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角膜カンファランス2014

開催にあたって

　角膜カンファランス2014にようこそお出でくださいました。
　2014年の角膜カンファランスは、沖縄で開催することとしました。この地を選んだのは、
角膜カンファランスの、「フレンドリーな雰囲気で交流し、アカデミックなディスカッ
ションを行う」ことを重んじる、という精神に合致すると思ったからです。普段の生活
場所から離れた自由な雰囲気の中で数日を過ごすことで、多くの交流が生まれることを
祈っています。また、今回のテーマである、「ちゃーがんじゅー、ちゅら角膜（一生懸命に、
きれいな角膜を）」も、透明で美しい角膜を守るために日々努力を惜しまない角膜カン
ファランス参加者の意気込みを示したつもりです。この地での開催をお許し下さった角膜
学会理事・評議員の先生方、そして琉球大学の澤口教授に御礼申し上げます。
　プログラムにはいくつかの工夫を盛り込ませていただきました。特別講演は、アジア角
膜診療の牽引者であるDonald Tan教授に、アジア人の角膜層状移植についてお話しして
いただくこととしました。Tan先生の他にも、アジアからの参加を促したいと思い、学
会の公用語は日本語と英語とし、口演スライドは原則英語とさせていただきました。シン
ポジウムの一つは、”Controversies in Cornea” です。施設ごとに方針の異なる5つの話
題を取り上げ、肯定派と否定派に分かれてそれぞれの考えを論じ合うことで、様々な考え
方があることへの理解が深まればと思い計画しました。もう一つのシンポジウムは、アイ
バンクに関するものです。ともすれば堅苦しくなりがちなこの分野にもいろいろな進歩が
あります。眼科医も参加することで、アイバンクをよりよくできるはずと考え、副題に
「楽しいPED（patients, eyebank, doctors）」と付けました。特別セミナーは、「達人たち
のマイブーム」です。ふだん卓越した講演をしてくださる角膜マスターの先生方が、ど
んなことに興味を持って研究を始め、どのようにそれを結実させ、あるいはどういった失
敗をしてきたのかを語っていただこうというセッションです。ふだんの講演では聞けない
お話しを伺うことで、特に若い先生方の研究への取り組みの参考になれば幸いです。その
他、プログラムの組み方やスタイルにも少しずつ工夫を凝らしました。これまで愛されて
きた角膜カンファランスをより良くするためにも、皆さまのフィードバックを頂けるとあ
りがたく存じます。
　遠くよりおいで下さった参加者の方々に、30日の午前中から最後のフェアウェルバー
ベキューに至るまで、「わざわざ来たかいがあった」とお感じいただければそれに勝る幸
せはありません。WOC前の最後の全国学会として、どうぞ角膜カンファランス2014を
お楽しみください。

会 長　島﨑　潤　 東京歯科大学 市川総合病院眼科

ご　挨　拶
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〈無料シャトルバス〉
無料シャトルバスを学会場と那覇市内のおもろまち駅（駅前広場）、ラグナガーデンホテル、
ムーンオーシャン宜野湾ホテル間にてそれぞれ運行いたします。

おもろまち駅 沖縄コンベンションセンター⬅ 約30分 ➡

ラグナガーデンホテル 沖縄コンベンションセンター⬅  約5分  ➡

ムーンオーシャン宜野湾ホテル 沖縄コンベンションセンター⬅  約5分  ➡

沖縄コンベンションセンター 那覇空港⬅ 約40分 ➡

※最終日のみ運行

無料シャトルバス乗車場所と運行ルート

沖縄コンベンションセンター

おもろまち駅

ラグナガーデンホテル
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国 

道 

58 

号 

線

国 
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モノレール

無料シャトルバス
所要時間：約25～ 30分

■参加者の利便を図るため、那覇市内（おもろ
まち駅前）と会場間で無料シャトルバスを運行
いたします。是非ご利用ください。

■所要時間は目安です。道路の混雑状況によっ
て異なる場合がありますので、あらかじめご了
承ください。

■会場周辺ホテルにつきましても無料シャトルバ
スを運行致しますのでご利用下さい。（ホテル
玄関前発着となります）

おもろまち駅前広場

お
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ち
駅

ゆい
レー
ル
首里
駅方
面

エレベーター

エスカレーター
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那覇市内シャトルバス乗り場のご案内

ご　案　内交通のご案内
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空港リムジンバスをご利用の場合
 ○ リムジンバス 花号 那覇空港　→　宜野湾ラグナガーデンホテル 

所要時間：約60分　料金：550円 
※那覇空港発着時間　　　 11：20発　　14：00発　　15：20発 

12：30着　　14：53着　　16：13着 （～2014年3月まで）
 　 ※ 予約制ではなく、空港ロビー観光案内の反対側にカウンターがあり、そこでチケット購入してください。 

乗車順は先着順。
 　 ※リムジンバスについての問合先：沖縄県空港リムジンバス案内センター　TEL：098 ‒869 ‒3301

タクシーをご利用の場合
乗車区間 料　金 所要時間 距　離

那覇空港
那覇バスターミナル 約1,000円 約10分 約4 ㎞
沖縄コンベンションセンター 約3,500円 約35分 約14 ㎞
おもろまち駅 約2,500円 約20分 約10 ㎞

 ※問合先：沖縄県ハイヤー・タクシー協会　TEL：098-855-1344

レンタカーをご利用の場合
 那覇空港から会場までの所要時間は約35分です。
 ※雨天時や朝・夕の通勤・通学の時間帯などには上記以上の所要時間を要します。
 ※上記の料金、所要時間はあくまで目安となっております。

1月30日（木）
おもろまち駅発 時 コンベンションセンター発

30　45 7

00　05　10　20　30　45 8 05　20　35　40　45　55

00　15　30 9 05　20　35　50　
00　15　45　 10 05　40

15　45 11～14 10　40

15 10

17 50

18 00　10　50

19 00 10

20 35　40　45

1月31日（金）
おもろまち駅発 時 コンベンションセンター発

50　55 6

50 7 25　30

00 05 10 20　30 8 35　40　45　55

00　15　30 9 05 35　50

15　45 10～14 10　40

15 10

18 25　30　35　40　45

20 35　40　45　

2月1日（土） n ＝那覇空港行き
おもろまち駅発 時 コンベンションセンター発

50　55 6

50 7 25　30

00　10 20　30　45 8 35　40　45　55

00　15　30 9 05　20　35　50

00　15　45 10

11 00n　30n

12 10　20n　15　40　40n　50n

10　30　50 13 00n　10　15　15n

15 15　15n

1月30日（木）
ラグナガーデンホテル発
ムーンオーシャン宜野湾発 時 コンベンションセンター発

30　40　50 7 40　50

00　10　20　30　40　50 8 00　10　20　30　40　50

00　10　20　30　40　50 9 00　10　20　30　40　50

20分間隔で運行 10～14 20分間隔で運行
30分間隔で運行 15～17 30分間隔で運行

20　30　35 18 30　40　45

19 00

20 40

1月31日（金）
ラグナガーデンホテル発
ムーンオーシャン宜野湾発 時 コンベンションセンター発

10　15　30　40　50 7 20　25　40　50

00　10　20　30　50 8 00　10　20　30　40　50

00　10　20　30　50 9 00　10　20　30　40　50

20分間隔で運行 10～14 20分間隔で運行
30分間隔で運行 15～17 30分間隔で運行

20　30　35　40 18 30　40　45　50

19 00

20 40

2月1日（土） n ＝那覇空港行き
ラグナガーデンホテル発
ムーンオーシャン宜野湾発 時 コンベンションセンター発

10　15　30　40　50 7 20　25　40　50

00　10　20　30　40　50 8 00　10　20　30　40　50

00　10　20　30　40　50 9 00　10　20　30　40　50

00　20　40 10 00　25　45

11 05

ご　案　内交通のご案内
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1 参加登録受付
場　所：沖縄コンベンションセンター

