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シンポジウム14
屈折矯正手術としての白内障手術

（土-SP14-1～4）
 鈴木久晴（日本医大・武蔵小杉）
  根岸一乃（慶應大）

シンポジウム16
ぶどう膜炎治療のホット・トピックス

（土-SP16-1～4）
蕪城俊克（東京大）
毛塚剛司（毛塚眼科医院／東京医大）

シンポジウム17
眼内腫瘍の最新画像診断学

（土-SP17-1～5）
 後藤　浩（東京医大）
  林　暢紹（須崎くろしお病院）

シンポジウム15
白内障手術における虹彩マネージメント

（土-SP15-1～4）
 西村栄一（昭和大・藤が丘）
  徳田芳浩（井上眼科病院）

特別講演1
 富田剛司

（東邦大・大橋）
 座長：大鹿哲郎
（筑波大）

インストラクションコース35
OCTの読み方
（土-IC35）

インストラクションコース38
非専門医のための緑内障診療ガイダンス
～治療導入までのはじめの第一歩～

（土-IC38）

インストラクションコース41
眼科診療に欠かせないロービジョンケア

（土-IC41）

インストラクションコース42
適切なレセプトの作成法
－レセプト赤ペン先生－

（土-IC42）

インストラクションコース43
再生医療、創薬の実例を通じて学ぼう！
トランスレーショナルリサーチとは

（土-IC43）

インストラクションコース44
これからの「データサイエンス」の話をしよう
～AI時代に備え眼科医に必要なリテラシー

（土-IC44）

インストラクションコース46
レギュラトリーサイエンス（５）施行される
臨床研究法を知らずに臨床研究するなんて！

（土-IC46）

インストラクションコース49
徹底討論！糖尿病網膜症マネジメントのすべて2017

－アップデートと症例検討会－
（土-IC49）

インストラクションコース48
増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術

（土-IC48）

インストラクションコース39
ロングチュ－ブ型緑内障チューブシャント
（LTSS）手術の適応・手技・合併症対策

（土-IC39）

インストラクションコース36
明日から使える画像オーダーと診断への
プロセス No.3（CT, MRI, 超音波）

（土-IC36）

一般講演48
ドライアイ1

（土-講演48-1～5）
渡辺　仁（関西労災病院）

一般講演49
オキュラーサーフェス
（土-講演49-1～5）

山上　聡（日本大・板橋）

一般講演50
ドライアイ2

（土-講演50-1～5）
横井則彦（京都府医大）

一般講演52
神経眼科

（土-講演52-1～5）
石川　均

（北里大・視覚機能療法）

一般講演53
医療・医政

（土-講演53-1～5）
村上　晶（順天大）

一般講演54
ロービジョン・色覚・電気生理

（土-講演54-1～5）
岩瀬愛子（たじみ岩瀬眼科）

一般講演56
緑内障：OCT
（土-講演56-1～5）
山本哲也（岐阜大）

一般講演57
緑内障：眼圧、薬物治療1
（土-講演57-1～5）
相原　一（東京大）

一般講演58
緑内障：薬物治療2
（土-講演58-1～5）
谷原秀信（熊本大）

一般講演60
近視1

（土-講演60-1～5）
大野京子（医科歯科大）

一般講演61
近視2

（土-講演61-1～5）
生野恭司（いくの眼科）

一般講演62
網膜・硝子体：手術
（土-講演62-1～5）

岩崎琢也（東京医大・茨城）

一般講演64
OCT Angiography 1
（土-講演64-1～5）

小椋祐一郎（名古屋市大）

一般講演65
OCT Angiography 2
（土-講演65-1～5）
石田　晋（北海道大）

一般講演66
網膜・硝子体：血流
（土-講演66-1～5）

安藤伸朗（済生会新潟第二病院）

学術展示
討論
学術展示
討論

日本眼科学会専門医制度第66回講習会
1. 「プライマリ・ケア・シリーズ（62）」

色覚異常への対応

日本眼科学会専門医制度第66回講習会
2. 「最近の進歩シリーズ（40）」

緑内障治療の進歩

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
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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13
眼炎症と緑内障
（土-SP13-1～5）

