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日程表

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

第1会場
（会場）1F 大会議室 

第2会場
（会場）2F 中会議室201

 
 

11:00-12 :00 拡大理事会

13:10-14:10 一般講演-1
OP01-OP03 　座長　余戸拓也 日本獣医生命科学大学

　  福島　潮 鎌倉山動物病院

OP04-OP06　座長　金井一享 北里大学
 梅田裕祥 横浜どうぶつ眼科

16:00-17:30 一般講演-2
OP07-OP09　座長　太田充治 動物眼科センター

 辻田裕規 どうぶつ眼科専門クリニック

OP10-OP12　座長　小林義崇 アニマルアイケア・東京動物眼科醫院
荒木智陽 株式会社新日本科学

OP13-OP15　座長　田中浩二 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱
     前原誠也 酪農学園大学

 　

14:20-15 :50 特別講演  SL-01

iPS細胞およびES細胞からの視神経細胞の作製と展望

　

東　範行 

　　

国立成育医療研究センター　眼科・視覚科学研究室

座長　安部勝裕 安部動物病院

18:00-19:30

情報交換会　会場：つくば国際会議場 1F  レストラン エスポワール 

13:00-13:10

　

開会式

11:30-　　　　登録受付
1F 大会議室前

7月29日 |土|

12:00-13:00
比較眼科研究編集委員会
役員控室：小会議室301

日程表　1日目



日程表

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

9:00

  

　

　
　　

7月30日 |日|

　

　

13:30-14:30 教育講演  EL-01

角膜上皮細胞を用いた再生医療製品の開発
小笠原隆広
　株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング

　　　座長　佐々木正治 アッヴィ合同会社

9:00-12:00 臨床部会シンポジウム  CS-01～CS-05

10:00-12:00 
基礎部会講演 
BS-01

細胞の自己組織化能を利用した
in vitro での
機能的立体組織の構築
永樂元次
　京都大学 ウイルス・再生医科学研究所
　　座長　大塚博比古
　　　Axcelead Drug Discovery Partners㈱

専門医が教える眼科手術のコツ
CS-01　チェリーアイに対するポケット法

藤井裕介
CS-02　結膜皮弁術とACell Vet Corneal Discの併用

太田充治
CS-03　核処理とビスコエクストラクション

小林義崇
CS-04　アーメド緑内障バルブ

久保　明
CS-05　ISP手術

小山博美

12:10-13:00

総会

14:40-15:20 一般講演-3
OP16-OP19   座長　印牧信行 麻布大学

 厚見育代 千寿製薬㈱

第1会場
（会場）1F 大会議室 

第2会場
（会場）2F 中会議室201

日程表　2日目

　特別講演 SL-01 第 1 会場

7月29日|土| 14:20-15:50 座長：安部勝裕　安部動物病院

iPS細胞およびES細胞からの視神経細胞の作製と展望
東 範行 

国立成育医療研究センター 眼科・視覚科学研究室

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　

　教育講演 EL-01 第1会場

7月30日|日| 13:30-14:30 座長：佐々木正治　アッヴィ合同会社

角膜上皮細胞を用いた再生医療製品の開発
小笠原隆広

基礎部会講演 BS-01 第2会場

7月30日|日| 10:00-12:00 座長：大塚博比古　Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

細胞の自己組織化能を利用した in vitroでの機能的立体組織の構築
　　永樂元次

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所　発生システム制御分野

プログラム テーマ：進化する再生医療と比較眼科学

16

18

19



日程表

10 :00

11 :00

12 :00

13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

9:00

7月30日 |日|

13:30-14:30 教育講演 EL-01

角膜上皮細胞を用いた再生医療製品の開発
小笠原隆広

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
　　　座長　佐々木正治 アッヴィ合同会社

9:00-12:00 臨床部会シンポジウム CS-01～CS-05

10:00-12:00

基礎部会講演
BS-01

細胞の自己組織化能を利用した
in vitro での
機能的立体組織の構築
永樂元次

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所
　　座長　大塚博比古

Axcelead Drug Discovery Partners㈱

専門医が教える眼科手術のコツ
CS-01 チェリーアイに対するポケット法

藤井裕介
CS-02 結膜皮弁術とACell Vet Corneal Discの併用

太田充治
CS-03 核処理とビスコエクストラクション

小林義崇
CS-04 アーメド緑内障バルブ

久保　明
CS-05 ISP手術

小山博美

12:10-13:00

総会

14:40-15:20 一般講演-3
OP16-OP19 座長　印牧信行 麻布大学

厚見育代 千寿製薬㈱

第1会場
（会場）1F 大会議室

第2会場
（会場）2F 中会議室201

　特別講演 SL-01 第 1 会場

7月29日|土| 14:20-15:50 座長：安部勝裕　安部動物病院

iPS細胞およびES細胞からの視神経細胞の作製と展望
　　東 範行 

国立成育医療研究センター 眼科・視覚科学研究室

株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング　

　教育講演 EL-01　 第1会場

7月30日|日| 13:30-14:30 座長：佐々木正治　アッヴィ合同会社

角膜上皮細胞を用いた再生医療製品の開発
　　小笠原隆広

　基礎部会講演 BS-01 第2会場

7月30日|日| 10:00-12:00 座長：大塚博比古　Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