日　時： 1月30日（木） 8：00～17：00 
1月31日（金） 8：00～18：00 
2月１日（土） 8：00～12：00

2 受付方法
1）事前登録された方

  受付していただく必要はございません。事前にご送付したネームカードを着用の上、ご
入場下さい。

2）当日登録される方

 当日登録用紙に必要事項をご記入の上、当日登録受け付けへお越しください。

 当日登録料：会　　員   18,000円
 　　　　　　非 会 員   20,000円
 　　　　　　 医師以外（研修医※1・留学生・コメディカル）※2   13,000円

 　　　　　　　※1：新臨床研修医制度3年目（後期研修1年目）までを研修医とします。

 　　　　　　　※2： 医師以外（研修医・留学生・コメディカル）の方は、所属長からの証明書が必
要です。学会ホームページ（http://cornea2014.jp/staffroom/）よりダウンロー
ドし、必要事項を記入のうえ、当日持参してください。

3 ネームカード
予め、所属・氏名をご記入の上、入場の際は必ずご着用ください。ネームカードを着用さ
れていない方の入場はご遠慮願います。

4 プログラム・抄録集
プログラム・抄録集は、日本角膜学会会員、日本角膜移植学会会員、事前登録者、座長、
筆頭演者、大学にご郵送しております。当日は、忘れずにご持参ください。

当日、ご購入を希望される方は、1部2,000円で販売いたします。部数に限りがありますの
で、売り切れの節はご容赦ください。

5 コングレスバッグ
当日、コングレスバッグ引換所にてバッグをお受け取りください。お受け取りの際は、ネー
ムカードの「コングレスバッグ引換券」をご持参ください。

6 専門医制度単位受付（日本眼科学会生涯教育認定事業：No.59145）
日本眼科学会専門医制度登録証（カード）を必ずご持参ください。

受付時間・単位数： 1月30日（木） 8：00～17：00　3単位 
1月31日（金） 8：00～18：00　3単位 
2月１日（土） 8：00～12：00　2単位

ご　案　内
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7 日本角膜学会・日本角膜移植学会入会手続き
会期中、日本角膜学会会員登録デスクを設けております。

筆頭演者は、学会会員に限ります。未入会の方は、必ず入会手続きをしてください。

日本 角膜学会事務局 
〒567-0047　茨木市美穂ヶ丘3-6　山本ビル302号 
TEL：072-623-7878　FAX：072-623-6060　E-mail：folia@hcn.zaq.ne.jp

日本 角膜移植学会事務局 
〒113-8655　東京都文京区本郷7-3-1　 
東京大学医学部眼科学教室内 日本角膜移植学会事務局 
TEL：03-5800-6415（ex33490）　FAX：03-3817-0798 
E-mail：nanakamura-try@umin.ac.jp

8 呼び出し
会場内での呼び出しは、行いません。受付周辺に伝言板を設置致しますので、ご利用くだ
さい。緊急の場合は、本部（劇場棟1F C1）へお越しください。

9 会場内でのご注意
会場内での録音、写真およびビデオ撮影は、公式プレスを除き、いかなる場合も固くお断
りいたします。但し、ポスター展示の発表者が、ご自身のポスターボードの前で記念撮影
をするのは可とします。また、携帯電話は、マナーモードに設定いただくか、電源をお切
りください。

10 クローク
仮設クローク（展示棟内）をご利用ください。

11 インターネットサービス
全会場でご利用いただけます。

12 コピー・FAX

学会場でのご用意はございません。

13 宅配便サービス
運営事務局までご相談ください。

14 交通案内
宜野湾市内は、公共交通機関が多くありません。3頁のルートにて、シャトルバスをご用意
します。本数に限りがありますので、ご了承ください。駐車場は沖縄コンベンションセンター
に約100台の駐車スペースがございますが混雑時は宜野湾港マリーナの有料駐車場（1台あた
り300円／日）をご利用ください。

ご　案　内
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15 昼　食
ランチョンセミナーでの昼食をご利用ください。またドリンクコーナー（展示場内）をご利
用ください。

16 セミナー
会期中、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナーを開催いたします。

17 併設医薬品・機器展示／書籍展示
機器展示・書籍展示（展示場内）にて、開催いたします。詳細は、17頁をご覧ください。

18 関連会議

日本角膜学会理事会 1月29日（水） 18：30～21：00 ラメールリッシュ 

日本角膜学会評議員会 1月30日（木） 7：30～8：30 ラグナガーデンホテル 2F 「明海」

日本角膜移植学会理事会 1月31日（金） 7：30～8：30 ラグナガーデンホテル 2F 「明海」

総　会 1月31日（金） 13：00～13：15 沖縄コンベンションセンター B会場

19 アスレチック大会
日　　　時：1月31日（金）　14：15～15：15

場　　　所： トロピカルビーチ公園 
※雨天の場合は、沖縄コンベンションセンター展示場内にて行います。

競 技 種 目： ビーチ・ミニドッジボール大会 
参加者を募集しています。

申 込 方 法：学会ホームページからお申込ください。

申込締切日：2014年1月6日（月）必着

20 会員懇親会
日　　　時： 1月31日（金）　18：30～20：30

場　　　所： 沖縄コンベンションセンター展示場内特設ステージ

参　加　費： 無料 
C1グランプリ／沖縄そば対決に参加ご希望の方は学会ホームページからお申
込ください。

申込締切日： 2014年1月6日（月）必着

ご　案　内
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21 託児ルーム
開催期間中、託児所（有料）を開設致します。 
ご利用希望の方は、ホームページより事前にお申込みください。

日　　　時： 1月30日（木） 8：30～18：00 
1月31日（金） 8：30～18：00 
2月１日（土） 8：30～12：00

場　　　所： セキュリティの為、お申込者にご案内致します。

料　　　金： 1時間　1,000円　対象年齢6か月～12歳

事前予約制：締切日2014年1月21日（火）※定員次第締切りになります。

申 込 方 法： ホームページにアクセスして頂き、お申込書をダウンロードして FAXにて
お申込ください。 
尚、不測の事故に対応するために、シッター会社が保険に加入しており、保
険適用範囲で補償致します。 
また第38回日本角膜学会総会／第30回日本角膜移植学会及び事務局は、事故
の責任は負わないことを申し添えます。

22 宿　泊
ホームページの「宿泊案内」をご参照の上お申込ください。

○株式会社日本旅行 名古屋支店 
　〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄2-11-30　セントラルビル1階 
　TEL：052-232-6710　FAX：052-232-6711　E-mail：nta_mice@nta.co.jp 

○株式会社 JTBコーポレートセールス本社営業部 第七事業部（担当：村井・松山・中村） 
　〒163-1066　東京都新宿区西新宿3-7-1　新宿パークタワー27階 
　TEL：03-5909-4947　FAX：03-5909-8145

ご　案　内
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■ 学術奨励賞受賞記念講演・教育講演・シンポジウム・コメディカルプログラムの 

