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学術展示閲覧

企業展示

総　日　程　1月29日（土）

一般講演12
網膜硝子体

「症例報告1（黄斑手術）」
栗山　晶治（音羽病院アイセンター）
平田　　憲（林眼科病院）

P.110～

一般講演13
白内障

「強膜内固定、縫着術」
太田　俊彦（順天大・静岡）
小早川信一郎（ 日本医大・武蔵小杉）

P.112～

一般講演14
白内障「眼内レンズ
度数計算、術中計測」

須藤　史子（東京女子医大・足立）
比嘉利沙子（先進会眼科 東京）

P.114～

一般講演15
白内障「難症例、合併症」
柴　　琢也（六本木 柴眼科）
小島　隆司（慶應大）

P.116～

ランチョンセミナー6
超異分野笑気麻酔 ～硝子体
専門医、屈折矯正専門医、
麻酔科専門医の視点から～
共催：株式会社セキムラ

P.150～

ランチョンセミナー7
今求められる屈折矯正

白内障手術
共催：日本アルコン株式会社

P.152～

ランチョンセミナー8
硝子体道場2022
～限界を超えろ！～
共催：HOYA株式会社
メディカル事業部

P.154～

ランチョンセミナー9
進化を続ける単焦点眼内レンズ
～高次非球面単焦点眼内レンズ 
TECNIS Eyhanceとは～

共催：エイエムオー・ジャパン
株式会社
P.156～

ランチョンセミナー10
使ってみよう 
iStent inject W

共催：グラウコス・ジャパン
合同会社
P.158～

ランチョンセミナー11
視神経脊髄炎（NMOSD）
に関する新たな治療戦略
共催：中外製薬株式会社

P.160～

ランチョンセミナー12
オペ室の人気者～ライカ
顕微鏡Proveo8の魅力に
あらゆる目線から迫る～
共催：ライカマイクロシステムズ株式会社／

株式会社富士メディカル
P.162～

ランチョンセミナー13
デジタル顕微鏡の可能性 
ZEISS ARTEVO800
共催：カールツァイス
メディテック株式会社

P.164～

シンポジウム5
小児眼科手術の治療戦略

野村　耕治（兵庫県立こども病院）
森本　　壮（大阪大）　　　　　　

P.80～

シンポジウム6
QOL向上のための屈折矯正手術
島﨑　　潤（東京歯大・市川）　　　
戸田　郁子（南青山アイクリニック）

P.82～

教育セミナー9
流出路再建術の基本手技

金森　章泰（かなもり眼科クリニック）
齋藤　雄太（昭和大）　　　　　　　　

P.86～

教育セミナー10
翼状片の病態生理と手術
島﨑　　潤（東京歯大・市川）
近間泰一郎（広島大）　　　　

P.88～

教育セミナー11
濾過手術の基本手技
溝上　志朗（愛媛大）　
庄司　拓平（埼玉医大）

P.90～

教育セミナー12
白内障難症例と術中合併症

大内　雅之（大内雅之アイクリニック）
大島　佑介（おおしま眼科クリニック）

P.92～

教育セミナー13
斜視手術とボトックス治療の基本
四宮　加容（徳島大）　　　　　
木村　友剛（木村眼科内科病院）

P.94～

総会長企画4
眼瞼下垂と眼瞼内反症 －日常遭遇する

事の最も多い眼瞼形成手術－
田邊　吉彦（JCHO中京病院）

P.106～

副会長企画
明日からできるクリニックで行う

外来小手術
杉田威一郎（眼科杉田病院）

P.108～

インストラクションコース10
私の施設ではこうしています！
白内障手術初級者が遭遇しやすい

トラブル対処法
永田万由美（獨協医大）　
比嘉利沙子（先進会眼科）

P.122

インストラクションコース11
眼内視鏡のメリットとその使い方の

コツについて
冨士本一志（冨士本眼科）　　
吉田　則彦（岐阜赤十字病院）

P.122

インストラクションコース12
増殖糖尿病網膜症手術マスターへの

一歩
渡邉　　朗（東京慈恵医大）
長岡　泰司（日本大）　　　

P.123

インストラクションコース13
理論を知れば怖くない、白内障手術の

思わぬ落とし穴
松島　博之（獨協医大）　　　　　　　
三戸岡克哉（北戸田駅前みとおか眼科）

P.123

インストラクションコース14
症例から学ぶ緑内障診療2
中倉　俊祐（ツカザキ病院）
中元　兼二（日本医大）　　

P.124

インストラクションコース15
眼瞼診療のコツと落とし穴
末岡健太郎（広島大）
太田　　優（慶應大）

P.124

インストラクションコース16
網膜剥離の初回硝子体手術：実践編

塙本　　宰（はねもと眼科）　
山切　啓太（鹿児島市立病院）

