
第 347 回金沢眼科集談会 

プ ロ グ ラ ム 
 

日 時 令和 3年 12月 12日(日)13：00～16：00  

会 場 ホテル金沢 

形 式 ハイブリット形式 

〒920-0849 金沢市堀川新町 1 番 1 号 電話：076-223-1111 

  前回と参加方法、開始時間が変更となっておりますのでご注意ください 

 

         

（JR金沢駅東広場から徒歩で約 1分） 

（北陸自動車道 金沢東 ICから車で 10分 北陸自動車道 金沢西 ICから車で 15 分） 

 

・参加費は 2,000円です 

・本学会は専門医制度生涯教育事業（№59003）として認定されています 

・デジタルプレゼンテーションに限ります 

・パソコンはご自身のものをご持参ください 

 

共催：金沢眼科集談会 千寿製薬株式会社 

 
※次回は、令和 4 年 4 月 24 日（日） ホテル日航金沢にて開催の予定です。 



特別講演 13：00～14：00  

座長：杉山
すぎやま

和久
かずひさ

 （金沢大） 

「緑内障に関する最近の話題：QOL、DH 、PPG」 

新潟大学大学院医歯学総合研究科眼科学 分野 

福地健郎先生 

緑内障に関する最近の話題を３つ．QOL：緑内障治療の目的は生涯の QOLの維持である． 

私たち眼科医は緑内障による視野障害がどのような QOL にどのように影響するのかについ

て理解を深める必要がある．コントラスト感度測定など別な視機能指標も緑内障患者の QOL

評価に有用な可能性がある．DH：乳頭出血（DH）は緑内障の発症、進行に関わる強力な危

険因子である．DH(+)眼と DH(-)眼でクラスタ別視野障害進行について比較した．DH(+)眼で

は視野障害の進行が速いだけでなく中心近傍、下半視野障害の進行が速い．また DH(+)の他

眼は DH(-)でも、両眼とも DH(-)眼に比較すると視野障害進行が速い傾向がみられる．PPG：

緑内障診療ガイドライン第 4版で「前視野緑内障、Preperimetric glaucoma(PPG)」という

用語が正式に採用された．今回は興味ある自験例を紹介し、PPGの診断と経過観察、治療に

ついて議論したいと思う． 



一般講演  

（14：00～14：45）座長 高比良
た か ひ ら

雅之
まさゆき

（金沢大） 

1.光線力学的療法が著効した網膜下フィブリンを伴う中心性漿液性脈絡網膜症の

１例 

〇竹本
たけもと

大輔
だいすけ

、高比良雅之、杉山和久（金沢大） 

2.ブロルシズマブへの切り替えを行った滲出型加齢黄斑変性の臨床経過 

〇藤村
ふじむら

茂人
し げ と

（藤村有松眼科医院） 

3. 糖尿病黄斑浮腫に対するトリアムシノロンアセトニド硝子体内投与後の眼圧に 

おける硝子体手術の既往の有無の影響 

〇市
いち

橋
はし

祐
ゆう

志
し

、折井佑介、稲谷大（福井大） 

（14：45～15：30）座長  東出朋巳
ひがしでともみ

（金沢大） 

4. OCT対応視野計による前視野緑内障の視野異常検出力および異常点の頻度と 

部位の検討 

○宇田川
う だ が わ

さち子
こ

1)、大久保真司 1),2)、東出朋巳 1)、岩瀬愛子 3)、花形麻衣子 1)、竹本大輔 1)、 

島田賢 4)、杉山和久 1) 

1）金沢大、2)おおくぼ眼科クリニック、3)たじみ岩瀬眼科、4)興和株式会社 

5. 緑内障患者における眼瞼下垂手術前後の視野検査の検討 

○谷口
たにぐち

綾
あや

、柚木達也、大塚光哉、林 篤志（富山大） 

6. 広義 POAGにおける治療別の眼圧変化と眼球形状・角膜剛性との関連 

○丹羽
に わ

弘
ひろ

高
だか

1)、新田耕治 1)、杉山和久 2) 

