
日時・会場 演題名 演者 所属

　眼抗加齢のサプリメントは有効か？~Evidence and experiences~ 川崎　佳巳 　宝塚第一病院　眼科部長

　ブドウ膜炎の診断と治療のアップデート 中井　慶 　淀川キリスト教病院　眼科部長

　裂孔原性網膜剥離の日帰り手術：コツと落とし穴

　白内障難症例の手術攻略法：その１（小瞳孔、IFIS、過熟白内障）

　インド・ダラムサラにおけるEye Camp活動 ～この16年～ 岡田　明 　おかだ眼科　院長・AOCA

　日常診療におけるヘルペス性角結膜炎の診療ポイント 井上　智之 　多根記念眼科病院　眼科副部長

　網膜下出血の治療指針：紹介のタイミングとタイプ別の治療方法

　白内障難症例の手術攻略法：その２（角膜混濁、亜脱臼、緑内障発作）

　多焦点眼内レンズの良し＆悪し：手術成績の実際と問題点 高田　雄介 　おおしま眼科クリニック　検査統括主任

　強度近視関連網膜硝子体疾患の診断と治療 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　OCTを用いた「緑内障（グラ）もどき」の鑑別診断と治療の考え方 狩野　廉 　福島アイクリニック　副院長

　ぶどう膜炎診療の実際　最近の症例を紐解く 大黒　伸行 　JCHO大阪病院　眼科部長

　眼科検査機器のアップデート（広角観察カメラ、ＣＡＳＩＡ、ＯＣＴＡなど） 高田　雄介 　おおしま眼科クリニック　検査統括主任

　多焦点レンズ眼の網膜剥離の術中眼内視認性と手術成績

　眼内レンズ関連合併症の術式選択と治療成績

　角膜内皮再生医療 奥村　直毅 　同志社大学生命医科学部　准教授

　加齢黄斑変性の病態と日常診療のコツ 安川　力 　名古屋市大学医学系研究科眼科　准教授

　症例検討：屈折矯正手術のトラブルシューティング

　更なる低侵襲硝子体手術への挑戦 前野　貴俊 　東邦大学医療センター佐倉病院　教授

　IOL度数計算アップデート 前田　直之 　湖崎眼科　副院長

　網膜硝子体手術のホットトピックス 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　再考！眼表面・涙液と手術 高　静花 　大阪大学視覚先端医学寄附講座　准教授

　「結膜炎・角膜炎」眼科医院の外来で、ちょっと役立つ40分 佐々木　香る 　JCHO星ヶ丘医療センター　眼科部長

　裂孔原性網膜剥離：緊急度の見極め 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　使ってみよう！眼底自発蛍光 沢　美喜 　堺市立総合医療センター　網膜担当部長

　網膜疾患の視機能と人工硝子体の展望 岡本　史樹 　筑波大学大学院医学系研究科眼科　講師

　症例検討：急ぎ症例への対応と難症例の取り組み 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　多焦点レンズ眼の検査のコツと注意点および最新の３焦点レンズの紹介 高田　雄介 　おおしま眼科クリニック　検査統括主任

　経営の基本原則とスタッフに求められる役割 藤澤　功明 　株式会社日本経営　取締役会長

　当院での有水晶体眼内レンズ（ＩＣＬ）手術の初期成績 高田　雄介 　おおしま眼科クリニック　検査統括主任

　水晶体および眼内レンズ（亜）脱臼の治療指針 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　角膜内皮疾患と新しい治療 稲富　勉 　国立長寿医療研究センター　眼科部長
　京都府立医科大学眼科　客員講師

　隅角鏡検査の重要性と低侵襲緑内障手術（MIGS） 大鳥　安正 　国立病院機構大阪医療センター　眼科主任部長

  コロナ禍における診々連携：日帰り手術における変化と重症化傾向 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

