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学、文光堂、東京、2008 

 

田野保雄、樋田哲夫、根木 昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 23 眼科薬物治

療 AtoZ、文光堂、東京、2008 

 

田野保雄、樋田哲夫、根木 昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 24 見た目が大

事 眼腫瘍、文光堂、東京、2008 



学会・研究会発表 

 

2 月 1－3 日 第 31 回日本眼科手術学会（於：横浜市） 

特別講演 眼科手術の功罪－合併症軽減に向けての検証－         根木 昭 

教育セミナー 小児白内障手術の術後管理 

山本 節、（東 範行、磯部真理子、初川嘉一） 

インストラクションコース 

眼表面疾患の外科的治療戦略 

片上千加子、（島崎 潤、田 聖花、五十嵐羊羽、外園千恵、小林 顕） 

 一般講演 

エキシマレーザー手術後の白内障手術における眼内レンズ度数算出について 

                  （森井香織、窪谷日奈子）、片上千加子 

水晶体融解緑内障に黄斑円孔を合併した１例 

籠谷保明、近藤仁美、近藤陽子、小林定男 

特発性黄斑円孔に対する硝子体手術成績（23G と 25G の比較） 

楠原仙太郎、（木村大作、糸井恭子）、椋野洋和、 

（大音壮太郎、宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

23 ゲージ硝子体手術における脈絡膜外腔内への灌流液迷入 

（大音壮太郎、木村大作、糸井恭子）、椋野洋和、 

楠原仙太郎、（宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

特発性黄斑円孔眼の白内障硝子体同時手術での SA60ATTMと MA60BMTMの比較 

（木村大作、糸井恭子）、椋野洋和、楠原仙太郎、 

（大音壮太郎、宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

 

2 月 28 日－3 月 1 日 第 32 回角膜カンファレンス・第 24 回日本角膜移植学会（於：東京

都） 

急性期における強力な消炎治療が奏効した角結膜アルカリ腐蝕の 2 症例 

                  片上千加子、中西頼子、（窪谷日奈子、森井香織） 

再発性角膜上皮びらんに対する治療的角膜切除術の効果 

中西頼子、（窪谷日奈子、森井香織）、片上千加子 

アカントアメーバ角膜炎に対するボリコナゾール点眼治療 

（窪谷日奈子）、中西頼子、（森井香織）、片上千加子 

角膜実質浸潤を伴う結節性強膜炎の 2 例 福田昌秀、平林宏章、中 真衣子、田口浩司 

 

3 月 1 日 第 4 回県尼眼科フォーラム（於：兵庫県） 

 黄斑疾患 珍症例アラカルト                      椋野洋和 

 



3 月 8 日 第 27 回神戸市立医療センター中央市民病院眼科オープンカンファレンス（於：

神戸市） 

低侵襲性を極める黄斑手術の考察  （高木 均）、楠原仙太郎、（木村大作、糸井恭子）、 

椋野洋和、（大音壮太郎、宮本紀子、秋元正行） 

 

3 月 29 日 兵庫県緑内障研究会（於：神戸市） 

恐ろしい bleb 関連眼内炎          中真衣子、金森章泰、山田裕子、中村 誠 

 

4 月 17－20 日 第 112 回日本眼科学会総会（於：横浜市） 

シンポジウム 重症未熟児網膜症に対する初期手術選択と適応 

  近年の網膜症の発症および治療状況の変遷              野村耕治 

教育セミナー 

緑内障性視神経症マスターコース 緑内障性視神経症の鑑別診断    中村 誠 

ランチョンセミナー  

NO と神経保護                            金森章

泰 

イブニングセミナー 

症例からのメッセージ 納得！やさしい緑内障診断           中村 誠 

サブスペシャリテイサンデイ 

緑内障視神経症の鑑別 画像解析装置使用における注意点        中村 誠 

 

4 月 24 日 大阪医科大学オープンカンファレンス（於：大阪府） 

 小児白内障の診断と治療                        野村耕治 

 

4 月 27 日－5 月 1 日 ARVO2008（於：Florida、 USA） 

 RNA Interference for ASK-1 Related Apoptosis Cascade Rescues the Photoreceptor 

Death in RD Mice                                            Daisuke Sekimukai 

 

5 月 10 日 第 6 回兵庫県黄斑研究会（於：神戸市） 

 放射線網脈絡膜症の一例  

長井知子、今後充代、中西頼子、田村 泰、谷川 実、山本博之 

 

5 月 17 日 三公立病院の会（於：兵庫県） 

 網膜静脈閉塞症への t-PA 療法の著効例・無効例 

（井上貴美子）、椋野洋和、（木村大作、箔本潤子、宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

アバスチン併用 PDT が奏効した中心窩下 Type2 CNV の１例 



（木村大作、箔本潤子、井上貴美子）、椋野洋和、（宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

 

6 月 28－29 日 World Ophthalmology Congress 2008（於：Hong Kong ） 

Optical coherence tomographic findings of macular lesions associated with diabetic 

papillopathy.   Makoto Nakamura, Akiyasu Kanamori, Azusa Nagai- Kusuhara, 

                   Sentaro Kusuhara, Yuko Yamada, Akira Negi 

Nipradilol protects rat retinal ganglion cells from apoptosis induced by serum 

deprivation in vitro and by diabetes in vivo. 

