
石橋　達朗 先生（九州大学大学院医学研究院眼科学分野 教授）

日常の眼科診療において、 眼底観察及び記録は不可欠なものです。 今日、 この分野の技術進歩には
目覚ましいものがあります。
本セミナーでは 「Optos 驚異の 200°撮影 ・ ・ ・ 200Tx ・ Daytona の魅力！ Part 2」 というテーマで
Optos 200Tx、 Daytona の魅力について経験豊富な 3 人の先生方に御講演を頂きます。
Optos 200Tx は、 無散瞳、 非接触による一回約 0.3 秒の撮影で、 画角 200°、 眼底の約 80％にあた
る領域画像を取得可能で、 かつフルオレセイン蛍光造影検査 (FA)、 眼底自発蛍光撮影 (FAF) が標準
装備されている話題の超広角走査レーザ検眼鏡です。 また、 Daytona は FA の機能はないものの装置
自体はコンパクトで 200Tx と同様に 200°の撮影機能を有しています。
まず濱田直紀先生に “開業医における Daytona の使用経験” について、 続いて櫻井寿也先生に “すご
いぞ Optos 200Tx 病院編” で広角撮影での様々な症例を呈示して皆様に魅力を紹介して頂きます。 最
後に吉田宗徳先生に “広角 FA,FAF でみる！眼底周辺部あんな所見、 こんな所見” と題して、 大学病
院における Optos 200Tx による様々な症例を供覧して頂く予定です。
一人でも多くの方に聴講して頂き Optos 200Tx 及び Daytona の魅力を感じて頂ければ幸いです。

1975年 九州大学医学部 卒業
1975年 九州大学医学部眼科学教室 入局
1977年 九州大学医学部大学院（病理学教室） 入学
1981年 九州大学医学部大学院（病理学教室） 卒業
1981年 九州大学医学部眼科 助手
1984年 南カリフォルニア大学、ドヘニー眼研究所に留学

本セミナーは整理券制です

濱田 直紀 先生（医療法人大宮はまだ眼科 院長）
開業医における Daytonaの使用経験

櫻井 寿也 先生（社会医療法人きつこう会多根記念眼科病院 副院長）

吉田 宗徳 先生（名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学 病院教授）
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日時：2014年 11月 13日 (木 ) 12:00～ 13:00
会場：第 11会場 (神戸国際展示場 1号館 2F展示室 2A)

すごいぞ Optos 200Tx！！病院編
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大学病院における Optos 200Txの有用性
広角 FA, FAFでみる！眼底周辺部あんな所見、こんな所見

1993年 昭和大学医学部 卒業
 東京大学医学部眼科学教室入局
1994年 国保旭中央病院眼科 勤務（千葉県）
1999年 東京大学医学部付属病院分院 文部教官助手
2000年 東京大学医学部付属病院分院 医局長
2001年 東京大学医学部付属病院本院 文部教官助手
2003年 東京大学医学部付属病院本院 医局長
2005年 5月 大宮はまだ眼科　開設
 現在に至る

1988年 奈良県立医科大学 卒業
1993年 奈良県立医科大学大学院 卒業
1998年 奈良県立医科大学眼科学教室 医局長
2001年 多根記念眼科病院 副部長
2010年 多根記念眼科病院 副院長
 現在に至る

1988年 京都大学医学部 卒業
1991年 京都大学大学院医学研究科
1995年 京都大学眼科 助手
1996年 ハーバード大学スケペンス研究所 研究員
1998年 神戸市立中央市民病院眼科 副医長
2001年 名古屋市立大学医学部眼科 講師
2003年 名古屋市立大学医学部眼 助教授
2007年 名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学 准教授
2012年 名古屋市立大学大学院医学研究科視覚科学 病院教授
 現在に至る

1986年 帰国後、九州大学医学部眼科 講師
1995年 九州大学医学部眼科 助教授
2001年 九州大学大学院医学研究院眼科学分野 教授
2013年 九州大学副学長 兼任
2014年 九州大学病院長 兼任
 現在に至る

演題 1

演題 2

演題 3

Optos驚異の 200°撮影…
　　　　　　　200Tx・Daytonaの魅力！ Part 2
Optos驚異の 200°撮影…
　　　　　　　200Tx・Daytonaの魅力！ Part 2
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前田 直之 先生