細胞の自己組織化能を利用した in vitroでの機能的立体組織の構築
　　永樂元次 

京都大学 ウイルス・再生医科学研究所　発生システム制御分野

プログラム テーマ：進化する再生医療と比較眼科学
プログラム



　臨床部会シンポジウム 専門医が教える眼科手術のコツ 第1会場

7月30日|日|　9:00-12:00

CS-01 チェリーアイに対するポケット法

CS-02

CS-03

藤井裕介
アセンズ動物病院 眼科 

結膜皮弁術とACell Vet Corneal Discの併用
　太田充治

動物眼科センター

核処理とビスコエクストラクション
　　　小林義崇

アニマルアイケア・東京動物眼科醫院 

プログラム

CS-04 アーメド緑内障バルブ
　　　久保 明

どうぶつ眼科VECS 

CS-05 ISP手術
　　　小山博美

ネオベッツVRセンター 

プログラム



　臨床部会シンポジウム 専門医が教える眼科手術のコツ 第1会場

7月30日|日| 9:00-12:00

CS-01 チェリーアイに対するポケット法

CS-02

CS-03

藤井裕介
アセンズ動物病院 眼科

結膜皮弁術とACell Vet Corneal Discの併用
太田充治
動物眼科センター

核処理とビスコエクストラクション
　　　小林義崇

アニマルアイケア・東京動物眼科醫院

プログラム

21

22

23

CS-04 アーメド緑内障バルブ
　　　久保 明

どうぶつ眼科VECS

24

CS-05 ISP手術
　　　小山博美

ネオベッツVRセンター

25

　一般口演-1 7月29日|土|　13:10-14:10 第1会場

座長：余戸拓也　日本獣医生命科学大学
福島　潮　鎌倉山動物病院

座長：金井一享　北里大学
梅田裕祥　横浜どうぶつ眼科

①13:10-13:40

②13:40-14:10

OP-01 水晶体超音波乳化吸引術を実施したトイ・プードル30症例の術後前房内フレア値の推移

OP-02

OP-03

　○松浦尚哉
工藤動物病院

白内障として紹介・来院した犬の眼にみられた合併症及び併発症について
○岡本有一
動物眼科センター

白内障症例における散瞳前後での眼圧変化を比較した回顧的研究
　　○小松紘之

ナディア動物クリニック・動物眼科 

プログラム

OP-04 イヌの白内障手術成績と特異な転機がみられたイヌの白内障手術3例
　　○齋藤陽彦

トライアングル動物眼科診療室 

OP-05 アメリカン・コッカー・スパニエルの白内障における遺伝子解析 
　　○印牧信行

麻布大附属動物病院 

OP-06 術後網膜剥離予防のために網膜光凝固術を併用した犬の水晶体嚢内摘出術の術後成績
　　○伊藤洋輔

どうぶつ眼科VECS

プログラム



　一般口演-2 7月29日|土|　16:00-17:30 第1会場

座長：

：

：

太田充治　動物眼科センター
辻田裕規　どうぶつ眼科専門クリニック

①16:00-16:30

②16:30-17:00

OP-07 家兎を用いた緑内障フィルトレーションデバイスAlcon ExpressTM設置眼における
MRI撮影の影響 

OP-08

OP-09

　○柴崎桃子
柴崎動物病院

犬の緑内障治療成績についての回顧的研究 
○久保 明
どうぶつ眼科VECS 

イヌの原発緑内障に対する前房内シャント術の術後成績 
　　○風間善道

トライアングル動物眼科診療室 

プログラム

座長 小林義崇　アニマルアイケア・東京動物眼科醫院
荒木智陽　株式会社新日本科学

OP-10 イヌにおけるストリップメニスコメトリーチューブによる
涙液分泌機能測定についての検討 

座長 田中浩二　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
前原誠也　酪農学園大学

犬の前房穿刺誘発性ぶどう膜炎モデルにおけるステロイド性抗炎症点眼液の
穿刺後早期の炎症抑制効果について 

　　○岩下紘子
トライアングル動物眼科診療室

OP-11 涙液層破壊時間を治療効果判定に用いた犬の2例 
　　○高橋広樹

どうぶつ眼科専門クリニック

OP-12 アレルギー性結膜炎と考えられる犬51例における結膜嚢細菌叢 
　　○村松勇一郎

