
学会発表 

 

1月30日～2月1日 第38回日本眼科手術学会学術総会 （於：京都） 

インストラクションコース 

チューブシャント手術の利点・欠点とその適応を考える            金森 章泰 

 

インストラクションコース10   

Inverted ILM Flap Techniqueを極める！～分層黄斑円孔に対する翻転法を極める！～ 

今井 尚徳 

 

一般講演 

キサントフィルを含む黄斑上膜翻転が奏効した層状黄斑円孔を合併した陳旧性黄斑円孔の1例   

生方 友里、今井 尚徳、大塚 慶子、鉄本 員章、塚原 康友、大石麻利子、中村 誠 

 

2月16日 Asia-ARVO （於：横浜） 

Symposium 1 

Role of aquaporin 9 in retinal ganglion cell death in glaucoma 

Makoto Nakamura 

 

3月6日～3月8日 第20回日本糖尿病眼学会総会 （於：東京） 

光干渉断層計を用いた糖尿病網膜内層の2次元的評価 

       楠原仙太郎、大塚 慶子、松宮 亘、長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠 

 

3月14日 第34回神戸中央市民病院オープンカンファレンス （於：神戸）  

再発する霰粒腫として治療されていた瞼板内類表皮嚢胞の症例         兼森 良和 

 

裂孔原性網膜剥離に対する27ゲージ硝子体手術の短期成績  

               藤井 彩加、今井 尚徳、大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、 

長井 隆行、楠原仙太郎、本田 茂、中村 誠 

 

4月3日 第30回APAO (於：中華人民共和国、広州) 

APAO Leadership Development Program Graduation Session 

Organizing symposium and skill transfer programs to cultivate research mind in young 

ophthalmologists      Makoto Nakamura 

 

 



Asian Neuroophthalmology Society Symposium 

Usefulness and Limitations of Application of Optical Coherence Tomography in 

Neuro-Ophthalmology      Makoto Nakamura 

 

4月16日～4月19日 第119回日本眼科学会総会 （於：札幌） 

シンポジウム15 

遺伝性視神経症の臨床像と遺伝子変異 

神経眼科疾患における遺伝子異常～新たな発見～     中村 誠 

 

シンポジウム 

「PPGのサイエンス」SD-OCTによるpreperimetric glaucomaの診断      金森 章泰 

 

教育セミナー 

「緑内障研究に役立つ知識」 視神経変性モデル               金森 章泰 

 

サブスペシャリティサンデー  

光干渉断層計の有用性と限界                        金森 章泰 

 

一般講演 

続発性中心性漿液性脈絡網膜症における脈絡膜厚の検討 

   本田 茂、三木 明子、 松宮 亘、 大塚 慶子、 

今井 尚徳、長井 隆行、楠原仙太郎、中村 誠 

 

マウス病的網膜血管新生におけるMrp4の役割 

楠原仙太郎、松宮 亘、中村 誠 

 

未熟児網膜症既往眼の黄斑部における光干渉断層計所見と関連因子の検討   

三木 明子、本田 茂、島脇 由香、松本 佳子、  

明石 梓、 山田 裕子、 中村 誠 

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12ヵ月成績 

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 

 

 

 

 



非高度近視正常眼と高度近視正常眼の高度近視早期緑内障に対するOCT検出力の相違 

   明石 梓、金森 章泰、 上田 香織、坂本 麻里、 

              井上結香子、山田 裕子、中村 誠 

視神経脊髄炎関連疾患における視神経炎の軸索輸送障害  

松本 佳子、金森 章泰、延吉 章、（中島 一郎）、中村 誠 

 

nano sleeveとAuto sert®を用いた2.0mm経結膜強角膜一面切開白内障手術での創口拡大量

大塚 慶子、今井 尚徳、中村 誠 

 

シュレム管内皮網除去＋深層強膜弁切除を併用したトラベロトミーの術後成績   

  安田絵里子、金森 章泰、上田 香織、明石 梓、 

    坂本 麻里、井上結香子、山田 裕子、中村 誠 

 

分層円孔様所見を伴った全層黄斑円孔に対する硝子体手術後の黄斑形態の検討  

生方 友理、今井 尚徳、大塚 慶子、中村 誠 

 

 

 中心性漿液性脈絡網膜症に対する時間短縮光線力学的療法における照射径設定法の比較 

福永とも子、 三木 明子、 松宮 亘、 

長井 隆行、本田 茂、中村 誠 

 

5月2日～5月7日 ARVO （於：オーランド、米国） 

 

The role of Mrp4 in pathological angiogenesis of the mouse retina 

Sentaro Kusuhara, Wataru Matsumiya, Makoto Nakamura 

 

 

The OCT findings of macula and associated factors in patients with a history of retinopathy of 

prematurity                                Akiko Miki 

 

 The Ability of SD-OCT to Differentiate Early Glaucoma in Highly Myopia from Highly 

Myopic Controls and Non-highly Myopic Controls.  

