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セッション 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ
番号

一般口演 1
全身病・遺伝子疾患

O-01 コケイン症候群の１例 柊山友里恵 大阪医大 /大阪回生病院眼科 /大阪医大皮膚科

O-02 Rubinstein-Taybi 症候群の一例 川口奈都美 近畿大

O-03 OFCD症候群の 2家系 4症例の臨床像 山﨑　智幸 浜松医大

O-04 SLC38A8変異による黄斑低形成 林　　孝彰 東京慈恵医大・葛飾

O-05 遅視症の 1例 加島　悠然 三重大

一般口演 2
検査診療体制

O-06 視神経炎のOCTA所見 二階堂貴文 広島大

O-07 小児に対するHE-2000 の使用経験 高野　史生 神戸大

O-08 福山医療センターの ROP管理 田淵　昭雄 川崎医福大

O-09 未熟児網膜症の発症と治療 橋本　祐子 兵庫県立こども病院

O-10 当院における小児緑内障症例 春日　俊光 順天大・練馬

ランチョンセミナー 1 LS1-1,2 小児先天網膜疾患について学ぼう　共催：バイエル薬品（株）・参天製薬（株）

第 16 回・第 17回
日本小児眼科学会賞
受賞記念講演

AW1-1 ROPの抗VEGF薬治療後再燃 田中　　慎 国立成育医療研究センター /横浜市立大学市民総合医療センター

AW2-1 Early laser photocoagulation in infants with incontinentia pigmenti 中尾　志郎 長崎大

AW2-2 フルオレセイン経口投与での FA 山雄さやか 近畿大

シンポジウム 1
ロービジョン児（弱視児）
の学習支援（と連携）

S1-1 就学先決定と教育現場の課題 宇野　和博 筑波大学附属視覚特別支援学校

S1-2 弱視児に対する医療と教育の連携 稲垣理佐子 浜松医大

S1-3 弱視児に対する学習支援 森　　まゆ 広島大　人間社会科学研究科

S1-4 重複障害児から気づいたこと 富田　　香 平和眼科

一般口演 3
腫瘍、頭蓋内疾患

O-11 黄斑微小嚢胞変化と逆行変性程度 羅　　錦營 ら（羅）眼科

O-12 同名半盲を合併した輻輳麻痺 小田奈央子 広島大

O-13 Rb に対する陽子線治療の合併症 中川　典彦 大阪大

O-14 小児眼窩横紋筋肉腫 髙尾　瑞季 産業医大

O-15 うっ血乳頭、乳頭形成不全の 1例 松岡　貴大 静岡県立こども病院 /静岡赤十字病院

イブニングセミナー ES-1,2 小児緑内障の治療戦略　共催：千寿製薬（株）
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招待講演 IL Toward Safe and Effective Treatment in Retinopathy of Prematurity Mary Elizabeth Hartnett John A. Moran Eye Center, US

一般口演 4
未熟児網膜症に対する

IVR 治療

O-16 ラニビズマブの ROPの治療効果 高野　史生 神戸大

O-17 ROPに対する IVR 単独投与 歌村　翔子 近畿大

O-18 ROPに対する IVB後の RRD 村上　智哉 筑波大

O-19 コロナ禍における ROP診療の変化 小幡　峻平 滋賀医大

O-20 ROP・IVR 治療後の再治療因子 山口　昌彦 愛媛県立中央病院

ランチョンセミナー 2 LS2-1,2 Updates on Retinopathy of prematurity treatment　共催：ノバルティス ファーマ（株）

シンポジウム 2
未熟児網膜症研究の進歩

S2-1 ROPと黄斑形成 松下　五佳 産業医大

S2-2 未熟児網膜症と予測医療 福嶋　葉子 大阪大　眼免疫再生医学共同研究講座

S2-3 ROPに対するOCTA 野々部典枝 名古屋大　総合周産期母子医療センター

S2-4 ROPへのリパスジル点眼治験 有馬　　充 九州大ARO次世代医療センター

S2-5 未熟児網膜症に対する抗VEGF療法 岩橋　千春 近畿大

一般口演 5
症例報告

O-21 もやもや病合併朝顔症候群の 1例 横井　　匡 国立成育医療研究センター

O-22 先天網膜分離症の手術成績 岩橋　千春 近畿大

O-23 RPONに強膜炎を合併した 1例 大城　綾乃 琉球大

O-24 眼内若年性黄色肉芽種の１例 藤野　貴啓 大阪大

一般口演 6
屈折異常・ロービジョン

O-25 ROP, IVI 後 PHC再治療例の屈折経過 髙橋　理恵 福岡大

O-26 未熟児網膜症治療後の屈折異常 松村沙衣子 東邦大・大森

O-27 学童期における眼軸長の経年変化 森　　隆史 福島県医大

O-28 二重障害児のロービジョンケア 仁科　幸子 国立成育医療研究センター

セッション 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ
番号

共催シンポジウム　 ROP International Symposium in Kitakyushu 共催：ノバルティス ファーマ（株）

第 33回
日本小児眼科学会講習会
小児の視力マネジメント
をマスターする

講習会 -1 弱視の診断と治療 四宮　加容 徳島大

講習会 -2 学童近視の診療 五十嵐多恵 医科歯科大

講習会 -3 小児のデジタルデバイス障害 仁科　幸子 国立成育医療研究センター

－ 15 －



共催セミナー一覧

ランチョンセミナー 1
小児先天網膜疾患について

学ぼう
共催： バイエル薬品（株）・

参天製薬（株）

座長：近藤　寛之（産業医大）

演者：「小児難治性網膜疾患の診療マネージメント」森本　壮（大阪大）
演者： 「Management of retinal detachment with retinal fold in FEVR」  

Peiquan Zhao（ Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, China）

イブニングセミナー
小児緑内障の治療戦略
共催：千寿製薬（株）

座長：近藤　寛之（産業医大）

演者：「小児緑内障の早期発見と診断」仁科　幸子（国立成育医療研究センター）

演者：「病型ごとの治療と手術について」井上　俊洋（熊本大）

ランチョンセミナー 2
Updates on Retinopathy of 
prematurity treatment

共催：ノバルティス ファーマ（株）

座長：近藤　寛之（産業医大）

演者：「Updates on ROP treatment in Japan」松下　五佳（産業医大）
演者： 「Current Treatment of ROP in Taiwan」  

Wei-chi Wu（Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan）
※ランチョンセミナー１はオンデマンド配信はありません。当日開催・配信のみです。

共催シンポジウム

共催シンポジウム
ROP International 
Symposium 
in Kitakyushu

共催：ノバルティス ファーマ（株）

Opening Remarks 東　範行（国立成育医療研究センター）

Special Lecture 1:  
Update on ICROP3 
classification

司会：寺﨑　浩子（名古屋大）

演者：Mary Elizabeth Hartnett（John A. Moran Eye Center, US）

コメンテーター：日下　俊次（近畿大）

Special Lecture 2:  
Update on ROP 
treatment in Japan

司会：林　英之（福岡大）

演者：東　範行（国立成育医療研究センター）

Expert Panel 
Discussion :  
Worldwide updates 
on ROP treatment

司会：日下　俊次（近畿大）

司会：近藤　寛之（産業医大）

パネリスト：Mary Elizabeth Hartnett（John A. Moran Eye Center, US）

パネリスト：Peiquan Zhao（ Shanghai Jiao Tong University School of 
Medicine, China）

パネリスト：Wei-chi Wu（Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan）

パネリスト：寺﨑　浩子（名古屋大）

Closing Remarks 近藤　寛之（産業医大）
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