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インストラクションコース20
診察室からはじめよう　斜視の検査法

（金-IC20）

インストラクションコース21
やってみよう！斜視の視能訓練

（金-IC21）

インストラクションコース23
はじめてのマイボーム腺機能不全
～ベーシックからホットトピックスまで～

（金-IC23）

インストラクションコース26
眼科医のための臨床疫学研究デザイン塾2
後ろ向きコホート研究をやってみよう

（金-IC26）

インストラクションコース29
近視治療トータルコーディネート
～メカニズム研究、進行抑制、外科的治療～

（金-IC29）

一般講演32
緑内障：危険因子
（金-講演32-1～6）

白土城照（四谷しらと眼科）

一般講演35
眼感染症2

（金-講演35-1～5）
 井上幸次（鳥取大）

一般講演38
CRVO・CRAO
（金-講演38-1～5）

  門之園一明（横浜市大・視覚再生外科）

一般講演41
薬理・涙器

（金-講演41-1～5）
 谷戸正樹（松江赤十字病院）

一般講演44
眼内レンズ縫着など
（金-講演44-1～5）

 小早川信一郎（日本医大・多摩）

一般講演45
白内障手術

（金-講演45-1～5）
 黒坂大次郎（岩手医大）

一般講演46
術後屈折2

（金-講演46-1～5）
  江口秀一郎（江口眼科病院）

一般講演39
網膜・硝子体：開発
（金-講演39-1～5）

 寺崎浩子（名古屋大）

一般講演36
網膜色素上皮
（金-講演36-1～5）

 大路正人（滋賀医大）

一般講演33
斜視・弱視

（金-講演33-1～5）
 長谷部聡（川崎医大）

インストラクションコース25
始めてみよう、クリニックでの

ロービジョンケア
（金-IC25）

インストラクションコース28
医療倫理問題を様々な角度から考える。
シリーズ（5） 意思決定と再生治療の倫理

（金-IC28）

インストラクションコース22
ドライアイスペシャリストの老舗こだわり講座

～ドライアイ新診断基準を考える～
（金-IC22）

シンポジウム8
黄斑のクリニカルサイエンス

（金-SP8-1～6）
  飯田知弘（女子医大）・石田　晋（北海道大）

シンポジウム11
眼科電子カルテとデータ標準化の未来

（金-SP11-1～6）
 永田　啓（滋賀医大・医療情報）
 吉冨健志（秋田大）

シンポジウム9
網膜硝子体手術治療の近未来へのプロローグ

（金-SP9-1～5）
 竹内　忍（竹内眼科クリニック）
 高木　均（聖マリ医大）

シンポジウム12
神経原性疾患とその類似疾患の鑑別

（金-SP12-1～4）
 石川　均（北里大）
 山上明子（井上眼科病院）

インストラクションコース31
うんちくビトレクトミー

～教科書には載っていない達人のこだわり～
（金-IC31）

インストラクションコース32
明日から使える眼科PCR診断

（金-IC32）

ランチョンセミナー11
AMDの長期マネジメント

（金-LS11）
アルコン ファーマ㈱

ランチョンセミナー12
やっぱり眼圧が基本、

緑内障治療
（金-LS12）

アルコン ファーマ㈱

ランチョンセミナー13
角結膜疾患　診療プログレス
～達人のこだわり、診療のコツ～

（金-LS13）
参天製薬㈱

ランチョンセミナー14
白内障手術装置
My choice
（金-LS14）

エイエムオー・ジャパン㈱

ランチョンセミナー15
緑内障 最新診断と最新治療 
前眼部OCT CASIA2×半導体
レーザー装置CYCLO G6

（金-LS15）