Akiyasu Kanamori, Azusa Akashi, Yoshiko Matsumoto, 

 Kaori Ueda, Mari Sakamoto, Yukako Inoue, Yuko Yamada, Makoto Nakamura   

 

 



Trabeculotomy with Schlemm’s canal endothelium removal and deep sclerectomy 

Eriko Yasuda, Akiyasu Kanamori, Kaori Ueda, Azusa Akashi, 

 Mari Sakamoto, Yukako Inoue, Yuko Yamada, Makoto Nakamura 

 

Impaired axonal transport in a rodent model of optic neuritis due to NMO spectrum disorder   

Yoshiko Matsumoto, Akiyasu Kanamori, Sho Nobuyoshi, 

(Ichiro Nakashima), Nakamura Makoto 

 

5月20日 第11回阪神眼形成カンファレンス （於：西ノ宮）  

眼形成専門クリニックの実際と工夫                      兼森 良和 

 

5月30日～5月31日 第4回日本視野学会学術集会 （於：金沢） 

JPSコーチングセミナー 

緑内障の視野感度                              中村 誠 

 

シンポジウム 

前部視路疾患の構造と機能                         金森 章泰 

 

一般講演 

視神経疾患における RAPDxの使用経験 

（若林 星太）、金森 章泰、井上結香子、山田 裕子、（河賀 友紀）、中村 誠 

 

6月6日～6月9日 第6回World Glaucoma Congress （於：香港） 

Japan Glaucoma Society Symposium 

What are risk factors for hypotony maculopathy after Trab?      Makoto Nakamura 

 

WGC Course Imaging for glaucoma diagnosis and monitoring: New idea from Asia 

Structure and function: Why is the correlation not high?  

Makoto Nakamura 

 

Quantitative correlation of multifocal VEP responses with optical coherence tomography 

parameters in glaucomatous eyes 

Yukako Inoue, Azusa Akashi, Akiyasu Kanamori, Yuko Yamada, Makoto Nakamura 

 

6月14日 第121回京都眼科学会特別講演 （於：京都） 

アクアポリンの網膜・視神経変性への関与                    中村 誠 



 

6月19日～6月21日 第30回JSCRS学術総会 （於：東京） 

乱視矯正の有無が実用視力に与える影響についての検討  

（目方 愛子、）今井 尚徳、大塚 慶子、松宮 亘、 

（練田 早貴、鎌田 誠子、河賀 友紀、）中村 誠  

 

7月3日～4日 第71回日本弱視斜視学会総会・第40回日本小児眼科学会総会合同学会 

（於：神戸） 

ランチョンセミナー4  

こどもの緑内障のいま 「小児緑内障 診療と治療の要点」          山田 裕子 

 

ポスター発表 

All-trans retionoic acidによる偽脳腫瘍を呈した急性前骨髄性白血病の一例 

廣瀬 美樹、山田 裕子、明石 梓、松本 佳子、三木 明子、 

井上結香子、金森 章泰、中村 誠 

 

視神経鞘髄膜腫に対し強度変調放射線治療を施行した神経線維腫症2型の一例 

松野 裕樹、山田 裕子、松本 佳子、明石 梓、坂本 麻里、 

井上結香子、金森 章泰、中村 誠 

 

一般講演 

 当院における最近3年間の未熟児網膜症の診療状況     

    柳沢 翠芳、徳永 敬司、前田 祥史、野村 耕治 

 

 眼位性眼振に対するAnderson法の治療成績      

    前田 祥史、徳永 敬司、柳沢 翠芳、野村 耕治 

 

7月10日～7月12日 第49回日本眼炎症学会 （於：大阪） 

ベーチェット病ぶどう膜炎に対するシクロスポリン併用インフリキシマブ 

治療前後の活動性の評価 

楠原仙太郎、松本 佳子、松宮 亘、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠 

 