講演者、座長の方へ

 1 講演時間
セッションにより異なります。別途、ご連絡しております書面にてご確認ください。

 2 機材・受付
デジタルプレゼンテーション（1面）のみでの講演となります。スライド・ビデオは使用で
きません。

詳細は「一般口演　座長・演者の方へ」の項をご参照ください。

■一般口演　座長・演者の方へ

 1 講演時間
発表6分（5分：予告緑ランプ、6分：終了時赤ランプ）　討論3分

講演・討論時間を含めて1演題9分です。時間厳守でお願いいたします。

 2 機　材
① デジタルプレゼンテーション（1面）のみでの講演となります。スライド・ビデオは使用
できません。

②画像枚数に制限はありませんが、講演時間内にて終了するようにご配慮ください。

③音声の出力はできません。

 3 受　付

場　所 PC プレビュー（沖縄コンベンションセンター劇場棟 PC受付（ラウンジ内）

日　時
1月30日（木） 1月31日（金） 2月1日（土）

8：00～17：00 8：00～17：00 8：00～12：00

 4 講演データの作成
スライド作成について　
海外からの参加者のためにも英語表記して下さるよう宜しくお願い致します。 
発表のスライドは、原則英語で作成してください。 
（発表は、英語・日本語のどちらでも結構です。） 

【講演データ持参（Windows のみ）の場合】

　① 本会では、以下のOS 、アプリケーション、動画ファイルに対応しています。 
OS…Windows7 
アプリケーション…Power Point 2003 / 2007 /2010/2013 
動画ファイル…Windows Media Player

　　　　※Macintosh版 Power Pointでの作成は、映像に支障をきたしますので、ご遠慮ください。 

　　　　※ Keynoteは、使用できません。

　② 画面レイアウトのバランス異常や文字化けを防ぐために、OS標準フォントをご使用く
ださい。 
「MS・MSPゴシック」、「MS・MSP明朝」、「Times New Roman」、「Century」など

講演規定
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　③本会で受付可能なメディアは、USBフラッシュメモリーもしくはCD-Rのみです。

　④ メディアには、当日講演で使用されるデータ以外は、保存しないようにしてください。

　⑤ プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクされている場合
は、必ず元のデータも保存し、データを作成された PCとは別の PCにて事前に動作
確認をお願いします。

　⑥ ファイル名は、下記例のように演題番号・講演者名を入力してください。 
　例）001角膜太郎 .ppt

　⑦ 会場のシステムへのウイルス感染を防ぐため、事前にメディアのウイルスチェックを
行ってください。

　⑧ PC プレビューコーナーでは、ウイルスセキュリティを更新し、万全を期しております
が、ウイルスに定義されない未知のウイルスに感染する場合がございますので、その
際は何卒ご容赦ください。

　⑨ 講演データは、PCプレビューコーナーにてサーバーに一旦保存し、学会終了後責任を
もって消去致します。

【PC本体持参の場合】

　① 接続には、Mini D-sub 15ピン3列コネクター端子（通常のモニター端子）が必要とな
ります。PC本体の外部モニター出力の形状を必ず確認し、必要な場合は専用の接続端
子をご持参ください。

　② 液晶プロジェクターの解像度は、XGA（1024×768）です。解像度の切り替えが必要な
場合は、PC本体の解像度を予め設定しておいてください。

　③ PC 本体内の液晶画面に動画や画像が表示されても、実際に外部出力されない場合があ
ります。講演データを作成された PC本体と当日持参される PC本体が別の場合はご
注意ください。

　④スクリーンセーバーならびに省電力設定は、予め解除しておいてください。

　⑤ ACアダプターは、必ず各自でご持参ください。バッテリーでの公演は、バッテリー
切れになることがありますので、ご注意ください。

　⑥ 万一の場合に備え、必ずバックアップ用のデータ（USBフラッシュメモリー、または
CD-R）をご持参ください。

　⑦発表終了後、講演会場内の PCオペレーター席にて PCをお受け取りください。

 5 進　行
①講演者は、座長の指示のもと、講演を行ってください。

②講演者は、10分前までに会場内最前列の次演者席にお着きください。

③座長は、担当セッション開始10分前までに会場内最前列の次座長席にお着きください。

④座長は、開始の合図が入り次第、登壇し、セッションを開始して下さい。

⑤講演・討論を含め、時間内に終了するようにご協力ください。

 6 討　論
①討論者は、予め会場内の質問用マイクの近くでお待ちください。

②討論者は、所属・氏名を明確に述べたのち、簡潔にご発言下さい。 

講演規定



16

■ポスター展示

 1 会場と展示時間

日　程 貼　付 展　示 討　論 撤　去

1月30日（木） 9：00～11：00 11：00～17：50
17：50～18：50
（ 領域1：眞鍋賞・領域3：北野賞）

1月31日（金） 9：00～15：15
13：20～14：05
（領域2：内田賞）

15：15～15：45

 2 ポスター展示要項
①演題番号は、事務局で用意し、ポスターボードに表
示してあります。

② 本文とは別に縦20 ㎝×横70 ㎝に収まるように、演
題名・演者名・所属を作成してください。

③本文は、縦160 ㎝×横90 ㎝に収まるように作成し
てください。

④ 海外からの参加者のために演題名にも英語表記をし
て頂き、英文抄録（Aサイズ1枚程度）もご用意く
ださい。掲示位置は、発表スペースの左上へ掲示し
てください。

⑤ 添付は、会場に用意してある押しピンなどを利用し、
しっかりとめてください。 
その他設営に必要な用具は、事務局にてご準備いた
します。

 3 ポスター討論
講演者は、予めポスターボードに備え付けのリボンを胸に付け、下記の時間帯に各自ポス
ターボードの前で待機して下さい。座長の進行による発表はありません。

討論時間： 1月30日（木） 17：50～18：50 
1月31日（金） 13：20～14：05

 4 優秀ポスター賞
恒例の眞鍋賞、内田賞、北野賞をポスター展示の中から選出し、2/1（土）午前8：40～9：00
A会場にて表彰致します。

事務局にて下記のように分類させていただきました。ポスター番号をそれぞれ色分けして
おります。

領域1　眞鍋賞：主として角膜手術に関する演題（ポスター番号赤色）

領域2　内田賞：主として感染・免疫に関する演題（ポスター番号青色）

領域3　北野賞：主として生理・生化学に関する演題（ポスター番号緑色）

演題名（英語表記）
演者名・所属

演題
番号

発表スペース

英文
抄録

90cm

20cm

20cm

160cm

180cm

70cm

講演規定



17

会　場：沖縄コンベンションセンター

期　間： 1月30日（木） 9：00～18：00 
1月31日（金） 9：00～17：00 
2月１日（土） 9：00～11：00　※書籍展示は12：45まで

併設医薬品・機器展示出展社

アールイーメディカル株式会社

株式会社イナミ

エイエムオー・ジャパン株式会社

大塚製薬株式会社

カイインダストリーズ株式会社

株式会社高研

興和株式会社

株式会社コーナン・メディカル

株式会社シード

JFCセールスプラン・ジャパンフォーカス株式会社

大日本住友製薬株式会社

中央産業貿易株式会社

株式会社トーメーコーポレーション　

株式会社ニデック

株式会社はんだや

株式会社ホワイトメディカル

株式会社モリア・ジャパン

株式会社わかさ生活

書籍展示出展者

株式会社オービーエス

有限会社メディカルブックサービス

 （2013年12月12日現在、五十音順）

併設医薬品・医療機器／書籍展示のご案内
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アールイーメディカル株式会社

市川シャポー眼科

エイエムオー・ジャパン株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

大塚製薬株式会社

株式会社サンコンタクトレンズ

参天製薬株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

千寿製薬株式会社

株式会社トプコンメディカルジャパン

中央産業貿易株式会社

株式会社ニデック

株式会社日本点眼薬研究所

株式会社はんだや

株式会社プラザアイ

株式会社ホワイトメディカル

株式会社モリア・ジャパン

わかもと製薬株式会社

 （2013年12月12日現在、五十音順）

協賛一覧



日　程　表
Time Table

Japan Cornea Conference 2014
38th Japan Cornea Society

30th Annual Meeting of Keratoplasty Society of Japan
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1日目   1月30日木
7：00 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00

