学会
1 月 17 日～19 日 第 37 回眼科手術学会 （於：京都）
インストラクションコース
眼形成手術 Vol.6 高周波メスによる様々な眼形成手術

兼森 良和

3 月 8 日 第 33 回神戸中央市民病院オープンカンファレンス （於：神戸）
Jones 変法と Lateral tarsal strip 法併用による加齢性下眼瞼内反症手術
兼森 良和
広義滲出型加齢黄斑変性に対するアフリベルセプト硝子体内注射の短期成績
藤井 彩加、今井 尚徳、別所 紘奈、大西 健、
田上 瑞記、近藤 仁美、田口浩司、安積 淳
3 月 2 日～6 日 World Ophthalmology Congress (WOC) （於：東京）
The association of elastin gene variants with two angiographic subtypes of
polypoidal choroidal asculopathy
Sigeru Honda, Suiho Yanagisawa, Akiko Miki, Wataru Matsumiya, Akira Negi
Comparison in the therapeutic outcome of intravitreal ranibizumab between typical
neovascular AMD and polypoidal choroidal vasculopathy over 24months of follow-up
Wataru Matsumiya, Shigeru Honda, Takayuki Nagai, Yasutomo Tsukahara
Long term outcomes of strabismus surgery in 2cases of Moebius syndrome.
Saya Nakano, Koji Nomura
4 月 3 日～7 日 第 118 回日本眼科学会総会 （於：東京）
サブスペシャルテイサンデー1．視神経症
視路疾患としての緑内障性視神経症

中村 誠

教育セミナー
緑内障における画像解析研究の組み立て方

金森 章泰

一般講演
視交叉における交叉性線維の乳頭周囲網膜神経線維層の分布の検討
上田 香織、金森 章泰、松本 佳子、
明石 梓、山田 裕子、中村 誠
ranibizumab から aflibercept 硝子体注射へ切り替えた加齢黄斑変性の
6 ヶ月治療成績
廣瀬 美樹、松宮 亘、柳沢 翠芳、三木 明子、長井 隆行、本田 茂、塚原 康友
4 月 13 日 第 117 回日本小児科学会 （於：名古屋）
教育講演２１ 小児の眼疾患で小児科医が知っておくべきこと

野村 耕治

5 月 3 日～8 日 ARVO （於：オーランド、米国）
Common variants in the complement factor H gene confer genetic susceptibility
to central serous chorioretinopathy
Akiko Miki, Naoshi Kondo, Suiho Yanagisawa, Hiroaki Bessho,
Sigeru Honda, Makoto Nakamura
The diagnostic ability of macular analysis by SD-OCT
to detect optic chiasmal compression neuropathy.
Azusa Akashi, Akiyasu Kanamori, Kaori Ueda, Yoshiko Matsumoto,
Yuko Yamada, Makoto Nakamura
Evaluation of circumpapillary retinal nerve fiber layer from nasal hemiretina
Kaori Ueda, Akiyasu Kanamori, Yoshiko Matsumoto, Azusa Akashi,
Mari Sakamoto, Yoko Kondo, Yuko Yamada, Makoto Nakamura
Prognosis of Lymphomas developed in the Ocular Adnexa: A Single-center Study
Yoshiko Matsumoto, Atsushi Adumi, Azusa Akashi, Mari Sakamoto,
Takayuki Nagai, Makoto Nakamura
7 月 4 日～6 日 第 48 回日本眼炎症学会
再発性多発軟骨炎に原田病様の重篤な脈絡膜炎を合併した一例
松本佳 子、藤原 雅史、三木 明子、松宮 亘、中村 誠
7 月 6 日 第 3 回涙道・涙液学会総会
前眼部 OCT による涙液メニスカス測定の標準化

坂井 譲

7 月 11 日～13 日 第 29 回 JSCRS 学術総会 （於：福岡）
Z 縫合した眼内レンズ毛様講逢着術後に生じた瞳孔捕獲に対する
縫合糸を用いた予防手術
中村 充利
2.2mm 経結膜強角膜一面切開白内障手術における
AutoSert®使用眼内レンズ挿入時の創口拡大量の検討
藤井 彩加、今井 尚徳、安積 淳
7 月 11 日～12 日 第 32 回日本眼腫瘍学会 （於：静岡）
腫瘍摘出した脈絡膜骨腫の 1 例

別所 紘奈、今井 尚徳、
（加瀬 諭）、安積 淳

9 月 13 日～17 日 European Society Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS)
（於：London、イギリス）
Less incision enlargement after the IOL implantation by using the motorized injector.
Ayaka Fujii, Hisanori Imai, Atsushi Azumi
9 月 20 日 第 25 回日本緑内障学会総会 （於：大阪）
シンポジウム 5．視野検査を活かして守る
周辺視野を守る

