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演題
番号

4 月 8 日（日)

Room 2 Hall B7（1)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

Room 3 Hall B7（2)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

9：00

サブスペシャリティサンデー 1
後眼部疾患 網膜疾患：手術システム・診断機器の進歩
ディレクター：石田 晋（北海道大）
モデレーター：鈴間 潔（長崎大)
SS01-1 生理学的診断機器の進歩

長岡 泰司（旭川医大) 194
SS01-2 形態学的診断機器の進歩

大音壮太郎（京都大) 195
SS01-3 レーザー手術の進歩

野崎 実穂（名古屋市大) 195
SS01-4 硝子体手術の進歩

鈴間 潔（長崎大) 196
10：00

10：10

サブスペシャリティサンデー 2
後眼部疾患 網膜疾患：薬物療法の理論と実際
ディレクター：石田 晋（北海道大）
モデレーター：小沢 洋子（慶應大)
SS02-1 黄斑浮腫の見方と薬物治療

柳 靖雄（東京大) 197
SS02-2 AMD診療の理論と実際

小沢 洋子（慶應大) 198
SS02-3 AZOORのみかた

齋藤 航（北海道大) 198
SS02-4 網膜色素変性症の診断と治療

大谷 篤史（日赤和歌山医療セ) 199
11：10

11：20

サブスペシャリティサンデー 3
後眼部疾患 ぶどう膜炎：診断・治療のトピックス
ディレクター：石田 晋（北海道大）
モデレーター：南場 研一（北海道大)
SS03-1 CMV虹彩炎の臨床像と診断

杉田 直（東京医歯大) 200
SS03-2 生物学的製剤：インフリキシマブ

南場 研一（北海道大) 201
SS03-3 生物学的製剤の眼局所療法

北市 伸義（北海道医療大) 201
SS03-4 ぶどう膜炎における外科手術

臼井 嘉彦（東京医大) 202
12：20

11：20

サブスペシャリティサンデー 6
緑内障・視神経 緑内障薬物治療のアップデート
ディレクター：富田 剛司（東邦大：大橋）
モデレーター：木内 良明（広島大） 山本 哲也（岐阜大)
SS06-1 緑内障薬物の眼圧下降効果

福地 健郎（新潟大) 209
SS06-2 緑内障薬物の副作用とその対策

望月 英毅（広島大) 210
SS06-3 発見早期の薬物選択法

澤田 明（岐阜大) 210
SS06-4 薬物変更と手術のタイミング

中村 誠（神戸大) 211
12：20

9：00

サブスペシャリティサンデー 4
緑内障・視神経 鑑別 視神経疾患―最近の知見を踏まえて
ディレクター：富田 剛司（東邦大：大橋）
モデレーター：吉冨 健志（秋田大） 敷島 敬悟（東京慈恵医大)
SS04-1 視神経低形成と OCT

藤本 尚也（井上記念病院) 203
SS04-2 遺伝性視神経症の診断と鑑別

林 孝彰（東京慈恵医大) 204
SS04-3 視神経疾患の画像診断

橋本 雅人（札幌医大) 204
SS04-4 視神経乳頭腫脹の診断と鑑別

敷島 敬悟（東京慈恵医大) 205
10：00

10：10

サブスペシャリティサンデー 5
緑内障・視神経 緑内障進行のリスクファクター
ディレクター：富田 剛司（東邦大：大橋）
モデレーター：富田 剛司（東邦大・大橋） 谷原 秀信（熊本大)
SS05-1 緑内障の進行判定

富所 敦男（東中野とみどころ眼科) 206
SS05-2 眼圧のリスク要因

溝上 志朗（愛媛大) 207
SS05-3 眼圧以外のリスクファクター

新田 耕治（福井県済生会病院) 207
SS05-4 生物学的なリスク要因

結城 賢弥（慶應大) 208
11：10

7：50

モーニングセミナー 10
緑内障 3 分診療を科学する：視神経乳頭（乳頭）の脆弱性と「100％・
100万本・100 日」
オーガナイザー：吉川 啓司（吉川眼科クリニック）