赤塚犬猫病院

③17:00-17:30

OP-13

　　○岩崎喜和子
北里大学獣医学部小動物第2内科学研究室

OP-14 網膜変性モデルマウスに対するHIF阻害剤トポテカンの治療的効果と
その分子メカニズム 
　　○三輪幸裕

慶應義塾大学医学部 眼科学教室

OP-15 非臨床安全性試験における眼科検査所見用語の統一へ向けた試み 
　　○金丸千沙子

比較眼科学会 基礎部会

プログラム

一般口演-3 7月30日|日| 14:40-15:20 第1会場

座長：印牧信行　麻布大学
厚見育代　千寿製薬株式会社

①14:40-15:20

OP-16 犬角膜上皮細胞株から作製した細胞シートの無縫合移植

OP-17

OP-18

　○森田希輔
東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医外科学研究室

ヒトiPS細胞由来角膜上皮細胞の血管新生能に関する検討
○能美君人
大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学（眼科学）

角膜切開を用いずに治療を試みた特発性慢性表層性角膜上皮欠損の犬の18頭‐21眼
　　○中原和人 

中原動物病院

プログラム

41

42

43

OP-19 角膜保護治療に反応しない薬剤起因性角膜障害（DICD）が疑われた2例
　　○仁藤稔久

どうぶつ眼科専門クリニック

44



一般口演-2 7月29日|土| 16:00-17:30 第1会場

座長：

：

：

太田充治　動物眼科センター
辻田裕規　どうぶつ眼科専門クリニック

①16:00-16:30

②16:30-17:00

OP-07 家兎を用いた緑内障フィルトレーションデバイスAlcon ExpressTM設置眼における
MRI撮影の影響

OP-08

OP-09

　○柴崎桃子
柴崎動物病院

犬の緑内障治療成績についての回顧的研究
○久保 明
どうぶつ眼科VECS 

イヌの原発緑内障に対する前房内シャント術の術後成績
　　○風間善道

トライアングル動物眼科診療室

プログラム

32

座長 小林義崇　アニマルアイケア・東京動物眼科醫院
荒木智陽　株式会社新日本科学

33

34

OP-10 イヌにおけるストリップメニスコメトリーチューブによる
涙液分泌機能測定についての検討

座長 田中浩二　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
前原誠也　酪農学園大学

犬の前房穿刺誘発性ぶどう膜炎モデルにおけるステロイド性抗炎症点眼液の
穿刺後早期の炎症抑制効果について

　　○岩下紘子
トライアングル動物眼科診療室

35

OP-11 涙液層破壊時間を治療効果判定に用いた犬の2例
　　○高橋広樹

どうぶつ眼科専門クリニック

36

OP-12 アレルギー性結膜炎と考えられる犬51例における結膜嚢細菌叢
　　○村松勇一郎

赤塚犬猫病院

37

③17:00-17:30

OP-13

　　○岩崎喜和子
北里大学獣医学部小動物第2内科学研究室

38

OP-14 網膜変性モデルマウスに対するHIF阻害剤トポテカンの治療的効果と
その分子メカニズム
　　○三輪幸裕

慶應義塾大学医学部 眼科学教室

39

OP-15 非臨床安全性試験における眼科検査所見用語の統一へ向けた試み
　　○金丸千沙子

比較眼科学会 基礎部会

40

　一般口演-3 7月30日|日|　14:40-15:20 第1会場

座長：印牧信行　麻布大学
厚見育代　千寿製薬株式会社

①14:40-15:20

OP-16 犬角膜上皮細胞株から作製した細胞シートの無縫合移植

OP-17

OP-18

　○森田希輔
東京大学大学院農学生命科学研究科 獣医外科学研究室

ヒトiPS細胞由来角膜上皮細胞の血管新生能に関する検討
○能美君人
大阪大学大学院医学系研究科脳神経感覚器外科学（眼科学） 

角膜切開を用いずに治療を試みた特発性慢性表層性角膜上皮欠損の犬の18頭‐21眼 
　　○中原和人 

中原動物病院

プログラム

OP-19 角膜保護治療に反応しない薬剤起因性角膜障害（DICD）が疑われた2例 
　　○仁藤稔久

どうぶつ眼科専門クリニック

プログラム




