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『講演』
2 月 9 日 第一回中国四国神経眼科セミナー（於：岡山）
視路疾患診療最前線！
中村 誠
2 月 9 日 明日から役立つ「DME」診療 in 京都（於：京都）
病態理解から見えてくる DME 患者のテーラーメード治療
楠原仙太郎
10 月 22 日 ベオビュ WEB 講演会 in 京滋（於：WEB）
薬物特性から考えるべオビュの使い方～眼炎症をどう考えるか～
楠原仙太郎
10 月 22 日 兵庫涙道角膜ドライアイ Gym ～3rd Reps ～（於：神戸）
薬剤性角膜上皮障害
長井 隆行
10 月 24 日 第 78 回日本眼科医会生涯教育講座 超高齢時代の眼科診療（於：札幌 Web）
イントロダクション
中村 誠泰
110 月 24 日 日本眼科医会 生涯教育講座 札幌講座（於：Web）
糖尿病眼合併症と加齢の影響
楠原仙太郎
10 月 25 日 第 7 回 AMD Expert Clinical Conference（於：Web）
ベオビュを臨床にどう生かす？～閉塞性網膜血管炎の 2 例～
松宮 亘
10 月 26 日 興和 Web conference in Osaka（於：Web）
続発緑内障の治療戦略アップデート

中村 誠
10 月 28 日 Teams iMeeting in Kansai（於：Web）
抗 VEGF 薬硝子体注射後の眼炎症をどう考えるべきか？
楠原仙太郎
10 月 31 日 産業医科大学眼科研究会（於：Web）
視路疾患診断 Revisited
中村 誠
11 月 5 日 AMD 治療 Update in 神戸（於：Web）
備えあれば憂いなし～抗 VEGF 薬と眼炎症～
楠原仙太郎
11 月 5 日 Novartis Pharma Web Symposium（於：兵庫 Web）
抗 VEGF 薬の新時代～どう使い分ける？～
三木 明子
11 月 6 日 第 1 回はりま眼科勉強会（於：兵庫 Web）
AMD の診断及び紹介のポイント
三木 明子
11 月 8 日 第 94 回新潟臨床眼科研究会（於：新潟）
緑内障診療における病診連携：病院とクリニックのそれぞれの役割
金森 章泰
11 月 8 日 Nos Retina Conference（於：大分 Web）
AMD 治療の展望
三木 明子
11 月 11 日 NOVARTIS PHARMA WEB SYMPOSIUM（於：Web）
患者さんと考える糖尿病黄斑浮腫治療～良好な視力を長く維持するために～
楠原仙太郎
11 月 12 日 TNF-inhibitor の Best Use を考える会（於：大阪）
ベーチェット病に伴う網膜ぶどう膜炎の治療戦略～長期的な QOL の維持を目指して～

楠原仙太郎
11 月 13 日 大塚製薬社内勉強会（於：神戸）
緑内障の手術治療について
栗本 拓治
11 月 13 日 4th AMD New Generation Seminar（ 於：兵庫 Web）
～ベオビュの実臨床下における適性使用法を考える～ 有効性について
三木 明子
11 月 14 日 Ophthalmic Collaboration Seminar in north Osaka（於：大阪）
糖尿病網膜神経変性を考慮した糖尿病黄斑浮腫の長期管理
楠原仙太郎
11 月 17 日 ベオビュ WEB 講演会 in 神戸（於：Web）
抗 VEGF 薬と眼炎症～そのメカニズムと対処法について～
楠原仙太郎
11 月 18 日 第 3 回藤が丘アイフォーラム（於：Web）
難治嚢胞様黄斑浮腫に対する Surgical approach －嚢胞様腔内フィブリノーゲン塊
摘出－
今井 尚徳
11 月 18 日 ベオビュ WEB 講演会 in 京滋（於：京都 Web）
AMD 治療～抗 VEGF 薬の使い分け～
三木 明子
11 月 19 日 第 2 回 HONGO Retina Conference（於：Web）
私の考える人生 100 年時代における DME 診療の在り方
楠原仙太郎
11 月 19 日 未熟児網膜症シンポジウム（於：神戸）
未熟児網膜症症例提示・ディスカッション
上田 香織
11 月 20 日 参天 WEB セミナー（於：Web）

