Myopia Using the Violet Light Theory
近視は、
眼科においてもっとも大きな問題です。
近視が激増している現

サイエンスの構築/科学的実証

開発契約/ロイヤリティ

新製品を上市

Evidence based R&D

Development contract / Royalties

Launch new products

Myopia persists as one of the biggest challenges in ophthalmology. It is spiraling globally, with some 2.5 billion sufferers
at present, a figure expected to double by 2050. Myopia is not
merely a problem which can be solved by eyeglasses; it is a
severe threat which can lead to loss of eyesight, and therefore
urgent intervention is necessary. This is a research field of
unmet needs estimated to represent 9 trillion yen in Asia and 3
trillion yen in the West.
Tsubota Laboratory is the first research group globally to propose the Violet Light Theory as a prevention tool for myopia.
(Violet light has a wavelength of 360nm-400nm.) We have
already demonstrated the preventive effect in both chicks and
mice. Application of this research to a myopia mouse model has
delivered the most efficient global results to date in any myopia
animal model and represents Tsubota Laboratory’s strength.
Based on this mouse model research, we are currently seeking
a food factor which expresses the myopia-suppressing gene
EGR1. Violet light results in strong expression of EGR1, but
we also discovered that crocetin, a component of saffron, also
activates EGR1, showing its potential for suppressing the progression of myopia.
Recently, research into sclera has sought to explore a relationship between eye size and myopia. This, in combination
with efforts such as the groundbreaking studies using LRP2
(LDL-receptor related protein 2) knockout mice, point to hopeful future clinical applications.
Meanwhile, we have partnered with JINS Inc. in a clinical
research study and trials of VL-transmitting and VL-emitting
eyeglasses as a further initiative in myopia progression prevention. Dr. Hidemasa Torii, a medical professional specializing in
myopia, is enthusiastically engaged in this research. Currently
in the midst of a pilot clinical trial, Dr. Torii expects to advance
to a confirmatory trial by late 2020 which promises to deliver
further evidence of the validity of the Violet Light Theory.
A collaborative research facility for myopia has been established
within the Research Park building at Keio University’s Center
for Integrated Medical Research. Led by Dr. Toshihide Kurihara,
Project Associate Professor in the Department of Ophthalmology at Keio University School of Medicine, the team of ten
professionals engages in basic research day and night.

在、
世界には26億人の近視の人がいますが、
2050年には48億人にもな
ると試算されています。
また、
近視は単にメガネをかければよいものでは
なく、
失明につながる重大な疾患であり、
予防方法の確立が急がれてい
ます。
その市場規模は、
アジアで9兆円、
欧米で3兆円ともいわれ、
巨大な
unmet needsが存在する研究領域です。

坪田ラボは、近視、老眼、
ドライアイの3つの重点領域において、先

Tsubota Laboratory conducts advanced research in three
key areas: myopia, presbyopia, and dry eye. Our corporate
partners evaluate our research results and collaborate in joint
developments and launch products that provide new value.

進的な研究を行っています。その研究成果を評価するパートナー企
業とともに共同開発を行い、
新しい価値を提供する製品を上市します。
坪田ラボのビジネスモデルは、
パートナー企業との共同開発契約に

The Tsubota Laboratory Business Model generates revenue
through joint development contract fees as well as development
royalties after products are commercialized. This revenue is then
invested in new research, leading to the creation of new value.

よる開発契約金と事業化後のロイヤリティ契約によるロイヤリティで
収益化し、
その収益を新しい研究に投資することで、新たな価値創造
につなげます。

The research conducted at Tsubota Lab concerns issues that are
prevalent worldwide, not just in Japan. People across the globe
are suffering from myopia, presbyopia and dry eye.
Recognizing these three critical ophthalmologic conditions as
global issues, Tsubota Lab aims to expand activities to benefit
patients in Asia, America, Europe, and all areas of the world.

坪田ラボが研究している領域は、
日本だけの課題ではありません。世
界には多くの方が、
近視、
老眼、
ドライアイの問題を抱えています。坪田
ラボは、近視、老眼、
ドライアイを世界の課題としてとらえ、日本に加え
て、
アジア、
アメリカ、欧州など、
グローバル展開することを 目指します。

