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＜緑内障・神経眼科＞ 

中村 誠：第 16 章 神経眼科 中澤 満、村上 晶、園田康平（編） 標準眼科学第 14 版、医学書

院、東京、p288-314, 2018 

 

中村 誠：原発開放隅角緑内障 山本哲也（編） 緑内障診療ガイドライン解説 緑内障診療テキ

スト、南江堂、東京、p172-183, 2018 
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療ガイドライン解説 緑内障診療テキスト、南江堂、東京、p228-240,2018 
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栗本拓治、中村 誠：大乳頭・小乳頭 臨眼臨時増刊 主訴と所見からみた眼科 common disease. 

金原出版、東京、p1195-1200, 2018 

 

栗本拓治：視神経、大脳と目の病気−視神経炎 下村嘉一、國吉一樹（編） 眼科インフォームド・

コンセント ダウンロードして渡せる説明シート、金芳堂、京都、p366-371,2018 

 

栗本拓治：視神経、大脳と目の病気−遺伝性視神経症 下村嘉一、國吉一樹（編） 眼科インフォ

ームド・コンセント ダウンロードして渡せる説明シート、金芳堂、京都、p372-375,2018 

 

栗本拓治：視神経、大脳と目の病気−視神経の外傷（外傷性視神経症） 下村嘉一、國吉一（編） 

眼科インフォームド・コンセント ダウンロードして渡せる説明シート、金芳堂、京都、p376-

377,2018 

 

栗本拓治：視神経、大脳と目の病気−脳や鼻の病気と目の障害 下村嘉一、國吉一樹（編） 眼科

インフォームド・コンセント ダウンロードして渡せる説明シート、金芳堂、京都、p378-380,2018 

 

栗本拓治：所見、症状／乳頭所見の不一致 相原一（編） 眼科診療ビジュアルラーニング 3 緑

内障、中山書店、東京、p252-258, 2018 

 

芥子由結子、中村 誠：正常眼圧緑内障 山本哲也（編） 緑内障診療ガイドライン解説 緑内障

診療テキスト、南江堂、東京、p184-191, 2018 

 



＜ぶどう膜＞ 

楠原仙太郎：続発緑内障 ぶどう膜炎続発性緑内障、あたらしい眼科、メディカル葵出版、東京  

35(8):p1017-1024,2018.  

 

楠原仙太郎：Immunology～領域を超えた挑戦～非感染性ぶどう膜炎の治療を考える～トータル

マネジメントについて～ クリニシアン、ひでじま、東京、65(10):p104-109,2018.  

 

＜その他＞ 

楠原仙太郎：ステロイド製剤の局所での使い方 坂本泰二（編） 2018 臨床眼科増刊号～7 年前

の常識は現在の非常識！～眼科診療の最新標準、医学書院、東京、72(11):p299-302,2018 



総説 

 

2017 年 

《和文》 

＜白内障＞ 

中村充利：眼内レンズの歪み メディカル葵、あたらしい眼科 34（5）：675,2017 

 

2018 年 

《英文》 

＜網膜・硝子体＞ 
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The Old and the New. Diabetes Metab J 42(5):364-376, 2018. 

 

《和文》 
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2018 
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Retina Medicine 7(1);94-95,2018  

 

栗本拓治：基礎研究コラム 19 視神経はそこまで再生するのか−外的因子と内的因子、北澤耕司、
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＜網膜・硝子体＞ 

今井尚徳：巻頭言【術後視機能を考えるということ】眼科手術 31 巻 第 4 号；485,2018 

 

＜白内障＞ 
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中村充利：波面収差測定器(KR-1W)を活用した後発白内障に対する後嚢切開術の適応と方法 
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＜その他＞ 

野村耕治：エキスパートに学ぶ～角膜輪部デルモイドの手術適応はどの様に考えたらよいです

か？～ 眼科手術 31(3);414-415, メディカル葵出版,2018.7.30 
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＜ぶどう膜＞ 

Kusuhara S, Katsuyama A, Matsumiya W, Nakamura M: Efficacy and safety of ripasudil, a Rho-

associated kinase inhibitor, in eyes with uveitic glaucoma. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 

256(4):809-814, 2018. 

 

《和文》 

2017 年 

＜白内障＞ 

中村充利：白内障術後の水晶体の収縮によりアクリル眼内レンズに眼球内部高次収差が発症した

症例に対する Nd-YAG による前嚢切開 医学書院、臨床眼科 71(4)：523-529,2017 

 

2018 年 

＜緑内障・神経眼科＞ 

金森 章泰：特集 神経眼科の OCT:視交叉・視索病変による OCT の変化 眼科 60,1465-73,2018. 

 

上田 香織、盛 崇太朗、坂本 麻里、芥子結香子、栗本 拓治、山田 裕子、中村 誠：レーベル遺

伝性視神経症における視標サイズに基づく中心暗点の評価 神経眼科 35 巻 3 号:303-308,2018. 

 

＜その他＞ 

小牧 遼平、上田 健博、辻佑 木生、宮脇 統子、楠原仙太郎、原 重雄、戸田 達史：大脳石灰

化病変を契機に診断に至った TREX1 遺伝子変異に伴う retinal vasculopathy with cerebral 

leukoencephalopathy の 1 例 臨床神経学 58(2):111-117, 2018. 

