
学会発表 

 

１月 25日～27日 第 36回日本眼科手術学会 （於：福岡） 

インストラクションコース  

術後中後期合併症と対策 I.トラベクレクトミー術後管理の実践講座 

中村 誠、大鳥安正、狩野 廉、森 和彦 

眼瞼下垂手術 vol.5～各手術機器によるトラブルシューティング～ 

兼森良和 

一般講演 

 

教育セミナー4 

小児白内障と屈折異常:先天白内障の視機能術後管理    野村耕治 

 

  小児における眼内レンズ挿入後の近視化     

大西 健、野村耕治 

 

  兵庫県立こども病院における過去 20年間の網膜芽細胞腫の治療成績 

沖本聡志、野村耕治 

 

2月 23日 第 6回京都北部病診連携研究会 （於：京都） 

遠視に起因する弱視の診断と治療        野村耕治 

3月 9日 第 32回神戸中央市民病院オープンカンファレンス （於：神戸）  

眼瞼下垂再手術例の検討          兼森良和 

4月 4〜7日 第 117回日本眼科学会総会 （於：東京） 

 

モーニングセミナー3 

緑内障診断のジレンマ          中村 誠 

 

サブスペシャリテイサンデー2．緑内障診療における視野の役割 

光干渉断層計（OCT）との関係         中村 誠 



 

ランチョンセミナー 

臨床からの緑内障神経保護治療〜点眼治療の迷子とならないために〜     金森章泰 

 

一般講演 

マイクロビーズによる慢性高眼圧緑内障モデルの作成 

        金森章泰、松本佳子、中村 誠、根木 昭 

 

3種の SD-OCTの乳頭周囲網膜神経線維層と視野の相関 

     明石 梓、金森章泰、坂本麻里、藤原雅史、山田裕子、中村 誠、根木 昭 

 

視神経脊髄炎関連ラット視神経炎モデルの作製 

金森章泰、松本佳子、中村 誠、（中島一郎）、根木 昭 

 

5月 5～9日 （於：Seattle Washington） 

Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) Annual Meeting, 2 

Evaluation of subfoveal choroidal thickness before and after cataract surgery  

Minoru Tanigawa,Haruyuki Ochiai,Yasutomo Tsukahara, 

Yuuko Ochiai Yuu, Shimada Hiromitsu Yamanaka 

 

Syntaphilin is expressed in astrocytes in optic nerve and is down regulated in optic 

nerve after axonal injury 

Akiko Miki, Akiyasu Kanamori, Makoto Nakamura, 

Yoshiko Matsumoto, Junji Mizokami, Akira Negi 

 

Comparative assessment for the ability of macular parameters and circumpapillary 

retinal nerve fiber layer measured by three spectral-domain optical coherence 

tomograpahy insrtuments to diagnose glaucoma with high myopia. 

Azusa Akashi, Akiyasu Kanamori, Makoto Nakamura, 

Masashi Fujihara, Yuko Yamada, Akira Negi 

Impact of plasma from patients with neuromyelitis optica spectrum disorders on the 

optic degeneration in rats 

Yoshiko Matsumoto, Akiyasu Kanamori, 



 Makoto Nakamura, (Ichiro Nakashima,) Akira Negi 

5月 18日 第２回日本視野学会 （於：東京） 

シンポジウム「近視と緑内障」 

高度近視の OCTと静的視野に及ぼす影響    中村 誠 

 

7月 5日 第 69回 日本弱視斜視学会総会 （於：広島） 

手術時期の異なる２例のメビウス症候群の経過                   中野沙弥、野村耕治 

 

7月 5日  第 38回 日本小児眼科学会総会 （於：広島） 

眼球摘出後に眼窩内での再発と中枢神経播種を呈した網膜芽細胞腫の一例 

阪田紘奈、野村耕治 

 

9月 21日～23日 第 24回緑内障学会 （於：東京） 

シンポジウム 3 

徹底検証！Glaucomatous optic axonopathy．イントロダクション     中村 誠 

 

軸索の経時的消失（順行性変性と逆行性変性）                         金森章泰 

 

イブニングセミナー 

OCTの緑内障診断技術をあげよう！                                金森章泰 

 

一般講演 

3種の SD-OCTの黄斑部パラメータと視野の相関  

冨岡真里、金森章泰、河賀友紀、島脇由香、 

明石梓、藤原雅史、山田裕子、中村誠 

 

眼軸長と年齢が SD-OCTの網膜神経線維層と黄斑部内層網膜測定に及ぼす影響   

河賀友紀、金森章泰、島脇由香、 

冨岡真里、明石 梓、中村 誠 

 

10月 5日 第 61回日本臨床視覚電気生理学会 （於：大阪） 

多局所視覚誘発電位の信号雑音比受信者操作特性曲線下面積の中期変動 

加藤 慶、鎌田誠子、石川久美子、中村 誠 

 

10月 31日～11月 3日 第 67回日本臨床眼科学会 （於：横浜） 



インストラクションコース 3 

関西緑内障道場 またまた帰ってきた悩みの相談室 

中村 誠、大鳥安正、狩野 廉、森 和彦、植木麻理 

眼形成の基本 Vol.11～眼形成手術 Standards and Updates～              兼森良和 

ランチョンセミナー 

鼻側領域NFLとOCT診断                                       金森章泰 

 

一般講演 

SD-OCTによる黄斑部解析の視交叉圧迫性視神経症の検出力 

金森章泰、河賀友紀、島脇由香、明石 梓、松本佳子、 

坂本麻里、近藤陽子、山田裕子、中村 誠 

 

追加手術が必要となった乳児内斜視症例についての検討  

金井友範、野村耕治、阪田紘奈、井上結香子 

 

SD-OCTによる黄斑部解析での 菲薄化プロットパターンによる初期緑内障眼検出能  

       中真衣子、金森章泰、明石 梓、冨岡真理、 

坂本麻里、藤原雅史、山田裕子、中村 誠 

 

専門医制度第 59回講習会 

プリマリー・ケア・シリーズ（55）乳幼児の診察 2)外眼部、前眼部 

野村耕治 