松元 俊（東京逓信病院)
参天製薬㈱

8：50

12：30

フェアウェルセミナー
―é見るêé聴くêそして学ぶ！―ドライアイ徹底攻略セミナー
オーガナイザー：木下 茂（京都府医大） 大橋 裕一（愛媛大）
参天製薬㈱

13：30

12：20

閉 会 式
12：30
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演題
番号

4 月 8 日（日)

Room 4,5 Hall B5
ショートタイトル 演者（所属） 頁

9：00

サブスペシャリティサンデー 7
前眼部疾患 白内障診療アップデート
ディレクター：天野 史郎（東京大）
モデレーター：根岸 一乃（慶應大） 松島 博之（獨協医大)
SS07-1 手術適応と術前検査

佐々木 洋（金沢医大) 212
SS07-2 眼内レンズ選択

根岸 一乃（慶應大) 213
SS07-3 白内障手術装置の設定

松島 博之（獨協医大) 213
SS07-4 粘弾性物質の使用法

柴 琢也（東京慈恵医大) 214
10：00

10：10

サブスペシャリティサンデー 8
前眼部疾患 臨床でよく見るオキュラーサーフェス疾患の診療
ディレクター：天野 史郎（東京大）
モデレーター：島﨑 潤（東京歯大） 外園 千恵（京都府医大)
SS08-1 ドライアイ治療

堀 裕一（東邦大・佐倉) 215
SS08-2 コンタクトレンズ障害

糸井 素純（道玄坂糸井眼科医院) 216
SS08-3 角結膜感染症

鈴木 崇（愛媛大) 216
SS08-4 眼瞼および結膜疾患

小幡 博人（自治医大) 217
11：10

11：20

サブスペシャリティサンデー 9
前眼部疾患 角膜移植：最近の進歩
ディレクター：天野 史郎（東京大）
モデレーター：山上 聡（東京大） 小林 顕（金沢大)
SS09-1 全層移植の適応拡大

山上 聡（東京大) 218
SS09-2 フェムトセカンド角膜移植

杉田潤太郎（眼科杉田病院) 219
SS09-3 DALK

妹尾 正（獨協医大) 219
SS09-4 角膜内皮移植術

小林 顕（金沢大) 220
12：20

プ
ロ
グ
ラ
ム
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日
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4
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演題
番号

Room 6 Hall D7
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：50

モーニングセミナー 11
コンタクトレンズについての理解を深めるための基礎講座
―その 2 涙液からみたコンタクトレンズ―
オーガナイザー：西田 幸二（大阪大)
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ビジョンケア カンパニー

8：50

9：00

シンポジウム 20
網膜芽細胞腫の治療―Japan Protocol の確立―
オーガナイザー：後藤 浩（東京医大） 古田 実（福島県医大)
S20-1 全身化学療法と放射線外照射

東 範行（国立成育医療研究セ) 152
S20-2 局所化学療法

鈴木 茂伸（国立がん研究セ中央病院) 153
S20-3 The role of chemotheray for Rb

秋山 政晴（東京慈恵医大・小児科) 153
S20-4 米国における網膜芽細胞腫治療

向井志寿夫（マサチューセッツ眼科耳鼻科病院) 154

10：30

10：40

教育セミナー 11
乳児内斜視の治療戦略
オーガナイザー：佐藤 美保（浜松医大） 杉山 能子（金沢大)
E11-1 検査・診断

佐藤 美保（浜松医大) 191
E11-2 術前検査・治療

仁科 幸子（国立成育医療研究セ) 192
E11-3 乳児内斜視の手術時期

矢ヶ崎悌司（眼科やがさき医院) 192
E11-4 乳児内斜視―予後、合併症―

木村亜紀子（兵庫医大) 193

12：10

7：50

モーニングセミナー 12
Novel approach to analyze Age-related Macular Degenera-
tion
カールツァイスメディテック㈱

8：50
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演題
番号

Room 11 G701
ショートタイトル 演者（所属） 頁

9：00

スキルトランスファー 2
すぐにできる検影法―レチノスコピー基本習得コース―
オーガナイザー：不二門 尚（大阪大） 内海 隆（内海眼科医院)
（協力：近畿弱視斜視研究会) 224

10：30

4 月 8 日（日)

Room 7 Hall D5

8：00

日本眼科学会
屈折矯正手術講習会

10：00

10：30

日本眼科学会
オルソケラトロジー講習会

12：30