 



講演 
2017 年 

12 月 17 日 第 212 回長崎眼科集談会 （於：長崎） 

波面収差測定器(KR･1W)を活用した後発白内障に対する後嚢切開術の適応と方法 

中村 充利 

2018 年 

1 月 3 日 神戸ライトサロン （於：東京） 

緑内障について                                         金森 章泰 

 

2 月 1 日 第 5 回神奈川小児神経眼科講習会 （於：神奈川） 

 視路疾患診療最前線！                                       中村 誠 

 

2 月 3 日 Glaucoma Forum （於：東京） 

 グラナテックの使用経験 ～ぶどう膜炎を伴う緑内障を中心に～               中村 誠 

 

2 月 3 日 第 25 回兵庫県網膜硝子体研究会【電気羊の会】 （於：兵庫） 

 2018 年 2 月段階での近未来硝子体手術 —Ngenuity の使用経験—          今井 尚徳 

 

2 月 11 日 第 74 回日本眼科医会生涯教育講座 （於：東京） 

 緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント                                 中村 誠 

 

2 月 17 日 RETIA フォーラム in 奈良 10 回記念講演会 （於：橿原） 

網膜静脈閉塞症診療で困らないために ～病態から治療まで～      楠原 仙太郎 

 

2 月 17 日 第 24 回兵庫県黄斑疾患研究会 （於：神戸） 

繰り返す黄斑浮腫を来した PCV の一例                             松宮 亘 

 

2 月 18 日 第 3 回視覚生理学基礎セミナー （於：新大阪） 

 視路疾患における構造と機能の対応 up-to-date                        中村 誠 

 

2 月 21 日 第 7 回 DM-DR Conference 糖尿病網膜症以外の眼合併症 其の弐 （於：兵庫） 

栗本 拓治 

2 月 21 日 第 6 回 DM-DR Conferrence （於：神戸） 

 糖尿病網膜症以外の眼合併症 其の壱                            盛 崇太朗 

 



2 月 24 日 第 10 回 Saitama Ophthalmology Free Talk Meeting （於：さいたま） 

 緑内障マネージメントのアップデート                                中村 誠 

 

2 月 24 日 兵庫県眼科医会臨時総会 （於：兵庫） 

 黄斑部病変に対する外科手術 —画像診断の発展がもたらす新しいアプローチ—  

今井 尚徳 

 

3 月 3 日 第 3 回関西眼科画像研究会 （於：神戸） 

光干渉断層計を用いたぶどう膜炎における網膜及び硝子体腔への細胞浸潤の評価 

松宮 亘 

 

3 月 4 日 第 74 回日本眼科医会生涯教育講座 （於：福岡） 

 緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント                                 中村 誠 

 

3 月 14 日 淡路市医師会学術集会 （於：淡路） 

ブドウ膜炎に伴う続発緑内障の治療              楠原 仙太郎 

 

3 月 17 日 神戸眼科手術 Step Up ゼミ～オペトーク in Kobe 2018～ （於：兵庫） 

 黄斑部病変に対する外科手術 —画像診断の発展がもたらす新しいアプローチ— 

今井 尚徳 

 

3 月 18 日 第 268 回長野県眼科医会集談会 （於：松本） 

網膜組織障害から考える糖尿病黄斑浮腫治療       楠原 仙太郎 

 

3 月 21 日 Retina Update Spring Seminar  （於：大阪） 

糖尿病黄斑浮腫病態理解のための基礎知識        楠原 仙太郎 

 

3 月 24 日 非感染性ぶどう膜炎カンファレンス （於：松本） 

非感染性ぶどう膜炎に関する薬物治療の実際       楠原 仙太郎 

 

3 月 24 日 第 15 回兵庫県オフサルミックセミナー （於：兵庫）  

視神経炎の診かた 教育講演                                  栗本 拓治 

 

3 月 26 日 第 2 回愛宕眼科フォーラム （於：東京） 

 視路疾患診療最前線！                                       中村 誠 

 



3 月 31 日 第 11 回緑内障ワークショップ in 中部 （於：名古屋） 

 OCT は緑内障性視神経症をどこまで明らかにしたのか？                   中村 誠 

 

4 月 7 日 眼炎症と免疫を考える会 in 兵庫 （於：神戸） 

困らないための非感染性ぶどう膜炎診療の TIPS       楠原 仙太郎 

 

4 月 15 日 第 74 回日本眼科医会生涯教育講座 （於：名古屋） 

 緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント                                 中村 誠 

 

4 月 24 日 第 2 回 眼科治療 Management Conference  （於：神戸） 

網膜疾患の最近のトピックス         楠原 仙太郎 

 

4 月 24 日 第 2 回 Management Conference （於：神戸） 

緑内障診療ピットフォール                                    金森 章泰 

 

4 月 24 日 第 2 回眼科治療 Management Conference  （於：神戸） 

眼瞼腫瘍の診断と治療                                      兼森 良和 

 

4 月 28 日 グラナテック発売 3 周年講演会 （於：神戸） 

実臨床におけるリパスジル点眼液の効果                           金森 章泰 

 

5 月 12 日 Ophthalmic Resident salon （於：神戸） 

 ミニレクチャー：ROP の診断と治療                                    三木 明子 

 

5 月 17 日 長崎 TNF Conference  （於：長崎） 

眼炎症診療の実際 ～非感染性ぶどう膜炎を中心に～            楠原 仙太郎 

 

5 月 22 日 千寿製薬社内勉強会 （於：神戸） 

緑内障について～基礎から最近の手術トレンドまで～                  金森 章泰 

 