㈱トーメーコーポレーション 　

ランチョンセミナー16
マイスター達の白内障手術

～いかなる戦略を描いているのか～
（金-LS16）
日本アルコン㈱ 

ランチョンセミナー17
緑内障診療

～もうひとつの扉～
（金-LS17）
大塚製薬㈱

ランチョンセミナー18
眼アレルギー最前線！

（金-LS18）
キッセイ薬品工業㈱

ランチョンセミナー19
眼軸長測定の
最前線を探る
（金-LS19）
santec㈱

ランチョンセミナー20

ランチョンセミナー21
多焦点・EDOFは
こう使え！
（金-LS21）

眼科先進医療研究会

ランチョンセミナー22
第13回強度近視
眼底研究会 前人
未踏の頂きへ
（金-LS22）
千寿製薬㈱

ランチョンセミナー23
MGD治療の最新情報
-検査から治療まで-

（金-LS23）
㈱日本ルミナス

ランチョンセミナー24

イブニングセミナー5
DME治療をどう考える？

～データから紐解く実臨床へのヒント～
（金-ES5）

バイエル薬品㈱ /参天製薬㈱

イブニングセミナー10
A型ボツリヌス毒素製剤ボトックス®講習・実技

セミナー「眼瞼痙攣/片側顔面痙攣」
（金-ES10）

グラクソ・スミスクライン㈱ /わかもと製薬㈱

イブニングセミナー6
2017 Ophthalmic Surgery 

Film Award
（金-ES6）

エイエムオー・ジャパン㈱ /
千寿製薬㈱

イブニングセミナー7
The 23rd VISION TIMES 

SEMINAR　医療の将来を見据える
（金-ES7）
参天製薬㈱

イブニングセミナー8
先読み白内障手術―他疾患を
抱えた症例への手術戦略―

（金-ES8）
HOYA㈱　メディカル事業部

イブニングセミナー9
逆発想の新素材コンタクトレンズ
ボシュロム アクアロックス®への期待

（金-ES9）
ボシュロム･ジャパン㈱

イブニングセミナー11
光をつなぐ！ シーズンⅥ

～糖尿病黄斑浮腫治療の新たなる選択～
（金-ES11）
わかもと製薬㈱

イブニングセミナー12
緑内障治療薬の眼内移行と

眼圧下降効果
（金-ES12）

 ㈱日本点眼薬研究所

イブニングセミナー13
日本人における

リアルワールドエビデンス
（金-ES13）

　 アルコン ファーマ㈱

学術展示
討論
学術展示
討論

すべて教えます preperimetric glaucoma No.4
－治療方針一挙公開、みんなで考えるPPGの“未来予想図”－

（金-LS24）
 スキャンポファーマ合同会社

併設器械展示
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第1会場
（Cブロック4F ホールC）

第2会場
（Bブロック7F ホールB7（1））

第3会場
（Bブロック7F ホールB7（2））

第4会場
（Bブロック5F ホールB5（1））

第5会場
（Bブロック5F ホールB5（2））

第6会場
（Dブロック7F ホールD7）

第7会場
（Dブロック5F ホールD5）

第8会場
（Dブロック1F ホールD1）

第9会場
（ガラス棟7F G701）

第10会場
（ガラス棟5F G510）
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第13会場
（4F ホール3）

第11会場
（ガラス棟4F G409）

第12会場
（4F ホール1+2）
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併設器械展示会場
（Eブロック B2F ホールE）

