学会発表
１月 29 日～ 31 日 日本眼科手術学会学術総会 (於：福岡)
教育セミナー
小児緑内障の診断と手術

野村 耕治

インストラクションコース
各手術機器による眼瞼下垂手術 Vol.8 ～ターゲットは挙筋腱膜？ミュラー筋？ part 2 ～
兼森 良和
インストラクションコース 4
症例で考える緑内障術後管理 オーガナイザー アンケート結果

金森 章泰

一般講演
非対称性 LRI はどこまで有効か

中村

充利

2 月 18 日～ 20 日 角膜カンファレンス (於：軽井沢)
ポスター発表
角膜内皮移植術の術後成績、合併症および術式の検討
勝山 敦子、田口 浩司、中井駿一朗、大西 健、田上 瑞記、福田 昌秀、安積 淳
3 月 12 日 第 35 回神戸中央市民病院オープンカンファレンス

(於：兵庫)

裂孔原性網膜剥離に対する硝子体手術術後体位の検討
今井 尚徳、大塚 慶子、三木 明子、中村 誠
4 月７日～ 10 日 第 120 回日本眼科学会総会

(於：仙台)

サブスペシャリティサンデー 10
緑内障・視神経症 1. 緑内障・視神経症診断 update
緑内障と鑑別を要する視神経乳頭

山田

裕子

スキルトランスファー
遺伝子発現解析を用いた眼疾患・基礎研究

楠原仙太郎

一般講演
ルテインサプリメント投与を受けた加齢黄斑変性患者の黄斑色素密度変化
尾花 明、本田 茂、郷渡 有子、岡崎 茂俊、Werner Gellermann、Paul Bernstein
実臨床における糖尿病黄斑浮腫に対するラニビズマブ硝子体注射の 12 か月治療成績
楠原仙太郎、勝山 敦子、大塚 慶子、三木 明子、
長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠
加齢性網膜変化における multidrug resistance protein 4 (Mrp4)の役割
楠原仙太郎、延吉 章、小島 恵子、松宮 亘、中村 誠

Lamellar hole associated epiretinal proliferation の有無と全層黄斑円孔の術後成績
今井 尚徳 、大塚 慶子、河原 佳奈、西崎 雅也、中村 賢和、安田絵里子
上西 衛、盛 崇太朗、原 ルミ子、勝山 敦子、安積

淳、中村 誠

中心性漿液性脈絡網膜症における脈絡膜厚と補体 H 因子遺伝子多型の関連解析
三木 明子、本田 茂、桜田

庸一、田中 公二、三田村佳典、中村 誠

IcareHOME を用いた患者による自己眼圧測定の再現性と日内変動の検討
坂本 麻里、金森 章泰、明石 梓、上田 香織、井上結香子、山田 裕子、中村 誠
乳頭周囲網膜神経線維層厚の菲薄化の有無による極早期緑内障の検討
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
視神経炎における抗 AQP4 抗体の構造と機能に与える影響
松本 佳子、金森 章泰、明石 梓、上田 香織、井上結香子、山田 裕子、中村 誠
視神経乳頭コロボーマに合併したポリープ状脈絡膜血管症の一例
中野由美子、三木 明子、本田 茂、中村 誠
5 月 1 日～5 日

ARVO 2016 Annual Meeting

(於：シアトル、米国)

Mrp4 deficiency has no apparent effect on age-related changes of the mouse retina.
Sentaro Kusuhara, Sho Nobuyoshi, Keiko Kojima,
Wataru Matsumiya, Makoto Nakamura
Ability of OCT angiography to detect choroidal neovascularization in retinal pigment epithelial
detachment associated with chronic central serous chorioretinopathy.
Akiko Miki, Shigeru Honda, Keiko Otsuka, Hisanori Imai,
Sentaro Kusuhara, Makoto Nakamura
5 月 14 日～ 15 日 第 4 回日本視野学会 (於：神戸)
光干渉断層計(OCT)と静的視野検査に基づく網膜神経節細胞数の相関性
坂本 麻里、金森 章泰、明石 梓、上田 香織、井上結香子、山田 裕子、中村 誠
5 月 28 日 第 86 回 九州眼科学会

(於：福岡)

白内障術後に前嚢の収縮眼内レンズ眼に高次収差が発生し Nd-YAG による前嚢切開で改善した 3 症例
の検討
6 月 24 日 第 41 回 日本小児眼科学会

中村 充利
(於：横浜)

当科における心因性視力障害の臨床経過と内的要因の検討
柳沢 翠芳、中野由美子、福永とも子、野村 耕治

6 月 24 日 第 72 回 弱視斜視学会

(於：横浜)

