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期　日：2019年7月27日|土|，7月28日|日|

場　所：JEC 日本研修センター江坂（大阪）
〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂5F
http://www.jec.ne.jp/esaka/index.html

   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 運営事務局 塚本俊平 
   〒630-0101 奈良県生駒市高山町8916-16
   参天製薬株式会社 奈良研究開発センター内
   電話：0743-79-4509　FAX：0743-79-4591
      shumpei.tsukamoto@santen.com   

第39回 比較眼科学会年次大会 開催概要
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【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  
  池田 華子 　京都大学 医学部附属病院 臨床研究総合センター 開発企画部 准教授

【教育講演】
　　眼科用剤の眼内薬物動態
  真野 英俊　参天製薬株式会社 安全性動態グループ 

【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～

　　・網膜剥離の病態と病因    前原 誠也　酪農学園大学
　　・半導体レーザーによる網膜凝固   岡本 有一　動物眼科センター
　　・グリーンレーザーによる網膜凝固  小林 義崇　アニマルアイケア・東京動物眼科醫院
　　・硝子体手術の進歩（装置と観察系）  久保 明　　 VECSどうぶつ眼科 
　　・硝子体手術における網膜復位の実際  若生 晋輔　トライアングル動物眼科診療室
　　・網膜剥離症例に対する硝子体手術の適応・不適応 梅田 裕祥　横浜どうぶつ眼科
　　・硝子体手術の術後管理（合併症とその対応） 辻田 裕規　どうぶつ眼科専門クリニック

【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
  上野真治　名古屋大学 医学部医学科感覚器障害制御学教室 講師

　　第 2 部：毒性質問箱　～医薬品開発毒性研究者と眼科専門家のクロストーク～
             安全評価委員会
  　パネリスト：小野寺 博志　前 医薬品医療機器総合機構，
                 　  　友廣 雅之　INERS，
                                                 　 大竹 誠司　株式会社LSIメディエンス　鹿島安全性第1研究部，
                                                 　 谷本 憲昭　田辺三菱製薬株式会社

【一般演題口演】17本

【眼科関連機器展示】

【情報交換会】
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比較眼科学会 第39回年次大会について
1.　 令和元年 7 月 27 日|土|， 28 日|日|    JEC日本研修センター江坂 にて開催
2.　 参加費  当日受付　会員 15，000 円　非会員 17，000 円　学生 3，000 円
　　　　 　 事前登録　会員 12，000 円　非会員 15，000 円
3. 　情報交換会（懇親会） 7 月 27 日|土|　18:00-（予定）
　　 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
 　　情報交換会費：5000 円（学生：3000 円） 
　　　　　　　　　 
 

受付について
1. 　参加受付は， 5B-5にて行います． 受付開始時間は以下のとおりです． 
      　27日｜土｜11:30-
     　 28日｜日｜ 8:30-
2. 　事前参加登録をお済の方は， 受付にてご氏名及びご所属をお伝えいただき， 参加証及び
       講演要旨集をお受け取りください．
3. 　当日参加登録の方は参加登録用紙に必要事項をご記入の上， 受付にてお手続き願います．
       なお， 学生の方は学生証のご提示をお願いいたします．
  

施設内において
1. 　施設内では常に参加証を見えるところに付けておいてください
     （施設への入場許可証を兼ねております）．
2. 　施設内でのお呼び出しはできません．
3. 　5 階に喫煙室があります． そちら以外は全て禁煙となっております．
4. 　各会議室での飲食は可能となっております．
5. 　会場内では携帯電話の電源をお切りください．
       それ以外の場所でも施設内ではマナーモードに設定し， できる限りご使用はご遠慮ください．
6. 　ゴミは各自でお持ち帰りくださいますようお願いいたします．
7. 　休憩スペースではお静かにお願い致します．

お知らせとお願い
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講師 ・ 発表者の皆様
1. 　各会場に発表用のパソコン（PC）とプロジェクターを準備しております．
2.    発表30分前までに発表データ（スライド）受付にて， 発表データの受付をお願いいたします．
3.　 発表10分前に次演者席にお越しください．
4.　 一般講演は，発表時間 8 分， 質疑応答 2 分の計 10 分です． 
       発表終了時間に1回， 10 分の持ち時間終了時に 2回， ベルを鳴らします．
       予定時間を超過した場合は中断させていただく事もございますのでご了承ください．

座長の皆様
1.　 ご担当いただく講演の 10 分前に次座長席にお越しください．
2.　 発表時間予定を厳守していただき， 運営がスムーズに進むようご協力をお願いいたします．