  ＤＭＥ治療のアップデート：抗ＶＥＧＦ薬が効かない時のプランＢ 野崎　実穂 　名古屋市大学医学系研究科眼科　講師

  ＣＯ２レーザーを使用した眼瞼下垂手術 宮田　信之 　岡田眼科　副院長

  眼内コンタクトレンズ（ICL）の適応の実際と手術成績 高田　雄介 　おおしま眼科グループ　検査統括主任

　難治性黄斑円孔閉鎖の新たな術式の紹介 大島　佑介 　おおしま眼科グループ　代表

  基幹病院における角膜クリニック 林　仁 　日本赤十字社神戸赤十字病院　眼科部長

  エクストリーム！緑内障治療　血管新生緑内障編 稲谷　大 　福井大学医学部眼科学教室　主任教授

　裂孔原性網膜剥離の緊急性と治療における難易度の判断

  乳頭ピット・黄斑症候群の診断と治療の実際

  Vogt-小柳-原田病における診断/治療のpit fall 丸山　和一 　大阪大学視覚情報制御学寄附講座　准教授

  パキコロイド関連疾患アップデート 古泉　英貴 　琉球大学大学院医学研究科眼科学講座　教授

　症例検討：ナプキンリング形成した陳旧性網膜剥離の硝子体手術 大島　佑介 　おおしま眼科グループ　代表

  斜視・弱視のクリニック診療：当院での取り組みの現状 小島　美帆 　おおしま眼科グループ　小児眼科専任医師

  小児の斜視・弱視：病診連携のタイミング 木村　亜紀子 　兵庫医科大学眼科学教室　准教授

  眼科手術：ちいさな工夫でおおきな効果 堀口　正之 　藤田医科大学　眼科特命教授

  日常診療における前眼部光干渉断層計（CASIA-2）の有用性 溝口　晋 　おおしま眼科松原クリニック　院長

　線維性血管増殖膜に起因する牽引性網膜剥離の手術戦略 大島　佑介 　おおしま眼科グループ　代表

  外来診察でよく目にする眼瞼疾患の診療ポイント 今川　幸宏 　大阪回生病院眼瞼性手術センター　部長

  緑内障　OCT & 手術治療の　A to Z 三木　篤也 　愛知医科大学近視進行抑制寄付講座　教授
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　オルソケラトロジーによる近視治療の実際 水田　里美 　おおしま眼科池本クリニック　視能訓練士

　多焦点眼内レンズに対する当院の取り組み 池本　淳子 　おおしま眼科池本クリニック　院長

　日帰り硝子体手術の適応と治療成績 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　開業医の先生も知っておきたい、退行性眼瞼疾患の診かた・治しかた 今川　幸宏 　大阪回生病院眼形成手術センター　部長

　気を付けたい白内障手術合併症 櫻井　寿也 　多根記念眼科病院　院長

第2回 2020/11/7 (土）

第3回 2021/05/22 (土）

第4回 2021/11/27 (土）

第5回 2022/05/28 (土）

第6回 2022/11/19 (土）

日時・会場 演題名 演者 所属

　外来診療で役立つ小児眼瞼疾患の診かた・治しかた 今川　幸宏 　大阪回生病院眼形成手術センター　部長

　白内障手術の屈折精度を高めるための眼内レンズ選択 前田　直之 　湖崎眼科　副院長

　多焦点眼内レンズの使用経験：The Real World 大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

　硝子体手術の新たな試み 櫻井　寿也 　多根記念眼科病院　院長

　特別講演：IOL 強膜内固定術 ―進化と深化― 山根　真 　横浜市立大学附属市民総合医療センター　講師

第11回
2021/05/22 (土）

合同 ウェビナー

第10回
2020/11/7 (土）

合同 ウェビナー

   第10回　高槻・北摂地区 眼科勉強会（合同プログラム）

　おおしま眼科クリニック　院長大島　佑介2017/7/29 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻
第4回

2018/1/20 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

大島　佑介 　おおしま眼科クリニック　院長

第3回

　前田直之（湖崎眼科）、大内雅之（大内雅之アイクリニック）、
　福岡佐知子（多根記念眼科病院）、福山会里子（福山眼科）

第5回

第1回
2015/12/5 (土）

おおしま眼科クリニック

2016/7/9 (土）

おおしま眼科クリニック

2017/1/14 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

第9回
2020/2/8 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

第6回
2018/7/28 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

第8回
2019/7/20 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

第7回
2019/1/19 (土）

アンシェルデ・マリアージュ高槻

2022/11/19 (土）

合同 ウェビナー

　最先端眼科手術研究会　プログラム

第1回
2019/11/30 (土）

ホテルモントレグラスミア大阪

   第12回　高槻・北摂地区 眼科勉強会（合同プログラム）

　おおしま眼科クリニック　高槻・北摂地区 眼科勉強会　プログラム

　おおしま眼科池本クリニック　八尾・南河内地区 眼科勉強会　プログラム

第1回
2019/8/31 (土）

八尾市文化会館 プリズムホール

第2回

   第14回　高槻・北摂地区 眼科勉強会（合同プログラム）

   第13回　高槻・北摂地区 眼科勉強会（合同プログラム）

第13 回

2022/05/28 (土）

ホテルアベストグランデ高槻
（合同 ウェビナー）

   第11回　高槻・北摂地区 眼科勉強会（合同プログラム）

第12 回
2021/11/27 (土）

合同 ウェビナー

大島　佑介 　おおしま眼科グループ　代表

第14回