そのような中、
坪田ラボは360nm-400nmの波長の光で予防可能で
あるとする“バイオレットライト
（VL）
仮説”を世界で初めて提唱。
ヒヨコ
に加えてマウスにおいても予防効果を証明しました。
この研究で用いた
近視のマウスモデルは、
現在世界で一番効率的な近視モデル動物であ
り、
坪田ラボの強みになっています。
このモデルマウスを使った研究のひとつとして、
近視進行を抑制する
遺伝子EGR1を発現させるフードファクターを探索。
EGR1はVLによっ
ても強く発現しますが、
サフランの実に含まれるクロセチンでもEGR1は
活性化し、
近視抑制効果がある可能性を発見しました。
最近では、
近視において目が大きくなる理由を調べることを目的に、
強膜をターゲットに研究を行うほか、
LRP2
（LDL-receptor related
protein 2）
ノックアウトマウスを用いた実験でも画期的な成果を上げ
ているなど、
将来の臨床応用が期待できます。
また、
近視進行予防の取り組みとして、
VL透過型メガネやVL発光メ
ガネを用いた臨床研究・治験をパートナーである株式会社ジンズと遂

Focusing on 3 Key Areas

行しています。
近視の専門家として近視研究に情熱を燃やす鳥居秀成

研究開発でフォーカスする3領域

助教は、
医学専門家として活躍中です。
現在はパイロット治験の最中
であり、
2020年後半からは検証治験を開始し、
VL仮説の有効性を証
明していきます。
これらの研究を推進するため、
慶應義塾大学医学部リサーチパーク

近視

Myopia

ドライアイ
Dry Eye

8

老眼

Presbyopia

内に近視の共同研究施設を設置。
慶應義塾大学医学部眼科学教室
の栗原俊英特任准教授を筆頭に、
総勢10名の研究チームが日夜基
礎研究を行っています。
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中国の子どもの近視率

Myopia rate in Chinese children

Global Expansion
グローバル展開

近視 Myopia
Violet light as the core of our
business expansion

バイオレットライトを中核とした事業展開
坪田ラボが特に注力しているのが、
バイオレットライト
（Violet
Light)による近視抑制です。近視は日本での失明原因の第4位
となっている重大な疾患ですが、未だ近視の進行を抑制する
方法は確立しておらず、進行抑制法の確立が社会的な急務と
なっています。
そのような状況のなか、
慶應義塾大学医学部眼科学教室は太
陽光に豊富に含まれるバイオレットライトが近視進行を抑制する
可能性があることを世界で初めて発見・報告しました。
可視光の
中でも短い波長360nm-400nmのバイオレットライトは、
太陽光
には豊富に含まれていますが、
屋内環境にはほとんど存在してい
ません。
そこで、
パートナー企業とともに室内にいてもバイオレッ
トライトを取り込むための事業を展開しています。
2017年に株式会社ジンズとのパートナーシップにより、
バイ
オレットライトを透過するメガネ用のレンズ
「Violet+」
を開発。
バイオレット透過レンズの他にも、
バイオレットライトを透過す
るガラスや、
バイオレットライトを発光する機器の開発の検討を
進め、
バイオレットライトを私たちの居住環境に取り込み、眼に
やさしい社会の実現を目指します。
私たちのチームはASCRS
（米国白内障屈折矯正学会）
におけるフ
ィルムフェスティバルにて、
バイオレットライト仮説に関するビデオ
でグランプリを受賞しました。
（“Violet Light as a Super Hero
Against Myopia Pandemic”鳥居秀成）

バイオレットライトとは

小学生

Violet Light

Elementary
Students

47%

中学生

Middle School
Students

近視を中心にグローバル展開を進めています。
近視は世界共通

76%

の大きな課題です。
世界の近視人口は26億人であり、
2050年には

Our main focus is suppression of myopia through violet
light. Myopia is a serious disease and the 4th major cause
of vision loss in Japan, but as we still have no treatment
to curtail its progression, provision of such treatment has
become a social imperative.

世界人口の半分の48億人が近視になると予想されています。
特に

高校生

アジア地域での近視率が高く、
2050年には東アジアの約65％は

High School
Students

近視になると予想されています。

89%

坪田ラボは、
世界においてもInventionとImplementationの掛
け合わせによるInnovation創出を実行。
海外の有力企業とのパー

It was against such a backdrop that Tsubota Lab became
the world’s first research group to discover and report that
violet light—so plentiful within sunlight—has the potential
to inhibit myopia progression. Unfortunately, violet light,
with a short wavelength measuring 360-400nm in the
visible spectrum, is scarcely present indoors. That fact led us
to work with our corporate partner to develop a means of
gaining indoor exposure to violet light.

トナーシップ構築を通じて、
坪田ラボから創出されたInnovation

Source：Shanghai Ophthalmopathy Prevents and Controls Center

を世界中の人々に向けて提供していきます。

中国市場に注目
Tsubota Laboratory is expanding globally, primarily in the
area of myopia, a major challenge shared worldwide. The
global myopic population now numbers 2.6 billion and by
2050, is expected to balloon to 4.8 billion, or half the global
population. The myopia rate is notably high in Asia, with
some 65% of the East Asian population expected to be
myopic by 2050.