学術展示会場
（Eブロック B2F ホールE）
学術展示会場
（4F ホワイエ）

第14会場
（4F カンファレンスルーム A2＋A3）

シンポジウム7
眼感染症の新しい展開-新種・新薬・新疾患-

（金-SP7-1～4）
 井上幸次（鳥取大）
 秦野　寛（ルミネはたの眼科）

シンポジウム10
斜視の術後長期経過
（金-SP10-1～4）

  菅澤　淳（大阪医大）・三木淳司（川崎医大）

モーニングセミナー1
ドライアイ診療Update

（金-MS1）
参天製薬㈱

モーニングセミナー2
緑内障のサージカル的治療最前線 
－MIGSからImplantまで－

（金-MS2）
 ㈱ JFCセールスプラン /
ジャパン フォーカス㈱　　

モーニングセミナー3
ベーシックセミナー　高画質記録動画の活用法
～見逃しやすい疾患の診断編～

（金-MS3）
㈱ニデック

モーニングセミナー4
臨床研究新時代
～いろはの『い』～

（金-MS4）
日本アルコン㈱

モーニングセミナー5
次世代医師が夢見る

眼科医療の未来　第三弾
（金-MS5）

関西眼疾患研究会

インストラクションコース19
糖尿病黄斑浮腫の診断と治療

―できるだけよい視力をえるためにできること―
（金-IC19）

インストラクションコース24
白内障サージャンも必見！LI不要！実践から
学ぶ貫通孔付き有水晶体眼内レンズ

（金-IC24）

インストラクションコース27
眼瞼疾患を学ぼう！

（金-IC27）

一般講演31
円錐角膜

（金-講演31-1～5）
 前田直之（湖崎眼科）

Late Breaking 
Session
（金-LBS-1～4）

 吉冨健志（秋田大）

招待講演1
Steven Schwartz

（Stein Eye Inst, UCLA）
座長：坂本泰二　
（鹿児島大）

特別講演2
三村　治
（兵庫医大）
座長：山下英俊
（山形大）

一般講演34
眼感染症1

（金-講演34-1～6）
 内尾英一（福岡大）

一般講演37
ポリープ状脈絡膜血管症
（金-講演37-1～6）

 石龍鉄樹（福島県医大）

一般講演42
BRVO1

（金-講演42-1～5）
 山本修一（千葉大）

一般講演43
緑内障：診断・視野
（金-講演43-1～5）

 新家　眞（関東中央病院）

一般講演40
外傷・IOL関連
（金-講演40-1～6）

 近藤寛之（産業医大）

インストラクションコース30
広角観察硝子体手術

（金-IC30）

ランチョンセミナー11
AMDの長期マネジメント

（金-LS11）
アルコン ファーマ㈱

ランチョンセミナー12
やっぱり眼圧が基本、

緑内障治療
（金-LS12）

アルコン ファーマ㈱

ランチョンセミナー13
角結膜疾患　診療プログレス
～達人のこだわり、診療のコツ～

（金-LS13）
参天製薬㈱

ランチョンセミナー14
白内障手術装置
My choice
（金-LS14）

エイエムオー・ジャパン㈱

ランチョンセミナー15
緑内障 最新診断と最新治療 
前眼部OCT CASIA2×半導体
レーザー装置CYCLO G6

（金-LS15）
㈱トーメーコーポレーション 　

ランチョンセミナー16
マイスター達の白内障手術

～いかなる戦略を描いているのか～
（金-LS16）
日本アルコン㈱ 

ランチョンセミナー17
緑内障診療

～もうひとつの扉～
（金-LS17）
大塚製薬㈱

ランチョンセミナー18
眼アレルギー最前線！

（金-LS18）
キッセイ薬品工業㈱

ランチョンセミナー19
眼軸長測定の
最前線を探る
（金-LS19）
santec㈱

ランチョンセミナー20

ランチョンセミナー21
多焦点・EDOFは
こう使え！
（金-LS21）

眼科先進医療研究会

ランチョンセミナー22
第13回強度近視
眼底研究会 前人
未踏の頂きへ
（金-LS22）
千寿製薬㈱

ランチョンセミナー23
MGD治療の最新情報
-検査から治療まで-

（金-LS23）
㈱日本ルミナス

ランチョンセミナー24

学術展示
討論
学術展示
討論

すべて教えます preperimetric glaucoma No.4
－治療方針一挙公開、みんなで考えるPPGの“未来予想図”－

（金-LS24）
 スキャンポファーマ合同会社

最先端技術の融合で何が変わる？
Navigation Laser along with OCT-Angiography

（金-LS20）
アキュラ㈱

併設器械展示
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総日程　第2日　10月13日（金） ・・・同時通訳