5 月 25 日 第 3 回 H3DME 研究会 （於：神戸） 

DME 治療のアプローチ ～網膜内層障害に注目して～      楠原 仙太郎 

 

6 月 2 日 第 12 回神経眼科コロキウム～細雪の会～ （於：芦屋） 

教育講演 神経眼科の緊急疾患「腫れた乳頭」                  中西（山田） 裕子 

 



6 月 9 日 梅花女子大学心理こども学部心理学科 （於：茨木） 

 視覚障害者の心理・生理・病理                                 谷 恵美子 

 

6 月 10 日 第 5 回 AMD Expert Clinical Conference （於：東京） 

私の施設の治療・投与レジメン～抗 VEGF 薬併用 PDT と黄斑萎縮リスク～       松宮 亘 

 

6 月 15 日 第 4 回 Kumamoto Ophthalmology Seminar （於：熊本） 

緑内障マネージメントのアップデート                               中村 誠 

 

6 月 16 日 梅花女子大学心理こども学部心理学科 （於：茨木） 

 視覚障害者の心理・生理・病理                                 谷 恵美子 

 

6 月 16 日 第 6 回石川＆福井黄斑疾患研鑽会 （於：金沢） 

網膜神経変性から考える DME 治療        楠原 仙太郎 

 

6 月 21 日 神緑会姫路支部講演会 （於：姫路） 

眼科医療の現状と課題                                       中村 誠 

 

6 月 23 日 第 9 回 Alcon Saga Seminar （於：佐賀） 

黄斑部病変に対する外科手術 画像診断の発展がもたらす新しいアプローチ 

                                        今井 尚徳 

 

6 月 24 日 眼科最新フォーラム （於：徳島） 

緑内障実臨床における OCT＆MIGS アップデート                     金森 章泰 

 

6 月 27 日 姫路広畑オープンカンファレンス （於：姫路） 

眼炎症診療の実際 ～非感染性ぶどう膜炎を中心に～            楠原 仙太郎 

 

6 月 29 日 参天製薬社内講演 （於：兵庫） 

緑内障の手術治療について                 栗本 拓治 

 

6 月 30 日 第 31 回近畿神経眼科セミナー特別講演 （於：大阪） 

 視路疾患診療最前線！                                       中村 誠 

 

6 月 30 日第 4 回播州眼科セミナー （於：姫路） 

パネルディスカッションオープニングリマーク                         金森 章泰 



 

6 月 30 日 ロービジョン勉強会 in 山口 （於：山口) 

パネルディスカッション「山口県のロービジョンケアの現状と将来」にて 

眼科医療が行うロービジョンケア                                福村 美帆 

 

7 月 7 日 第 74 回日本眼科医会生涯教育講座 （於：札幌） 

緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント                                 中村 誠 

 

7 月 7 日 日本眼科医会第 75 回生涯教育講座  （於：東京） 

非感染性ぶどう膜炎の診療アップデート        楠原 仙太郎 

 

7 月 21 日 長田区眼科医会 （於：神戸）  

日帰りで行う眼瞼下垂手術                                   兼森 良和 

 

7 月 24 日 神戸新聞情報文化懇話会 （於：神戸） 

 現代の眼科診療と将来展望                                     中村 誠 

 

7 月 24 日 第 5 回 Takamatsu Glaucoma Seminar （於：高松） 

緑内障診療における病診連携（勤務医と開業医）                      金森 章泰 

 

7 月 28 日 第 3 回手術戦略セミナー （於：東京） 

 黄斑部病変に対する外科手術 画像診断の発展がもたらす新しいアプローチ 

                                            今井 尚徳 

 

8 月 4 日 第 16 回兵庫県東部緑内障を考える会 （於：芦屋） 

教育講演 緑内障～小児、若年でのチェックポイント～              中西（山田） 裕子 

 

8 月 4 日 日本眼科医会第 75 回生涯教育講座 （於：名古屋） 

非感染性ぶどう膜炎の診療アップデート        楠原 仙太郎 

 

8 月 11 日 AMD 座談会 （於：大阪） 

 コメンテーター                                   三木 明子 

 

8 月 18 日 神戸市眼科医会北区講演会 （於：神戸） 

緑内障診療における病診連携                                 金森 章泰 

 



8 月 25 日 日本眼科医会第 75 回生涯教育講座 （於：福岡） 

非感染性ぶどう膜炎の診療アップデート        楠原 仙太郎 

 

8 月 26 日 ALCON VIT Area Seminar in Fukuoka （於：福岡） 

 MIVS アップデート —最新デバイスの臨床経験と有用性—                今井 尚徳 

 

8 月 29 日 第 7 回 DM-CR Conference （於：兵庫） 

 糖尿病網膜症の外科的マネジメント                              今井 尚徳 

 

8 月 30 日 眼科学術ビデオライブラリー （於：大阪） 

 知っておくべき10の知識                                       中村 誠 

 

8 月 30 日 第 3 回 DME Expert Meeting in Tokyo  （於：東京） 

全身状態を考慮した DME 治療         楠原 仙太郎 

 

9 月 1 日 第 9 回目を守る会 （於：京都）  

1 時間でわかる眼瞼の手術                                   兼森 良和 

 

9 月 2 日 第 36 回淑瞳会 （於：神戸）  

小児神経眼科疾患を症例から学ぼう                         中西（山田） 裕子 

 