In 2017, our partnership with JINS (a leading Japanese
eyewear manufacturer) led to the development of “Violet+”,
eyeglass lenses which can transmit violet light. We are
additionally considering development of violet lighttransmissive window glass, devices which emit violet light,
and other means to bring violet light into our residential
environment in our effort to realize an eye-friendly society.

世界市場の中でも、
中国市場に注力していきます。
中国はすでに6億
人が近視であり、
特に子供の近視率が高く、
小学生、
中学生、
高校生の
近視率がそれぞれ47％、
76％、
89％と言われ、
大きな社会問題となって
います。
中国政府は2018年に
「児童青少年近視総合防止実施法案」
を
発表し、
国として近視率の低下に取り組む姿勢を明らかにしています。
そこで坪田ラボは、
中国における近視問題の解決に貢献することを

The laboratory is also crossing invention with
implementation to create innovation on a global scale.
We deliver innovation to people worldwide through our
partnerships with internationally prominent enterprises.

Our team was awarded the Grand Prize for our video on
Violet Light Theory (“Violet Light as a Super Hero Against
Myopia Pandemic,” by Hidemasa Torii) by the American,
Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) at their
film festival.

目的として、
2019年中に中国企業とのパートナーシップを構築し、
中
国での事業展開を検討しています。

Global Predicted Rate of Myopia
世界の予測近視率

Focus on China
In the global market, we are especially committed to China.
China already has a myopic population of 600 million,
particularly among its youthful strata, where the myopia rates
are 47% for elementary school pupils, 76% for those in middle
school, and 89% for high school students. This is clearly a major
social issue. In 2018, the Chinese government announced a new
scheme that significantly redues the myopia rate and protects the
eye health of children .

70

Violet-colored light, with a wavelength of 360nm-400nm, is adjacent to ultraviolet light.

Violet Light
360

400

500

830(nm)

Myopia Prevalence %

65

紫外線との境界にあたる波長360～400nmの紫色の光

60
55
50
45
40
35

In efforts to help resolve this issue, Tsubota Laboratory plans to
partner with Chinese companies and expand business into the
Chinese market.

30
25
2010

太陽光の波長 Wavelength of sunlight
近視進行を抑制する可能性があるバイオレットライトは、
太陽光には豊富に含まれていますが、
屋内環境にはほとんどありません。
Violet light, which has the potential to suppress the progression of myopia, is abundant in natural sunlight but nearly non-existent indoors.
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Asia Pacific, High Income: JP, KR, SG, BN

North America, High Income: US, CA

East Asia: CN, TW, HK, North Korea, Macau

Western Europe: 21 Countries inc. GB, FR, DE

Australasia: AU, NZ

Global

Ref.: Brien A. Holden, et al, Ophthalmology 123 (5), May 2016
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Products Generated From Myopia Research
近視研究から生まれたプロダクト

Research
Oral crocetin administration suppressed refractive shift and axial elongation in a murine model of lens-induced myopia.
Scientific Reports. 2019 Jan 22: 9: 295.

Collaborations with JINS Inc. 株式会社ジンズ
Research
Violet Light Exposure Can Be a Preventive Strategy Against Myopia Progression. EBioMedicine. 2017 Feb 15:210-219.
Violet light, plentiful in sunlight, but lacking in indoor environments, is reported to have the potential to suppress myopia
progression. This paper is the first worldwide to deliver related
findings based on clinical studies with eyeglasses, contact lenses,
and nonclinical studies using chicks.

太陽光には豊富に含まれるが屋内環境にはほとんど存在しないバイオ
レットライトが、
近視進行を抑制する可能性があることを、
メガネとコンタ
クトレンズによる臨床研究と、
ヒヨコの非臨床研究によって、世界で初め
て発見・報告しました。

Collaborations with Rohto Pharmaceutical Co., Ltd. ロート製薬株式会社

Violet Light Transmission is Related to Myopia Progression in Adult High Myopia, Sci Rep. 2017 Nov 6;7:14523.