Makoto Nakamura, Yasuko Tatsumi, Akiyasu Kanamori,  

Maiko Naka, Neeraj Agarwal, Akira Negi 

 

7 月 4－6 日 第 64 回日本弱視斜視学会総会・第 33 回日本小児眼科学会総会（於：東京都） 

シンポジウム 小児の眼内レンズ適応を考える 

視覚発達管理からみた小児眼内レンズの適応              野村耕治 

 一般講演 

小児白内障術後無水晶体眼における中心角膜厚の検討 

山田裕子、関向大介、辰巳康子、楠原あづさ、金森章泰、中村 誠 

 

7 月 4－6 日 スリーサム イン 福岡・第 45 回眼感染症学会（於：福岡県） 

C.meningosepticum による眼内炎の１例 

片上千加子、中西頼子、（窪谷日奈子、森井香織） 

アカントアメーバ角膜炎に対するボリコナゾールの効果 

中西頼子、（窪谷日奈子、森井香織）、片上千加子 

 

7 月 12 日 第 10 回兵庫県網膜硝子体研究会（於：神戸市） 

手術適応編                              塚原康友 

 

7 月 12 日 第 113 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：兵庫県） 

ガス注入硝子体手術における眼内レンズの安定性について 

（木村大作）、楠原仙太郎、（箔本潤子、井上貴美子、糸井恭子）、椋野洋和、 

（大音壮太郎、宮本紀子、秋元正行、高木 均、栗山晶治） 

 

8 月 23 日 第７回日本組織移植学会（於：札幌市） 

兵庫県下における病院開発の展望と実際 

（渡邊和誉、石原香織、吉谷麻衣）、片上千加子、山本 節 

 



9 月 12－14 日 第 19 回日本緑内障学会（於：大阪府） 

須田記念講演 小児緑内障の診断と治療                 根木 昭 

データ解析委員会特別セッション ゲノム解析研究 2008          中村 誠 

教育セミナー 視神経乳頭の見かた 緑内障はどれだ？          中村 誠 

シンポジウム ビデオセミナー 難治緑内障対策 

虹彩角膜内皮症候群に対する羊膜移植併用濾過胞再建術         山田裕子 

イブニングセミナー 

原発と続発って･･･ 徹底討論 ご意見番 VS緑内障維新軍         中村 誠 

 

10 月 23－26 日 第 62 回日本臨床眼科学会（於：東京都） 

眼創傷治癒研究会 

再発性角膜上皮びらんに対するエキシマレーザー治療的表層角膜切除術の効果 

片上千加子、中西頼子、（窪谷日奈子） 

インストラクションコース  

小児眼内レンズについて     山本 節、（黒坂大二郎、矢ケ崎悌司、仁科幸子） 

やさしい角結膜感染症クリニック―正確な初期診断と適切なステロイド投与－ 

片上千加子，（高村悦子、北川和子、神野早苗、小泉範子、外園千恵、佐々木香る） 

網膜剥離ファイトクラブ 硝子体の状態と術式の選択          塚原康友 

未熟児網膜症アップデート プラスミンを使用した enzyme-assisted vitrectomy 

～未熟児網膜症治療への導入～                   塚原康友 

    濾過胞漏出に対する羊膜移植 羊膜を使用した緑内障関連疾患の治療 

                中村 誠、（杉山哲也、森 和彦、狩野 廉、大鳥安正） 

シンポジウム 眼瞼脂腺癌をめぐる諸問題 

  本邦における眼瞼脂腺癌の疫学                    長井隆行 

一般講演 

増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術：20G VS 23G  塚原康友、関向大介、根木 昭 