緑内障の長期管理を考える
金森 章泰
11 月 20 日 Uveitis Case Conference at Stanford University（於：Palo Alto）
A case with ocular tuberculosis; 30-year-old female with subacute unilateral vision
and visual field loss
Wataru Matsumiya
11 月 21 日 Kobe Ophthalmic Resident Salon 12（於：神戸）
ショートレクチャー 写真を撮ろう（角結膜編）
長井 隆行
11 月 21 日 第 20 回東三河眼科サークル学術講演会（於：愛知 Web）
私の考える AMD 治療戦略～2020 年版～
三木 明子
11 月 23 日 エキスパートと共に考える DME 治療（於：Web）
DME 治療における私のこだわり～ tips and tricks ～
今井 尚徳
12 月 1 日 EYLEA 8th Anniversary Webinar in KANSAI（於：Web）
熟慮断行で進める BRVO 黄斑浮腫治療～シビア症例を克服するために～
楠原仙太郎
12 月 2 日 バイエル薬品社内勉強会（於：兵庫 Web）
アイリーアの処方実感と AMD の最新治療戦略
三木 明子
12 月 4 日 参天 WEB セミナー（於：WEB）
緑内障を取り巻く関連因子に迫る 緑内障と酸化ストレス
金森 章泰
12 月 8 日 興和創薬 社内講演会（於：神戸）
緑内障について 基礎から最新の手術まで
金森 章泰
12 月 8 日 EYLEA 8th Anniversary Webinar in KANSAI vol.7

兵庫県における AMD 病診連携.（於：兵庫 Web）
大学病院の視点から考える nAMD の診療
三木 明子
12 月 12 日 Asia. Pacific Retina Forum 2020（於：Web）
Digital assisted vitrectomy の最新の工夫
今井 尚徳
12 月 18 日 医療連携によるメーゼント適正使用推進勉強会（於：神戸）
視神経炎診療における他科連携と黄斑浮腫について
栗本 拓治
12 月 22 日 日本点眼薬研究所 社内講演会（於：明石）
緑内障について
金森 章泰
12 月 23 日 興和株式会社 社内講演 （於：神戸）
白内障手術と YP2.2R
楠原仙太郎

『学会発表』
1 月 24 日～26 日 第 43 回日本眼科手術学会総会（於：東京）
シンポジウム 低侵襲緑内障手術（MIGS）の効果と適応
マイクロフックロトミー
金森 章
総会長企画 黄斑手術の Cutting Edge 難治糖尿病黄斑浮腫に対する Surgical approach
今井 尚徳
インストラクションコース 関西・緑内障道場：この症例、手術適応ありますか？
高齢・落屑緑内障の 1 例
金森 章泰
インストラクションコース 網膜硝子体
硝子体手術教育時の指導医の心境－この瞬間にこのトラブル－
今井 尚徳
インストラクションコース 網膜剥離の初回硝子体手術：実践編

MIVS 時代の術式選択
今井 尚徳
増殖硝子体網膜症を伴った水晶体起因性眼内炎の 1 例
井上 紗季、鉄本 章、大塚 慶子、今井 尚徳、中村 誠
1 月 25 日～26 日 第 24 回眼科分子生物学研究会（於：大阪）
Aqp9 ノックアウトマウスにおける視神経挫滅後の網膜神経節細胞に対する構造機能障害
盛 崇太朗
2 月 27 日～29 日 第 44 回日本角膜学会総会（於：Web 講演）
肺腺癌に対するゲフィチニブ内服中に生じた角膜穿孔の 1 例
曽谷 尭之、長井 隆行、山田 裕子、鉄本 章
盛 崇太朗、坂本 麻里、中村 誠
4 月 27 日～5 月 18 日 第 124 回日本眼科学会総会（於：Web 配信（東京））
シンポジウム QOV を考えた術前術後検査
QOV を考慮した緑内障手術検査
中村

誠

中村

誠

中村

誠

シンポジウム 構造と機能から解明する眼疾患
New insight into structure-function relationship in optic nerve disorders

サブスペシャルテイサンデー もう一度、患者を見て診断しよう
がん死社会における視路疾患

＜受賞講演＞
α 1A 遮断薬内服者の術中虹彩緊張低下症候群出現と虹彩形状の関連についての検討
河原 佳奈、椋野 洋和、金森 章泰、安田絵里子、
福永とも子、島田 由布、山中 弘光
マイクロフックロトミーの術後中期成績
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

