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　光干渉断層計（OCT）の登場によって、過去 15 年余りの間に網膜硝子体疾患の診察向上は
革新的な進歩を遂げ、診断精度、病態の理解、治療効果の評価などが飛躍的に向上しました。
とりわけ、最近になって実用化され、急速な普及を遂げているフーリエドメイン OCT

（FD-OCT）によって、眼科診療形態が次第に変化してきております。さらに、網膜断層像の
みならず En Face OCT angiography がこれから注目されることと思います。
　本セミナーでは Optovue 社  RTVue XR Avanti による En Face OCT angiography に関して、
生野恭司先生には総論として「光干渉断層計の役割～形態から機能へ～」について、具体的
な症例に関して石羽澤明弘先生に「OCT angiography を用いた糖尿病網膜症診療」について、
吉田宗徳先生には「En Face OCT angiography による網脈絡膜血管病変評価」について、ご
講演いただく予定です。
ご来場の先生方に RTVue XR Avanti の魅力を感じていただければ幸いです。
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日時：2014 年 11 月 30 日（日）8:00-9:00
場所：第 3 会場
　　　（大阪国際会議場 12F 特別会議場）
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