A会場
劇場ホール

B会場
会議棟A 1F Ａ1

C会場
会議棟A 1F Ａ2

D会場
会議棟B 2F B1

展示場

2日目   1月31日金
7：00 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00

A会場
劇場ホール

B会場
会議棟A 1F Ａ1

C会場
会議棟A 1F Ａ2

D会場
会議棟B 2F B1

E会場
会議棟B 1F B5～7

F会場
会議棟B 1F B2

展示場

屋外スペース

3日目   2月1日土
7：00 8：00 9：00 10：00 11：00 12：00 13：00

A会場
劇場ホール

D会場
会議棟B 2F B1

F会場
会議棟B 1F B2

 展示場

屋外スペース

開
会
式

9：00～9：54

一般口演 1
ドライアイ・視機能
座長：山田 昌和

9：54～10：48

一般口演2
GVHD・SJS
座長：辻川 元一

11：00～11：40

学術奨励賞
記念講演

11：50～12：50

ランチョンセミナー1
参天製薬（株）・興和（株）

ランチョンセミナー2
日本アルコン（株）

ランチョンセミナー3
大塚製薬（株）

9：00～11：00　　ポスター準備 11：00～17：50 ポスター展示

9：00～18：00 機器展示／リフレッシュコーナー

8：50～9：26

一般口演5
ドライアイ・薬理効果
座長：堀　裕一

9：26～10：02

一般口演6
感染症

座長：佐々木 香る

10：10～10：55

一般口演7
上皮・実質再生
座長：川北 哲也

10：55～11：40

一般口演8
内皮再生

座長：山上　聡

7：30～8：30

モーニングセミナー1
参天製薬（株）

8：50～11：40

シンポジウム2　アイバンクシンポジウム
楽しい PED

11：50～12：50

ランチョンセミナー4
千寿製薬（株）

ランチョンセミナー5
エイエムオーシャ゙ハ ン゚（株）

7：30～8：30

モーニングセミナー2
大塚製薬（株）

ランチョンセミナー6
日本アルコン（株）

ランチョンセミナー7
ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

ランチョンセミナー8
大日本住友製薬（株）

9：00～13：20 ポスター展示
9：00～17：00 機器展示／リフレッシュコーナー

ポスター
授賞式

9：00～9：45

一般口演9
DSAEK

座長：小林　顕

9：45～10：30

一般口演10
PKP・DALK
座長：稲富　勉

10：35～11：11

一般口演11
涙腺・マイボーム腺
座長：小幡 博人

11：11～11：56

一般口演12
ドライアイ・検査
座長：篠崎 和美

11：56～12：50

一般口演13
ドライアイ・点眼治療

座長：山口 昌彦

7：30～8：30

モーニングセミナー3
ノバルティスファーマ（株）

9：30～11：10

コメディカルプログラム

11：10～12：30

コメディカルプログラム
（ウエットラボ）

9：00～11：00

機器展示／リフレッシュコーナー

角膜カンファランス2014　日程表
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13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00 19：00 20：00

13：00～15：50
シンポジウム 1

Controversies in Cornea

16：00～17：03

一般口演 3
炎症・免疫・アレルギー

座長：海老原 伸行

17：03～17：39

一般口演 4
角膜形状・生体力学
座長：山口 剛史

イブニング
セミナー 1
参天製薬（株）

ポスター討議 1

15：45～16：45
特別講演

Innovations in Corneal Lamellar 
Surgery for Asian Corneal Diseases

16：45～18：15

特別セミナー
達人たちのマイブーム

総  

会

ポスター討議2 投票 ポスター展示 ポスター撤去 18：30～20：30

懇　親　会
アスレチック大会

14：15～15：15
アスレチック大会

13：00～15：00

フェアウエル BBQ

19：00～20：30

17：50～18：50

13：20～14：05 14：15～15：15

14：15～15：15

15：15～15：45

（雨天の場合）

（晴天の場合）
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1日目   1月30日木　※赤字は掲載ページです。

9：00

一
般
口
演
1

ドライアイ・視機能 座長：山田 昌和（杏林大） 72

001 上皮障害と涙液・瞬目との関連性 加藤 弘明（京都府医大）
002 青色光の視機能に対する影響 堅田 侑作（慶應大）
003 ジクアホソル Na点眼と高次収差 高 静花（大阪大）
004 涙液破壊の違いと検査所見の違い 横井 則彦（京都府医大）
005 レバミピド点眼前後の前方散乱 五十嵐 章史（北里大）
006 温罨法の比較検討 有田 玲子（伊藤医院）

9：54

一
般
口
演
2

GVHD・SJS 座長：辻川 元一（大阪大） 74

007 眼GVHDと炎症細胞の老化 小川 葉子（慶應大）
008 cGVHD線維化での組織 RAS 谷口 紗織（慶應大）
009 眼 cGVHDの所見とQOL 榛村 真智子（自治医大・さいたま医療センター）
010 GVHDの DEへのジクアス長期効果 渡邊 みお（慶應大）
011 感冒薬 SJSの HLA解析 上田 真由美（京都府医大）
012 SJS/TEN眼障害の疫学調査 外園 千恵（京都府医大）

10：48
11：00

学
術
奨
励
賞
記
念
講
演

座長：西田 幸ニ（大阪大） 67

AL-1 角結膜感染症の治療エビデンスの検討と新規治療法の開発
鈴木 崇（愛媛大）

AL-2 角膜疾患におけるメタロプロテアーゼ ―分解とプロセッシング―
﨑元 暢（日本大）

11：40
11：50

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
1

LS-1 ドライアイと視機能を考える ～涙液の観点から～ 132

司会：坪田 一男（慶應大）、西田 幸二（大阪大）
演者： 高 静花（大阪大）、海道 美奈子（慶應大）

共催：参天製薬（株）・興和（株）

12：50
13：00

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
1

Controversies in Cornea オーガナイザー：天野 史郎（東京大） 41

「血清点眼 是か非か」 肯定派 小島 隆司（岐阜赤十字病院）
 否定派 山口 昌彦（愛媛大）
「ドライアイに抗炎症は重要か？」 肯定派 渡辺 仁（関西ろうさい病院）
 否定派 山田 昌和（杏林大）
「角膜移植でフェムトセカンドレーザーは主流になるか？」
 肯定派 神谷 和孝（北里大）
 否定派 小林 顕（金沢大）
「翼状片手術にマイトマイシン Cは必要か？」
 肯定派 外園 千恵（京都府医大）
 否定派 妹尾 正（獨協医大）
「 iPS細胞は角膜治療を変えるか？」 肯定派 羽藤 晋（慶應大）
 否定派 山上 聡（東京大）

15：50
16：00

一
般
口
演
3

炎症・免疫・アレルギー 座長：海老原 伸行（順天大・浦安） 76

013 PEDに対する PHSRN点眼 守田 裕希子（山口大）
014 Muc16と眼表面の炎症、創傷治癒 白井 久美（和歌山県医大）
015 角膜縫合・抜糸と好中球浸潤 古賀 彩加（同志社大）
016 角膜上皮に対する超高浸透圧曝露 小林 舞香（日本医大）
017 角膜移植における制御性 T細胞 猪俣 武範（スケペンス眼研究所）
018 AKCと iCALT 庄司 純（日本大）
019 エピナスチン点眼液とスギ花粉症 深川 和己（両国眼科）

17：03

一
般
口
演
4

角膜形状・生体力学 座長：山口 剛史（東京歯大・市川） 78

020 急性水腫直前の角膜形状の変化 加藤 直子（防衛医大）
021 円錐角膜の経時的評価 藤本 久貴（大阪大）
022 Ocular surface displacement リマヤンティ ウルファー（広島大）
023 角膜拡張症の角膜生体力学的特性 植木 亮太郎（長崎大）