膵β細胞特異的 Pdk1 コンディショナルノックアウトマウスにおける糖尿病性網膜変化
勝山 敦子、楠原仙太郎、金 景佑、西庄 龍東、
松宮 亘、中村 誠
マイクロフックトラベクロトミーの切開範囲による術後短期成績の比較
盛 崇太朗、村井 佑輔、上田 香織、坂本 麻里、
栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
傾向スコア解析による毛様溝挿入アーメド/ バルベルトインプラントの術後短期成績
村井 佑輔、 盛 崇太朗、上田 香織、坂本 麻里、
栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
5 月 22 日～23 日 第 9 回日本視野画像学会学術集会（於：Web 配信（函館））
コーチングセミナー 「正しい判断の仕方を知る」
この視野、緑内障？
中村

誠

視神経炎の視野の違いによる治療経過の検討
村井 佑輔、盛 崇太朗、上田 香織、坂本 麻里、
栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
7 月 1 日～14 日 第 35 回 JSCRS 学術総会（於：Web）
インストラクションコース 白内障手術教育時の指導医の心境 －この瞬間にこのトラブル－
大塚 慶子
7 月 3 日～16 日 第 45 回日本小児眼科学会総会（於：Web）
手術加療を行った小児緑内障における視力・眼圧の経過
上田 香織、中西 裕子、村井 佑輔、盛 崇太朗、
坂本 麻里、栗本 拓治、中村 誠
脈絡膜新生血管様の黄斑変性を認めた、道化師魚麟癬の 1 例
松野 裕樹、野村 耕治
9 月 19 日～20 日 第 68 回日本臨床視覚電気生理学会（於：Web 講演）
イブニングセミナー
網膜疾患と鑑別を要した視神経疾患

盛 崇太朗
レーベル遺伝性視神経症に対する皮膚電気刺激の有効性と安全性に関する探索的研究
栗本 拓治、上田 香織、盛 崇太朗、高野 史生、村井 佑輔、
鎌田 誠子、坂本 麻里、中西 裕子、松宮 亘、中村 誠
視神経挫滅後のアクアポリン 9 ノックアウトマウスにおける網膜神経節細胞の機能低下と乳酸輸送
障害の関係
盛 崇太朗、栗本 拓治、三木 明子、 前田 秀高、
楠原仙太郎、中村

誠

フマル酸ジメチル/モノメチルによる視神経挫滅後の網膜神経節細胞に対する機能的神経保護効
果
高野 史生、盛 崇太朗、栗本 拓治、
前田 秀高、中村 誠
10 月 2 日～4 日（LIVE）、11 月 5 日～30 日（オンデマンド）
第 31 回日本緑内障学会（於：Web 配信（大分））
データ解析特別セッション
Trabectome に対する、Microhook を用いた線維柱帯切開術眼内法の眼圧下降効果と安全性の
非劣性を検討する多施設共同ランダム化介入臨床研究
中村

誠

シンポジウム
網膜神経節細胞におけるエネルギー基質輸送の意義
盛 崇太朗
ショートトーク 緑内障
血管新生緑内障に対する網膜冷凍凝固併施トラベクレクトミーの成績
金森 章泰、金森 敬子、安田絵里子、椋野 洋和、
山中 弘光、木村 将、田邊 益美
モーニングセミナー
CMV による続発緑内障パーフェクトガイド
盛 崇太朗