クチナシ由来の色素成分「クロセチン」
に、近視進行抑制に関連する遺
伝子の一つである
「EGR-1」
の発現量を増やす効果があることを発見。
また、近視誘導モデルを用いて、
クロセチンが近視進行の程度を示す
「
眼軸長の伸長」
や
「屈折度数の変化」
を有意に抑制することが世界で初
めて確認されました。

Dietary supplement crocetin has a suppressive effect against myopia progression: a randomized clinical trial. Journal of
Clinical Medicine. 2019;8:1179.
近視に対するクチナシ由来の色素成分である
「クロセチン」
の効果をヒト
で検証した慶應義塾大学医学部と大阪大学医学部による臨床研究に
ついての論文。
クロセチンにより子どもの眼軸長の伸長と屈折度数の悪
化を抑えることが示されました。

This article discusses the potential suppressive effect of violet light
on axial length elongation in adult high myopia patients. (This
follows up the earlier EBioMedicine article.)

バイオレットライトは成人の強度近視患者に対しても眼軸長伸長を抑制
する可能性があることを示しました
（EBioMedicineの続報的な論文）。

A Highly Efficient Murine Model of Experimental Myopia. Sci Rep. 2018 Feb 1: 8: 2026.
This article reports a new myopic mouse model. A 3D printer
was utilized to create very small eyeglasses which were attached
to a mouse, enabling precise morphological measurement of
the correlation between the degree of myopia and axial length.
This outstanding myopia research facilitates stable and efficient
induction of myopia in a model animal, a research step which
had previously been difficult to achieve.

新しいマウス近視モデル確立の報告。
3Dプリンターで作った小さな専用メ
ガネをマウスに装用させ、
近視の強さと相関する眼軸長を形態学的に精密
に計測。
モデル生物でありながら、
これまで近視誘導が難しかったマウスで
安定性・効率性に優れた近視研究が可能となりました。

This article is the first worldwide to report that crocetin, a pigment
component derived from gardenia, enhances expression of the myopia-suppressing gene EGR-1, and that it has a significant suppressive effect on axial length elongation (which measures the degree of
myopia progression) and change in refractivity in myopia-induced
models.

This article describes clinical research, carried out jointly by the
medical schools of Keio University and Osaka University, which
verified the effectiveness of crocetin, a pigment component derived
from gardenia, on myopia in humans. The report showed that
crocetin can suppress extension of the axial length and degradation
of refractive power in children’s eyes.

Product Development
ロートクリアビジョン
ジュニアEX

ROHTO Clear Vision Junior EX

クリアで元気な毎日に。
クロセチン7.5mgを配
合し、
お子さまの飲みやすさを考えた、
小さなソ

This small, soft capsule is designed for usage
even with children. Its 7.5mg of crocetin
delivers a clear, refreshing feeling each day.

フトカプセルです。

眼に必要と言われる光、
バ イ オ レ ット ラ イ ト

ロートクリアビジョンジュニア

Product Development
フ レ ー ム + 5,0 0 0 円 税 〜 で 新 登 場 !
そ の 光 を 取 り 込 め る 、革 新 的 な レ ン ズ

食べやすいブルーベリー味のドーナツ型チュア

※ 1 ブ ル ー ラ イ ト カ ット 率 1 5 % 【 ブ ル ー ラ イ ト カ ット 率 は
E N I S O 1 2 3 1 2 - 1 : 2 0 1 3 に 基 づ き 算 出 】 ※ 2 バ イ オ レット
ラ イ ト 透 過 率 6 5 % 【 J I N S バイオレットプ ラス 屈 折 率 1. 6 0 、

ブル。
クロセチン、
ルテイン、
ビルベリーを配合。

中 心 肉 厚 1. 9 m m に て 測 定 。 バ イ オ レ ット ラ イ ト 透 過 率 は
3 6 0 〜 4 0 0 n m の 平 均 値 】 ※ 3 紫 外 線 カット 率 9 2 %【 紫 外 線
カット率は JI S T 7333（ 2005 ）に 基づき 算 出。J I N S バイオレット
プ ラ ス の 紫 外 線 カ ット 率 は 、ＵＶ 全 体 で は 9 2 % 。紫 外 線 の
中 で 避 け る べ き と さ れ て い る 波 長 域（ ＵＶ-Ｂ）は 9 9 % 以 上 】

※1

ブル ーライト

VIOLET LIGHT

紫外線

勉強や読書に集中した後のおやつにも。

※2

JINSバイオレットプラス

JINS VIOLET+

の光を取り込める、
革新的なレンズです。

VIOLET+ are revolutionary lenses developed
to enhance violet light which is necessary for
healthy eyesight.

TLG-001

TLG-001

眼に必要だと言われる光“バイオレットライト”

ROHTO Clear Vision Junior
A blueberry-flavored, chewable supplement in
the shape of a mini donut, containing crocetin,
lutein, and bilberry. A great snack after intense
studying or reading.