乳児内斜視にみられる運動系発達の検討(視運動性眼振の非対称性とその特徴)
福永とも子、中野由美子、柳沢 翠芳、野村 耕治
6 月 24 日～ 26 日 第 31 回 JSCRS 学術総会 (於：京都)
経結膜強角膜一面切開と角膜切開における 2.0mm 切開白内障手術の術後成績の比較
大塚 慶子、今井
7 月 1～2 日 第 50 回日本眼炎症学会

尚徳、中村 誠

(於：東京)

光干渉断層計で網膜構造異常が確認できなかった自己免疫網膜症の 1 例
楠原仙太郎、金井美智子、松本 佳子、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠
7 月 23 日 第１回 JAPAN ANGIOPLEX Meeting

(於：福岡)

AMD 加療中に BRAO を発症し中心暗点の自覚を繰りかえす 1 症例
9月3日

第 52 回 眼光学眼科学会

中村 充利

(於：東京)

視力低下のない眼内レンズ眼に高次収差が発生し YAG による後嚢切開で改善した症例の検討
中村 充利
9月5日

第 3 回神戸大学眼科オープンカンファレンス

(於：神戸)

真星病院におけるトーリック眼内レンズの使用成績
森 勇輝、小野 千紘、岩川

友美、楮 広美、

今井 尚徳、三木 明子、大石麻利子
網膜前膜術後の最高矯正視力予測因子の検討
中村 賢和、今井 尚徳、勝山 敦子、中井駿一朗、大塚 慶子、
三木 明子、長井 隆行、楠原仙太郎、本田 茂、中村 誠

9 月 11 日 第 208 回 長崎眼科集談会

(於：長崎)

眼内レンズの新しい合併症、アクリルツイストの診断と治療方法(アクリル眼内レンズは術後眼内で歪
むことがある)

中村 充利

AMD 加療中に BRAO を発症し中心暗点の自覚を繰りかえす１症例

中村 充利

9 月 15 日～ 17 日 国際ベーチェット病会議 (於：マテーラ、イタリア)
ポスター発表
Efficacy and Safety of Infliximab and Cyclosporine Combination Therapy for Uveoretinitis in
Behcet’s Disease
Atsuko Katsuyama,Sentaro Kusuhara, Yoshiko Matsumoto,
Hisanori Imai, Makoto Nakamura
9 月 17 日～ 19 日 第 27 回日本緑内障学会 (於：横浜)
モーニングセミナー 2

緑内障の構造と機能対応の不思議
～マイクロペリメータはオートペリメータを超えることができるか？～

中村 誠

シンポジウム 10
周辺視野を見極める ～実践！視野を見極める～

中村 誠

シンポジウム
眼圧下降療法以外の治療法の可能性

金森

章泰

シンポジウム 15
開発！神経保護・再生の未来～視神経再生と自然免疫との関連について～

栗本 拓治

一般講演
線維柱帯切除術後の眼軸長変化の責任成分の検討
坂本 麻里、盛 崇太朗、上田 香織、井上結香子、 栗本

拓治、

金森 章泰、山田 裕子、中村 誠
実臨床におけるリパスジル点眼液の短期的眼圧下降と脱落例の検討
河原 佳奈、金森 章泰、盛 崇太朗、坂本 麻里、上田 香織、
井上結香子、栗本 拓治、山田 裕子、中村 誠
毛様溝挿入バルベルトインプラント手術の術後短期成績
盛 崇太朗、金森 章泰、坂本

麻里、上田 香織、

井上結香子、栗本 拓治、山田 裕子、中村 誠

9 月 30 日～ 10 月 1 日

日本臨床視覚電気生理学会

(於：三重)

下垂体腫瘍患者における光干渉断層計と静的視野検査および多局所視覚誘発電位の異常検出の一致性
井上結香子、盛 崇太朗、上田 香織、坂本 麻里、
栗本

拓治、金森 章泰、山田 裕子、中村誠

10 月 1 日～ 2 日 日本眼腫瘍学会 (於：神戸)
一般講演
脈絡膜動脈奇形と診断した一例
勝山 敦子、安積 淳、中井駿一朗、大西 健、
田上 瑞記、福田 昌秀、田口 浩司
10 月 5 日 神戸大学眼科オープンカンファレンス (於：神戸)
国内及び海外ドナーによる DSAEK の経験

長井 隆行

10 月 7 日～8 日 第 22 回日本糖尿病眼学会総会

(於：仙台)

一般演題
実臨床における糖尿病黄斑浮腫に対するラニビズマブ硝子体注射の 12 ヵ月治療成績
楠原仙太郎、勝山 敦子、大塚 慶子、三木 明子、
長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠
シンポジウム
遺伝子改変マウスで糖尿病網膜症を再現できるか？

楠原仙太郎

10 月 16 日 第 57 回日本視能訓練士学会 第 7 回生涯教育セミナー

(於：大阪)

未熟児網膜症の最新治療とトピックス
11 月 3 日～6 日 第 70 回日本臨床眼科学会

三木 明子
(於：京都)