緑内障眼におけるアイモ両眼ランダム測定の中心窩感度および信頼係数の検討
坂本 麻里、高野 史生、村井 佑輔、西庄 龍東、林田真由香、
盛 崇太朗、上田 香織、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
サイトメガロウイルス虹彩毛様体炎続発緑内障の手術成績
村井 佑輔、盛 崇太朗、高野 史生、上田 香織、
坂本 麻里、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
血栓予防薬の緑内障手術における内服状況と術後の影響
高野 史生、盛 崇太朗、村井 佑輔、上田 香織、
坂本 麻里、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
緑内障眼におけるアイモ両眼ランダム測定の有用性の検討
林 由紀子、坂本 麻里、高野 史生、村井 佑輔、西庄 龍東、林田真由香、
盛 崇太朗、上田 香織、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
10 月 15 日～18 日（LIVE）、11 月 5 日～12 月 6 日（オンデマンド）
第 74 回日本臨床眼科学会（於：Web 配信（東京）
シンポジウム 黄斑手術のパラダイムシフト
難治糖尿病黄斑浮腫に対する嚢胞様腔フィブリノーゲン摘出術 ~Bedside to Bench~
今井 尚徳
インストラクションコース 医療・医政・その他
訪問眼科はじめます .簡単! 在宅マニュアル活～術～
淺井 利通、（ 永田 豊文、 日比野久美子、 松本美千代、
三原 敬、 宮崎 隆一、 安井 朝輝）
インストラクションコース やさしい神経眼科 Vol X
がん死社会と視路疾患
中村 誠
インストラクションコース 光干渉断層計（OCT）を用いた緑内障診断の極意！
緑内障診療における OCT 使用のコツ
金森 章泰
インストラクションコース 黄斑手術自由自在 - 糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体手術-

難治糖尿病黄斑浮腫に対する特殊手技 2 - 嚢胞様腔内壁切開今井 尚徳
ランチョンセミナー
スッキリわかるぶどう膜炎診療の最前線～ぶどう膜炎専門医を上手に利用する～
楠原仙太郎
オミデネパグイソプロピル点眼液の効果と安全性の検討
金森 章泰、金森 敬子、（若林 星太）
網膜静脈閉塞症に続発する難治性嚢胞様黄斑浮腫に対する意図的嚢胞内壁穿破術の成績
山田 裕子、今井 尚徳、鉄本 章、林田真由香、大塚 慶子、
三木 明子、中村 誠
最近 3 年間のカンジダ血症患者における内因性カンジダ眼内炎の臨床的特徴
酒井 大輝、松宮 亘、楠原仙太郎、中村 誠
マイクロフックトラベクロトミー術成功に対する術前因子の検討
奥田 実奈、盛 崇太朗、高野 史生、村井 佑輔、上田 香織、 誠
坂本 麻里、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
10 月 31 日～11 月 1 日
The 13th Joint Meeting of Korea-China-Japan Ophthalmologists（於：Web（ソウル））
Adalimumab treatment in patients with refractory presumed autoimmune retinopathy.
Sentaro Kusuhara, Makoto Nakamura
11 月 6 日～7 日（LIVE）、6 日～14 日（オンデマンド）
第 58 回日本神経眼科学会総会（於：Web 講演（名古屋））
ランチョンセミナー
視神経炎診療の最前線！
中村 誠
当院における眼窩先端部症候群 12 例の臨床像の検討
村井 佑輔、栗本 拓治、高野 史生、盛 崇太朗、上田 香織、
坂本 麻里、中西 裕子、中村 誠

レーベル遺伝性視神経症における中心残存視野の評価
岸本 真椰、上田 香織、高野 史生、村井 佑輔、盛 崇太朗、
坂本 麻里、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
11 月 27 日～29 日 第 59 回日本網膜硝子体学会総会（於：福岡）
優秀演題シンポジウム
Treatment of diabetic macular edema in real-world clinical practice: the effect of aging
Sentaro Kusuhara,（ Masahiko Shimura, Shigehiko Kitano, Taiji Sakamoto）
ランチョンセミナー 各手術器具の性能を最大限に活かした硝子体手術
今井 尚徳
網膜中心静脈閉塞の初診時視力に影響を及ぼす因子－多施設後ろ向き研究－
（近藤 峰生、野間 英孝、西信 良嗣、石川 裕人、岩田 健作）、楠原仙太郎、
（平井 宏昌、平野 隆雄、坪井孝太郎、平野 佳男、木下 貴正、高山 圭、坂本 泰二）
糖尿病網膜症と糖尿病黄斑浮腫における Protein S の作用
（杉本 昌彦、近藤 峰生、松原 央、加藤久美子、松井 良諭、一尾 享史、榎本 寛子、
ガバザ コリナ、戸田 雅昭、安間 太郎、ガバザ エステバン）、今井 尚徳、中村 誠
網膜細動脈瘤破裂に伴う黄斑下出血において網膜内出血の存在が視力予後に及ぼす影響
（土居真一郎、木村 修平、櫻井 寿也）、今井 尚徳、
（小堀 朗、齋藤 翔子、久冨 智朗、栗山 晶治、井上 真、森實 祐基）
標準治療からの逸脱が糖尿病黄斑浮腫の治療効果に及ぼす影響
西庄 龍東、楠原仙太郎、曽谷 尭之、金 景佑、三木 明子、今井 尚徳、中村 誠
裂孔原性網膜剥離に対する硝子体手術後の歪視量に寄与する周術期因子の検討
山田 裕子、今井 尚徳、鉄本 章、林田真由香、大塚 慶子、三木 明子、中村 誠
両眼硬性白斑に対して黄斑下洗浄を行った際に黄斑円孔が生じた糖尿病網膜症の一例
曽谷 令、楠原仙太郎、中村 誠
中心性漿液性脈絡膜網膜症患者における半量エネルギー光線力学療法後低コントラスト視力
中鉢 亜弥、三木 明子、林田真由香、島内 深希、
今井 尚徳、楠原仙太郎、和田 友紀、中村 誠