17：39

19：00

20：30

イ
ブ
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
1

ES-1 角膜 ! ナイトスクープ in Okinawa 135

局長：井上 幸次（鳥取大）、最高顧問：大橋 裕一（愛媛大）
顧問：島﨑 潤（東京歯大・市川）、秘書：小泉 範子（同志社大）
探偵： 後藤 英樹（後藤眼科医院）、白石 敦（愛媛大）、

鳥山 直樹（東京歯大・市川）、山本 裕樹（井上眼科病院）
共催：参天製薬（株）

A会場（劇場ホール） B会場（会議棟Ａ 1F Ａ1）

ショートタイトル一覧
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11：50
ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
2

LS-2 角膜治療最新アップデート ～角膜移植と周術期管理～ 133

座長：榛村 重人（慶應大）
演者： 山口 剛史（東京歯大・市川）、

山田 昌和（杏林大）
共催：日本アルコン（株）

11：50
ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
3

LS-3 不定愁訴ケーススタディ 134

座長：島﨑 潤（東京歯大・市川）
コメンテーター：横井 則彦（京都府医大）
パネリスト： 田 聖花（東京歯大・市川）、小室 青（小室クリニック）、

堀 裕一（東邦大医療センター・佐倉病院）
共催：大塚製薬（株）

12：50 12：50

C会場（会議棟Ａ 1F Ａ2） D会場（会議棟B 2F B1）

ショートタイトル一覧
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2日目   1月31日金　※赤字は掲載ページです。

7：30
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
1

MS-1 角膜スペシャリストを目指して ～バリア機能を知る～ 136

総合司会：大橋 裕一（愛媛大）
コメンテーター：高村 悦子（女子医大）
出題者： 島﨑 潤（東京歯大・市川）、小泉 範子（同志社大）、

福田 憲（高知大）、鈴木 崇（愛媛大）
共催：参天製薬（株）

8：30

8：50

一
般
口
演
5

ドライアイ・薬理効果 座長：堀 裕一（東邦大・佐倉） 79

024 レバミピド点眼の影響 堀内 稔子（明治国際医療大）
025 レバミピドの創傷に対する効果 田島 一樹（東京医大）
026 レバミピド液介入後の結膜変化 小川 護（慶應大）
027 ビサコジル点眼による涙液量変化 小林 剛（愛媛大・視機能再生）

8：50

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
2

アイバンクシンポジウム 55

楽しい PED（Patients, Eye Bank, Doctor）
第1部 いま、アイバンクでは
オーガナイザー：金井 淳（（公財）日本アイバンク協会）        

篠崎 尚史（（公社）日本臓器移植ネットワーク）
日本・海外のアイバンク
 篠崎 尚史（（公社）日本臓器移植ネットワーク）
臓器移植法について
 厚生労働省 健康局疾病対策課移植医療対策推進室
臓器提供の現場から ～移植コーディネーターの立場より～
 塚本 美保（（公社）日本臓器移植ネットワーク）
認定組織バンクとの連携（羊膜バンクなど）
 外園 千恵（京都府医大）

第2部 これからのアイバンクができること
オーガナイザー：天野 史郎（東京大）

コーディネーターの役割
 米満 ゆみ子（福井県アイバンク）
院内提供体制の整備方法
～院内コーディネーターとして県のコーディネーターとして～
 平川 達二（（公財）沖縄県保健医療福祉事業団）
Routine Referral Systemの取り組み
 青木 大（東京歯大 角膜センター・アイバンク）
新しい角膜・強膜提供について
 臼井 智彦（東京大）

9：26

一
般
口
演
6

感染症 座長：佐々木 香る（星ヶ丘厚生年金） 80

028 モラクセラ角膜炎臨床像の検討 井上 英紀（愛媛大）
029 アカントアメーバ角膜炎と共生菌 中川 迅（東京医大）
030 pact ラティフ ミフタフル（広島大）
031 ランドルト環型角膜上皮症 井上 智之（愛媛大）

10：02
10：10

一
般
口
演
7

上皮・実質再生 座長：川北 哲也（慶應大） 81

032 角膜の恒常性維持機構の解析 中村 隆宏（同志社大）
033 R-spondin1の機能解析 大倉 翔貴（同志社大）
034 角膜輪部由来 spheroid 比嘉 一成（東京歯大・市川）
035 培養ヒト鼻粘膜上皮シート移植術 小林 正和（同志社大）
036 架橋剤による角膜実質再生 相馬 剛至（大阪大）

10：55

一
般
口
演
8

内皮再生 座長：山上 聡（東京大） 82

037 SKPsから角膜内皮細胞の誘導 稲垣 絵海（慶應大）
038 角膜内皮細胞密度とラミニン 沼田 諒平（同志社大）
039 培養基質とインテグリン 角谷 和哉（同志社大）
040 角膜内皮のマーカー 平野 浩惇（同志社大）
041 角膜内皮細胞密度と細胞機能 日下部 綾香（同志社大）

11：40 11：40

11：50
ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
4

LS-4 行列のできる角膜難治症例相談所2014 138

司会：大橋 裕一（愛媛大）、アシスタント：佐々木 香る（星ヶ丘厚生年金病院）
相談者：中尾 功（佐賀大）、堀田 芙美香（徳島大）、横倉 俊二（東北大）
回答者： 井上 幸次（鳥取大）、木下  茂（京都府医大）、

坪田 一男（慶應大）、西田 幸二（大阪大）
共催：千寿製薬（株）

12：50

13：00

総　会
13：15

15：45

特
別
講
演

座長：島﨑 潤（東京歯大） 31

Innovations in Corneal Lamellar Surgery for Asian 
Corneal Diseases

Donald Tan（Singapore National Eye Centre）

16：45

　

18：15

特
別
セ
ミ
ナ
ー

オーガナイザー：井上 幸次（鳥取大） 35

達人たちのマイブーム

SS-1 大橋 裕一（愛媛大）
SS-2 木下 茂（京都府医大）
SS-3 坪田 一男（慶應大）
SS-4 Donald Tan（Singapore National Eye Centre）

A会場（劇場ホール） B会場（会議棟Ａ 1F Ａ1）

ショートタイトル一覧
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7：30
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
2

MS-2 眼瞼とオキュラーサーフェストピックス その2 137

座長：木下 茂（京都府医大）
演者： 臼井 智彦（東京大）、鈴木 智（京都市立病院）、

小幡 博人（自治医大）
共催：大塚製薬（株）

8：30

11：50
ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
5

LS-5 角膜パーツ移植へのフェムトセカンドレーザーの応用 139

座長兼演者：妹尾 正（獨協医大） 
演者： 稗田 牧（京都府医大）、

岡本 茂樹（岡本眼科クリニック）
共催：エイエムオー・ジャパン（株）

11：50
ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
6

LS-6 眼科医耳鼻科医イチオシを語る！ ～かゆみのうんちく話～ 140

座長：福島 敦樹（高知大）
演者： 庄司 純（日本大）、

榎本 雅夫（NPO日本健康増進支援機構）
共催：日本アルコン（株）

12：50 12：50

C会場（会議棟Ａ 1FＡ2） D会場（会議棟B 2F B1）

ショートタイトル一覧
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11：50

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
7

LS-7  コンタクトレンズのエビデンスシリーズ1 141

～真理の扉を開く～ ソフトコンタクトレンズ
装用時の眼乾燥感の発症メカニズムとその解決

座長兼演者：横井 則彦（京都府医大）
演者： 丸山 邦夫（ジョンソン・エンド・ジョンソン（株））

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

11：50

ラ
ン
チ
ョ
ン
セ
ミ
ナ
ー
8

LS-8  角膜から診る希少疾病 ～ファブリー病～ 142

眼科医がちゃーがんじゅー “いのち ”を守る時代

座長：外園 千恵（京都府医大）
演者： 櫻庭 均（明治薬科大）、

後藤 聡（東京慈恵医大・葛飾医療センター）
共催：大日本住友製薬（株）

12：50 12：50

E会場（会議棟B 1F B5～7） F会場（会議棟B 1F B2）

2日目   1月31日金　※赤字は掲載ページです。

ショートタイトル一覧
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7：30
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
3