加齢黄斑変性症における脈絡膜血管新生に対するビスフォスフォネートの抑制効果  

本田 茂、長井隆行、近藤直士、福田昌秀、塚原康友、根木 昭 

ポリープ状脈絡膜血管症における光線力学療法後に増加した出血に関する検討 

（宮本紀子、大音壮太郎、箔本潤子、木村大作、井上貴美子）、 

椋野洋和、（秋元正行、高木 均） 

idiopathic juxtafoveal retinal telangiectasis Type 3 の１例 

（箔本潤子）、椋野洋和、楠原仙太郎、 

（大音壮太郎、木村大作、井上貴美子、宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

副腎皮質ステロイドパルス療法が著効した AZOOR の 1 例 

福田昌秀、安積 淳、別所弘朗、溝上淳二、楠原仙太郎、根木 昭 



母体喫煙の重症未熟児網膜症進展に対する抑止効果について 

田上瑞記、平林宏章、本田 茂、（森岡一朗、横山直樹、松尾雅文）、根木 昭 

 

11 月 16 日 第 59 回京大眼科同窓会学会（於：京都府） 

idiopathic juxtafoveal retinal telangiectasis Type 3 の１例 

（箔本潤子）、椋野洋和、楠原仙太郎、 

（大音壮太郎、木村大作、井上貴美子、宮本紀子、秋元正行、高木 均） 

 

11 月 21 日 第 23 回眼窩疾患シンポジウム（於：東京都） 

 ステロイドパルス療法と放射線治療を併用したバセドウ病眼症 147 例の効果と合併症 

関向大介 

 

11 月 22 日 第 26 回眼腫瘍研究会（於：東京都） 

 放射線治療後に再発した眼瞼脂腺癌 2 症例の検討             長井隆行 

インターフェロン β結膜下注射を行った結膜悪性黒色腫の 4 例 

田上瑞記、長井隆行、関向大介、安積 淳 

 

11 月 25 日 関西緑内障セミナー（於：大阪府） 

 Tonojet と Tonosafeの GAT に対する一致性 

平井宏二、溝上淳二、中真衣子、山田裕子、中村 誠 

 

11 月 28 日－30 日 第 47 回網膜硝子体学会（於：京都府） 

 シンポジウム 網膜硝子体疾患治療の DON’T 

  PDT の適応を再考する                        本田 茂 

一般講演 

  広義滲出型加齢黄斑変性に対する光線力学療法の兵庫県下多施設研究 

～30 ヶ月成績報告～ 

本田 茂、今井尚徳、（山城健児、栗本康夫）、金森敬子、籠谷保明、 

田村 泰、山本博之、（大音壮太郎、高木 均）、上西 衛、根木 昭 

 

 

 

 

 

 

 



 

日付不明 

第 111 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：兵庫県） 

 副腎皮質ステロイドパルス療法が著効した AZOOR の 1 例 

福田昌秀、安積 淳、別所弘朗、溝上淳二、楠原仙太郎、根木 昭 

 

日付、場所不明 

Summer eye summit 2008 

脈絡膜骨腫に光線力学療法を施行した 1 例  

田上瑞記、楠原仙太郎、本田 茂、塚原康友、根木 昭 



講演 

 

1 月 24 日 兵庫医科大学大学院講義（於：兵庫医大） 

緑内障性視神経症における構造と機能変化の関係             中村 誠 

 

１月 25 日 松山眼底読影勉強会（於：松山市）               中村 誠 

 

2 月 9 日 福岡県眼科学術講演会（於：福岡県） 

 正常眼圧緑内障の管理                         根木 昭 

 

2 月 14 日 第 9 回会下山糖尿病連携研究会（於：神戸市） 

糖尿病網膜症：診断と治療の現状                    塚原康友 

 

2 月 15 日 丹後眼科シンポジウム（於：舞鶴市） 

 最近の緑内障治療                           根木 昭 

 

2 月 16 日 加古川市医師会臨床談話会（於：加古川市） 

 高齢化社会における視機能管理                     根木 昭 

 

2 月 21 日 NOSC の会（於：奈良県） 

緑内障診断のための眼底読影のポイント                 中村 誠 

 

3 月 15 日 第 23 回須磨医師会学術集談会（於：神戸市） 

兵庫アイバンクについて                        山本 節 

 

3 月 22 日 小切開硝子体手術の現状 （於：姫路市）                        塚原康友 

 

3 月 19 日 灘区眼科医会（於：神戸市） 

 アカントアメーバ角膜炎                       窪谷日奈子 

こんな人が初診できたら                        中西頼子 

翼状片手術                    片上千加子 

 

3 月 27 日 3 区合同緑内障カンファレンス（於：神戸市） 

緑内障の診断と治療                          金森章泰 



 

5 月 17 日 第２回四国アイランドセミナー（於：高松市） 

正常緑内障の管理                           根木 昭 

 

5 月 24 日 第１０回 OSC(於：洞爺湖) 

濾過胞管理における羊膜の効用                     根木 昭 

 眼表面疾患 最近のトレンド                     片上千加子 

 