9 月 6 日 三重ぶどう膜炎治療連携フォーラム （於：津） 

ぶどう膜炎診療における診療科間連携        楠原 仙太郎 

 

9 月 7 日 眼科治療最前線 （於：明石）  

眼瞼下垂手術～安定した術後成績を得るための術中の工夫～             兼森 良和 

 

9 月 8 日 六大学研究会特別講演 （於：福岡） 

 視路疾患診療最前線！                                       中村 誠 

 

9 月 8 日 Chiba Young Investigator Meeting 2018 （於：千葉） 

基礎研究者の視点で考える黄斑浮腫治療        楠原 仙太郎 

 

9 月 13 日 Meet the Expert （於：東京） 

 難治性黄斑浮腫に対する手術戦略 —意図的分層黄斑円孔作成法の実際—    今井 尚徳 

 



9 月 22 日 UVE Expert Meeting 2018  （於：福島） 

わかりやすい非感染性ぶどう膜炎診療        楠原 仙太郎 

 

9 月 22 日 第 2 回 HUMIRA Expert Summit  （於：大阪） 

免疫抑制剤を用いたぶどう膜炎診療の現状 ～昨年のアンケート結果との比較～  

            楠原 仙太郎 

 

9 月 28 日 2nd AMD New Generation Seminar （於：大阪） 

 PCV に対する初回 PDT 併用治療の実際                           三木 明子 

 

10 月 3 日 大塚製薬 e 講演会 （於：神戸） 

 視路疾患における OCT 所見 up to date                              中村 誠 

 

10 月 5 日 第 39 回ビト研 （於：東京） 

 黄斑部病変に対する外科手術～画像診断の発展がもたらす新しい手術戦略～ 

今井 尚徳 

 

10 月 6 日 第 16 回兵庫県オープンカンファレンス （於：神戸） 

悩み多き若年者の緑内障の一例                                 金森 章泰 

 

10 月 20 日 第 28 回東邦大学医療センター大橋病院・渋谷・世田谷・目黒区眼科医会合同勉強

会 （於：東京） 

 緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント＋α                              中村 誠 

 

10 月 20 日 ACT Pack セミナー （於：神戸） 

緑内障治療継続のために                                     金森 章泰 

 

 

10 月 20 日 EVA Meeting Nagoya （於：名古屋） 

 CME 内に形成される嚢胞様構造の正体と治療への応用                 今井 尚徳 

 

10 月 21 日 変わりゆく加齢黄斑変性診療 （於：大阪） 

 実臨床から考える AMD 治療戦略                           三木 明子 

 

10 月 26 日 Uveitis Clinical Seminar  （於：東京） 

非感染性ぶどう膜炎治療のパラダイムシフト ～アダリムマブは眼科臨床を変えるか？～ 



   楠原 仙太郎 

 

10 月 27 日 第 20 回横浜眼科臨床フォーラム （於：横浜） 

病態から考えるぶどう膜炎続発緑内障の治療戦略       楠原 仙太郎 

 

10 月 28 日 第 146 回広島県眼科医会講習会 （於：広島） 

 緑内障と偽緑内障の鑑別ポイント＋α                              中村 誠 

 

11 月 1 日 神戸市兵庫区講演会 （於：神戸） 

 黄斑疾患の診断と治療                                      三木 明子 

 

11 月 2 日 Retina Interactive Meeting （於：福岡） 

 AMDの治療戦略                                          三木 明子 

 

11 月 3 日 脈絡膜疾患の今 （於：広島） 

 AMDの治療戦略                                          三木 明子 

 

11 月 4 日 網膜硝子体手術フォーラム （於：兵庫） 

 意図的分層黄斑円孔作成の実際                                今井 尚徳 

 

11 月 6 日 第 52 回 PACG の会  （於：大阪） 

マイクロパルス波経強膜毛様体光凝固装置の使用経験 

盛 崇太朗 

11 月 8 日 兵庫県救急救命士養成研修 （於：三木） 

 視覚器の構造・機能と外傷・疾病                                谷 恵美子 

 

11 月 9 日 アルコンファーマ社内研修会 （於：東京） 

 黄斑疾患の診断と治療                                      三木 明子 

 

11 月 10 日 神戸大学大学院医学研究科公開講座「超高齢時代の感覚器疾患」 （於：神戸） 

 目がかすむと思ったら ～超高齢時代の目の病気～                      中村 誠 

 

11 月 10 日 近眼連男女共同参画協議会 （於：神戸）   

神戸大学眼科女性医師の働き方 現状と課題                   中西（山田） 裕子 

 

11 月 10 日 第 20 回兵庫県眼科フォーラム （於：神戸） 



ぶどう膜炎続発緑内障と ROCK 阻害剤        楠原 仙太郎 

 

11 月 10 日 第 36 回神戸大学大学院医学研究科公開講座 （於：兵庫） 

主題：—超高齢時代の感覚器疾患— 

副題：目の加齢変化と疾患 ～白内障・網膜剥離・黄斑円孔～             今井 尚徳 

 

11 月 11 日 第 20 回 海星友の会 （於：神戸） 
白内障と網膜疾患について                                   大塚 慶子 

 

11 月 15 日 第 11 回眼科疾患研究会 （於：神奈川） 

神経変性をターゲットにした糖尿病網膜症管理       楠原 仙太郎 

 

