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近藤直士、本田 茂、塚原康友、根木 昭眉下皮膚切
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ロジスティック回帰分析による線維柱帯切除術後の低眼圧黄斑症寄与因子の検討
松本佳子、藤原雅史、金森章泰、山田裕子、中村 誠、根木 昭
10 月 5－6 日 第 60 回日本臨床視覚電気生理学会（於：名古屋）
多局所視覚誘発電位の受信者操作特性曲線解析に及ぼす高度近視の影響
加藤 慶、鎌田誠子、田渕久美子、中村 誠、根木 昭
10 月 13 日 第 120 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：神戸）
当院における高屈折トーリック IOL の術後成績
寺岡力新、上田香織、河村真美、椋野洋和、石橋一樹
バセドウ病眼症による視神経症に対する眼窩減圧術の治療成績
大塚慶子、山崎悠佐、関向大介、今井尚徳、近藤仁美、田口浩司、安積 淳
10 月 25－28 日 第 66 回日本臨床眼科学会（於：京都）
シンポジウム 4 緑内障の細分化により得られるもの
RCT に基づく緑内障点眼薬の使い分け

中村 誠

インストラクションコース 13 関西緑内障道場
CT 時代の眼底のみかた千本ノック
（狩野 廉、森 和彦）
、中村 誠、
（大鳥安正、植木麻理）
インストラクションコース
眼形成の基本 Vol.10 眼瞼皮膚弛緩症、先天眼瞼下垂

兼森良和

インストラクションコース
網膜剥離ファイトクラブ網膜剥離合併症

塚原康友

一般講演
中心性漿液性脈絡網膜症に対する光線力学療法のレーザー照射径と治療効果に関する検討

本田 茂、三木明子、柳沢翠芳、松宮 亘、長井隆行、

近藤直士、楠原仙太郎、塚原康友、根木 昭
外転神経麻痺を伴う特発性低髄圧症候群の 1 例
田邊益美、末吉理恵、井上結香子、薄木佳子
サルコイドーシスによる下垂体鞍上部肉芽腫の１例

渡部真樹子、坂井 譲

滲出型加齢黄斑変性に対する ranibizumab 硝子体投与後の反応不良例と効果減弱例の検討

今井尚徳、安積 淳
両眼にポリープ状脈絡膜血管症を生じた一卵性双生児の症例
三木明子、近藤直士、柳沢翠芳、松宮 亘、長井隆行、本田 茂、塚原康友、根木 昭
BUT 短縮型ドライアイに対するレバミピド点眼及びジクアホソルナトリウム点眼の有効性

松宮 亘、柳沢翠芳、溝上淳二、福田昌秀、長井隆行、根木 昭
ポリープ状脈絡膜血管症における脳動脈瘤および腹部大動脈瘤関連遺伝子多型
柳沢翠芳、近藤直士、三木明子、本田 茂、根木 昭
3 種の光干渉断層計で測定した高眼圧症，Pre-perimetric glaucoma における視神経乳頭周囲網膜神
経層厚の比較
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
バセドウ病眼症による視神経症に対する眼窩減圧術の治療成績
大塚慶子、山崎悠佐、関向大介、今井尚徳、近藤仁美、田口浩司、安積 淳
エンジェルスタディグループ
ムワイド関連解析

加齢黄斑変性に対するルセンティス治療に関する多施設前向きゲノ

（山城健児、森 圭介）
、本田 茂、
（赤堀正和、
米谷 新）
、根木 昭、
（岩田 岳、吉村長久）

11 月 11 日 American Academy of Ophthalmology・Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Joint
Meeting Chicago 2012（於：Chicago, USA）
Instruction Course174 Optic neuritis in Asia
Anti-aquaporin-4 antibody-positive optic neuritis

Makoto Nakamura

11 月 17－18 日 第 50 回 日本神経眼科学会（於：京都）
指定討論
視神経疾患、視覚路障害の病態解明に向けて

中村 誠

一般講演
小脳髄膜腫より腫瘍随伴性視神経症を発症した１例
中野沙弥、金森章泰、山田裕子、中村 誠、水川 克、根木 昭
Spectral-domain OCT を用いた SSOH の網膜内構造の評価
大西 健、金森章泰、山田裕子、中村 誠、根木 昭
11 月 30－12 月 2 日 第 51 回日本網膜硝子体学会（於：甲府）
第 15 回盛賞受賞記念講演 網膜の接着と剥離
一般講演

根木 昭

ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学療法とラニビズマブの比較 LAPTOP study
（小嶌洋史、万代道子、大石明生、栗本康夫）
、本田

