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演題
番号

4 月 11 日（日)

第 1 会場 メインホール（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 2会場 1003（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

8：45
サブスペシャリティサンデー 1
脳圧の変化と視機能障害について
ディレクター：中馬 秀樹（宮崎大）・井上 俊洋（熊本大)
モデレーター：橋本 雅人（中村記念病院）

大久保真司（おおくぼ眼科クリニック／金沢大)
SS01-1 うっ血乳頭の臨床像

中野 絵梨（京都大) 121
SS01-2 脳脊髄圧と眼圧の圧較差と緑内障

辻 隆宏（福井大) 122
SS01-3 急性脳圧亢進による眼出血機構

花井 香織（中村記念病院) 122
SS01-4 脳脊髄液減少による視機能障害

山上 明子（井上眼科病院) 123
9：45
10：00

サブスペシャリティサンデー 2
日常臨床を変革しうる新しい緑内障検査
ディレクター：中馬 秀樹（宮崎大）・井上 俊洋（熊本大)
モデレーター：東出 朋巳（金沢大）・赤木 忠道（京都大)
SS02-1 眼圧・前眼部

三木 篤也（大阪大) 124
SS02-2 視野検査

松本 長太（近畿大) 125
SS02-3 緑内障の眼底検査

赤木 忠道（京都大) 125
SS02-4 AIと緑内障検査

朝岡 亮（聖隷浜松病院) 126
11：00

閉会式
12：25

7：30
モーニングセミナー 17
bブロッカーの新たな知見
座長：相原 一（東京大)
大塚製薬株式会社

8：30
8：45

サブスペシャリティサンデー 4
弱視・小児斜視の診断と治療
ディレクター：大野 京子（医科歯科大）・木村亜紀子（兵庫医大)
モデレーター：野村 耕治（兵庫県立こども病院）

杉山 能子（金沢大)
SS04-1 弱視の診断

中西 裕子（神戸大) 130
SS04-2 弱視の治療

林 思音（山形大) 131
SS04-3 小児斜視の診断

四宮 加容（徳島大) 131
SS04-4 小児斜視の治療

彦谷 明子（浜松医大) 132
9：45

11：15
サブスペシャリティサンデー 6
近視診療 Up to Date
ディレクター：大野 京子（医科歯科大）・木村亜紀子（兵庫医大)
モデレーター：生野 恭司（いくの眼科）・五十嵐多恵（医科歯科大)
SS06-1 学童と病的近視の小児への対策

五十嵐多恵（医科歯科大) 136
SS06-2 近視関連緑内障様視神経症の特徴

新田 耕治（福井県済生会病院) 137
SS06-3 近視の眼合併症〜斜視〜

横山 連（大阪市立総合医療センター) 137
SS06-4 近視性網膜疾患の診療

生野 恭司（いくの眼科) 138
12：15

11：15
サブスペシャリティサンデー 3
緑内障治療のトピックス
ディレクター：中馬 秀樹（宮崎大）・井上 俊洋（熊本大)
モデレーター：谷戸 正樹（島根大）・井上 俊洋（熊本大)
SS03-1 薬物治療のトピックス

坂田 礼（東京大) 127
SS03-2 緑内障レーザー治療のトピックス

小島 祥（熊本大) 128
SS03-3 流出路再建術のトピックス

杉原 一暢（島根大) 128
SS03-4 濾過手術のトピックス

奥道 秀明（広島大) 129
12：15

10：00
サブスペシャリティサンデー 5
外来診療で有用な霰粒腫の知識
ディレクター：大野 京子（医科歯科大）・木村亜紀子（兵庫医大)
モデレーター：野田 実香（慶應大）・吉川 洋（九州大)
SS05-1 マイボーム腺のケア

戸田 郁子（南青山アイクリニック) 133
SS05-2 小児の霰粒腫

野田 実香（慶應大) 134
SS05-3 霰粒腫と脂腺癌の内科的鑑別

高木 健一（小倉医療センター) 134
SS05-4 霰粒腫と脂腺癌の切開所見の違い

吉川 洋（九州大) 135
11：00

12：45
フェアウエルセミナー
令和時代の白内障手術〜Comfortable なレンズの追及〜
座長：大鹿 哲郎（筑波大)
参天製薬株式会社

13：45
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演題
番号

第 3 会場 1001＋1002（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 4会場 1004-1007（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：30
モーニングセミナー 18
乱視矯正の意義〜正確な乱視矯正が叶えるもの〜
座長：神谷 和孝（北里大・医療衛生)
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