中村 誠

一般講演
アクアポリン 9 は乳酸輸送を介して網膜神経節細胞の生存を制御する
明石 梓、三木 明子、井上結香子、金森 章泰、山田 裕子、中村 誠
9 月 21 日 第 54 回日臨技近畿支部医学検査学会（於：神戸）
抗癌薬 TS-1®による眼瞼結膜杯細胞の経時的変化
松代 光代、金川 邦夫、神田 由佳、坂井 譲
9 月 13 日～17 日 Asia-Pacific Glaucoma Congress （於：香港）
Named Lecture Asia-Pacific Glaucoma Society Young Investigator Award
Visualization of axonal loss in clinical and laboratory researches
Akiyasu Kanamori

10 月 23 日 神戸大学眼科オープンカンファレンス （於：神戸）
神戸大学における糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体手術成績
徳永 敬司、楠原仙太郎、三木 明子、松宮 亘、
長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠
神戸大学ぶどう膜外来における続発緑内障に対する手術成績
藤井 彩加、楠原仙太郎、松本 佳子、三木 明子、松宮 亘、今井 尚徳、中村 誠
11 月 13 日～16 日 第 68 回日本臨床眼科学会 （於：神戸）
インストラクションコース 眼形成の基本 Vol.12 内反症・外反症

兼森 良和

2.0mm 経結膜強角膜一面切開白内障手術における
AutoSert®使用眼内レンズ挿入時の創口拡大量の検討
近藤 仁美、今井 尚徳、藤井 彩加、安積 淳
シンポジウム 10 濾過手術による生体反応
羊膜併用濾過手術の濾過胞内部構造と眼圧コントロールの関連

中村 誠

ポスター発表
視神経乳頭腫脹を契機として発見された肺腺癌の一例
金井 友範、田邊 益美、西崎 雅也、金森 章泰、山田 裕子、
（金森 斎修）
、中村 誠
無治療の加齢黄斑変性に対する必要時投与による
Aflibercept 硝子体注射の 6 カ月成績
大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、長井 隆行、本田 茂、中村 誠
11 月 14 日 Ophthalmic Surgery Film Award 2014 （於：神戸）
映像タイトル：29 ゲージシャンデリア照明用 30 ゲージガイダンスニードル
今井 尚徳
11 月 28 日～30 日
第 53 回日本網膜硝子体学会・第 31 回日本眼循環学会合同学会（於：大阪）
ポリープ状脈絡膜血管症に対するアフリベルセプト併用光線力学療法の 6 カ月成績
松宮 亘、本田 茂、大塚 慶子、三木 明子、長井 隆行、
今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠

重症未熟児網膜症発症における酸素管理の影響に関する統計学的検討
榎本 寛子、本田 茂、三木 明子、中村 誠
11 月 29 日～12 月 1 日 AAPOS-JAPO-JASA Joint Meeting in Kyoto
第 70 回日本弱視斜視学会総会・
第 39 回日本小児眼科学会総会・アメリカ小児眼科斜視学会 合同学会（於：京都）
Syposium 2. Glaucoma
Assessment of infants with congenital glaucoma

Makoto Nakamura

シンポジウム 2
健診と学校保健を考える：外傷

野村 耕治

一般講演
Progress of enucleated eye in retionoblastoma: Case report
Suiho Yanagisawa, Koji Nomura, Yoshifumi Maeda, Miki Hirose
Intracranial hypertension associated with all-trans retinoic acid treatment
in a young adult patient with acute promyelocytic leukemia
Miki Hirose, Yuko Yamada,(Akira Hayakawa), Azusa Akashi, Yoshiko Matsumoto,
Akiko Miki, Yukako Inoue, Akiyasu Kanamori, Makoto Nakamura
11 月 29 日 視能矯正学会 （於：京都）シンポジウム
OCT up to date

金森 章泰

12 月 1 日 Ⅻ Meeting of the International Strabismological Association （於：京都）
Long term outcome of Anderson procedure for nystagmus with abnormal head posture
Yoshifumi Maeda, Koji Nomura, Suiho Yanagisawa, Miki Hirose
12 月 12 日～13 日 第 52 回日本神経眼科学会 （於：千葉）
教育セミナー
視神経炎の診断と治療．Up to date

中村 誠

シンポジウム
NMO ラットモデルによる病態解析

金森 章泰

一般講演
視神経脊髄炎関連視神経炎ラットに対するヒト免疫グロブリンの効果
延吉 章、金森 章泰、松本 佳子、中村 誠

