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演題
番号

4 月 20 日（土)

第 1 会場 ホールC（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 2会場 ホールB7（1）（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

12：00
ランチョンセミナー 21
術後眼内炎を完封せよ！パートⅤ〜緩急自在のAMR対策を考える〜
座長：大橋 裕一（愛媛大）・井上 幸次（鳥取大)
HOYA株式会社メディカル事業部

13：00

14：55
評議員会指名講演
難治性眼疾患への挑戦
座長：谷原 秀信（熊本大)
三叉神経と角膜輪部幹細胞

雑賀司珠也（和歌山県医大) 8
眼内炎症性疾患の病態解明に向けて

蕪城 俊克（東京大) 10
Japan Eye Genetics Consortium

角田 和繁（東京医療センター) 12
17：25

9：00
シンポジウム 14
網脈絡膜疾患における近未来の治療概念
オーガナイザー：石田 晋（北海道大）・高木 均（聖マリ医大)
S14-1 網膜変性と細胞死

村上 祐介（九州大) 53
S14-2 糖尿病黄斑浮腫における自己免疫

村上 智昭（京都大) 54
S14-3 網膜における炎症と線維化

植村 明嘉（名古屋市大) 54
S14-4 光遺伝学による視覚再建

栗原 俊英（慶應大) 55
S14-5 網膜疾患と遺伝子編集

西口 康二（東北大) 55
S14-6 黄斑疾患治療動物モデル

大西 暁士（理化学研究所) 56

10：30
10：45

招待講演 2 ENG
座長：平形 明人（杏林大）

Young Hee Yoon（Asan Med Ctr, Univ of Ulsan)
Bioengineered Retinal Implants

Mark S. Humayun
（Univ Southern California)

11：45

13：45
特別講演 1
座長：大鹿 哲郎（筑波大)
網脈絡膜の生体イメージング

小椋祐一郎（名古屋市大)
14：45

9：00
シンポジウム 15
デジタル支援の眼科手術
オーガナイザー：瓶井 資弘（愛知医大）

野田 徹（東京医療センター)
S15-1 眼科手術応用 8K-TV映像技術

山下 紘正（カイロス株式会社) 57
S15-2 8K-3Dによる眼科手術の観察

三宅 謙作（眼科三宅病院) 58
S15-3 Heads-up surgery 映像システム

秋山 邦彦（東京医療センター) 58
S15-4 デジタル支援の眼科手術

井上 真（杏林大) 59
S15-5 デジタル支援前眼部手術の可能性

宮田 和典（宮田眼科病院) 59
S15-6 深層学習の硝子体手術

門之園一明（横浜市大・視覚再生外科) 60

10：30

7：45
モーニングセミナー 7
硝子体手術、グローバルトレンドを知る！
座長：平形 明人（杏林大)・門之園一明（横浜市大視覚再生外科）
日本アルコン株式会社

8：45

12：00
ランチョンセミナー 22
Current insights in the mechanism and treatment of AMD
座長：白神 史雄（岡山大)・WonKi Lee（Seoul St.MaryʼsHosp,
Catholic Med Ctr）
バイエル薬品株式会社／参天製薬株式会社

13：00

13：15
総会

18：00
日本眼科学会専門医制度第 69 回講習会
テーマ 1 プライマリ・ケア・シリーズ�

21：00

特別講演 1 中継

評議員会指名講演 中継
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第 3会場 ホールB7（2）（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 4会場 ホールB5（1）（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

9：00
シンポジウム 16
緑内障眼の隅角線維柱帯に対するアプローチ
オーガナイザー：木内 良明（広島大）・庄司 信行（北里大)
S16-1 隅角の見方と線維柱帯の構造