※3

ジ ン ズ バ イ オ レットプ ラ ス

バイオレットライトを発光するメガネを開発中。
坪田ラボとして初めての医療機器。
※現在治験中
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Violet light-transmissive glasses now under
development. The first medical device produced
by Tsubota Laboratory.
*Currently in clinical trials

ロートクリアビジョンゼリー

ブルーベリーピューレ、
ラズベリーピューレにク
ロセチンをぎゅっと詰め込んだおいしい一口サ
イズのゼリーです。
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ROHTO Clear Vision Jelly
This single-serving gelatin snack contains ample
amounts of crocetin, deliciously flavored with
blueberry and raspberry purees.

ドライアイ Dry Eye

Research & Development
研究開発

Products Generated From Dry Eye Research

ドライアイ研究から生まれたプロダクト
Collaborations with JINS Inc. 株式会社ジンズ
Research

Effect of Ultrasonic Moisture Glasses on Dry Eye Signs and Symptoms. Translational Vision Science & Technology.
2018; 7(5): 18.

ドライアイ Dry

坪田ラボ開発の新規の加湿メガネ
「モイスチャーミストグラス」
による臨
床研究結果の報告。涙の安定を増し、
ドライアイ症状を軽減することが
できました。

Eye

ドライアイモデルマウスを用いて薬やサプリメントを開発

Dry eye model mouse-based development of pharmaceuticals and supplements
Dry eye syndrome is estimated to afflict 22 million individuals in Japan alone, and 100 million patients worldwide. As the
name suggests, the condition arises when eyes are depleted of
moisture. Dry eye is thought to occur when the eyes produce
an insufficient volume of tears, or when the tear environment is
compromised, inducing evaporation.
Our laboratory has employed mice to create a system facilitating
drug and food factor screening. After placing mice in a stress-inducing environment, we found that tear production decreased,
resulting in model mice with “office dry-eye syndrome.” Meanwhile, “gokigen” mice kept in a pleasant and comfortable environment showed no decrease in tear production. We were the
first research group to report these findings and are proceeding
to develop not only medicinal eye drops, but also pharmaceutical supplements serving as a lifestyle intervention.
We are currently exploiting neuroscience methods at the forefront of higher-brain function research, along with bio-imaging
technology, to pursue the basic issue of stunted tear production,
toward targeted development of supplements facilitating tear
production. Our food factor research has already identified
beneficial candidates, including royal jelly, maqui berry, intestinal bacteria supplements containing probiotic WB-2000, and
quercetin. Some of these have already been commercialized.
Moreover, our CTO, Dr. Shinichiro Kondo, and dry eye specialist Dr. Motoko Kawashima are currently researching development of a special “air conditioning system for eyes” through
control of eye humidity and temperature, based on the fundamental principle that a more humid eye environment alleviates
dry eye symptom. First-generation JINS Moisture eyeglasses,
manufactured by our business partner JINS, Inc., have already
been released on the market to excellent reviews. These glasses
enhance the environmental humidity for eyes by 10-15%. A
second-generation prototype further elevating the humidity level has already been developed, with the corresponding
research published. This second-generation product retains over
90% of the eye’s environmental moisture, offering significant
relief to many dry-eye syndrome sufferers.

ドライアイは日本だけでも2200万人の患者がおり、世界で
は3.4億人の患者がいると考えられています。
ドライアイは、
文
字通り、
目が乾くことによって引き起こされます。
目が乾く原因
としては、
涙の量が少ない、
涙の安定性が悪く蒸発が亢進し
ている、
といったことが考えられます。
我々の研究室では、
たくさんのドライアイモデルマウスを用
いて、
薬剤やフードファクターのスクリーニングができる体制
を築いてきました。
マウスにストレスを与えて風をあてると涙が
減ることに着目し、
オフィスドライアイのモデルマウスとして活
用しています。
また、
豊かな環境で育てた“ごきげんマウス”は
涙が減らないことを世界に先駆けて発見し、
点眼薬の開発に
とどまらず、
ライフスタイルに介入したドライアイ薬剤サプリメ
ントの開発をしています。
なぜ涙が出なくなるのかという根本的課題に対しては、
高
次脳機能に先端のニューロサイエンス的手法、
生体イメージ
ング技術を用いて挑み、涙の出るサプリメントの開発を進め
ています。本研究室からは、涙によいフードファクターとして、
すでにロイヤルゼリー、
マキベリー、乳酸菌WB2000を含む
腸内細菌サプリメント、
ケルセチンが見つかっており、
一部は
すでに商品化されています。
また、
環境湿度を高めることで目が乾燥しなくなるという基
本原則に則り、
目の環境湿度、
温度をコントロールする“目の
エアコン”の開発をCTOの近藤眞一郎、
ドライアイ専門家の
川島素子特任講師が行っています。
すでに第一世代のJINS
モイスチャーはパートナーである株式会社ジンズから発売さ
れており、
好評を博しています。
このメガネによって目の環境
湿度は10－15％ほど増加します。
またさらに積極的に湿度
を上げる第2世代のプロトタイプも完成し、
論文発表も行い
ました。第2世代では目の環境湿度は90％以上に保持でき
るため、
かなり目の乾く方でも恩恵を受けることができます。
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The published clinical research results support Tsubota Laboratory’s development of new humidifying glasses called “Ultrasonic
Moisture Glasses.” Research demonstrated that enhancing tear
equilibrium results in alleviation of dry eye symptoms.