5 月 31 日 第 3 回神経眼科コロキウム．～細雪の会～（於：芦屋市） 

腫れてる乳頭 PartⅡ                         中村 誠 

 

6 月７日 佐賀県眼科集談話会（於：佐賀県） 

正常眼圧緑内障の治療                         根木 昭 

 

6 月７日 兵庫県東部眼科医会（於：芦屋市） 

 チベット難民に対する眼科医療協力～ｲﾝﾄ ・゙ﾀﾞﾗﾑｻﾗにおけるAOCAの活動～  籠谷保明 

 

6 月 15 日 山形県眼科集談会（於：山形県） 

小児眼科                               山本 節 

 

6 月 28 日 兵庫医大小児眼科講習会（於：西宮市） 

一般小児眼科                             山本 節 

 

7月26日 第21回近畿神経眼科セミナー（於：千里市） 

緑内障性視神経症における構造と機能変化の対応             中村 誠 

 

7 月 27 日 岡山県眼科集談会（於：岡山県） 

小児眼科診療                             山本 節 

 

７月31日 Glaucoma Summer Camp（於：淡路市） 

Is diabetes a risk factor for glaucomatous optic neuropathy?  Makoto Nakamura 

 

9 月 13 日 赤穂市民病院学会（於：赤穂市） 

 白内障手術と加齢黄斑変性                       西垣惠行 



 

9 月 17 日 灘区眼科医会（於：神戸市） 

 硝子体手術                              石橋一樹 

何を考えますか？ －鑑別を要する角結膜疾患－            片上千加子 

 

9 月 27 日 豊中市眼科医会（於：豊中市） 

薬剤毒性角膜上皮障害                        片上千加子 

 

9 月 25 日 2008 SEAGIG/AACGC Joint Meeting Symposium 1（於：ソウル） 

Genomic study of NTG in Japan                Makoto Nakamura 

 

10 月 4 日 目の愛護デー講演会（於：尼崎市） 

気をつけよう こわい角膜の病気                   片上千加子 

 

10 月 5 日 兵庫県眼科医会 目の愛護デー（於：神戸市） 

 めがねの話 ～こどもの目の病気を中心に～               山田裕子 

 

10月10日 院内ふれあい放送（於：赤穂市） 

 目の愛護デー                             西垣惠行 

 

10月16日 赤穂市医師会市民健康大学講座（於：赤穂市） 

 眼の健康と主な病気                          西垣惠行 

 

10 月 25 日 レチナの会（於：東京都） 

 乳頭上の増殖膜を引き抜くと                      塚原康友 

 

10月30日 兵庫県健康大学講座（於：小野市） 

 眼疾患について                            籠谷保明 

 

11 月 2 日 福島県眼科集談会（於：会津若松） 

 正常眼圧緑内障の管理                         根木 昭 

 

11 月 5 日 神戸視能訓練士学校（於：神戸市） 

小児眼科                               山本 節 



 

11月6日 阪神地区緑内障アップデートの会（於：芦屋市） 

緑内障診療Q＆A アジア・太平洋ガイドラインからのメッセージ      中村 誠 

 

11 月 8 日 千葉県眼科集談会（於：千葉県） 

小児眼科診療について                         山本 節 

 

11月16日 ビジョンケアセミナー2008 セッション2（於：東京都） 

新しい眼圧計と隅角解析装置                      中村 誠 

 

11 月 23 日 愛媛県眼科学術講演会（於：松山市） 

斜視・弱視の早期診断                         山本 節 

 

11 月 27 日 神戸市介護サービス協会主催,神戸市ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ連絡会後援（於：兵庫県） 

 H18 ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰの知っておきたい医学知識研修会 「高齢者の眼科疾患」   谷恵美子 

 

11月30日 医療・生活・教育無料相談会（於：竜野市） 

 網膜色素変性症                            山本博之 

 

12 月 18 日 兵庫県救急救命士養成研修（於：兵庫県） 

 視覚器の構造・機能と外傷・疾患                    谷恵美子 

 



雑文・その他 

 

1. 山本 節：眼科手術と私（小児眼科における手術） 眼科手術 21(2）、p233-235、2008. 

 

2. 山本 節：フリーガニズム 兵庫県眼科医会報 178、p4、2008. 

 

3. 山本 節：諌山名誉教授を偲んで 神経眼科 25(1)、p95、2008. 

 

4. 根木 昭：理事会から 日眼会誌 112(2)、p103、2008. 

 

5. 根木 昭：学会トピックス 日本眼科手術学会 特別講演  

眼科手術の功罪－合併症軽減に向けての検証－ 日眼会誌 112(5）、p485、2008. 
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