P.125

モーニングセミナー1
これがウチのやり方！
地域医療を支える
～眼科手術クリニック
の秘訣に迫る～

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
P.146～

モーニングセミナー2
もっと見える！ もっと
高効率！ 新・白内障
手術を手に入れよう
共催：日本アルコン株式会社

P.148～

第1会場
ホールＣ
（4F）

第2会場
ホールB7（1）
（7F）

第3会場
ホールB7（2）
（7F）

第4会場
ホールB5（1）
（5F）

第5会場
ホールB5（2）
（5F）

第6会場
ホールD7
（7F）

第7会場
ホールD5
（5F）

第8会場
会議室G510
（5F）

第9会場
会議室G409
（4F）

第10会場
ホールE（1）内
（B2F）

学術展示会場
ホールE（1）（B2F）

機器展示会場
ホールE（1）（B2F）
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12:30 13:30

8:50
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学術展示閲覧 学術展示発表

企業展示

特別講演
COVID-19これまで、
そしてこれから

座長：髙橋　　浩（日本医大）
演者：尾身　　茂
（ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 (JCHO)）

P.4～

招待講演
Introduction to Venous 
Overload Choroidopathy
座長：加賀　達志（JCHO中京病院）
演者：Richard F. Spaide, MD 
（Vitreous, Retina, Macula Consultants of New York）

P.6～

特別企画
眼科顕微鏡手術50年

のあゆみ
座長：北岡　　隆（長崎大）
演者：三宅　謙作（眼科三宅病院）

P.2～

一般講演16
小児・斜視
「小児・斜視」
四宮　加容（徳島大）
山上　明子（井上眼科病院）

P.118～

一般講演17
網膜硝子体「手術研究2」

米田　一仁（昴会アイセンター）
今井　尚徳（神戸大）

P.120～

シンポジウム7
術前から始める白内障手術戦略
宮田　和典（宮田眼科病院）　
西村　栄一（昭和大・藤が丘）

P.84～

教育セミナー14
屈折矯正手術の実際

北澤世志博（サピアタワーアイクリニック東京）
福岡佐知子（国分寺さくら眼科）　　　　　　　

P.96～

教育セミナー15
角膜移植のABC

稲富　　勉（国立長寿医療研究センター）
横倉　俊二（東北大）　　　　　　　　　

P.98～

教育セミナー16
緑内障レーザー治療の基本手技

廣岡　一行（広島大）　
中元　兼二（日本医大）

P.100～

International Video Symposium
Shigeru Kinoshita 

（Kyoto Prefectural University Eye Institute／
Baptist Eye Clinic）

Shuichiro Eguchi（Eguchi Eye Hospital）
P.102～

インストラクションコース17
涙道診療オールインワン2022
宮崎　千歌（尼崎総合医療センター）
廣瀬　美央（尼崎総合医療センター）

P.125

インストラクションコース18
上達への近道！眼形成手術の基本手技

プラスα 2022
鹿嶋　友敬（ オキュロフェイシャルクリニック東京／

新前橋かしま眼科形成外科クリニック）
今川　幸宏（大阪回生病院・眼形成手術センター）

P126

 特別企画
 特別講演・招待講演

 シンポジウム

 教育セミナー

 総会長企画

 一般講演

 インストラクションコース

 International Video Symposium

 ランチョンセミナー

 モーニングセミナー

 イブニングセミナー

 企業セミナー

イブニングセミナー
超高齢社会における
医療経営と地域医療

の見通し
P.144～

企業セミナー
加賀　達志 

（JCHO中京病院）
P.166～

座長：吉田　統彦 
（立憲民主党 衆議院議員／
愛知学院大学歯学部眼科客員教授）

演者：岩尾　聡士 
（京都大・経営管理）
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