8：30
8：45

加齢黄斑変性 3
座長：恩田 秀寿（昭和大・東）

O4-001 加齢黄斑変性の遺伝子多型と補体 加藤 寛（大原綜合病院）232
O4-002 AMDの treat and extend6年成績 細川 海音（岡山大） 232
O4-003 brolucizumabへの切り替え 太田 光（名古屋大） 233
O4-004 MIP-1bと nAMD-MA発症眼の視力 佐藤 智人（防衛医大） 233
O4-005 ブロルシズマブ内眼炎前房中蛋白 橋本 悠人（自治医大） 233

9：45

11：15
網膜色素変性
座長：山本 修一（千葉大）

O4-011 RP の炎症制御で変動する遺伝子 下川翔太郎（九州大） 235
O4-012 Readthrough compounds for RP 前田亜希子

（神戸アイセンター病院） 235
O4-013 iPS 細胞を用いたRPの病態解明 田川 美穂（京都大） 236
O4-014 日韓のクリスタリン網膜症 村上 祐介（九州大） 236
O4-015 RP の年代別の原因遺伝子の特定率 小柳 俊人（九州大） 236

12：15

7：30
モーニングセミナー 19
nAMD治療の探索と深化〜最適な治療を実現するために〜
座長：髙橋 寛二（関西医大）・飯田 知弘（女子医大)
ノバルティス ファーマ株式会社 メディカル本部

8：30
8：45

サブスペシャリティサンデー 7
網膜疾患診療アップデート
ディレクター：池田 康博（宮崎大）・南場 研一（北海道大)
モデレーター：柳 靖雄（Duke NUS Med Sch／お花茶屋眼科）

本田 茂（大阪市大)
SS07-1 糖尿病網膜症アップデート

中尾新太郎（九州医療センター) 139
SS07-2 網膜静脈閉塞症アップデート

長谷川泰司（女子医大) 140
SS07-3 加齢黄斑変性治療のアップデート

三木 明子（神戸大) 140
SS07-4 パキコロイド関連疾患

松本 英孝（群馬大) 141
9：45
10：00

サブスペシャリティサンデー 8
PVR治療の実際と未来
ディレクター：池田 康博（宮崎大）・南場 研一（北海道大)
モデレーター：瓶井 資弘（愛知医大）・國方 彦志（東北大)
SS08-1 PVR回避のマネージメント

石田雄一郎（愛知医大) 142
SS08-2 硝子体手術の現状と課題

中島 浩士（大阪労災病院) 143
SS08-3 PVR手術での術中デバイスの応用

厚東 隆志（杏林大) 143
SS08-4 PVR治療薬の開発

石川桂二郎（九州大) 144
11：00
11：15

サブスペシャリティサンデー 9
ぶどう膜診療アップデート
ディレクター：池田 康博（宮崎大）・南場 研一（北海道大)
モデレーター：大黒 伸行（JCHO大阪病院）・柳井 亮二（山口大)
SS09-1 疫学からみるぶどう膜炎

岩田 大樹（北海道大) 145
SS09-2 とりまではないぶ膜炎の局所治療

内 翔平（山口大) 146
SS09-3 全身で治すぶどう膜炎

坪田 欣也（東京医大) 146
SS09-4 ぶどう膜炎の分子標的治療

岩橋 千春（近畿大) 147
12：15

10：00
加齢黄斑変性 4
座長：本田 茂（大阪市大）

O4-006 Phase 3 Trial of PDS in nAMD Mark R Wieland
(Northern California Retina Vitreous Assoc.) 234

O4-007 ブロルシズマブ切替後内眼炎 6例 月井 里香（自治医大） 234
O4-008 Bro：persistent fluid in nAMD 柳 靖雄

（Duke-NUS Med Sch） 234
O4-009 Faricimab nAMD Phase 3 Result 大路 正人（滋賀医大） 234
O4-010 再発のないAMDのOCTA 三木 克朗

（関西医大・総合医療センター） 235

11：00
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演題
番号

第 5 会場 1009（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 6会場 1008（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：30
モーニングセミナー 20
これからの近視診療を考える
〜緑内障視神経障害から見る近視進行抑制〜
座長：西田 幸二（大阪大)
ロート製薬株式会社

8：30
8：45

サブスペシャリティサンデー 10
角結膜炎の鑑別診断
ディレクター：山上 聡（日本大）・福島 敦樹（瞳クリニック)
モデレーター：庄司 純（日本大）・横井 則彦（京都府医大)
SS10-1 瞬目摩擦関連疾患