Evaluation of the effect of moist chamber spectacles in patients with dry eye exposed to adverse environment
conditions. Eye & Contact Lens. 2018;44:379-83.
坪田一男と株式会社ジンズが共同開発したJINS Moisture。
左右のタン
クに水を入れるだけで目の周りの湿度が15%アップ。
普通のメガネで風を
受けると、
視力が悪化し、
涙の蒸発が増え、
涙液層破壊時間
（BUT）
が下
がってしまいますが、
このJINS Moistureにより軽減します。

Product Development

Kazuo Tsubota and JINS collaborated to develop JINS Moisture.
Simply adding water to the tiny tanks on either side of the glasses
increases humidity around the eyes by 15%. With normal glasses, air
passing between the lenses and the eyes can lead to diminished vision
acuity, increased tear evaporation, and decreased tear break-up time
(BUT). JINS Moisture glasses help prevent all of these issues.

JINS Moisture

JINSモイスチャー
乾燥しがちなあなたの眼に。
眼が乾くのであれ
ば、
瞳のそばに水があればいい。
そんな発想から生まれた保湿メガネです。

One method of dry eye relief is ensuring
the presence of water near the eyes. This
understanding led to the development of these
moisturizing glasses with small compartments
for moisture retention built into the frames.

Collaborations with Wakamoto Pharmaceutical わかもと製薬株式会社
Research
Dietary supplementation with a combination of lactoferrin, fish oil, and Enterococcus faecium WB2000 for treating dry eye: a rat model and human clinical study. The Ocular Surface. 2016;14(2):255-63.
わかもと製薬オリジナルの乳酸菌WB2000やラクトフェリンが入ったサプ
リメント
「オプティエイドDE」
によるラットとヒトによる研究。
このサプリメン
トを摂取すると涙がより多く産出されることが分かりました。

This paper describes research conducted on rats and humans using
supplements (Optiade DE) containing lactic acid bacteria WB2000,
developed by Wakamoto Pharmaceutical, and lactoferrin. The research shows that taking this supplement increases tear production.

Product Development
Optiade DE

オプティエイドDE

ラクトフェリン、
EPA、
DHA、
乳酸菌を配合した
サプリメント。
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A supplement containing lactoferrin, EPA,
DHA, and lactic acid bacteria

ドライアイ Dry Eye

Research & Development

Collaborations with Kowa Company, Ltd. 興和株式会社
Research
KaAdvanced dry eye screening for visual display terminal workers using functional visual acuity measurement: the
Moriguchi study. British Journal of Ophthalmology. 2015;99(11):1488-92.
Dry eye patients find their eyes tire much faster than normal, and
visual acuity quickly degrades with time. A practical visual acuity
exam, a vision test that lasts for 1 minute, was used to measure
visual acuity of 350 VDT workers to successfully screen for dry eye
sufferers.

実用視力は視力検査を１分間続けるものです。
ドライアイの人はすぐに
眼が疲れてしまうため、時間が経つにつれて視力がどんどん落ちていき
ます。350名以上のVDT作業者を実用視力測定することによって、
その
人がドライアイかどうかを判別することができました。

Product Development

コーワ AS-28

Kowa AS-28

実用視力計は、通常の視力検査に1分間の時
間的要素を加えることで、
日常生活での見え方

により近い視力を測定できます。

This functional visual acuity (FVA)
measurement system offers time-based
measurement of changes in visual
acuity over a one-minute span, allowing
assessment of near visual function during
daily activities.