11 月 16 日 第 23 回浜松眼科フォーラム （於：浜松） 

 緑内障マネージメントのアップデート                                中村 誠 

 

11 月 17 日 Kobe Ophthalmic Research and Clinical Conference （於：神戸） 

 神大眼科の魅力～Research編～                                  中村 誠 

 

11 月 17 日 Kobe Ophthalmic Research and Clinical Conference （於：神戸） 

OCT を視る                                              松宮 亘 

 

11 月 17 日 姫路市眼科医師会総会 （於：姫路） 

製鉄記念広畑病院での院内往診について                   木村 将、田邊 益美 

 

11 月 18 日 第 4 回札幌 OCT セミナー （於：札幌） 

 CME 内に形成される嚢胞様構造の正体と治療への応用                 今井 尚徳 

 

11 月 25 日 平成 30 年度西宮市難病連医療相談会 （於：西宮） 

眼ベーチェット病の治療          楠原 仙太郎 

 

11 月 27 日 循環型地域連携講演会 （於：佐世保） 

非感染性ぶどう膜炎治療のパラダイムシフト ～アダリムマブは眼科臨床を変えるか？～ 

   楠原 仙太郎 

 

11 月 29 日 加古川・高砂眼科医会勉強会 （於：加古川） 

 緑内障、視神経疾患患者を紹介するタイミング                         中村 誠 



 

11 月 30 日 Retina Meeting～網膜疾患の治療を考える～ （於：埼玉） 

糖尿病黄斑浮腫 ～神経変性を考慮した治療戦略～       楠原 仙太郎 

 

12 月 2 日 第 215 回長崎眼科集団会 （於：長崎） 

 硝子体手術（他院）後、眼球打撲を契機に発症し日帰り硝子体手術が著効した眼内炎の 1 症例   

中村 充利 

 

12 月 2 日 眼科フレッシュ★All Stars の会☆ （於：神戸） 

前置レンズの使い方～緑内障手術の応用まで～                       金森 章泰 

 

12 月 6 日 第 1 回 Angio club （於：京都） 

OCT angiography を用いた糖尿病網膜症発症前後の網膜微小血管及び網膜構造変化の解析 

松宮 亘 

 

12 月 7 日 第 11 回難治性網膜硝子体手術治療研究会 （於：京都） 

 難治中心窩嚢胞様黄斑浮腫に対する外科的治療の役割～新しい知見と治療への応用～ 

今井 尚徳 



学会発表 
2017 年 

1 月 27 日 第 40 回日本眼科手術学会学術総会 （於：東京） 

水晶体の収縮によるアクリル眼内レンズ変形が来した高次収差への YAG による前嚢切開 

中村 充利 

 

9 月 2 日 第 53 回日本眼光学学会総会 （於：東京） 

波面収差測定のハルトマン像の抜けた部分と瞳孔像を参照した YAG による後嚢切開術 

中村 充利 

2018 年 

1 月 26 日～28 日 第 41 回日本眼科手術学会学術総会 （於：京都） 

 一般講演 

軽度の後発白内障に対する波面収差測定とハルトマン像の抜けを利用した後嚢切開術 

中村 充利 

 

   ステロイド緑内障に対して手術加療を要した症例            中村 賢和、野村 耕治 

 

インストラクションコース  

どうする？緑内障手術の次の一手～トラベクレクトミー後の再手術～          金森 章泰 

 

   網膜剥離の初回硝子体手術：実践編～水晶体・液空気置換・体位～        今井 尚徳 

 

 スポンサードインストラクションコース 3 黄斑円孔に対する membrane transplant ～その可能性と

限界～ 

   難治黄斑円孔に対する水晶体嚢移植の可能性と限界                 今井 尚徳 

 

 ランチョンセミナー ～覚醒せよ～ 

増殖硝子体網膜症に対する手術 —最初が肝心—                   今井 尚徳 

 

3 月 2 日～3 日 第 43 回日本小児眼科学会総会 フェアウェルセミナー （於：愛知） 

シンポジウム 「ROP の新しい問題点」  

視機能予後からみたレーザー治療          野村 耕治 

一般公演 

未熟児網膜症の光凝固の影響                              柳沢 翠芳、野村 耕治 

 



小児神経眼科疾患を症例から学ぼう！                 山田 裕子（やまだ ゆうこ） 

 

3 月 10 日 第 37 回神戸市立医療センター中央市民病院・神戸アイセンター病院眼科オープンカ

ンファレンス （於：神戸） 

 眼瞼腫瘍性病変１００症例の病理組織学的検討                       兼森 良和 

 

 裂孔原性網膜剥離に対する 27 ゲージ硝子体手術後の前房フレア値に寄与する周術期因子の

検討               鉄本 章、今井 尚徳、大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、中村 誠 

 

4 月 19 日～22 日 第 122 回日本眼科学会総会 （於：大阪） 

シンポジウム 5 

  Pathophysiology of neuromyelitis optica and an animal model.               中村 誠 

 

教育セミナー1 

  小児緑内障の治療                                         中村 誠 

 

 一般講演 

続発緑内障に対するテノン開創器を用いた線維柱帯切除術の短期成績 

楠原仙太郎、中村 誠 

 

OCT における緑内障パラメーター測定値の検者内再現性と検者間一致度 

金森 章泰、（若林 星太）、 中村 誠 

 