展示企業の皆様
1.　 展示コーナーは 5B-5 です．
2.　 展示の準備は 27 日 9:00 以降に開始してください．
3.　 撤去は 28 日 16:00 までに終了させてください．

会場内での公衆無線LAN
5A-1  第1会場
　SSID　WIRELESSLAN-01　PASSWORD　SR0001ESAKA

5A-2  情報交換会会場
　SSID　WIRELESSLAN-02　PASSWORD　SR0002ESAKA
5B-4，5B-5 展示会場，控室
　SSID　WIRELESSLAN-00　PASSWORD　SR0000ESAKA

5C-1  第2会場
　SSID　WIRELESSLAN-03　PASSWORD　SR0003ESAKA
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交通案内

JEC日本研修センター 江坂
　　大阪府吹田市江坂町1-13-41　SRビル江坂（旧 NF江坂ビル）5F
　　TEL.06-6386-4040 FAX.06-6386-4848
　　http://www.jec.ne.jp/esaka/index.html

電車でお越しのお客様へ
　　JR新大阪駅から大阪メトロ御堂筋線で4分，
　　大阪メトロ梅田駅から御堂筋線で9分
　　大阪空港駅から大阪モノレール12分，千里中央駅乗り換え，北大阪急行線で8分
　　大阪メトロ御堂筋線「江坂」駅から徒歩5分

車でお越しのお客様へ
　　大阪国際空港（伊丹空港）から車で20分，名神高速・阪神高速・豊中ICより15分

※駐車場はございませんので，近隣の駐車場をご利用ください．
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会場案内
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日程表　1日目

12 :00

11:00
11:30-  　　　登録受付  ［5B-5］

13:00-13:10　　開会の辞13 :00

14 :00

15 :00

16 :00

17 :00

18 :00

19 :00

20:00

第 1会場［5A-1］ 第 2会場［5C-1］ 
 

15:00-15:50　 【教育講演】
眼科用剤の眼内薬物動態
真野 英俊　参天製薬株式会社　
　座長：大塚 博比古 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

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 
池田 華子　京都大学 医学部附属病院 准教授

　座長：細井 一弘 参天製薬株式会社

　

　　

 

18:00-19:30　  情報交換会 ［5A-2］

　

13:10-14:50　　一般演題　口演-1　 

7月27日 |土|

12:00-13:00
拡大役員会［5B-4］

17:30-18:00
編集委員会［5B-4］

①13:10-13:35 座長：和田 聡　　アステラス製薬株式会社
　OP-01 坂田 恵美，OP-02 守田 淳哉 
②13:35-14:00 座長：寺門 邦彦　相模原どうぶつ医療センター
　OP-03 望月 一飛，OP-04 仁藤 稔久
③14:00-14:25 座長：奥原 裕次　キッセイ薬品工業株式会社
　OP-05 三輪 幸裕，OP-06 青木 陽祐
④14:25-14:50 座長：小山 博美　ネオベッツVRセンター
　OP-07 川上　亮，OP-08 深川　碧

日程表　1日目
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14:10-16:00　  一般演題 口演-2

9:00-12:00　  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～ 

前原 誠也　酪農学園大学              
岡本 有一　動物眼科センター              
小林 義崇　アニマルアイケア・東京動物眼科醫院      
久保 明　　動物眼科VECS              
若生 晋輔　トライアングル動物眼科診療室          
梅田 裕祥　横浜どうぶつ眼科              
辻田 裕規　どうぶつ眼科専門クリニック             

　座長：藤井 裕介 アセンズ動物病院　眼科
             太田 充治 動物眼科センター　

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
上野 真治　名古屋大学 医学部医学科 講師
　座長：荒木 智陽 株式会社新日本科学 安全性研究所
             今若 美穂 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

第2部：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～
安全性評価研究会
　パネリスト：小野寺 博志 前 医薬品医療機器総合機構，
                       友廣 雅之 INERS，
                       大竹 誠司 株式会社 LSIメディエンス，
                       谷本 憲昭 田辺三菱製薬株式会社
    進行：有江 裕子 わかもと製薬株式会社