画像提供：興和株式会社

Collaborations with Echo Electricity Company, Ltd. エコー電気株式会社
Research
The application of strip meniscometry to the evaluation of tear volume in mice. Investigative Ophthalmology & Visual
Science. 2019;60(60):2088-91.
この論文では、SMTubeで小さなマウスの眼にたまる涙の量をすばやく、
わずか5秒で測れることを示しました。
乾燥した環境にマウスを置くと涙の
量は有意に下がりました。

This paper describes the successful application of the SMTube to
swiftly collect and measure tear volume from small mouse eyes in a
mere 5 seconds. Mice left in a dry environment showed significant
reduction in tear volume.

Product Development
SMTube

（ストリップメニスコメトリチューブ）

涙液貯留量評価。
涙液メニスカスの貯留量を5秒

で簡便・迅速かつ低侵襲的に、
特別な装置を必
要とすることなく、
1本で両眼を定量評価します。

SMTube (Strip Meniscus Tube)
The SMTube evaluates tear retention.
Within 5 seconds, a quick, easy, and
minimally-invasive quantification of lower
tear meniscus volume can be performed for
both eyes using the single strip without any
supplementary toos.

Collaborations with Kyodo Milk Industry, Co.Ltd. 協同乳業株式会社
Research

研究開発

老眼

Presbyopia

老眼の病態解明に向け、基礎・臨床両面から挑む

Inroads into Presbyopia: Tackling the Dual Approaches of Basic and Clinical Research
老眼は、加齢によって水晶体が硬くなるために生じる調節力障害
で、
40歳以降のすべての人が罹患します。
顕著な症状として、近くの
ものが見にくくなります。従来は多重焦点メガネや眼内レンズなどで
対応していますが、
根本的に老眼を予防治療する薬剤はまだ開発さ
れていません。
しかし、
市場規模は日本で5000億円、
世界では５兆円
と考えられています。
サプリメントが市販されており、売れ行きもいい
ことから社会の潜在的ニーズの大きさがうかがえます。
なぜ年をとると水晶体が固くなるのか？この根本的な課題に挑戦
しているのが、早野元嗣講師をはじめとした老眼研究チームです。
まずは水晶体の硬さを測定する装置を開発し、腸内細菌サプリメ
ントのパートナー企業であるわかもと製薬株式会社とフードファク
ターのスクリーニングを行いました。乳酸菌ＷＢ2000やレスベラト
ロールが水晶体の硬化予防に効果があることを発見し、
サプリメン
トへの開発を急いでいます。
また、
慶應義塾大学医学部生化学教室と共同で、
水晶体の代謝の
網羅的解析を行い、
代謝面からのアプローチを始めました。
この研究に
より、
加齢により水晶体が固くなるばかりでなく、
肝臓や心臓、
脳、
そし
て筋肉など全身が固くなることがわかりました。
Drug Repositioning
から見つけた薬剤は水晶体の硬化を抑えることに加えて、体全体の
硬化も抑えることから、抗加齢薬としての期待がもたれます。
さらに、水晶体の硬さを超音波とOCTのデータを用いて無侵襲に

Hydrogen-producing milk to prevent reduction in tear stability in persons using visual display terminals. The Ocular
Surface. 2019 (in press). doi: 10.1016/j.jtos.2019.07.008
ドライアイ予備軍を対象に、水素ガス産生飲料（腸内細菌の水素ガス
産生を誘導する）
の摂取効果を評価したヒト臨床試験。涙液安定性に
効果が認められ、
ドライアイ発症予防に有用であることがわかりました。

Product Development

This study was performed to examine the effect of hydrogen (H2)-producing milk, which induces H2 production by intestinal microbiota, on
the prevention of dry eye disease. H2-producing milk appeared to retard
the decline in tear stability and may prevent short fluorescein tear film
breakup time-type dry eye.

解析する装置を小橋英長特任講師が開発しており、
この機器の開発
によって水晶体硬化の研究は飛躍的に進むものと期待されています。
このチームでは、
バイオレットライト
（VL）
を近視進行予防以外に
応用する研究も行っています。現在、
円錐角膜の進行予防への基礎
および臨床研究や、
40Hzというγ波に相当する周波数を用いた基礎
および臨床研究が進行中です。
VLは近視進行予防以外にも睡眠や
覚醒、
記憶増大、
集中力増大などさまざまな影響をもつことがわかっ
てきており、研究が加速しています。