ポリープ状脈絡膜血管症へのアフリベルセプト併用光線力学療法後の網膜色素上皮萎縮 

松宮 亘、本田 茂、林田真由香、中井駿一朗、勝山 敦子、

大塚 慶子、三木 明子、楠原仙太郎、中村 誠  

 

光干渉断層計 slab en face 像を用いた糖尿病網膜内層構造変化の評価 

勝山 敦子、楠原仙太郎、松宮 亘、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的療法及び aflibercept 併用療法と脈絡膜変化 

中井駿一朗、松宮 亘、本田 茂、三木 明子、

林田真由香、大塚 慶子、近藤 陽子、中村 誠 

 

アクアポリン 9 遺伝子欠損マウスにおける視神経挫滅後の網膜神経節細胞死    

盛 崇太朗、栗本 拓治、三木 明子、楠原仙太郎、中村 誠 



 

未熟児網膜症既往眼における中心窩無血管領域と固視点安定性の関連  

林田真由香、三木 明子、中西 理恵、島内 深希、

和田 友紀、井上結香子、山田 裕子、中村 誠 

 

裂孔原性網膜剥離に対する 27G 硝子体手術後の前房フレア値に寄与する周術期因子の検

討                 鉄本 章、今井 尚徳、大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、中村 誠 

 

イブニングセミナー バイエル レチナ・アワード受賞講演 

糖尿病網膜における in vivo functional imaging       楠原 仙太郎 

 

モーニングセミナー 大学病院におけるプレミアム眼内レンズの実際～多焦点眼内レンズ導入

から展開、運用まで～ 

大学病院におけるプレミアム眼内レンズの実際 展開編                今井 尚徳 

 

 

サブスペシャリティーサンデー3 

ベーチェット病の治療          楠原 仙太郎 

 

ポスター発表 

   Evaluation of WINROP algorithm in Japanese preterm patients             上田 香織 

 

4 月 29 日～5 月 3 日 ARVO （於：ホノルル、ハワイ） 

The relationship between foveal avascular zone and fixation stability in patients with a history of 

retinopathy of prematurity.                                    Akiko Miki 

 

Evaluation of vitreoretinal cellular infiltration in uveitis on optical coherence tomography. 

Wataru Matsumiya, Sentaro Kusuhara, Atsuko Katsuyama, 

Akihito Uji (Kyoto Univ.), Makoto Nakamura 

 

Structural changes in the inner retina assessed by slab en face optical coherence tomography in 

diabetic eyes. 

    Atsuko Katsuyama, Sentaro Kusuhara, Wataru Matsumiya, Shigeru Honda, Makoto Nakamura 

 

The association of age-related maculopathy susceptibility 2 gene polymorphisms with the 12 

months outcomes of combination therapy with intravitreal aflibercept and verteporfin photodynamic 



therapy for polypoidal choroidal vasculopathy. 

Shunichiro Nakai, Wataru Matsumiya, Shigeru Honda, Akiko Miki, Makoto Nakamura 

 

The impact of early vitrectomy for dense vitreous hemorrhage without a history of diabetic 

retinopathy  

Mayuka Hayashida, Akiko Miki, Hisanori Imai, Atsushi Azumi, Makoto Nakamura 

 

5 月 9～12 日 23rd International visual field and imaging symposium （於：石川）  

Poster (May 10) P1-5 

The disc-fovea-temporal raphe angle is associated with the severity of glaucoma with a hemi-

field defect. 

Takuji Kurimoto, Sotaro Mori, Mari Sakamoto, Kaori Ueda, 

Yukako Inoue, Yuko Yamada. Makoto Nakamura   

 

    Agreement of a nasal step border by a microperimeter with a temporal raphe by optical coherence 

tomography in glaucoma patients                     

Sotaro Mori, Mari Sakamoto, Takuji Kurimoto,Kaori Ueda, Yuko Nakanishi,Makoto Nakamura 

 

5 月 12～13 日 第 7 回日本視野学会学術集会 （於：石川） 

 シンポジウム 

  視路疾患の構造と機能を考える                                 中村 誠 

 

 教育セミナー 

  2018 JPS Special Project: 基礎から臨床まで全てがつながる視野と画像の教育セミナー 

Special Project 4 眼疾患から学ぶ視野と OCT  

「視路疾患から学ぶ視路と視野障害」                  山田 裕子（やまだ ゆうこ） 

 

IPS JPS 優秀演題セッション （13 日）           

緑内障患者における乳頭−中心窩−耳側縫線角度と半視野障害の関連性の検討  

栗本 拓治 

 

6 月 2 日 第 6 回日本眼形成再建外科学会 （於：東京） 

シンポジウム 3  

開業医における日帰り局麻眼形成手術～眼瞼下垂～                 兼森 良和 

 

6 月 16 日 第 74 回日本弱視斜視学会総会 （於：倉敷） 



早期に診断・治療を行った外眼筋線維症の双生児症例             中野由美子、野村 耕治 

 

6 月 16 日～6 月 19 日 WOC （於：バルセロナ、スペイン） 

Prediction of severe retinopathy of prematurity with WINROP algorithm in a Japanese 

poplulation of preterm infants  

Mayuka Hayashida, Akiko Miki,Kaori Ueda, Shunichiro Nakai, 

Yasukazu Nakamura, Hiroki Yasutake, Suiho Yanagisawa, Koji Nomura, Makoto Nakamura 

 