8月29日 第63回日本臨床視覚電気生理学会 （於：名古屋） 

 緑内障眼における多局所視覚誘発電位とOCTパラメーターの定量的な相関について 

  井上結香子、明石 梓、金森 章泰、山田 裕子、中村 誠 

 



 

9月12日 第26回日本緑内障学会 （於：名古屋） 

 一般講演 

3種のSD-OCTのPreperimetric Glaucomaにおける検出力の比較について 

明石 梓、金森 章泰、上田 香織、坂本 麻里、井上結香子、山田 裕子、中村 誠 

 

10月22日～10月25日 第69回日本臨床眼科学会 （於：名古屋 ） 

 

Recent Advance in Glaucoma Management. Part 1. 

Structure and function relationship: Tips and pitfalls for evaluation.  

Makoto Nakamura 

 

インストラクションコース13   

緑内障診療医ドクターG： 謎の眼底所見        金森 章泰 

 

インストラクションコース   

眼形成の基本Vol.13眼瞼下垂手術（前頭筋吊り上げ術）            兼森 良和 

 

インストラクションコース1   

Inverted ILM Flap Technique普及推進会議室 

 ～分層黄斑円孔に対する翻転法を極める！～       今井 尚徳 

 

インストラクションコース18   

実践 27G 小切開硝子体手術 ～27ゲージシステムを用いた硝子体手術教育～  今井 尚徳 

 

一般講演  

  近赤外線治療器による星状神経節ブロックが視力回復に有効であった樹氷状血管炎の1例 

                     田邊 益美、金井 友範、石濱 佳奈、西崎 雅也 

 

黄斑内層網膜指標に対する自覚・他覚的中心視野の範囲相関性と深さ相関性 

井上結香子、鎌田 誠子、上田 香織、明石 梓、坂本 麻里、 

金森 章泰、山田裕子、中村 誠 

 

裂孔原性網膜剥離に対する27ゲージ硝子体手術の短期成績  

大塚 慶子、今井 尚徳、三木 明子、長井 隆行、 

楠原仙太郎、本田 茂、中村 誠 



 

10月24日 Ophthalmic Surgery Film Award 2014 （於：名古屋） 

映像タイトル：27ゲージ時代の白内障手術 ～次世代に対応した白内障手術周辺器具の開発～ 

        今井 尚徳 

 

10月29日 第2回神戸大学眼科オープンカンファレンス （於:神戸） 

Paracentral Acute Middle Maculopathyを認めた一例 

大塚 慶子、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠 

 

11月7日～11月8日 第55回日本視能矯正学会 

先天色覚異常における眼軸長の検討 

横山 久恵、島田 果那、鳥居 千代、河賀 友紀、本田 茂 

 

11月27日～11月28日 第21回日本糖尿病眼学会総会 （於：名古屋） 

糖尿病黄斑浮腫に対するラニビズマブ硝子体注射の6ヵ月治療成績 

楠原仙太郎、大塚 慶子、三木 明子、長井 隆行、 

今井 尚徳、本田 茂、中村 誠 

 

糖尿病黄斑浮腫に対するRanibizumab1回投与後の経過に関する検討 

藤井誠士郎、本田茂、三木 明子、今井 尚徳、楠原 仙太郎、 中村 誠 

 

12月4日～12月6日 第54回日本網膜硝子体学会 （於：東京） 

近視性脈絡膜血管新生に対するビスフォスフォネート内服療法の3年経過 

本田 茂、三木 明子、大塚 慶子、金井美智子、 

近藤 陽子、今井 尚徳、 楠原仙太郎、中村 誠 

 

網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫に対するラニビズマブ硝子体注射の6ヵ月治療成績 

楠原仙太郎、大塚 慶子、三木 明子、長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠 

 

OCT angiographyを用いた脈絡膜新生血管検出率     

三木 明子、本田 茂、大塚 慶子、金井美智子、 

  近藤 陽子、今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠 

 

視神経乳頭コロボーマ合併網膜剥離に対して硝子体手術を施行し形態学的改善を得た1例 

金井美智子、本田 茂、大塚 慶子、三木 明子、 

近藤 陽子、今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠 



12月12日 第3回日本眼形成再建外科学会 （於：岡山）  

教育講演3 眼形成診療の基礎  

眼瞼下垂                                兼森 良和 


