
第 39回比較眼科学会年次大会 開催のご案内（第 3報） 

 

2019 年 5 月 29 日 

第 39 回比較眼科学会年次大会 大会長 細井 一弘 

 

第 39 回比較眼科学会年次大会のプログラムについてお知らせいたします。一般演題募集

および事前参加登録についても、下記の要領にて引き続き受け付けしています。多数の

方々の演題のご提供およびご参加をお願いいたします。 

 

1 一般演題募集および抄録受付 

 一般演題は口頭発表のみになります。 

発表時間は 8 分、質疑応答 2 分です。 

 発表者および First author は比較眼科学会会員に限り、原則 1 人 1 題とします。 

非会員の方はあらかじめ入会手続きを済ませてからお申し込みください。 

入会案内は比較眼科学会ホームページにございます。 

 学生の方の発表は、比較眼科学会会員を共同発表者とすることでお申し込みいただけ

ます。お申し込みの際に、学生である旨と比較眼科学会会員の共同発表者をお知らせ

ください。 

＜受付期間＞ 

2019 年 4 月 15 日（月）～2019 年 6 月 14 日（金） 

＜申し込み方法＞ 

下記の要領にて抄録を作成し、抄録送付先メールアドレスにご送付ください。 

抄録の受領をもちまして、一般演題受付といたします。 

なお、発表者の方は事前参加登録をお願いいたします。 

＜抄録作成要領＞ 

演題名、発表者情報（発表者および First author の氏名および所属）、目的、方法、考察を

明記して 1000 文字以内（図表を含む場合は 700 字以内）にまとめ、下記の情報を記載し

てメールにてご送付ください。 

 

①件名： 一般口演応募＜発表者氏名＞ 

②本文： 発表者情報（発表者および First author の氏名および所属）、演題名、連絡先

（E-mail および電話番号）を明記してください。 

③抄録ファイルの添付： Word 文書および PDF ファイルの両方をご送付ください。 

④抄録送付先メールアドレス： shumpei.tsukamoto@santen.com 

＊ 送付された抄録が事務局で確認できない場合、USB メモリにて郵送していただくこと



になります。 

 

2 事前参加登録 

 申し込み期間：2019 年 4 月 15 日（月）～2019 年 6 月 28 日（金） 

 以下の申し込みフォームよりお申し込みください。 

https://www.jscvo.jp/seminar/index.php?id=25 

 オンラインでの申し込みは仮登録といたします。仮登録後に参加費の振り込みを確認

してから本登録となりますのでご注意ください。 

 6 月 28 日（金）を過ぎるとは事前登録ができなくなります。また、仮登録後 7 月 5

日（金）までに参加費の振り込みが確認できない場合は当日参加扱いとさせていただ

きます。 

 一旦納入されました大会参加費および情報交換会費はご返却できませんのでご了承願

います。 

 学生（学部生および大学院生）は事前登録を受け付けません。当日学生証を持参の

上、受付にご提示ください。 

＜大会参加費＞ 

 会員 非会員 学生 

事前登録： ¥12,000 ¥15,000  

当日登録： ¥15,000 ¥17,000 ¥3,000 

 

＜情報交換会＞ 

 情報交換会費：5000 円（学生：3000 円） 

 日時：7 月 27 日（土）18:00（予定）より 

 場所：JEC 日本研修センター江坂 5F 情報交換会会場 

 

＜振り込み先＞ 

 振り込み口座 ： ゆうちょ銀行（ユウチョギンコウ） 

 口座名義 ： ダイサンジュウキュウカイヒカクガンカガッカイネンジタイカイ  

タイカイチョウ ホソイカズヒロ 

記号 ： 14510    口座番号 ： 27932181 

＊他金融機関から振り込みされる場合 

[店名] ： 四五八（ヨンゴハチ） 

[貯金種目] ： 普通預金 

[口座番号] ： 2793218 

 

 

https://www.jscvo.jp/seminar/index.php?id=25


＜お問い合わせ先＞ 

お問い合わせ等ございましたら、学会 HP のお問い合わせ先ではなく、下記事務局ま

でお電話、E メール等でご連絡ください。 

第 39 回比較眼科学会年次大会 運営事務局 塚本俊平 

参天製薬株式会社 奈良研究開発センター 安全性動態グループ 

〒630-0101 奈良県生駒市高山町 8916-16 

電話：0743-79-4509 

FAX：0743-79-4591 

E-mail：shumpei.tsukamoto@santen.com 



第 39回比較眼科学会年次大会 

日程表 1日目 

7月 27日（土） 

 会場 役員控室 

11:00 

11:30-登録受付  

12:00   

13:00 13:00-13:10 開式の辞 

 

 

 

14:00  

 

 

15:00   

16:00   

17:00   

18:00   

19:00   

20:00   

 

 

 

13:10-14:30 

一般演題 

14:30-14:45 休憩 

15:50-16:00 休憩 

 

14:50-15:50 [教育講演] 

点眼剤の薬物動態 
参天製薬株式会社 真野 英俊 

 

16:00-17:30 [特別講演] 

難治性眼疾患に対する新たな網膜

神経保護治療薬の開発と現状 

京都大学 医学部附属病院 池田 華子准教授

 

18:00-19:30 

懇親会 

会場：施設内別会場 

 拡大役員会 

12:00-13:00 

17:30-18:00 

編集委員会 



第 39回比較眼科学会年次大会 

日程表 2日目 
 

7月 28日（日） 

 第 1会場 第 2会場 

9:00  

 

10:00   

11:00  

 

 

 

12:00  

 

 

13:00   

14:00   

15:00   

16:00   

 

14:00-14:10 休憩 

酪農学園大学前原 誠也 

 

9:00-12:00 

 

9:00-12:00 

基礎部会 
セッション 

第 1部： ERG検査の基礎から最新動
向まで 
名古屋大学 医学部 上野真治 講師 

 
第 2部：安全性評価研究会との共同
企画「毒性質問箱～医薬品開発毒性
研究者と眼科専門家とのクロストー
ク～」 

12:00-13:00 休憩 

 
13:10-14:00 

総会 

 

14:10-15:30 

一般演題 

臨床部会 
セッション 
網膜剥離への挑戦 

～レーザーによる予防から硝子

体手術による治療まで～ 

酪農学園大学 前原 誠也 

動物眼科センター 岡本 有一 

アニマルアイケア・東京動物眼科醫院 小林 義崇 

動物眼科 VECS 久保  明 

トライアングル動物眼科診療室 若生 晋輔 

横浜どうぶつ眼科 梅田 裕祥 

どうぶつ眼科専門クリニック 辻田 裕規 

 

 

12:10-13:00 

臨床部会会議  

12:10-13:00 

基礎部会実行委員会 

会場：第 2会場 会場：役員控室 