山口 昌彦（愛媛県立中央病院) 148
SS10-2 アレルギー性結膜疾患

福田 憲（高知大) 149
SS10-3 マイボーム腺関連角結膜疾患

鈴木 智（京都市立病院) 149
SS10-4 感染性眼瞼結膜炎

鈴木 崇（東邦大・大森) 150

9：45
10：00

サブスペシャリティサンデー 11
前眼部領域の同時手術の適応と手技
ディレクター：山上 聡（日本大）・福島 敦樹（瞳クリニック)
モデレーター：榛村 重人（慶應大）・庄司 信行（北里大)
SS11-1 白内障と角膜移植

榛村 重人（慶應大) 151
SS11-2 視機能を維持した強膜内固定手術

朝生 浩（日本大) 152
SS11-3 白内障とMIGSの同時手術

谷戸 正樹（島根大) 152
SS11-4 白内障と眼表面再建術の同時手術

稲富 勉（国立長寿医療研究センター) 153
11：00
11：15

サブスペシャリティサンデー 12
眼瞼腫瘍と眼瞼疾患―紹介それとも経過観察？―

ディレクター：山上 聡（日本大）・福島 敦樹（瞳クリニック)
モデレーター：小幡 博人（埼玉医大・医療センター）

村上 正洋（日本医大・武蔵小杉)
SS12-1 眼瞼疾患の外科的治療

嘉鳥 信忠（大浜第一病院／安里眼科／聖隷浜松病院) 154
SS12-2 眼瞼疾患の病理組織像

伊東 慶悟（日本医大・武蔵小杉・皮膚科) 155
SS12-3 小児の睫毛内反・先天眼瞼下垂

田邉 美香（九州大) 155

12：15

7：30
モーニングセミナー 21
あらゆる分野で活用できる Digitally assisted surgery
座長：中澤 徹（東北大）・井上 真（杏林大)
日本アルコン株式会社

8：30
8：45

緑内障：手術・創傷治癒 1
座長：大鳥 安正（大阪医療センター）

O4-016 マイクロフック前後の房水流出率 谷戸 正樹（島根大） 237
O4-017 線維柱帯切開術後の再手術症例 松岡 孝典（大阪医療センター） 237
O4-018 S-LOT後早期の一過性眼圧上昇 岡田 陽（京都府医大）237
O4-019 mTLOと緑内障点眼年数の関係 奥田 実奈（神戸大） 237
O4-020 ロトミー眼内法の切開範囲の比較 草開 隆佑（関西医大） 238

9：45
10：00

緑内障：手術・創傷治癒 2
座長：山本 哲也（海谷眼科）

O4-021 乳頭黄斑領域障害例のレクトミー 坂上 悠太（新潟大） 238
O4-022 テノン前転 TLEの手術成功率 満保 祐己（金沢大） 238
O4-023 開放隅角緑内障へのバルベルト 浦橋 佑衣（熊本大） 239
O4-024 MP-CPC（Rev2）の短期治療成績 秋山 拓也（東京大） 239
O4-025 線維柱帯切除術の術後屈折誤差 関谷 友宏（兵庫医大） 239

11：00
11：15

緑内障：データサイエンス・機械学習、AI
座長：中澤 徹（東北大）

O4-026 NTG末期は CHが低下する 内田 惠子（東北大） 240
O4-027 緑内障 AI 診療サポートシステム 矢花 武史（東北大） 240
O4-028 血栓予防薬と緑内障手術 高野 史生（神戸大） 240
O4-029 乳頭出血 AI 検出と部位別出現頻度 面高 宗子（東北大） 240
O4-030 ブルッフ膜開口部の自動検出法 織谷 康之（京都大） 241

12：15



前付66-86_SO12502A責B.mcd  Page 20 21/02/18 09:30  v6.10

［84］

演題
番号

第 7 会場 特別会議場（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

演題
番号

第 8会場 1202（大阪国際会議場)
ショートタイトル 演者（所属） 頁

7：30
モーニングセミナー 22
知っておきたい、眼感染症〜角膜と眼瞼への臨床的アプローチ〜
座長：下村 嘉一（府中アイセンター)
千寿製薬株式会社

8：30

7：30
モーニングセミナー 23
DME／nAMDの血管と病態について考える
座長：石橋 達朗（九州大)
中外製薬株式会社

8：30