久保田敏昭（大分大) 61
S16-2 房水動態の生理と薬物の作用

本庄 恵（東京大) 62
S16-3 線維柱帯手術の原理と手術成績

千原 悦夫（千原眼科医院) 62
S16-4 マイクロフック ab internoトラベクロトミーの成績

谷戸 正樹（島根大) 63
S16-5 緑内障病態と術式

濱中 輝彦（日本赤十字社医療センター) 63

10：30

12：00
ランチョンセミナー 23
「研究力が高まる論文の読み方」〜 nAMD大規模臨床試験を参考に〜
座長：石田 晋（北海道大)
アルコン ファーマ株式会社／ノバルティス ファーマ株式会社
メディカル本部

13：00

7：45
モーニングセミナー 9
―One World-One Health―人と動物にみられる同じ眼の病気
〜人から動物へ、動物から人へ、共に健やかに生きる〜
座長：岡田アナベルあやめ（杏林大）

髙橋 政代（理化学研究所)
千寿製薬株式会社

8：45
9：00

教育セミナー 7
視野と画像から学ぶ眼疾患
オーガナイザー：松本 長太（近畿大）

大久保真司（おおくぼ眼科クリニック)
E07-1 疾患を理解するための視野の基本

前田 史篤（新潟医療福祉大) 99
E07-2 視野と画像から学ぶ緑内障

中野 匡（慈恵医大) 100
E07-3 眼底自発蛍光と視野異常

角田 和繁（東京医療センター) 100
E07-4 神経眼科的視野のみかた

柏井 聡（愛知淑徳大) 101

10：30

7：45
モーニングセミナー 8
あなたのクリニックの緑内障治療継続、お悩み解決します！
座長：中澤 徹（東北大）
参天製薬株式会社

8：45

12：00
ランチョンセミナー 24
アルコンシンポジウム
座長：村上 晶（順天大）・相原 一（東京大)
日本アルコン株式会社

13：00

18：00
日本眼科学会専門医制度第 69回講習会
テーマ 2 専門医共通講習会③

21：00

特別講演 1 中継

評議員会指名講演 中継

招待講演 2 中継
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演題
番号

第 5 会場 ホールB5（2）（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 6会場 ホールD7（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

12：00
ランチョンセミナー 25
必見！低加入度数分節眼内レンズ
�レンティス コンフォート®"の可能性‼

座長：大鹿 哲郎（筑波大)
参天製薬株式会社

13：00

7：45
モーニングセミナー 10
エレックスSLTセミナーVol. 7
患者さんにとってSLTとは SLT最前線
座長：新田 耕治（福井県済生会病院)
エレックス株式会社

8：45
9：00

シンポジウム 17
2020 年診療報酬改定を見据えて
オーガナイザー：村上 晶（順天大／日本眼科学会）

野中 隆久（あかしな野中眼科／日本眼科医会)
S17-1 次期診療報酬改定に向けて

城守 国斗（日本医師会 常任理事) 64
S17-2 多焦点眼内レンズ

大鹿 哲郎（筑波大) 65
S17-3 前眼部三次元画像解析

前田 直之（湖崎眼科) 65
S17-4 償還されない保険医療材料

高橋 浩（日本医大) 66
S17-5 医療機器の課題―JOIA の視点

田村 誠（国際医療福祉大学) 66

10：30

7：45
モーニングセミナー 11
ドライアイの自覚症状を科学する
座長：木下 茂（京都府医大)
大塚製薬株式会社

8：45
9：00

教育セミナー 8
臨床研究における倫理の考え方
オーガナイザー：澤 充（澤眼科医院）・山本 哲也（岐阜大)
E08-1 研究者倫理に関する世界の動向

市川 家國（公正研究推進協会) 102
E08-2 臨床研究法と眼科研究・臨床

澤 充（澤眼科医院) 103
E08-3 倫理指針と臨床研究法

加藤 浩晃（京都府医大) 103
E08-4 臨床研究法への対応

菅原 岳史（千葉大) 104

10：30

12：00
ランチョンセミナー 26
光をマネージする
座長：不二門 尚（大阪大）
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ビジョンケアカンパニー