MS-3 目の前と後から迫る糖尿病眼合併症診療の最前線 143

座長：島﨑 潤（東京歯大・市川）
演者： 尾辻 剛（関西医大・滝井病院）、

近間 泰一郎（広島大）
共催：ノバルティスファーマ（株）

8：30

8：40

ポスター授賞式
9：00

一
般
口
演
9

DSAEK 座長：小林 顕（金沢大） 83

042 緑内障術後 BKの DSAEK成績 井之川 宗右（広島大）
043 ドナー角膜固定縫合 DSAEK 中谷 智（順天大）
044 DSAEK術後の内皮細胞動態 中川 紘子（京都府医大）
045 移植片形状と角膜浮腫 原 祐子（愛媛大）
046 フェムトを用いた DSAEK 冨田 大輔（東京歯大・市川）

9：30

コ
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム

アイバンクセッション 129

第1部
 座長：篠崎 尚史 （（公社）日本臓器移植ネットワーク）

アイバンクごとのドナー比較（年齢、性別、内皮細胞数等）

 入江 真理（（公財）富山県アイバンク）
 渡邉 和誉（（公財）兵庫アイバンク）
 米満 ゆみ子（（公財）福井県アイバンク）
 中村 亘宏（（公財）静岡県アイバンク）
 赤峯 カヨ子（（公財）沖縄県アイバンク）
 青木 大（東京歯大・市川・角膜センター・アイバンク）

9：45

一
般
口
演
10

PKP・DALK 座長：稲富 勉（京都府立医大） 84

047 PKP後10年透明維持例の検討 宮本 佳菜絵（バプテスト眼科クリニック）
048 PKP後の角膜厚分布 上野 勇太（筑波大）
049 フェムト秒レーザーを用いた PK 小橋 英長（北里大）
050 角膜移植時シャンデリア照明 横倉 俊二（東北大）
051 DALKの長期予後 遠藤 安希子（東京歯大・市川）

10：30
10：35

一
般
口
演
11

涙腺・マイボーム腺 座長：小幡 博人（自治医大） 85

052 眼窩内・外涙腺摘出マウス 篠宮 克彦（京都府医大）
053 涙腺における局所ステロイド 樋口 明弘（慶應大）
054 meibum採取器の開発 鈴木 智（京都市立病院）
055 MGDに対するレバミピド治療 平井 香織（国際親善総合病院）

11：11

一
般
口
演
12

ドライアイ・検査 座長：篠崎 和美（女子医大） 86

056 NIKBUTの TMHへの影響 池田 知佳子（大阪大）
057 NIKBUTと FL-BUTとの違い 大塚 茉由莉（関西ろうさい病院）
058 3種類の BUTとその関連性 牛 夢茜（同志社大）
059 メントール点眼後の温度変化 飯森 宏仁（愛媛大）
060 SLKの眼瞼圧と ILK発症因子 坂根 由梨（愛媛大）

11：10

11：56

一
般
口
演
13

ドライアイ・点眼治療 座長：山口 昌彦（愛媛大） 87

061 ドライアイ患者への DQSの効果 吉田 紳一郎（吉田眼科）
062 ジクアホソル前向き観察研究 高村 悦子（女子医大）
063 SCLドライアイとジクアホソル 山田 昌和（杏林大）
064 SCLドライアイとレバミピド 重安 千花（杏林大）
065 眼瞼痙攣へのレバミピドの効果 田川 義晃（北海道大）
066 ドライアイ治療薬の嗜好性 山本 麻梨亜（北海道医療大）

12：50

A会場（劇場ホール） D会場（会議棟B 2F B1）

3日目   2月1日土　※赤字は掲載ページです。

11：10
コ
メ
デ
ィ
カ
ル（
ウ
エ
ッ
ト
ラ
ボ
）

第2部 130

トレーニングセッション
座長：稲富 勉（京都府医大）

 ①強角膜切片作成の方法
 ②マイクロケラトームを使用した DSAEKのグラフト作成の実際
 ③ケラトアナライザーを用いた角膜内反細胞の測定

12：30

F会場（会議棟B 1F B2）

ショートタイトル一覧
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演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P001 KAMRAインレー挿入眼の1例 門廣 祐子 広島大 91

P002 PRK再手術の検討 都筑 賢太郎 聖路加 91

P003 フラップずれ後の上皮迷入 若月 優 日本大 91

P004 CASIAを用いた T-IOL術後成績 中野 伸一郎 龍ヶ崎済生会 91

P005 FSレーザーを用いた豚眼の AK 平山 裕美子 東京歯大・市川 91

P006 円錐角膜における調節異常 宮腰 晃央 富山大 91

P007 円錐角膜症例に対する当院の対策 力石 洋平 海谷眼科 92

P008 BKに対する時間短縮型 CXL 子島 良平 宮田眼科 92

P009 エクタジアへの ICRSと CXL 安田 明弘 神戸神奈川アイクリニック 92

P010 角膜クロスリンキングの成績 坂谷 慶子 みなとみらいアイクリニック 92

P011 PKP眼への EXPRESS症例 堀江 大介 杏林大 92

P012 角膜移植の免疫抑制剤の比較 村田 浩司 福岡大 92

P013 照射位置補正マーカーの検討 中村 恭子 獨協医大 93

P014 翼状片術後50年での角膜穿孔 近藤 亜紀 女子医大・東医センター 93

P015 角膜移植 水野 連太郎 京都府医大 93

P016 兎眼患児へ角膜移植をした1例 小山 あゆみ 鳥取大 93

P017 DALKの術中穿孔の有無と予後 三田村 浩人 東京歯大・市川 93

P018 緑内障術後の DSAEK治療成績 山口 昌大 順天大 93

P019 当院での角膜移植の比較 石丸 慎平 獨協医大 94

P020 インプラント術後の DSAEK 舟木 俊成 順天大 94

P021 梅毒性角膜実質炎後の内皮移植 松木 考顕 神戸中央市民病院 94

P022 無硝子体眼への内皮移植 川本 晃司 かわもと眼科 94

P023 フラップ縫合 DSAEK 脇舛 耕一 バプテスト眼科クリニック 94

P024 DSAEK術後の前方散乱 安里 瞳 北里大 94

P025 眼球破裂後水疱性角膜症の DSAEK 前野 則子 製鉄記念八幡病院 95

P026 DSAEK後の角膜浮腫と視力 石川 聖 防衛医大 95

P027 角膜内皮移植後の再移植 稲富 勉 京都府医大 95

P028 FSレーザー DSEKの高次収差 山口 剛史 東京歯大・市川 95

P029 角膜内皮細胞シートの前臨床試験 島 伸行 東京大 95

P030 ROCK阻害剤による内皮治療 小泉 範子 同志社大 95

P031 ヒト角膜内皮への増殖因子の作用 横尾 誠一 東京大 96

P032 角膜移植術後の外傷性創離開 村松 治 旭川医大 96

P033 白内障施行後の PTKの成績 大矢 史香 大阪大 96

P034 眼内レンズ挿入のデスメ膜剥離 高野 靖子 日本医大 96

P035 歯根部利用人工角膜（OOKP） 福田 昌彦 近畿大 96

P036 トラベクトーム 針谷 威寛 東北大 96

演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P037 エクスプレス術後の角膜内皮数 谷藤 典子 谷藤眼科 97