茂、根木 昭、

（松岡俊行、王 英泰、喜多美穂里、長井知子）
、藤原雅史、上西 衛
絡膜血管症の血管造影に基づくサブタイプと光線力学療法の治療効果の検討
本田 茂、三木明子、柳沢翠芳、松宮 亘、長井隆行、近藤直士、塚原康友、根木 昭
中心性網脈絡膜症に対する低照射エネルギーＰＤＴの短期成績
三木明子、本田 茂、松宮

亘、柳沢翠芳、長井隆行、近藤直士、塚原康友、根木 昭

加齢黄斑変性に対する ranibizumab 硝子体注射の 24 ヶ月成績
松宮 亘、本田 茂、柳沢翠芳、三木明子、長井隆行、近藤直士、塚原康友、根木 昭
硝子体手術＋眼内レンズ毛様溝縫着が奏効した線維柱帯切開術後に発生した低眼圧黄斑症の 1 例
大塚慶子、今井尚徳、安積

淳

【講演】
1 月 24 日 第 5 回灘区医師会生涯教育・学術講演会（於：神戸）
加齢黄斑変性トピックス －神戸海星病院での取り組み－

今井尚徳

2 月 25 日 第 11 回 近畿弱視斜視アフタヌ－ンセミナ－（於：大阪）
未熟児網膜症－情報最前線－

野村耕治

2 月 25 日 第 34 回京滋緑内障カンファレンス（於：京都）
緑内障性視神経症における構造・機能障害相関

中村 誠

2 月 25 日 第 51 回京都形成外科医会（於：京都）
眼瞼内反症と眼瞼下垂症の手術

兼森 良和

3 月 1 日 大阪医科大学眼科オープンカンファレンス（於：高槻）
緑内障性視神経症の本態は何か？

中村 誠

3 月 3 日 緑内障研究会（於：神戸）
3 つのスペクトラルドメイン光干渉断層計の比較

金森 章泰

3 月 10 日 第 16 回とやま眼科学術講演会（於：富山）
緑内障性視神経症における OCT の有用性と限界

中村 誠

3 月 10 日 加古川・高砂眼科医会勉強会（於：加古川）
加齢黄斑変性の管理～紹介のタイミングと維持期の注意点～
3 月 10 日

本田 茂

越のくに緑内障研究会（於：福井）

OCT の視神経症での活用～OCT の進歩とは～

金森 章泰

3 月 29 日 須磨区、長田区、兵庫区合同眼科カンファレンス（於：神戸）
OCT の読み方－緑内障応用編－

金森 章泰

4 月 21 日 第 74 回香川大学眼科研究会（於：高松）
視路疾患診断 Revisited

中村 誠

4 月 25 日 参天製薬社内講演会（於：大阪）
PGs の神経保護

金森 章泰

5 月 12 日 第 3 回ツツジの会（於：神戸）
低眼圧黄斑症と眼軸長

藤原 雅史

5 月 25 日 第 82 回九州眼科学会ランチョンセミナー（於：福岡）
神経保護治療 To be or not to be

中村 誠

5 月 25 日 AMD Expert Meeting 2012（於：
Genetic risk factors for Photodynamic therapy in Polypoidal Choroidal Vasculopathy
Shigeru Honda
5 月 26 日 第 17 回兵庫県網膜硝子体研究会（於：神戸）
ポートにまつわるエトセトラ

塚原康友

5 月 26 日 第 17 回兵庫県網膜硝子体研究会『電気羊の会』
（於：神戸）
裂孔原性網膜剥離術後の強膜創硝子体陥頓が原因と考えられる牽引性網膜剥離の 1 例
－どこまで硝子体を取っていますか？－

今井 尚徳

6 月 2 日 神経眼科コロキウム（於：神戸）
小児の視神経脊髄炎の 1 症例

金森 章泰

6 月 9 日 第 2 回北六甲眼科倶楽部（於：神戸）
OCT の読み方－緑内障基礎編－

金森 章泰

OCT をどう外来で使いこなすか－網膜硝子体編－

今井 尚徳

6 月 23 日 緑内障眼底読影勉強会Ⅱ（於：堺）
眼底読影のポイントと視野の読み方

中村 誠

6 月 30 日 第 2 回仙台網膜道場（於：仙台）
加齢黄斑変性医療の現在、過去、未来～迷い道くねくね～

本田 茂

6 月 30 日 第 11 回鹿児島緑内障セミナー（於：鹿児島）
緑内障性視神経症における OCT の有用性と限界

中村 誠

7 月 5 日 第 16 回ネオサージャンファイトクラブ（於：大阪）
次世代ファイターを育てる～今伝えたい事～
7 月 5 日 第 16 回近畿眼科手術カンファレンス『Neo Surgeon Fight Club』