ミルクde水素

牛乳に3つの成分
（ガラクトオリゴ糖・マルチト

ール・グルコマンナン）
を配合。
腸内細菌の働き
により、
おなかの中で生理活性を有する水素を
産生し、
生体に供給する乳飲料です。
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Milk de Hydrogen
A beverage composed of cows’ milk with
galactooligosaccharide, maltitol, and
glucomannan, which are capable of inducing
production of hydrogen gas known as a
bioactive gas in the human intestinal tract.
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Presbyopia is a disease linked to aging, affecting everyone
from age 40 onwards, as a hardening of the eye’s crystalline
lens produces a narrowed amplitude of adjustment. The most
striking symptom is a reduced clarity of vision at close range.
Presbyopia has conventionally been addressed through
bifocals or intraocular lenses, but a fundamental medicinal
prevention has yet to be developed despite an estimated market scale of 500 billion yen in Japan and 5 trillion yen worldwide. Judging by the commercial availability and increasing
sales of supplements, the potential social needs for medical
solutions are significant.
Why does the crystalline lens harden with age? Keio University lecturer Dr. Motoshi Hayano is leading a team addressing
this very issue. After developing a device to measure the
hardening of the crystalline lens, Hayano’s team joined with
corporate partner Wakamoto Pharmaceutical, producer of
gastrointestinal supplements, to conduct supplement screening. Having found that supplements such as WB2000 and
resveratrol have a preventive effect against hardening of the
crystalline lens, they are now expediting production of these
supplements.
We have also initiated a regenerative approach, collaborating
with the biochemistry department at Keio University School
of Medicine in a global analysis of crystalline lens regeneration. This research produced an understanding that not only
the crystalline lens, but also liver, heart, brain, and muscle,
for example, harden with age. Through drug repositioning,
emerging pharmaceuticals suppressing hardening of the
crystalline lens can be expanded to help suppress hardening
throughout the body, thus serving as new anti-aging drugs.
Meanwhile, Dr. Hidenaga Kobashi is utilizing ultrasound and
OCT data on crystalline lens hardening to develop noninvasive analysis equipment which should greatly expedite
research into this medical challenge.
This team is pursuing research geared toward application
beyond the use of violet light (VL) in prevention of myopia
progression. We are currently engaged in basic and clinical
research into the prevention of keratoconus progression, and
similar dual research into utilization of a 40Hz frequency
corresponding to gamma waves. We now know that violet
light may function in new ways beyond inhibiting progression of myopia, such as impacting sleep and arousal, memory
expansion, and expanded concentration abilities, and are
therefore expediting research into this area.
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❶ 慶應医学部内にある坪田ラボのオフ
ィス。元病棟であった場所がオフィスに。
❷ 慶應医学部信濃町キャンパス内の
リサーチパークには「つぼラボ近視研
究室」
も開設。
❸ グーグルを成功に導いた目標管理手
法OKRを導入。
❹ 近視研究室では、VLを活用したデバ
イスも研究開発。
❺ 会議室にて、週に1回行われるミー
ティング。
この日は特許ミーティング。
❻ ドライアイ研究室では、薬剤スクリ
ーニングも。
❼❽ 坪ラボでの会議の様子。
日々のコミ
ュニケーションからアイデアが生まれる。
❾ 老眼研究室では、水晶体の硬さを測
定する装置を開発。
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慶應義塾大学病院1号館
Keio University Hospital Bldg. 1

4

3号館
（北棟）
6F眼科会議室
Building 3,
6th Floor,
Ophthalmology
Department
Meeting Room
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東門
East Gate
1号館
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正門
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❶ Former hospital ward transformed
into the Tsubota Lab Office at Keio’s
School of Medicine.
❷ Tsubota Lab Myopia Research Unit
now established in the Research Park
located within Tsubota Lab on Keio’s
School of Medicine Shinanomachi
Campus.
❸ Implementing OKR, the goal
management method that led Google
to success.
❹ R&D of device employing VL in the
Myopia Research Unit.
❺ Discussing patents during a weekly
meeting held in conference room.
❻ Drug screening conducted in the Dry
Eye Research Unit.
❼❽ Typical meeting at Tsubota Lab—
daily communication breeds great ideas.
❾ Developing device for measuring lens
hardness at the Presbyopia Research
Unit.

株式会社坪田ラボ
Tsubota Laboratory, Inc.
〒160-8582 東京都新宿区信濃町35番地
慶應義塾大学信濃町キャンパス2-5フロア
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電話：03-6384-2866
FAX：03-6384-2877

Keio University
Shinanomachi Campus 2-5 Floor
35 Shinanomachi
Shinjuku-ku, Tokyo 160-8582 JAPAN
Phone: +81-3-6384-2866
FAX +81-3-6384-2877
https://tsubota-lab.com/
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国立競技場駅
Kokuritsu-kyogijo Sta.

坪田ラボ
（2号棟5階）
Tsubota Lab (Building 2, 5th f loor)

信濃町駅
Shinanomachi Sta.

近視
Myopia

ドライアイ
Dry Eye

老眼
Presbyobia

