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演題
番号

4 月 21 日（日)

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

11：30
サブスペシャリティサンデー 3
ぶどう膜炎診療の進歩
ディレクター：近藤 峰生（三重大）・秋山 英雄（群馬大)
モデレーター：園田 康平（九州大）・楠原仙太郎（神戸大)
SS03-1 疫学・診断基準

柳井 亮二（山口大) 117
SS03-2 ぶどう膜炎診断の進め方

川口 龍史（都立駒込病院) 118
SS03-3 免疫調整薬による治療

金子 優（山形大) 118
SS03-4 生物製剤治療

橋田 徳康（大阪大) 119

12：30

9：00
サブスペシャリティサンデー 1
黄斑疾患の OCT・OCT angiography―日々の診療にこう活かす―

ディレクター：近藤 峰生（三重大）・秋山 英雄（群馬大)
モデレーター：古泉 英貴（琉球大）・大音壮太郎（京都大)
SS01-1 DR診療の OCT・OCTA

中尾新太郎（九州大) 111
SS01-2 網膜静脈閉塞症

平野 佳男（名古屋市大) 112
SS01-3 加齢黄斑変性の OCT, OCTA

髙橋 寛二（関西医大) 112
SS01-4 病的近視の OCTと OCTA

大野 京子（医科歯科大) 113

10：00
10：15

サブスペシャリティサンデー 2
硝子体手術、成功へのカッティングエッジ
ディレクター：近藤 峰生（三重大）・秋山 英雄（群馬大)
モデレーター：國方 彦志（東北大）・日下 俊次（近畿大)
SS02-1 黄斑疾患の硝子体手術

馬場 隆之（千葉大) 114
SS02-2 糖尿病網膜症の硝子体手術

鈴間 潔（香川大) 115
SS02-3 網膜剝離の硝子体手術

大路 正人（滋賀医大) 115
SS02-4 眼外傷の硝子体手術

北岡 隆（長崎大) 116

11：15
11：30

サブスペシャリティサンデー 6
診断と治療のアップデート続発緑内障
ディレクター：稲谷 大（福井大）・久保田敏昭（大分大)
モデレーター：久保田敏昭（大分大）・東出 朋巳（金沢大)
SS06-1 ぶどう膜炎続発緑内障

蕪城 俊克（東京大) 126
SS06-2 アミロイド緑内障

川路 隆博（佐藤眼科内科) 127
SS06-3 血管新生緑内障の診断と治療

東出 朋巳（金沢大) 127
SS06-4 落Þ緑内障

尾﨑 峯生（尾﨑眼科) 128

12：30

9：00
サブスペシャリティサンデー 4
これでマスター、視神経疾患
ディレクター：稲谷 大（福井大）・久保田敏昭（大分大)
モデレーター：中馬 秀樹（宮崎大）・石川 均（北里大)
SS04-1 視神経炎

龍井 苑子（北里大) 120
SS04-2 視神経乳頭腫脹の原因

田村弘一郎（大分大) 121
SS04-3 先天乳頭異常

前久保知行（眼科三宅病院) 121
SS04-4 圧迫性、遺伝性、中毒性視神経症

山上 明子（井上眼科病院) 122

10：00
10：15

サブスペシャリティサンデー 5
診断と治療のアップデート原発緑内障
ディレクター：稲谷 大（福井大）・久保田敏昭（大分大)
モデレーター：稲谷 大（福井大）・柏木 賢治（山梨大)
SS05-1 前視野緑内障の診断と治療

福地 健郎（新潟大) 123
SS05-2 原発開放隅角緑内障

川瀬 和秀（岐阜大) 124
SS05-3 原発閉塞隅角緑内障と前駆病変

広瀬 文隆（新神戸ひろせ眼科) 124
SS05-4 小児緑内障の分類と診断

池田 陽子（御池眼科池田クリニック) 125

11：15

12：50
フェアウェルセミナー
緑内障治療 Update―あらたな選択肢をどう使うか―

座長：相原 一（東京大)
参天製薬株式会社

13：50

閉会式
12：40

14：20
市民公開講座
視覚治療の最前線
司会・進行：平形 明人（杏林大)
座長：福下 公子（公益社団法人 東京都眼科医会)
最新治療で健やかで快適な生活を〜白内障手術と近視の手術〜

根岸 一乃（慶應大)
不治の眼病に挑む最前線〜網膜色素変性とロービジョンケア〜

山本 修一（千葉大)
16：20
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演題
番号

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

10：15
サブスペシャリティサンデー 8
進みゆく白内障手術
ディレクター：白石 敦（愛媛大）・堀 裕一（東邦大・大森)
モデレーター：小早川信一郎（日本医大・武蔵小杉）