13:10-14:00　  総会

第 1会場［5A-1］ 第 2会場［5C-1］

12:10-13:00
基礎部会委員会
会場：第2会場
　　  ［5C-1］

12:10-13:00
臨床部会委員会
会場：［5B-4］

※お弁当とお茶をご用意しております．
　ご歓談ください

①14:10-14:35 座長：柿内 太   　エーザイ株式会社
　OP-09 瀧田 真平，OP-10 荒木 智陽 
②14:35-15:00 座長：福島 潮　　鎌倉山動物病院
　OP-11 小松 紘之，OP-12 宇佐美 研介
③15:00-15:25 座長：山下 真　　ファーブル動物病院眼科
　OP-13 中泉 直樹，OP-14 渡邉 尚行
④15:25-15:50 座長：金井 享　　北里大学
　OP-15 西塚 健太，OP-16 稲垣 真央
⑤15:50-16:00 座長：余戸 拓也　日本獣医生命科学大学
　OP-17 平島　享   
　

日程表　2日目



–   8  –

プログラム

　特別講演 第1会場［5A-1］

7月27日|土| 16:30-18:30 座長：細井 一弘　参天製薬株式会社

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 
　　池田 華子

京都大学 医学部附属病院 臨床研究総合センター 開発企画部 准教授

15

名古屋大学 医学部医学科 感覚器障害制御学教室 講師

　基礎部会セッション 第2会場［5C-1］

第1会場［5A-1］

7月28日|日| 14:00-16:00 座長：荒木 智陽 株式会社新日本科学 安全性研究所
　　  今若 美穂 Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

進行：有江 裕子 わかもと製薬株式会社

座長：藤井 裕介　アセンズ動物病院  眼科
         太田 充治　動物眼科センター　

第 1部：ERG検査の基礎から最新動向まで  
　　上野 真治

　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～

7月28日|日| 14:00-17:00

　教育講演 第1会場［5A-1］

7月27日|土| 10:15-12:15 座長：大塚 博比古　Axcelead Drug Discovery Partners株式会社

眼科用剤の眼内薬物動態
　　真野 英俊

参天製薬株式会社 安全性動態グループ

14

16

第2部：毒性質問箱 ～医薬品開発研究者と眼科専門家のクロストーク～
　　安全性評価研究会
　　 パネリスト：小野寺 博志　前 医薬品医療機器総合機構，
                友廣 雅之　INERS，
                大竹 誠司　株式会社LSIメディエンス　鹿島安全性第1研究部，
                谷本 憲昭　田辺三菱製薬株式会社
　

17

18

19

20

21

22

23

24

・網膜剥離の病態と病因
　　前原 誠也　　酪農学園大学
・半導体レーザによる網膜凝固
　　岡本 有一　　動物眼科センター  
・グリーンレーザーによる網膜凝固
　　小林 義崇　　アニマルアイケア・東京動物眼科醫院 
・硝子体手術の進歩（装置と観察系）
　　 久保 明　　　どうぶつ眼科VECS
・硝子体手術における網膜復位の実際
　　若生 晋輔　　トライアングル動物眼科診療室 
・網膜剥離症例に対する硝子体手術の適応・不適応
　　梅田 裕祥　　横浜どうぶつ眼科 
・硝子体手術の術後管理（合併症とその対応）
　　辻田 裕規　　どうぶつ眼科専門クリニック 

プログラム
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VEP検査によるカニクイザルの視機能評価の検討 
　　○坂田 恵美 株式会社新日本科学 安全性研究所

ラット水晶体混濁の評価における徹照像撮影装置の有用性
　　○守田 淳哉 大正製薬株式会社

神経性乾性角結膜炎が認められた犬の12例
　　○望月 一飛 アニマルアイケア東京・安部動物病院

イヌにおけるBUTとマイボスコア, マイバムの性状, 圧出量および圧出性の相関性
　　○仁藤 稔久 どうぶつ眼科専門クリニック

新規低酸素誘導因子阻害剤ハロフジノンの
マウス網膜虚血再灌流モデルにおける神経保護効果 
　　○三輪 幸裕 慶應大学・眼科

イヌの眼瞼縁領域におけるLid wiperおよび粘膜皮膚移行部の組織学的検討
　　○青木 陽祐 麻布大学附属動物病院・眼科

犬の水晶体嚢内摘出術後の続発緑内障に対するMP-TSCPの短期術後成績
　　○川上 亮 ネクスト動物医療センター

眼内に発生したFMRDの一例
　　○深川 碧 鎌倉山動物病院

OP-01

OP-02

OP-03

OP-04

OP-05

OP-06

OP-07

OP-08

　一般演題　口演-1 7月27日|土|　13:10-14:50         第1会場［5A-1］

①13:10-13:35　基礎    座長：和田 聡　 アステラス製薬株式会社

②13:35-14:00　臨床    座長：寺門 邦彦  相模原どうぶつ医療センター 

③14:00-14:25　基礎    座長：奥原 裕次  キッセイ薬品工業株式会社 

④14:25-14:50　臨床    座長：小山 博美  ネオベッツVRセンター 

プログラム

25

26

27

28

29

30

31

32

プログラム
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種内および種間での転写産物比較から明らかになる眼球に発現するEYSの特徴 
　　○瀧田 真平 国立障害者リハビリテーションセンター研究所