塚原 康友

私の教わった流儀－今聞きたいこと－

今井 尚徳

7 月 7 日 第 30 回縮瞳会 （於：神戸）
眼科 30 年の変遷と課題

根木 昭

7 月 21 日 第一回 New HOPS（於：大阪）
緑内障神経保護治療の行方

中村 誠

7 月 21 日 宝塚市眼科医会勉強会（於：宝塚）
小児緑内障診療のポイント

山田 裕子

7 月 21 日 第 14 回兵庫県黄斑疾患研究会プログラム（於：神戸）
神戸海星病院における AMD の治療戦略 Now!!－無効症例の検討－

今井 尚徳

7 月 28 日 コソプト発売記念講演会（於：神戸）
OCT の現状について

金森 章泰

8 月 3 日 神戸市兵庫区医師会勉強会（於：神戸）
加齢黄斑変性の診断と治療～今、高齢者の視力が危ない～

本田 茂

8 月 4 日 第 1 回 眼科サマーキャンプ in 箱根（於：箱根）
目の不思議

根木 昭

8 月 4 日 兵庫県西部地区眼科医会講演会（於：明石）
緑内障神経保護治療の行方

中村 誠

8 月 7 日 大塚製薬社内勉強会（於：神戸）
緑内障診療について

金森 章泰

8 月 10 日 加古川勉強会（於：加古川）
加齢黄斑変性と鑑別疾患

本田 茂

8 月 26 日 眼科アップデートセミナーin 岡山 2012（於：岡山）
古くて新しい視路疾患局在診断の話

中村 誠

9 月 15 日 神戸 YWCA 主催
障害者ガイドヘルパー養成講座 視覚障害者移動介護者養成講習（於：神戸）
視覚障害の概念と視覚障害者の疾病

谷 恵美子

9 月 20 日 NOSC（於：奈良）
OCT の視神経症での活用～OCT の進歩とは～

金森 章泰

9 月 27 日 神戸市介護サービス協会主催
H23 ケアマネージャーの知っておきたい医学知識研修会（於：神戸）
高齢者の眼科疾患

谷 恵美子

10 月 4 日 第６回琵琶湖眼疾患研究会（於：滋賀）
眼瞼下垂及びその他の眼瞼疾患の手術治療

兼森 良和

10 月 6 日 第 14 回兵庫県眼科フォーラム（於：神戸）
特別講演 視神経・視路疾患診療における最近の話題

中村 誠

10 月 10 日 第 3 回湘西眼科アカデミー（於：神奈川）
視覚系路症としての緑内障

中村 誠

10 月 12 日 第 8 回武庫川眼科アカデミー（於：武庫川）
緑内障性視神経症における OCT の有用性と限界

中村 誠

10 月 14 日 平成 2 年度目の愛護デー 目の健康講座と目の相談（於：神戸）
眼瞼下垂、その他の加齢によるまぶたの病気

兼森 良和

10 月 17 日 ほこたての会（於：神戸）
緑内障と角膜 –角膜の立場から BK と LI について-

椋野 洋和

緑内障 vs 偽類天疱瘡ってどうすりゃいいの？

金森 章泰

眼圧下降剤が眼表面に及ぼす影響

平林 宏章

10 月 18 日 明舞眼科フォーラム（於：神戸）
新しい緑内障手術デバイス：アルコンエクスプレス

金森 章泰

10 月 25 日 東京緑内障セミナー2012（於：東京）
緑内障の構造と機能．謎の相関関係

中村 誠

11 月 8 日 日本アルコン社内勉強会（於：神戸）
視野

藤原 雅史

11 月 10 日 兵庫県東部地区眼科医会学術講演会（於：尼崎市）
緑内障診療～乳頭出血のあれこれ～

山田 裕子

11 月 16 日 第 50 回日本神経眼科学会（於：京都）
イブニングセミナー1 神経眼科における OCT の有用性と限界

中村 誠

11 月 22 日 神戸緑内障眼底読影勉強会（於：神戸）
OCT を併用する眼底読影の実際

中村 誠

11 月 29 日 兵庫県救急救命士養成所（於：三木）
視覚器の構造・機能と外傷・疾患

谷 恵美子

12 月 8 日 第 150 回宮崎県眼科医会講習会（於：宮崎）
標準化医療から個別化医療への転換～加齢黄斑変性治療の現場から～

本田 茂

12 月 15 日 第 18 回兵庫県網膜硝子体研究会（於：神戸）
硝子体手術での白内障手術

塚原 康友

12 月 15 日 第 14 回 Japan Glaucoma Council（於：東京）
進行判定：OCT

金森 章泰

12 月 16 日 第 95 回香川県学術集談会（於：高松）
OCT の視神経症での活用～OCT の進歩とは～

金森 章泰
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