石井 清（さいたま赤十字病院)
SS08-1 眼内レンズ度数計算

飯田 嘉彦（北里大) 132
SS08-2 眼内レンズ

鈴木 久晴（善行すずき眼科／日本医大) 133
SS08-3 眼内レンズ縫着術

西村 栄一（昭和大・藤が丘) 133
SS08-4 白内障手術機器の進歩

柴 琢也（東京慈恵医大) 134

11：15

9：00
サブスペシャリティサンデー 7
コンタクトレンズ：知っておくべき最近のトレンド
ディレクター：白石 敦（愛媛大）・堀 裕一（東邦大・大森)
モデレーター：前田 直之（湖崎眼科）・平岡 孝浩（筑波大)
SS07-1 SCL のトレンド

宮本 裕子（アイアイ眼科医院／近畿大) 129
SS07-2 輪部支持型HCL

外園 千恵（京都府医大) 130
SS07-3 オルソKガイドライン

吉野 健一（吉野眼科クリニック) 130
SS07-4 円錐角膜に対するCL処方

糸井 素純（道玄坂糸井眼科医院) 131

10：00

11：30
サブスペシャリティサンデー 9
感染症をサブスペシャリティに出来る 60 分！
ディレクター：白石 敦（愛媛大）・堀 裕一（東邦大・大森)
モデレーター：佐々木香る（JCHO星ヶ丘医療センター）

薄井 紀夫（総合新川橋病院)
SS09-1 アデノウイルス結膜炎

中川 尚（徳島診療所) 135
SS09-2 アメーバ角膜炎の診断と治療

中川 迅（東京歯大・市川) 136
SS09-3 角膜ヘルペス

高村 悦子（女子医大) 136
SS09-4 耐性菌感染症

江口 洋（近畿大) 137
12：30

9：00
緑内障：網膜神経節細胞
座長：相原 一（東京大）

O4-001 網膜神経節細胞のゲノム編集 佐藤 孝太（東北大） 238
O4-002 aRGCおよび ipRGCの障害耐性 本田 紗里

（東京都医学総合研究所） 238
O4-003 RGCとMANF 高 知愛（広島大） 239
O4-004 DMF／MMFの生存促進効果 盛 崇太朗（神戸大） 239
O4-005 GLAST欠損と網膜各層厚 江目 孝幸（弘前大） 239

10：00

11：30
緑内障：結膜・濾過胞
座長：井上 俊洋（熊本大）

O4-011 K115 炎症抑制効果のイメージング 小島 祥（熊本中央病院）241
O4-012 濾過胞でのペリオスチンの役割 足立 啓介（順天大） 241
O4-013 濾過手術におけるマクロファージ 尾上 美樹（順天大） 242
O4-014 Colchicine の濾過胞維持効果 國分 太貴（東北大） 242
O4-015 タクロリムスと濾過胞維持 森 和彦（京都府医大）242

12：30

7：45
モーニングセミナー 16
白内障手術の過去、現在、未来
座長：三宅 謙作（眼科三宅病院)
エイエムオー・ジャパン株式会社

8：45

10：15
緑内障：神経保護
座長：大鳥 安正（大阪医療センター）

O4-006 活性型TrkB による神経保護と再生 金 義道
（東京都医学総合研究所） 240

O4-007 Ripasudil の網膜保護作用 山岸 麗子（東京大） 240
O4-008 NACの神経保護効果 佐埜 弘樹（徳島大） 240
O4-009 PDHK阻害薬の神経保護効果 持田 誠也（東北大） 240
O4-010 MAPKp38 シグナル抑制と軸索保護 佐瀬 佳奈（聖マリ医大）241

11：15

14：00
視覚障がい者スポーツ体験会

15：30
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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

9：00
シンポジウム 18
適正な眼科医師数を考える
オーガナイザー：山岸 直矢（山岸眼科医院）

前田 利根（前田眼科クリニック)
指名討論：佐堀 彰彦（大阪府眼科医会／さほり眼科)
S18-1 適正医師数とはなにか

今村 聡（公益社団法人 日本医師会) 67
S18-2 日眼専門医制度委員長の視点

坂本 泰二（鹿児島大) 68
S18-3 将来の眼科医数

平塚 義宗（順天大) 68

10：30

7：45
モーニングセミナー 17
光を護る！眼圧管理のチェックポイント
座長：中村 誠（神戸大)
興和創薬株式会社

8：45
9：00

サブスペシャリティサンデー 10
小児眼疾患の検出と対応
ディレクター：不二門 尚（大阪大）

仁科 幸子（国立成育医療研究センター)
モデレーター：佐藤 美保（浜松医大）

仁科 幸子（国立成育医療研究センター)
SS10-1 乳幼児眼科健診

杉山 能子（金沢大) 138
SS10-2 乳児期（先天疾患、乳児内斜視)