1）福井県済生会病院、2)金沢大 

（15：30～16：00）座長 小林
こばやし

顕
あきら

（金沢大） 

7. 抗がん剤（S−１）関連涙道障害においては上下涙小管水平部閉塞前に手術 

すべきである 

○佐々木
さ さ き

次
つぎ

壽
ひさ

（佐々木眼科，金沢大）、繰納勉（恵寿金沢病院）、杉山和久（金沢大） 

8. 低加入度数分節型眼内レンズ挿入眼における Micro mono visionの効果 

○鵜飼
う か い

祐
ゆう

輝
き

、渋谷恵理、山崎舞、三田哲大、関祐介、高山綾子、中津川宥衣、丸山美貴、 

久保江理、佐々木洋（金沢医大） 



□『現地』でご参加いただく場合 

 事前お申し込みはございません。会場受付にて会費をお支払いくださいませ。 

□『WEB』でご参加いただく場合 

 事前にお申込み URL にてご登録、会費のお支払いをお願い申し上げます。 

 

【ご視聴の際の注意事項】 

・ご視聴いただく PC、スマホ、タブレットへ Zoomアプリのインストールをお願い致します。 

・当日ご視聴できなかった際のご返金はお受け致しかねます。 

・当日ご視聴できなかった際の専門医単位につきましては付与できません。 

【お申込み URL】 

https://bit.ly/3bYF9bQ 

 

ご参加方法により、お申込み、会費のお支払方法が異なります。 

ご注意くださいますようお願い申し上げます。 

【お申込み期限】 

お申込みは、 

12 月 12 日（土） 

開催時刻 13：00 までにお願

い致します。 

 

【お問い合わせ先】 

千寿製薬株式会社 

桝野 洋平 

080-9598-7013 

yohei-masuno@senju.co.jp 

 

【付与単位数】 

『現地』でのご参加：3 単位 

『WEB』でのご参加：2 単位 

https://bit.ly/3bYF9bQ


② お申込者情報の入力

お申込みURL https://bit.ly/3bYF9bQ

WEB参加費決済・ご視聴手順のご案内

お申込みは 12月12日（日）開催時刻13：00までにお願い致します。

③ お支払情報の入力

④ 利用規約への同意

PC画面 スマホ
タブレット画面

お申込みはPC・スマホタブレット
等の端末より行えます。
画面下の お申込み をクリック
してください。

確認する
をクリックしてください。

1.お申込み手順

※お支払方法はクレジットカードのみとなります。

① お申込み開始

各項目ご入力ください。
「お名前」
「性別」 「メールアドレス」
「施設名」「施設電話番号」
「施設都道府県」
「専門医番号」
「役職」

クレジットカード決済を選択し
「カード番号」「有効期限」
「セキュリティコード」
をご入力ください。

利用規約をご確認の上
「利用規約に同意する」に
チェックを入れ、

第347回 金沢眼科集談会

※専門医番号の項目に該当されない場合は
「なし」とご記載ください。

※複数名での同時登録は出来ません

※現地参加の方はご必要ございません。



ご視聴いただく端末（PC やスマホ、タブレット）へ、
Zoom の アプリケーションのインストール をお願いいたします。
※Webブラウザではご視聴いただけませんのでご了承ください。

講演会前日と、当日に送付させていただくリマインドメールに
「ここから参加」というリンクがございます。
リンクよりアクセスしご視聴ください。

※当日ご視聴できなくなった際のご返金はお受け致しかねますので、
あらかじめご了承ください。
また、専門医単位につきましても付与できません 。
何卒ご理解ご容赦のほど宜しくお願い申し上げます。

お申込み完了後２通のメールが届きます。

１．WEB決済完了メール

２．Zoomご視聴案内メール

こちらのメールで決済内容が送付されます。メールには領収書のURLがございます。
クリックすると領収書が表示されますので印刷してご利用ください。

こちらのメールで参加用リンクが送付されます。

メール本文の「ここから参加」というリンクをクリックしてご視聴ください。

⑤ お申込内容のご確認

2.当日のご視聴手順

PCで「Zoom Meetingsを開きますか？」のポップアップが

表示された場合は Zoom Meetingsを開く をクリック
してください。

【お問い合わせ】
千寿製薬株式会社 関西支店 京都グループ 桝野 洋平
TEL：080 9598 7013 Mail:yohei-masuno@senju.co.jp

メール送信元：イベントペイ ／ メールアドレス： <info@eventpay.jp>

メール送信元：第347回 金沢眼科集談会 事務局 ／ メールアドレス： <no-reply@zoom.us>

申込内容をご確認いただきましたら

この内容で申込する をクリック

【注意事項】

以上でお申込みは完了です。


