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プログラム
第1日目　2019年9月28日（土）

開 会 式 8：50～

一般口演1 9：00～10：10

［ 眼内腫瘍 ］� 座長：鈴木 茂伸（国立がん研究センター中央病院）�
� 髙橋 寛二（関西医科大学）　　　　　　　　

01 網膜前膜を伴う網膜色素上皮腺腫に対して硝子体手術を行い視力改善した1例
○秋山 雅人1）、田邉 美香1）、向野 利一郎1）、石川 桂次郎1）、上笹貫 太郎2）、伊地知 佳代3）、
孝橋 賢一3）、吉川 洋1）、園田  康平1）

1）九州大、2）鹿児島大、3）九州大 形態機能病理学

02 急激に増大したと考えられた眼球内 schwannomaの1例
○中山 知倫、渡辺 彰英、外園 千恵
京都府医大

03 小切開硝子体手術併用経強膜脈絡膜腫瘍摘出術を施行した悪性黒色腫の1例
○加瀬 諭、石田 晋
北海道大

04 全エキソン解析を実施した、眼球摘出1年7か月後に全身転移した脈絡膜悪性黒色種の1例
○柏木 広哉1）、吉川 周佐2）、尾上 剛士3）、伊藤 以知朗4）、水口 魔己5）、浦上 研一5）、�
山口 建5）、宮道 大督6）

1）県立静岡がんセンター、2）県立静岡がんセンター 皮膚科、3）県立静岡がんセンター 放射線、 
4）県立静岡がんセンター 病理、5）県立静岡がんセンター研究所、6）聖隷三方原眼科

05 神戸海星病院のぶどう膜黒色腫治療成績
○井之上 杏奈、安積 淳
神戸海星病院

06 転移性脈絡膜腫瘍に対して網膜下内視鏡手術を利用した局所摘出術を行った1症例
○加賀 達志

JCHO中京病院 眼科

07 転移性虹彩腫瘍に対するレーザー光凝固（PC）と経瞳孔温熱療法（TTT）
○佐藤 大介、田中 啓一郎、大口 泰治、古田 実、石龍 鉄樹
福島県医大

一般口演2 10：10～11：10

［ 眼内リンパ腫 ］� 座長：古田 実（福島県立医科大学）�
� 溝田 淳（帝京大学）　　　　

08 視神経炎との鑑別を要した乳頭腫脹型眼内悪性リンパ腫の1例
○野間 沙樹、三澤 宣彦、田上 瑞記、本田 茂
大阪市大
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09 ぶどう膜MALTリンパ腫の1例
○鈴木 茂伸、伊沢 英知
国立がん研究センター 眼腫瘍科

10 原発性眼内NK/T-cell lymphomaの1例
○大口 泰治、新竹 広晃、小島 彰、古田 実、石龍 鉄樹
福島県医大

11 眼内リンパ腫における採血結果および硝子体中サイトカイン濃度を用いたクラスター解析
○坪田 欣也、臼井 嘉彦、後藤 浩
東京医大

12 機械学習を用いた硝子体液中の免疫液性因子解析による眼内リンパ腫の識別検討
○禰津 直也1）、臼井 嘉彦1）、坪田 欣也1）、朝蔭 正樹1）、山川 直之1）、黒田 雅彦2）、�
齋藤 彰3）、杉本 昌弘4）、後藤 浩1）

1）東京医大、2）東京医大 分子病理学分野、3）東京医大 人工知能医応用医療講座、 
4）東京医大 低侵襲医療開発総合センター

13 眼内リンパ腫患者硝子体液および血清中における網羅的miRNA解析
○臼井 嘉彦1）、朝蔭 正樹1）、禰津 直也1）、清水 広之1）、成松 明知1）、坪田 欣也1）、�
馬詰 和比古1）、後藤 浩1）、黒田 雅彦2）

1）東京医大、2）東京医大 分子病理学分野

一般口演3 11：10～12：00

［ 眼瞼腫瘍Ⅰ ］� 座長：高比良 雅之（金沢大学）　　　　　　　�
� 林 暢紹（須崎くろしお病院／高知大学）

14 肉眼的 Pajetoid Spreadを伴う脂腺癌の3症例
○安積 淳
神戸海星病院

15 眼窩先端部に perineural spreadを認めた眼瞼脂腺癌の1例
○松田 弘道1）、敷島 敬悟1）、石田 勝大2）、佐藤 峻3）

1）東京慈恵医大、2）東京慈恵医大 形成外科、3）東京慈恵医大 病理学講座

16 二期的再建術を行った眼瞼悪性腫瘍の術後成績
○伊東 崇子1）、加瀬 諭1）、石嶋 漢2）、水門 由佳1）、石田 晋1）

1）北海道大、2）中川眼科

17 眼瞼脂腺癌の再建術式と再発、転移との関連
○渡辺  彰英、中山 知倫、丸橋 歩美、外園 千恵
京都府医大

18 眼瞼脂腺癌3例のエクソーム解析
○左野 裕介、秋山 雅人、藤井 裕也、関 瑛子、山名 佳奈子、田邉 美香、吉川 洋、�
園田 康平
九州大
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理 事 会 12：15～13：15 東京慈恵会医科大学　2号館　9F 901