林 思音（山形大) 139
SS10-3 3歳から就学時（弱視、斜視)

森 隆史（福島県医大) 139
SS10-4 学童期における近視の検出と対応

長谷部 聡（川崎医大) 140
10：00

11：30
サブスペシャリティサンデー 12
眼光学の基礎と応用
ディレクター：不二門 尚（大阪大）

仁科 幸子（国立成育医療研究センター)
モデレーター：前田 直之（湖崎眼科）・不二門 尚（大阪大)
SS12-1 回折と多焦点レンズ

根岸 一乃（慶應大) 144
SS12-2 レーシックの収差

稗田 牧（京都府医大) 145
SS12-3 空間周波数特性とコントラスト

二宮さゆり（伊丹中央眼科) 145
SS12-4 分光透過率と遮光眼鏡・着色 IOL

神谷 和孝（北里大) 146
12：30

7：45
モーニングセミナー 18
STEP 123で考える 緑内障の診断と治療
座長：富田 剛司（東邦大・大橋)
ファイザー株式会社

8：45

10：15
サブスペシャリティサンデー 11
眼部悪性腫瘍の診断と病診連携
ディレクター：不二門 尚（大阪大）

仁科 幸子（国立成育医療研究センター)
モデレーター：敷島 敬悟（東京慈恵医大）

古田 実（福島県医大)
SS11-1 眼瞼腫瘍の診断と病診連携

小幡 博人（埼玉医大・医療センター) 141
SS11-2 結膜腫瘍の診断と病診連携

加瀬 諭（北海道大) 142
SS11-3 眼内腫瘍の診断と病診連携

鈴木 茂伸（国立がん研究センター) 142
SS11-4 Orbital malignant tumors

高比良雅之（金沢大) 143
11：15
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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

9：00
薬理・検査
座長：川瀬 和秀（岐阜大）

O4-016 健常者とパーキンソン病の瞬目 山中 行人
（国立長寿医療研究センター）243

O4-017 低真空 SEMを用いた角膜の観察 有馬 武志（日本医大） 243
O4-018 ステロイドによる眼瞼術後の消炎 三村 真士（大阪医大） 243
O4-019 PPARaと PPARgの比較 中野 優治（日本医大） 243
O4-020 角膜障害へのレバミピドの影響 福田 正道（金沢医大） 244

10：00

11：30
IgG4 関連疾患・腫瘍
座長：兒玉 達夫（島根大）

O4-026 眼窩リンパ増殖性疾患の深層学習 秋山 雅人（九州大） 246
O4-027 IgG4 関連眼疾患の臨床像 上田俊一郎（東京医大） 246
O4-028 メタボロミクスによる鑑別 清水 広之（東京医大） 246
O4-029 IgG4 関連眼疾患のRNAseq 朝蔭 正樹（東京医大） 246
O4-030 脂腺癌における遺伝子解析 柚木 達也（富山大） 247

12：30

7：45
モーニングセミナー 19
眼圧日内変動を明らかにする〜緑内障治療への新たな挑戦〜
座長：杉山 和久（金沢大)
株式会社シード

8：45

10：15
眼窩・鼻涙管
座長：溝田 淳（帝京大）

O4-021(PA) 経眼窩的頭蓋内穿通外傷の 2例 石田 祥子
（土浦協同病院／筑波大） 244

O4-022 甲状腺眼症における線維化機序 日景 史人（札幌医大） 244
O4-023 Orbital implant migration Tarjani Dave

（L V Prasad Eye Inst） 245
O4-024 UBMを用いた鼻涙管閉塞症の観察 高木 麻衣（大阪医大） 245
O4-025 涙道に対するレバミピドの効果 中山 知倫（京都府医大）245

11：08

演題
番号

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

9：00
屈折矯正手術講習会

11：00

11：30
オルソケラトロジー講習会

13：30
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演題
番号

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 20
快適なコンタクトレンズ装着を考える
座長：小玉 裕司（小玉眼科医院）
クーパービジョン・ジャパン株式会社

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

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)

不二門 尚（大阪大)
稗田 牧（京都府医大)
木村亜紀子（兵庫医大)
三村 治（兵庫医大)
森本 壮（大阪大)
野村 耕治（兵庫県立こども病院)
菅澤 淳（大阪医大)
築留 英之（三重大)
内海 隆（内海眼科医院) 150

10：30
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