シンポジウム 11
視神経・視路疾患と視野障害～眼疾患と視野障害～

中村 誠

シンポジウム 17
レーベル遺伝性視神経症～認定基準と疫学研究～難治性視神経症の診断・治療に対する最近の考え
方

中村 誠
シンポジウム
Intravitreal Aflibercept Combined with Photodynamic Therapy for Polypoidal Choroidal

Vasculopathy

本田 茂

インストラクションコース
関西緑内障道場再び～緑内障師範への道～

金森 章泰

インストラクションコース 29
Inverted ILM Flap Technique 普及推進会議室

今井 尚徳

インストラクションコース 48
実践 27G 小切開硝子手術～ 27 ゲージシステムを用いた硝子体手術教育～

今井 尚徳

学術展示優秀賞受賞講演
中心性漿液性脈絡網膜症における脈絡膜厚と補体 H 因子遺伝子多型の関連解析
三木 明子、本田 茂、桜田 庸一 、
田中 公二 、三田村佳典、中村 誠
一般講演
ぶどう膜炎に伴う高眼圧症・緑内障に対するリパスジル塩酸塩水和物点眼の効果
楠原仙太郎、勝山 敦子、金井美智子、松本 佳子、今井 尚徳、中村 誠

治療に抵抗する中心窩嚢胞様黄斑浮腫に対する嚢胞壁切開術の成績
今井 尚徳、大塚 慶子、三木 明子、中村 誠
視力障害を主訴とし初診から２週間で急逝した髄膜癌腫の 1 例
前田 早織、石川久美子、田邊 益美
裂孔原性網膜剥離に対する硝子体手術術後体位の検討
大塚 慶子、今井 尚徳、三木 明子、中村 誠
PDT 併用 bevacizumab 硝子体注射により長期的視力改善を得た脈絡膜骨種の一例
榎本 寛子、本田 茂、三木

明子、大塚 慶子、

中井駿一朗、今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠
乳児内斜視における交代性上斜位の手術治療成績
中野由美子、福永とも子、柳沢 翠芳、野村 耕治
全身麻酔手術後に両眼角膜陥凹を認めた一例

小幡さつき、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠

ポリープ状脈絡膜血管症のサブタイプによるラニビズマブ治療効果の比較検討
中井駿一朗、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
喉頭癌の網膜転移を認めた一例

鉄本 章、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠

11 月 25 日～ 26 日 日本神経眼科学会 (於：宮崎)
抗 AQP4 抗体陽性視神経炎に対する血漿交換療法の治療効果
盛 崇太朗、栗本 拓治、坂本 麻里、上田 香織、井上結香子、
金森 章泰、山田 裕子、中村 誠
12 月 2 日～4 日 第 55 回日本網膜硝子体学会総会

(於：東京)

イブニングセミナー
Management of typical AMD and PCV in the world：How are they treated?-Case presentation本田 茂
一般講演
Long-term results of verteporfin PDT or ranibizumab for PCV in LAPTOP study
Noriko Miyamoto, Michiko Mandai, Akio Oishi, Shunichiro Nakai,
Shigeru Honda, Takafumi Hirashima, Hideyasu Oh,
Yoshiko Matsumoto, Mamoru Uenishi, Yasuo Kurimoto
網膜前膜術後の変視量予測因子の検討
小野 千紘、楮 広美、森 勇輝、岩川 友美、三木 明子、今井 尚徳、大石麻利子

未熟児網膜症既往眼における中心窩無血管体についての検討
三木 明子、中西 理恵、上田 香織、井上結香子、
山田 裕子、本田 茂、中村 誠

網膜静脈閉塞症に対する抗 VEGF 薬治療による網膜出血量変化の検討
松宮 亘、加登本 伸、松本 優輔、青木 優典、有近 重太、
小池 伸子、田辺 晶代、齋藤伊三雄
強度近視に伴う分層黄斑円孔に対する翻転法の有無での硝子体手術成績の検討
大塚 慶子、今井 尚徳、中村 誠
網膜静脈分枝閉塞症に対するラニビズマブ硝子体注射 12 か月後視力予後因子の検討
勝山 敦子、楠原仙太郎、中井駿一朗、大塚 慶子、三木 明子、
長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠
アキシチニブ内服中に著しい網膜循環障害をきたした一例
木村 将、楠原仙太郎、田上

瑞記、本田 茂、中村 誠

ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学療法３年予後に関連する遺伝子多型の検討
中井駿一朗、本田 茂、勝山 敦子、大塚 慶子、三木 明子、
近藤 陽子、今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠
網膜前膜術後の最高矯正視力予測因子の検討
中村 賢和、今井 尚徳、勝山 敦子、中井駿一朗、大塚 慶子、
三木 明子、長井 隆行、楠原仙太郎、本田 茂、中村 誠