Time Course of Changes in Aqueous Flare Intensity after 27-gauge pars plana Vitrectomy 

for Primary Rhegmatogenous Retinal Detachment 

Akira Tetsumoto, Hisanori Imai, Keiko Otsuka, 

Wataru Matsumiya, Akiko Miki, Makoto Nakamura 

 

7 月 13 日～14 日 第 52 回日本眼炎症学会 （於：東京） 

一般講演 

神戸大学眼科における非感染性ぶどう膜炎に対するアダリムマブの使用経験 

楠原仙太郎、勝山 敦子、松宮 亘、中村 誠 

 

強い眼窩内炎症を伴った節外性 NK/T リンパ腫の一例    

曾谷 尭之、明石 梓、徳永 敬司、大西 健、原 ルミ子 

 

7 月 13 日～14 日 第 22 回眼創傷治癒研究会 （於：奈良） 

一般講演 

続発緑内障に対するテノン開創器を用いた線維柱帯切除術       

楠原仙太郎、中村 誠 

 

7 月 14 日～16 日 フォーサム 2018 東京 （於：東京） 

International Distinguished Papers Symposium 

Characteristics of vitreous cells in uveitis on optical coherence tomography 

Wataru Matsumiya, Sentaro Kusuhara, Atsuko Katsuyama, 

Akihito Uji (Kyoto Univ.), Makoto Nakamura 

 

3 歳女児に生じた Vogt-小柳-原田病疑い症例 

      勝山 敦子、楠原仙太郎、粟野 宏之*、永瀬 裕朗*、松宮 亘、中村 誠 

（*神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小児科学分野） 

 



 

9 月 14 日～16 日 第 29 回日本緑内障学会 （於：新潟） 

 モーニングセミナー1 

MIGS と隅角検査の重要性                                   中村 誠 

 

線維柱帯切開術 眼外法とマイクロフック眼内法の傾向スコア解析による短期成績比較 

盛 崇太朗、坂本 麻里、上田 香織、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠 

 

研修医・スタッフ シンポジウム 

構造と機能の相関                                       金森 章泰 

 

 

9 月 22 日～23 日 日本臨床視覚電気生理学会 （於：浜松） 

一般講演 

下垂体茎断裂症候群に対するホルモン治療中に進行性の網膜変性症の合併を認めた１例 

金 景佑、松宮 亘、勝山 敦子、楠原仙太郎、中村 誠 

 

10 月 11 日～14 日 第 72 回日本臨床眼科学会 （於：東京） 

 インストラクションコース 

  視神経疾患 update                                         中村 誠 

 

非専門医のための緑内障診療ガイダンス                          金森 章泰 

 

  黄斑手術自由自在：基礎から応用まで 

   難治性黄斑円孔に対する手術 1 ～注意を要する黄斑円孔～            今井 尚徳 

 

 一般講演 

ぶどう膜炎続発緑内障に対するテノン開創器を用いた線維柱帯切除術の短期成績 

楠原仙太郎、中村 誠 

 

マイクロフックロトミーの術後短期成績 

金森 章泰、金森 敬子、椋野 洋和、山中 弘光、田邊 益美、菅原いく子、中村 誠 

 

糖尿病眼における slab en face OCT 像と網膜内層厚 

 勝山 敦子、楠原仙太郎、西庄 龍東、松宮 亘、中村 誠 

 



ポリープ状脈絡膜血管症に対する aflibercept 併用光線力学的療法の 3 年経過 

中井駿一朗、松宮 亘、本田 茂、林田真由香、三木 明子、中村 誠 

 

原因不明の硝子体出血眼に対する早期硝子体手術の効果  

林田真由香、三木 明子、今井 尚徳、大塚 慶子、安積 淳、中村 誠 

 

  裂孔原性網膜剥離に対する 27 ゲージ硝子体手術後の歪視量に寄与する周術期因子の検討                

鉄本 章、今井 尚徳、大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、中村 誠 

 

Vogt-小柳-原田病治療後の脈絡膜構造変化と再発前変動の検討 

西庄 龍東、松宮 亘 、勝山 敦子、宇治 彰人 (京大)、楠原仙太郎、中村 誠 

 

モーニングセミナー 

エビデンスから見る NTG の治療戦略                             中村 誠 

 

フェアウエルセミナー 

継続治療 緑内障                                       金森 章泰 

 

10 月 19 日～21 日 第 33 回日糖尿病合併症学会・第 24 回日本糖尿病眼学会総会（於：東京） 

合同シンポジウム 1 全身加療と局所変化 

全身加療と糖尿病における網膜神経変性          楠原仙太郎 

 

一般講演 

糖尿病黄斑浮腫治療成績と OCT en face slab 像の関係 

 楠原仙太郎、勝山 敦子、松宮 亘、中村 誠 

11 月 2 日 120th Annual Meeting of the Korean Ophthalmological Society （於：ソウル、韓国） 

 Temporal raphe and nasal step: What do we know about them? International Glaucoma 

Symposium. Updates on the diagnosis and treatment of glaucoma. 