サルを用いた眼科学的検査におけるOCTアンギオグラフィ利用に関する検討
　　○荒木 智陽 株式会社新日本科学 安全性研究所

光干渉断層計(Optical Coherence Tomography: OCT)を用いた
正常眼圧犬における視神経乳頭の陥凹に対する検討
　　○小松 紘之 アニマルアイケア・東京動物眼科醫院

水晶体超音波乳化吸引術および水晶体嚢内摘出術が角膜知覚に与える影響
　　○宇佐美 研介 アニマルアイケア・東京動物眼科醫院

犬裂孔性網膜剥離に対する25ゲージ経毛様体扁平部硝子体手術の術後成績
　　○中泉 直樹 横浜どうぶつ眼科

犬水晶体超音波乳化吸引術後における角膜内皮細胞密度の変化 
　　○渡邉 尚行 横浜どうぶつ眼科

角膜上皮封入嚢胞が破裂したイヌの一例
　　○西塚 健太 鎌倉山動物病院

角膜カルシウム変性症と診断した犬22例の検討
　　○稲垣 真央 アニマルアイケア・東京動物眼科醫院
 

25G-硝子体手術のポート作成部における止血凝固の必要性の検討
　　○平島 享 横浜どうぶつ眼科

OP-09

OP-10

OP-11

OP-12

OP-13

OP-14

OP-15

OP-16

OP-17

　一般演題　口演-2 7月28日|日|　14:10-16:00         第1会場［5A-1］

①14:10-14:35　基礎    座長：柿内 太  エーザイ株式会社安全性研究所筑波研究室
 
 

②14:35-15:00　臨床    座長：福島 潮 鎌倉山動物病院
 
 
 

③15:00-15:25　臨床    座長：山下 真 ファーブル動物病院眼科
 
 

④15:25-15:50　臨床    座長：金井 享 北里大学
 
 

プログラム

33

34

35

36

37

38

39

40

41

⑤15:50-16:00　臨床    座長：余戸 拓也 日本獣医生命科学大学
 

プログラム
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企業一覧　 

　

展示企業

協賛企業

プログラム

　　株式会社インターズー
　　エイエムオー・ジャパン株式会社
　　株式会社エムイーテクニカ
　　カールツァイスメディテック株式会社
　　カイ インダストリーズ株式会社
　　興和創薬株式会社
　　千寿製薬株式会社
　　株式会社トーメーコーポレーション
　　株式会社ファームプレス
　　株式会社緑書房
　　有限会社メイヨ－
　　株式会社メニワン
　　

　　イソップ薬品株式会社
　　エーザイ株式会社
　　株式会社ＬＳＩメディエンス
　　小野薬品工業株式会社
　　共立製薬株式会社
　　参天製薬株式会社
　　千寿製薬株式会社
　　大日本住友製薬株式会社
　　有限会社メイヨ－

プログラム

展示企業

　　株式会社エムイーテクニカ
　　株式会社シード
　　株式会社新日本科学
　　千寿製薬株式会社
　　株式会社ファームプレス
　　有限会社メイヨー
　　株式会社メニワン

協賛企業

　　エーザイ株式会社
　　株式会社 LSIメデイエンス
　　参天製薬株式会社

広告協賛

　　株式会社シード
　　株式会社新日本科学
　　千寿製薬株式会社
　　株式会社メニワン

50音順　敬称略
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住所：沖縄県名護市字喜瀬1792番地
電話：0980-53-3155

●空港リムジンバス（Ｄエリア　西海岸・北コース）
　　ザ・ブセナテラス下車（所要時間約2時間） 徒歩3分

●路線バス　系統番号120番
会場までのアクセス

　　ザ・ブセナリゾート前バス停下車（所要時間約2時間30分）　徒歩20分

第40回 比較眼科学会年次大会は沖縄県で開催します
会期：2020年7月10日|金|，11日|土|

会場：万国津梁館　サミットホール
　　　〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬1792番地
　　　TEL：0980-53-3155 FAX：0980-53-3163
　　　URL：https://www.shinryokan.com

　　　　ブセナテラスホテル併設
　　　　2000年九州・沖縄サミット首脳会合（G8サミット）会場

大会長：小林 一郎　どうぶつ眼科Eye Vet

お知らせ