P038 培養上皮シートのターンオーバー 宮下 英之 慶應大 97

P039 培養のエピプラキンノックダウン 小門 正英 和歌山県医大 97

P040 ヒト角膜上皮細胞バンクの作製 前田 謙一 日本ケミカルリサーチ 97

P041 角膜上皮の点眼毒性の評価 讃井 裕喜子 東京厚生年金病院 97

P042 シリコンオイルに対する PTK 宇山 紘史 神戸中央市民病院 97

P043 先進医療としての羊膜移植 森川 恵輔 京都府医大 98

P044 タイでの再生医療と遠隔診療 大家 義則 大阪大 98

P045 アイバンクにおける事業連携 レイクス 賀直 京都府医大 98

P046 角膜帯状変性症術後変化の比較 戸田 良太郎 広島大 98

P047 消毒薬による角膜障害 木全 奈都子 朝霞台中央病院 98

P048 翼状片に対する遊離結膜片移植 新井 悠介 自治医大 98

P049 乱視のベクトル解析と経時変化 難波 広幸 山形大 99

P050 部位別の角膜乱視度数 宮崎 真希 龍ヶ崎済世会 99

P051 地域在住中高年者の乱視性状 福岡 秀記 国立長寿医療研究センター 99

P052 顆粒状角膜ジストロフィの病変 中尾 武史 大阪大 99

P053 光凝固術後の遷延性角膜上皮欠損 二出川 裕香 和歌山県医大 99

P054 角膜内皮細胞密度障害度分類 大槻 陽平 京都府医大 99

P055 空気置換で軽快した水疱性角膜症 牛島 美奈子 製鉄記念八幡病院 100

P056 手術熟練者と初心者の比較 井上 千絵 JA広島総合病院 100

P057 A/P比の術後屈折誤差への影響 長谷川 亜里 大雄会病院 100

P058 遷延した偽滴状角膜 三田村 勇人 大阪大 100

P059 PE患者の術後角膜内皮細胞減少 長谷川 優実 宮田眼科病院 100

P060 前眼部OCTの眼瞼手術への応用 石田 祥子 筑波大 100

P061 前眼部OCTによる角膜体積解析 鄭 暁東 愛媛大 101

P062 PHSRNで加療した角膜穿孔 山田 直之 山口大 101

P063 膜鉄片異物に起因する角膜穿孔 加藤 久美子 三重大 101

P064 前眼部救急疾患への遠隔緊急支援 花田 一臣 旭川医大医工連携総研 101

P065 白内障術後の角膜穿孔 大野 瑞 順天大・臨床研修センター 101

ポスター（領域1：眞鍋賞候補）　

ポスター会場 ［展示会場（展示場 1F）］

ショートタイトル一覧

ポスター展示 1月30日（木） 11：00～17：50、1月31日（金） 9：00～13：20、14：15～15：15

ポスター討論 1月30日（木） 17：50～18：50
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演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P066 角膜上皮治療点眼薬と細胞伸展 高橋 広樹 東京医大 103

P067 防腐剤非含有市販洗眼液 岩下 正紀 鶴見大 103

P068 ヨウ素の角膜上皮細胞傷害性評価 柴田 ゆうか 広島大 103

P069 ミケラン LA後発品の安全性評価 高嶋 光代 わかもと製薬㈱ 103

P070 点眼変更後の角膜障害 谷井 啓一 聖路加国際病院 103

P071 添加物が保存剤毒性へ与える影響 伊藤 吉將 近畿大・薬 103

P072 PG製剤の角膜上皮細胞への影響 高田 幸尚 和歌山県医大 104

P073 ドセタキセルによる角膜障害 小林 泰子 川崎医療福祉大 104

P074 涙点プラグに付着する細菌の検出 柴田 元子 東京医大 104

P075 涙道疾患と角膜穿孔 筒井 絵里沙 慶應大 104

P076 TS-1による角膜穿孔の1例 細谷 比左志 社会保険神戸中央病院 104

P077 7年間の感染性角膜潰瘍の検出菌 嶋 千絵子 関西医大・枚方 104

P078 病巣擦過培養検査の検出率 出口 香穂里 広島大 105

P079 LASIK術前・術中の細菌培養検査 張 佑子 バプテスト眼科クリニック 105

P080 非接触高倍レンズでの微生物観察 近間 泰一郎 広島大 105

P081 角膜潰瘍に対するmultiplex PCR 片平 晴己 東京医大 105

P082 緑膿菌感染と角膜リンパ管新生 服部 貴明 東京医大 105

P083 薬物療法が奏効した ICK 武信 二三枝 鳥取大 105

P084 Abiotrophia defectiva角膜潰瘍 森 洋斉 宮田眼科 106

P085 高濃度キノロンとコリネ角膜炎 蓑手 孝宗 徳島大 106

P086 コリネバクテリウム角膜炎の3例 峰 いずみ 防衛医大 106

P087 治療に苦慮した感染性角膜炎 鈴木 佑佳 東邦大 106

P088 緑膿菌性角膜潰瘍と壊死性強膜炎 田尻 健介 大阪医大 106

P089 VRCZ 角膜実質注射の治療効果 宮崎 純志 徳島大 106

P090 Rhodotorula rubra角膜潰瘍 舘野 寛子 関西医大・枚方 107

P091 Metarhizium角膜炎 赤岩 慶 徳島大 107

P092 アカントアメーバの除去 今安 正樹 ㈱メニコン 107

P093 白濁 SCLより真菌検出した症例 山田 桂子 公立南丹病院 107

P094 アカントアメーバ角膜炎 山崎 奈津子 金沢大 107

P095 オルソ Kによるアメーバ角膜炎 齋藤 恒浩 杏林大 107

P096 サイトメガロウイルス角膜内皮炎 一色 佳彦 小倉記念病院 108

P097 CMV角膜炎似のカンジダ角膜炎 春木 智子 鳥取大 108

P098 新生児角膜ヘルペスの1例 上松 聖典 長崎大 108

P099 ヘルペス性角膜内皮炎 内匠 秀尚 東邦大・大森 108

P100 ウイルス性角膜炎の診断法 島袋 幹子 日生病院 108

演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P101 角膜ヘルペスの病状 高野 博子 自治医大・さいたま
医療センター