13：00
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第 7 会場 ホールD5（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 8会場 ホールD1（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：45
モーニングセミナー 12
トーリック眼内レンズ―私たちの使い方―

座長：大鹿 哲郎（筑波大)
エイエムオー・ジャパン株式会社

8：45
9：00

教育セミナー 9
眼所見から考える眼炎症・眼感染症疾患
オーガナイザー：蕪城 俊克（東京大）・鈴木 崇（東邦大・大森)
E09-1 角結膜所見

井上 智之（多根記念眼科病院) 105
E09-2 前房虹彩所見

宮永 将（東京都立広尾病院) 106
E09-3 内因性眼炎症疾患の眼所見

慶野 博（杏林大) 106
E09-4 感染性眼内炎・ぶどう膜炎

戸所 大輔（群馬大) 107

10：30

7：45
モーニングセミナー 13
ヨード製剤を学ぼう
座長：下村 嘉一（府中病院／近畿大)・秦野 寛（ルミネはたの眼科)
株式会社日本点眼薬研究所

8：45
9：00

The International Crosstalk Symposium by Young Ophthal-
mologists
座長：中村 誠（神戸大）・佐藤 美保（浜松医大)
CS-1 LASIK versus PRK

TommyChung Yan（Hong KongSanatorium&Hosp) 151
CS-2 DR and Blindness in Indonesia

Muhammad BayuSasongko（Universitas GadjahMada)
152

CS-3 Novel predictors of TR-ROP
有馬 充（九州大) 152

CS-4 The ILM and the MH closure
塩出 雄亮（岡山大) 153

CS-5 Genetics of Behçhetʼs disease
竹内 正樹（横浜市大) 153

CS-6 Macular ischemia of RVO
長谷川泰司（女子医大) 154

CS-7 Retinal Vasculature in BRVO
若林 卓（大阪大) 154

10：30

12：00
ランチョンセミナー 27
ドライアイ治療戦略〜ドライアイ患者さんに最善の治療とは〜
座長：高村 悦子（東京女子医大)
参天製薬株式会社

13：00

12：00
ランチョンセミナー 28
JFC Cutting Edgeセミナー Part 4
〜遅れていた領域に革新の扉〜
座長：若倉 雅登（井上眼科病院）
株式会社 JFCセールスプラン／ジャパンフォーカス株式会社／
株式会社ライト製作所

13：00
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第 9 会場 G502（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：45
モーニングセミナー 14
「第 11回 公益財団法人 一新会セミナー」
新しい色覚検査法と色覚検査の現状
オーガナイザー：山下 英俊（（公財）一新会／山形大)・

岡島 修（（公財）一新会)
公益財団法人 一新会

8：45

演題
番号

第 10 会場 G409（東京国際フォーラム)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：45
モーニングセミナー 15
眼科で使えるエビデンス・ベースのサプリメント素材（Ⅲ）
〜加齢黄斑変性の進行と予防を理解する！〜
座長：石田 晋（北海道大)
日東メディック株式会社

8：45
9：00

教育セミナー 10
弱視治療のアップデート
オーガナイザー：菅澤 淳（大阪医大）・三木 淳司（川崎医大)
E10-1 形態覚遮断弱視の治療

矢ケ﨑悌司（眼科やがさき医院) 108
E10-2 斜視弱視の治療

臼井 千惠（帝京大) 109
E10-3 弱視治療のEBM

米田 剛（川崎医療福祉大) 109
E10-4 両眼開放下の弱視治療

半田 知也（北里大) 110

10：30

12：00
ランチョンセミナー 29
コンタクトレンズ臨床の今、そして未来へ
老視世代の QOL向上を目指して
座長：前田 直之（湖崎眼科）
日本アルコン株式会社

13：00

12：00
ランチョンセミナー 30
いつもの白内障手術をワンランクアップ！
―Total Keratometryとガイダンスシステムのコツ―

座長：ビッセン宮島弘子（東京歯大・水道橋)
カールツァイスメディテック株式会社

13：00