ランチョンセミナー　12：15～13：15 共催：参天製薬株式会社

 � 座長：中野 匡（東京慈恵会医科大学）

［ 難治性眼疾患に挑む！～視機能温存に向けて～ ］
講演1　網膜色素変性の視機能温存に挑む

池田 康博　宮崎大学

講演2　難治性角結膜疾患の視機能温存に挑む
外園 千恵　京都府立医科大学

総　　会 13：25～13：35

眼腫瘍登録報告　13：35～13：50

［ 眼腫瘍全国登録（JCOTS）初年度報告 ］
鈴木 茂伸　国立がん研究センター中央病院 眼腫瘍科

一般口演4 13：50～14：40

［ IgG4・リンパ腫 ］� 座長：大島 浩一（国立病院機構岡山医療センター）�
� 安積 淳（神戸海星病院）　　　　　　　　　

19 IgG4関連眼疾患による視力低下
○田中 啓一郎、佐藤 大介、大口 泰治、古田 実、石龍 鉄樹
福島県医大

20 IgG4陽性MALTリンパ腫の2症例
○中澤 和樹1）、高比良 雅之1）、濱岡 祥子1）、満保 祐己1）、繰納 勉2）、杉山 和久1）

1）金沢大、2）恵寿金沢病院 眼科

21 IgG4関連眼疾患の治療経過中に複数の悪性リンパ腫を発症した1例
○曽根 久美子1）、馬詰 和比古1）、林 映2）、片桐 誠一郎3）、鈴木 茂伸4）、後藤 浩1）

1）東京医大、2）東京医大 膠原病内科、3）東京医大 血液内科、4）国立がん研究センター 眼科

22 眼付属器リンパ腫に対する FDG-PET検査における 
最大標準化取り込み値（SUVmax）の検討

○舩津 治彦1）、田邉 美香1）、秋山 雅人1）、山名 佳奈子1）、高木 健一1）2）、関 瑛子1）、�
左野 裕介1）、吉川 洋1）、園田 康平1）

1）九州大、2）国立病院機構 小倉医療センター
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23 RNAシークエンスによる IgG4関連眼疾患における遺伝子解析（第2報）
○朝蔭 正樹、臼井 嘉彦、小川 麻里奈、禰津 直也、清水 広之、坪田 欣也、山川 直之、�
馬詰 和比古、後藤 浩
東京医大

一般口演5 14：40～15：30

［ 眼窩腫瘍Ⅰ ］� 座長：嘉鳥 信忠（聖隷浜松病院）　　�
� 渡辺 彰英（京都府立医科大学）

24 涙腺アミロイドーシスの1例
○永井 騰是也1）、柚木 達也1）、奥野 のり子2）、林 篤志1）

1）富山大、2）富山大 病理

25 若年者に生じた眼窩限局型多発血管炎性肉芽腫症の1例
○大湊 絢1）、張 大行1）、福地 健郎1）、高村 紗由里2）、佐々木 嵩暢3）、梅津 哉4）

1）新潟大、2）新潟大 腎・膠原病内科、3）新潟大 耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
4）新潟大学医歯学総合病院 病理部

26 急な転帰を辿った多形腺腫源癌の1症例
○高比良 雅之、濱岡 祥子、竹本 大輔、杉山 和久
金沢大

27 経鼻的眼窩内腫瘍の適応
○鈴木 智成、田端 晋也、白畑 充章、安達 淳一、三島 一彦、西川 亮
埼玉医大 国際医療セ 脳神経外科

28 眼窩内腫瘍に対する内視鏡下経鼻的アプローチ方法の検討
○大村 和弘、鴻 信義
慈恵医大 耳鼻咽喉科

一般口演6 15：30～16：20

［ 眼窩腫瘍Ⅱ ］� 座長：兒玉 達夫（島根大学）�
� 大湊 絢（新潟大学）　

29 診断に苦慮した視神経腫瘍の1例
○髙鍬 広章1）、上田 幸典1）、山中 亜規子1）2）、高橋 めぐみ1）、土居 亮博1）、嘉鳥 信忠1）3）

1）聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科、2）京都府医大、3）大浜第一病院 眼形成眼窩外科

30 左眼固視不良より発見された小児髄膜腫の1例
○友寄 乃裕1）、酒井 浩之1）、太根 ゆさ1）、大山 健一2）、笹島 ゆうこ3）、溝田 淳1）

1）帝京大、2）帝京大 脳外、3）帝京大 病理

31 神戸海星病院で眼窩内髄膜腫と診断した症例の検討
○中鉢 亜弥、安積 淳
神戸海星病院
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32 聖隷浜松病院眼形成眼窩外科における眼窩内腫瘍摘出術および生検術の統計学的検討
○山中 亜規子1）2）、上田 幸典1）、高鍬 広章1）、高橋 めぐみ1）、土居 亮博1）、嘉鳥 信忠1）

1）聖隷浜松病院 眼形成眼窩外科、2）京都府医大

33 眼症状を主訴に診断に至った小児腫瘍性疾患32例の機能予後の検討
○山岡 正慶1）、本多 隆也1）、秋山 政晴1）、野中 雄一郎2）、柳澤 隆昭2）、敷島 敬悟3）

1）慈恵医大 小児科、2）慈恵医大 脳神経外科、3）慈恵医大

シンポジウム 16：30～17：25

 � 座長：辻 英貴（がん研究会有明病院）　�
� 敷島 敬悟（東京慈恵会医科大学）�

［ 視神経腫瘍 ］
S1　視神経乳頭腫瘍

古田 実　　福島県立医科大学 眼科

S2　視神経鞘髄膜腫
笹野 紘之　東京慈恵会医科大学附属病院 眼科

S3　視神経膠腫 Optic pathway glioma の診断と治療：生命予後と機能予後
柳澤 隆昭　東京慈恵会医科大学 脳神経外科学講座

特別講演 17：30～18：30

 � 座長：敷島 敬悟（東京慈恵会医科大学）

［ 最新の高精度放射線治療の現状と役割 ］
青木 学　東京慈恵会医科大学　放射線医学講座

懇 親 会 19：00～ THE CORE KITCHEN/SPACE （コアキッチン / スペース）