大阪大学大学院医学系研究科
　　　　視覚情報制御学寄附講座 教授

根岸 一乃 先生

慶應義塾大学医学部眼科学教室 准教授

1988年　慶應義塾大学医学部 卒業

1988年　同大学 眼科学教室 入局

1995年　国立埼玉病院 眼科 医長

1998年　東京電力病院 眼科 科長

2001年　慶應義塾大学 眼科 専任講師

2007年　慶應義塾大学 眼科 准教授

 　　　　　 現在に至る

1988年　慶應義塾大学医学部 卒業

1988年　同大学 眼科学教室 入局

1995年　国立埼玉病院 眼科 医長

1998年　東京電力病院 眼科 科長

2001年　慶應義塾大学 眼科 専任講師

2007年　慶應義塾大学 眼科 准教授

 　　　　　 現在に至る

1984 年　高知医科大学 （現高知大学医学部） 卒業

1992 年　米国ルイジアナ州立大学眼科リサーチフェロー

1995 年　大阪大学眼科学教室 助手

1999 年　大阪大学眼科学教室 講師

2001 年　大阪大学大学院感覚機能形成学 助教授

2004 年　大阪大学大学院視覚情報制御学寄附講座 教授

　　　　 　 現在に至る

1984 年　高知医科大学 （現高知大学医学部） 卒業

1992 年　米国ルイジアナ州立大学眼科リサーチフェロー

1995 年　大阪大学眼科学教室 助手

1999 年　大阪大学眼科学教室 講師

2001 年　大阪大学大学院感覚機能形成学 助教授

2004 年　大阪大学大学院視覚情報制御学寄附講座 教授

　　　　 　 現在に至る

（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 ) 講座 教授）

西田 幸二 先生

近年、 光干渉断層計をはじめとする革新的な検査技術の導

入により、 実際の臨床の中で患者の病態や重症度の理解が

可能となり、 治療法の進歩にもつながっています。

前眼部でも、 ペンタカムを代表とするシャインプルーク ・ カメ

ラの原理に基づいたスリットスキャン式角膜トポグラファーの登

場によって、 角膜前面のみならず角膜後面解析や、 デンシ

トメトリー解析が可能になりました。

その結果、 より精密・正確な角膜形状解析ができるようになり、

角膜疾患の診断や白内障手術前検査に極めて有用となって

います。 そこで今回のセミナーでは、 前田直之先生に非球

面、 多焦点、 トーリックなど、 光学的に付加価値を持つ IOL

（ニューテクノロジー IOL と呼ばれる） の選択時におけるペン

タカムの有用性を、 宮田和典先生には IOL デンシトメトリー解析について、 根岸一乃先生にはペンタカムを

用いた LASIK 眼における眼内レンズ度数計算プログラムについてお話していただきます。

皆様には最先端のペンタカム活用法の実践についてお聞き頂き、 日常臨床にお役に立てて頂ければと思い

ます。 奮って参加下さい。

1988 年　大阪大学医学部 卒業

1989 年　大阪厚生年金病院 医員

1992 年　京都府立医科大学 助手

1998 年　ソーク研究所 ( 米国、 サンディエゴ ) 研究員

2000 年　大阪大学大学院医学系研究科 助手

2001 年　大阪大学大学院医学系研究科 講師

2004 年　大阪大学大学院医学系研究科 助教授

2006 年　東北大学大学院医学系研究科 教授

2010 年　大阪大学大学院医学系研究科 教授

　　　　 現在に至る

第 68 回日本臨床眼科学会　モーニングセミナー 21
日時 ： 2014 年 11 月 15 日 ( 土 ) 7:45 ～ 8:45
会場 ： 第 11 会場 ( 神戸国際展示場 1 号館 2F 展示室 2A)

ペンタカムによる白内障術前検査 IOL のデンシトメトリ解析
　　　　　　　～ EAS-1000 からペンタカムへ

ペンタカム～ A-P Calculator による
                    LASIK 術後眼の IOL 計算

演題 1

宮田 和典 先生

医療法人明和会宮田眼科病院 院長

1984 年　久留米大学医学部 卒業

1984 年　東京大学医学部眼科入局

1986 年　東京大学医学部眼科 助手

1991 年　東京大学医学部眼科 講師

1994 年　カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学

1997 年　医療法人明和会宮田眼科病院 副院長

1998 年　東京大学医学部眼科 非常勤講師　

1999 年　医療法人明和会宮田眼科病院 院長

2000 年　宮崎大学 ( 前宮崎医科大学 ) 臨床教授　

2008 年　医療法人明和会理事長　宮田眼科病院 院長

　　　　 　  現在に至る

1984 年　久留米大学医学部 卒業

1984 年　東京大学医学部眼科入局

1986 年　東京大学医学部眼科 助手

1991 年　東京大学医学部眼科 講師

1994 年　カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学

1997 年　医療法人明和会宮田眼科病院 副院長

1998 年　東京大学医学部眼科 非常勤講師　

1999 年　医療法人明和会宮田眼科病院 院長

2000 年　宮崎大学 ( 前宮崎医科大学 ) 臨床教授　

2008 年　医療法人明和会理事長　宮田眼科病院 院長

　　　　 　  現在に至る

演題 2 演題 3

座長

知っておきたい！！！

ペンタカムの活用法