木内良明（広島大）・園田康平（九州大）

シンポジウム18
眼科保険の抱える未来
（土-SP18-1～4）

 村上　晶（順天大／日本眼科学会）
  山岸直矢（山岸眼科／日本眼科医会）

招待講演2
 Joseph Caprioli
（UCLA）

 座長：山本哲也
（岐阜大）

特別講演1
 富田剛司

（東邦大・大橋）
 座長：大鹿哲郎
（筑波大）

インストラクションコース33
やさしい神経眼科
（土-IC33）

インストラクションコース34
原発閉塞隅角緑内障の治療戦略

-用語の基本から困った症例の対応まで-
（土-IC34）

インストラクションコース37
角膜内皮移植術（DSAEK/DMEK）
ビデオカンファランス：新しい挿入器具

（土-IC37）

インストラクションコース40
IOL縫着術と強膜内固定術　A to Z

（土-IC40）

インストラクションコース45
前眼部疾患トリアージ

～治療のタイミングを逃さないために～
（土-IC45）

インストラクションコース47
糖尿病黄斑浮腫アップデート

―明日からできる治療の使い分け―
（土-IC47）

モーニングセミナー6
OCT Angiographyは
眼科診療を変える！！ PartⅡ

（土-MS6）
一般社団法人 日本眼科医療機器協会

モーニングセミナー7
硝子体手術

--私のtrend--
（土-MS7）

アールイーメディカル㈱

モーニングセミナー9
私の治療法、手技手術を

伝授します！
（土-MS9）
日本アルコン㈱

モーニングセミナー11
緑内障診療

アップデート2017
（土-MS11）
千寿製薬㈱

モーニングセミナー12
かぶるだけの視野計ではないぞ！

アイモの実力は…
（土-MS12）

㈱クリュートメディカルシステムズ

モーニングセミナー13
臨床研究「後部硝子体剥離後のワイスリング
に対するYAGレーザービトレオライシスの
安全性と有効性の評価」の中間報告

（土-MS13）
レーザービトレオライシス研究会

モーニングセミナー14
デジタルライフを
快適に過ごす！
（土-MS14）

クーパービジョン・ジャパン㈱

モーニングセミナー15
RVOに対する抗VEGF
治療の現状と展望
（土-MS15）

アルコン ファーマ㈱

モーニングセミナー16
ドライアイ症状の
本質に迫る！
（土-MS16）
大塚製薬㈱

モーニングセミナー10
Pre-perimetric glaucoma？:
　こんな患者さんが来たら・・・

（土-MS10）
　アルコン ファーマ㈱

モーニングセミナー8
患者さんの“快適に見える！”を

科学する！Part.１
～“快適”への影響要因を考える～

（土-MS8）
参天製薬㈱

一般講演47
涙液

（土-講演47-1～6）
 近間泰一郎（広島大）

一般講演51
中心性漿液性脈絡膜網膜症

（土-講演51-1～6）
近藤峰生（三重大）

一般講演55
小児眼科

（土-講演55-1～7）
東　範行（国立成育医療研究センター）

一般講演59
BRVO2

（土-講演59-1～6）
辻川明孝（京都大）

一般講演63
網膜剥離

（土-講演63-1～5）
堀口正之（藤田保健衛生大）

ランチョンセミナー25
解決！ 早期発見・早期
治療のポイント！
（土-LS25）
参天製薬㈱

ランチョンセミナー26
いまさら聞けない緑内障2017
～患者さんから学ぶ、3つの臨床ポイント～ 

（土-LS26）
千寿製薬㈱

ランチョンセミナー27
コンタクトレンズ道場2017
～これからのコンタクト処方を

マスターすべし！～
（土-LS27）
㈱シード

ランチョンセミナー28
テクニス シンフォニーが
拓く多焦点IOLの新時代

（土-LS28）
エイエムオー・ジャパン㈱

ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱
ビジョンケアカンパニー

ランチョンセミナー30
10年前の常識は今の非常識！？
どうしてる？イマドキの緑内障診療

（土-LS30）
ファイザー㈱

ランチョンセミナー31
チャレンジ硝子体手術2017

～常識を超えろ！～
（土-LS31）

HOYA㈱ メディカル事業部

ランチョンセミナー32
コンタクトレンズ臨床の今、そして未来へ
～老視世代のQOL向上を目指して～

マルチフォーカルソフトコンタクトレンズ処方の重要性
（土-LS32）
日本アルコン㈱

ランチョンセミナー33
非感染性ぶどう膜炎の新たな
治療選択肢 -ヒュミラ®

（土-LS33）
アッヴィ合同会社／エーザイ㈱

ランチョンセミナー34
輝ける医療人であり続けるために
～未来志向型支援の必要性を考える～

（土-LS34）
　公益社団法人　日本眼科医会　
　公益社団法人　日本医師会　　

ランチョンセミナー35

ランチョンセミナー36
近視増は本当？

～子どもの近視と最新知見～
（土-LS36）
ロート製薬㈱

ランチョンセミナー37
ディープラーニング
（Deep learning）

白内障手術
（土-LS37）
日本アルコン㈱

ランチョンセミナー38
wAMDの診断と長期に渡る治療
マネジメント - 最適なモニタリング
と抗VEGF薬の投与間隔 -

（土-LS38）
  バイエル薬品㈱／参天製薬㈱

ランチョンセミナー29
ワンデー アキュビュー®

モイスト® 　　　　　　　
～見える仕組みと処方法の科学的考察～

（土-LS29）

マルチフォーカル

顕微鏡下の難症例手術を再考する： 
①実践と教育への斬新な視点、
②術中眼底観察の新技術とその実力

（土 -LS35）
ライカマイクロシステムズ㈱

併設器械展示
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総日程　第3日　10月14日（土） ・・・同時通訳