黄斑部毛細血管拡張に伴う嚢胞様黄斑浮腫に嚢胞様腔内壁切開術が奏効した 1 例
牧 仁美、今井 尚徳、山田 裕子、鉄本 章、
林田真由香、大塚 慶子、三木 明子、中村 誠
12 月 7 日～21 日 第 35 回日本糖尿病合併症学会・第 26 回日本糖尿病眼学会総会
（於：大阪）
共催セミナー 良好な視力を維持するための DME 治療戦略を考える
楠原仙太郎
実臨床において加齢が糖尿病黄斑浮腫治療に及ぼす影響の検討
曽谷 尭之、楠原仙太郎、金 景佑、西庄 龍東、中村 誠
増殖糖尿病網膜症に伴う血管新生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
12 月 12 日 第 2 回兵庫県眼科医会・2 大学合同オープンカンファレンス（於：神戸）
非機能性下垂体腺腫に対する 内視鏡下経鼻的下垂体術後の視力変化
－初発例と再発例の比較検討－
井之上杏奈、栗本 拓治、（魚住 洋一）、高野 史生、村井 佑輔、盛 崇太朗、
上田 香織、坂本 麻里、中西 裕子、（谷口 理章）、中村 誠
マイクロフックトラベクロトミー術成功に対する術前因子の検討
奥田 実奈、盛 崇太朗、高野 史生、村井 佑輔、上田 香織、
坂本 麻里、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
神戸大学病院におけるアカントアメーバ角膜炎の検討
曽谷 育之、長井 隆行、中鉢 亜弥、山田 裕子、鉄本 章、盛 崇太朗、中村 誠
両眼硬性白斑に対して黄斑下洗浄を行った際に黄斑円孔が生じた糖尿病網膜症の一例
曽谷 令、楠原仙太郎、中村 誠
中心性漿液性脈絡膜網膜症患者における半量エネルギー光線力学療法後低コントラスト視力
中鉢 亜弥、三木 明子、林田真由香、島内 深希、今井 尚徳、
楠原仙太郎、和田 友紀、中村 誠
緑内障眼におけるアイモ両眼ランダム測定の有用性の検討

林 由紀子、坂本 麻里、村井 佑輔、西庄 龍東、林田真由香、
盛 崇太朗、上田 香織、栗本 拓治、中西 裕子、中村 誠
血管新生緑内障に対する強膜ポケット法併用毛様体扁平部挿入アーメドインプラント手術
牧 仁美、今井 尚徳、山田 裕子、林田真由香、盛 崇太朗、
三木 明子、楠原仙太郎、中村 誠

『編集』
中村 誠（編）
知らずにすまない神経眼科疾患！
O C U L I S T A83 巻 2 号：1-77, 2020

『雑文・その他』
中村 誠：下奥 仁先生を偲んで
神経眼科 37. : 444-445, 2020
楠原仙太郎：新春随想
日本の眼科 91. 子年生まれ: 15, 2020
金森 章泰：緑内障治療の問題点とその対策
あたらしい眼科別冊座談会, 2020
今井 尚徳：網膜硝子体手術 実施医療機関ガイド
毎日ムック病院最前線 2021: 36, 2020
長井 隆行：教えて！沿線のお医者さん
ホッと！ H A N S H I N12 月号老眼にまつわる気になる噂 ホントのことを知りたい！ : 1, 2020