108

P102 サイトメガロウイルス内皮炎 伊東 和香子 日本医大 109

P103 非特異的角膜内皮炎 佐々木 貴優 防衛医大 109

P104 コインリージョンの前眼部OCT 横川 英明 金沢大 109

P105 川崎病の角膜内皮炎 荒木 陽子 福岡大 109

P106 ランドルト環型角膜上皮炎の1例 伴 由利子 公立南丹病院 109

P107 HSV角膜炎に対する PCR法 笠岡 政孝 久留米大 109

P108
Ocular Demodex infestation is a 

risk factor for chalazia
Liang Lingyi

Zhongshan 

Ophthalmic Center
110

P109 毛虫の毛による角膜異物 内 翔平 山口大 110

P110 エピナスチン点眼液の細胞障害性 小田 知子 参天製薬㈱ 110

P111 エピナスチン点眼液の抗 PG作用 椎 大介 参天製薬㈱ 110

P112 エピナスチン点眼液の薬効薬理 萩原 由美 参天製薬㈱ 110

P113 タクロリムス点眼長期経過 松田 彰 順天大 110

P114 輪部乳頭増殖の1例 益田 俊 広島大 111

P115 重症角膜フリクテンの治療方法 丸岡 佐知子 ツカザキ病院 111

P116 感染アレルギー 新澤 恵 福島県医大 111

P117 血清と局所の IgEの比較 藤田 聡 藤田眼科 111

P118 カタル性角膜浸潤のマイボーム腺 永原 裕紀子 大阪大 111

P119 周辺部潰瘍と ANCA関連血管炎 日野 智之 済生会吹田病院 111

P120 診断困難であったモーレン潰瘍 小池 直子 関西医大・滝井 112

P121 前部強膜炎の検討 井上 留美子 久留米大 112

P122 Weber-Christian病による強膜炎 米山 征吾 山梨大 112

P123 結膜炎発症時の眼不快の検出 小野 眞史 日本医大 112

P124 涙液中 Sialyl-Lewis X値 白木 夕起子 日本大 112

P125 結膜の Xanthogranuloma 辻 英貴 がん研究会有明病院 112

P126 結膜扁平上皮癌と5-FU点眼 米田 浩子 済生会滋賀県病院 113

P127 眼表面腫瘍における LRIG1の発現 永田 真帆 京都府医大 113

P128 結膜上皮細胞でのGPx4の役割 酒井 修 東京大 113

P129 K12Cre遺伝子発現 林 康人 愛媛大 113

P130 角膜内皮細胞と RAGE 神鳥 美智子 鳥取大 113

P131 uPAと炎症細胞の角膜内浸潤 児玉 彩 近畿大 113

P132 角膜上皮細胞の免疫応答 成味 真梨 山形大 114

P133 TRPM2ノックアウトの骨髄細胞 岡田 由香 和歌山県医大 114

P134 角膜内の好中球動態解析 井上 亮太 同志社大 114

ショートタイトル一覧

ポスター（領域2：内田賞候補）　

ポスター会場 ［展示会場（展示場 1F）］

ポスター展示 1月30日（木） 11：00～17：50、1月31日（金） 9：00～13：20、14：15～15：15

ポスター討論 1月31日（金） 13：20～14：05
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演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P135 角膜実質裂隙による急性水腫 米澤 昂 大阪医大 116

P136 両眼性の ICE症候群 大口 剛司 北海道大 116

P137 植物アルカロイドによる眼障害 及川 誠 岩手医大 116

P138 角膜上皮下のカルシウム沈着 井田 洋輔 防衛医大 116

P139 血管侵入のない角膜上皮異形成 森井 智也 和歌山県医大 116

P140 GDLDにおける TJ 中司 美奈 京都府医大 116

P141 角膜ジストロフィの角膜電気分解 渡部 環 佐藤裕也眼科医院 117

P142 Meesmann角膜ジストロフィー 河本 庄平 近畿大 117

P143 Salzmann角膜変性の2症例 中村 奈津子 東京医療センター・
感覚器センター

117

P144 カラー SCL眼障害の検討 松澤 亜紀子 聖マリ医大 117

P145 カラコン顔料の成分分析 谷 彰浩 徳島大 117

P146 カラコン顔料と角膜上皮障害 安部 翔子 徳島大 117

P147 VDT症候群の眼症状の特徴 山添 克弥 亀田総合病院 118

P148 DQS単剤による長期治療成績 三原 研一 みはら眼科 118

P149 ジクアホソル Naの効果の検討 宇都宮 嗣了 札幌徳洲会病院 118

P150 ドライアイ治療薬による涙液変化 村松 理奈 東邦大・佐倉 118

P151 レバミピドの紫外線障害抑制作用 竹治 康広 大塚製薬㈱ 赤穂研究所 118

P152 マウス副涙腺とレバミピド 江口 洋 徳島大 118

P153 ナノ結晶点眼製剤の有用性 長井 紀章 近畿大・薬 119

P154 レバミピド点眼の効果 山本 哲平 北海道大 119

P155 レバミピドのラジカル消去活性 江口 万祐子 獨協医大・越谷 119

P156 レバミピドの抗炎症作用 中嶋 英雄 大塚製薬㈱ 119

P157 SCL装用眼へのレバミピド点眼 浅野 宏規 なめがた地域総合病院 119

P158 レバミピドの自他覚所見改善効果 仲野 裕一郎 日本医大 119

P159 レバミピド点眼液処方中止例 竹下 哲二 上天草総合病院 120

P160 白内障術後涙液浸透圧の変化 有馬 武志 日本医大 120

P161 血漿浸透圧と涙液浸透圧 久保田 大紀 日本医大 120

P162 涙液減少と結膜上皮障害の相関 薗村 有紀子 京都山城総合医療センター 120

P163 帯状疱疹後ドライアイ 品川 真有子 北海道大 120

P164 涙液分泌に及ぼすケルセチン効果 田中 康久 慶應大 120

P165 運転の眼表面や視機能への影響 海道 美奈子 慶應大 121

P166 タブレット端末によるアンケート 曽根 隆志 安佐市民病院 121

P167 OCTによる涙液メニスカス動態 福田 玲奈 JR東京総合病院 121

P168 健康診断時の実用視力 大林 知央 南青山アイクリニック 121

P169 重金属と酸化ストレス 柳 櫻 慶應大 121

演題番号 タイトル 演　者 所　属 頁

P170 結膜弛緩症とドライアイ 小室 青 京都府医大 121

P171 腹式呼吸による涙液量変化の検討 佐野 こころ 慶應大 122

P172 眼瞼痙攣と涙液異常 細谷 友雅 兵庫医大 122

P173 有窓義眼による瞼球癒着予防 秦 未稀 慶應大 122

P174 瞼々癒着を生じた急性期ＳＪＳ 宮村 有佳 京都府医大 122

P175 炎症疾患のマイボーム腺急性期像 葛西 梢 東京歯大・市川 122

P176 角膜穿孔を繰り返したGVHD 渡邊 敬三 近畿大 122

P177 フリクテン角膜炎のマイボーム腺 溝口 晋 和歌山県医大 123

P179 涙腺におけるアクアポリンの発現 川北 哲也 慶應大 123

P180 先天性無涙腺症の涙液成分分析 中島 史絵 杏林大 123

P181 涙腺炎後のドライアイの1例 清水 啓史 北海道大 123

P182 IgG4関連疾患眼乾燥症の治療 萩原 健太 金沢医大 123

P183 MEDに発症した糸状角膜炎 稗田 牧 京都府医大 123

P184 ドライアイ患者羞明時前頭葉活性 藤田 雅裕 日本医大 124

P185 角膜の非染色ラマンイメージング 加治 優一 筑波大 124

P186 コラーゲン線維束構造解析 森重 直行 山口大 124

P187 糖尿病患者の角膜上皮厚 嶺崎 輝海 東京医大・八王子 124

P188 円錐角膜のコンタクトレンズ処方 森 優 女子医大 124

P189 角膜不正乱視とコンタクトレンズ 坂田 実紀 新宿眼科クリニック 124

P190 円錐角膜に対する HCL処方 渡辺 勝 山梨大 125

P191 骨形成不全症の角膜所見 正木 利憲 金沢大 125

P192 AFMでの上皮・内皮細胞の観察 関 禎子 東京工大 125

P193 非接触高倍レンズによる角膜観察 阿部 恵梨子 広島大 125

P194 FECDの ECM産生 奥村 直毅 同志社大 125

P195  FECDのアポトーシス抑制 南山 竜輝 同志社大 125

P196 三叉神経麻痺性角膜炎 佐々木 香る 星ケ丘厚生年金 126

P197 重症糖尿病角膜症での幹細胞障害 上野 宏樹 聖マリ医大 126

P198 左右の位置認識 石岡 みさき みさき眼科 126

ショートタイトル一覧

ポスター会場 ［展示会場（展示場 1F）］

ポスター（領域3：北野賞候補）　
ポスター展示 1月30日（木） 11：00～17：50、1月31日（金） 9：00～13：20、14：15～15：15

ポスター討論 1月30日（木） 17：50～18：50