Makoto Nakamura 

 

11 月 3 日～4 日 第 36 回日本腫瘍学会 （於：金沢） 

 当院における悪性黒色腫の長期経過 

 橋本 祐子、中井駿一朗、坂本 麻里、長井 隆行、安積 淳、中村 誠 

 

11 月 8 日 第 5 回神戸大学眼科オープンカンファレンス （於：神戸） 

一般演題（プログラム順） 



ランゲルハンス細胞組織球症による視神経症と外転神経麻痺を来した 1 例 

山田 裕子、栗本 拓治、盛 崇太朗、坂本 麻里、上田 香織、

芥子結香子、中井 友昭、魚住 洋一、豊田 晶徳、中西 裕子、中村 誠 

 

下垂体茎断裂症候群に対するホルモン治療中に進行性の網膜変性症の合併を認めた１症

例 

金 景佑、松宮 亘、勝山 敦子、楠原仙太郎、中村 誠 

 

当院における悪性黒色腫の長期経過 

橋本 祐子、中井駿一朗、明石 梓、坂本 麻里、長井 隆行、中村 誠 

サイトメガロウイルス虹彩炎に起因する続発性緑内障 15 例の臨床像 

村井 佑輔、盛 崇太朗、坂本 麻里、上田 香織、

芥子結香子、栗本 拓治、楠原仙太郎、中西 裕子、中村 誠 

 

髄膜炎を伴う続発性眼窩炎症と強膜炎を呈した汎発性帯状疱疹の一例 

佐々木信之、坂本 麻里、栗本 拓治、盛 崇太朗、

上田 香織、中西 裕子、飯島 健太、立花 久嗣、中村 誠  

 

実臨床における黄斑浮腫に対する抗 VEGF 剤硝子体内注射の治療成績 

楮 広美 、杉元 千紘、岩川 友美、今井 尚徳、大石麻利子 

 

腎癌摘出 10 年後眼窩内転移した症例 

谷下 紗季、高野 史生、大塚 慶子、金井 友範、西村 殊寛、藤澤 一行、安積 淳 

 

SLE による眼窩炎症 

高野 史生、谷下 紗季、大塚 慶子、金井 友範、西村 殊寛、藤澤 一行、安積 淳 

 

11 月 8 日～10 日 第 46 回日本臨床免疫学会総会 （於：軽井沢） 

ビギナーズセミナー 

眼免疫の特殊性と非感染性ぶどう膜炎         楠原仙太郎 

 

11 月 18 日 第 132 回山口県眼科医会秋季集談会 （於：山口） 

山口大学ロービジョン外来の一年目の現状                         福村 美帆 

 

12 月 7 日～9 日 第 57 回日本網膜硝子体学会総会 （於：京都） 

ランチョンセミナー 白熱！硝子体倶楽部～Round 2～ 



  熱中症が、、、                                    今井 尚徳 

 

 一般講演 

  OCT angiography を用いた糖尿病網膜症発症前後の網膜微小血管及び網膜構造変化の解析 

松宮 亘、山崎 悠佐、宇治 彰人（京大）、松塲 眞弓、中村 誠 

 

  En face slab OCT 像を用いた網膜静脈分枝閉塞症の乳頭黄斑線維束障害についての検討 

 勝山 敦子、楠原仙太郎、西庄 龍東、松宮 亘、中村 誠 

 

  ポリープ状脈絡膜血管症への aflibercept 単独療法と aflibercept 併用光線力学的療法との 2 年

経過の比較 

中井駿一朗、松宮 亘、本田 茂、林田真由香、三木 明子、安積 淳、中村 誠 

 

滲出型加齢黄斑変性の固視に関する検討  

林田真由香、三木 明子、中井駿一朗、松宮 亘、今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠 

 

 

12 月 14 日～15 日 第 56 回日本神経眼科学会総会 （於：神戸） 

 シンポジウム 

  レーベル遺伝性視神経症の発症メカニズム                         上田 香織 

 

 一般講演 

髄膜炎を伴う続発性眼窩炎症と強膜炎を呈した汎発性帯状疱疹の一例 

佐々木信之、坂本 麻里、栗本 拓治、盛 崇太朗、

上田 香織、中西 裕子、飯島 健太、立花久嗣、中村 誠 

 

   片眼の動眼神経麻痺と僚眼の外転神経麻痺を呈したサルコイドーシスの 1 例 

盛 崇太朗、坂本 麻里、上田 香織、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠 

 

対側の眼症状で診断に至った左海綿状膜洞部硬膜動静脈瘻の 1 例 

曾谷 尭之、明石 梓、徳永 敬司、大西 健、原 ルミ子 

 

 モーニグセミナー 

  緑内障性視神経症と視神経疾患の構造・機能対応を理解する～OCT とハンフリーを用いた構

造と機能の解析～                                          坂本 麻里 

 



ランチョンセミナー 

眼科診療を楽しもう！～臨床眼科 大喜利～                       長井 隆行 

 

   視力低下を来す視神経疾患                                 盛 崇太朗 



雑文・その他 
中村 誠：神経眼科 知っておくべき 10 の知識 眼科学術ビデオライブラリー2018 年 9 月

https://www.santen.co.jp/medical-channel/op/video/ 

 

中村 誠：Ophthalmology Update 編集 

 

山本 哲也、中村 誠：あたらしい眼科 35(8) 特集・続発緑内障編集 

 

山本 博之：6 月 21 日 神戸新聞カルテＱ＆Ａ～複視～ 

 

金森 章泰：My Practice  Frontiers in Glaucoma. p58-61, 56,2018 

 

松宮 亘：8 月 13 日～18 日 

Medical English Work Shop in Hawaii Tokai International College（in Kapolei Hawaii USA） 

（ハワイ東海インターナショナルカレッジの Medical English Work Shop に随行員として参加） 

 

 

https://www.santen.co.jp/medical-channel/op/video/
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