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診療体制： 

月曜～土曜（第２土曜日休診）午前診････９時 10 分より開始 

月曜・木曜のみ 午後診････１時 30 分より開始 

   受付時間：  

午前診 8:55～11:00 

午後診 13:00～14:30  

外来診療の特徴： 

眼科全分野に対応できるようにしている 

     当科は、日本眼科学会研修認定施設である 

 

b．診療実績 

年間全手術件数  2,162 件 

白内障手術     1,818 件 

網膜硝子体手術      203 件 

緑内障手術         81 件 

 入院待機患者数         約 200 名 

教育   北大阪眼科セミナーを年 3回開催 

 

c．研究実績 

 

英文原著、著書 

1. Kameda T, Tanabe T, Hangai M, Ojima T, Aikawa H, Yoshimura N. Fixation behavior 

in advanced stage glaucoma assessed by the MicroPerimeter MP-1. Jpn J Ophthalmol. 

2. 2009;53:580-7.  

 

和文原著、著書 

1. 田邉晶代（北野病院眼科）：緑内障診療 グレーゾーンを越えて  マイクロペリメトリ

の使い方 臨床眼科 増刊号：166-167、2009  

 

2. 田邉晶代（北野病院眼科）： Q&A“近視眼における視野変化” Focus on Glaucoma  2009    

 

国内学会、講演 

1. 第109回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.3.26 松宮 亘1、齋藤伊三雄1、山田紫

織2（1北野病院眼科 2橋本医院）：自然閉鎖を認めたstage3の特発性黄斑円孔の1例  

 



2. 第109回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.3.26 長松俊次、田辺晶代（北野病院眼

科）：当院における視神経疾患の検討 

 

3. 第 110 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.6.18 杉田圭二郎 田辺晶代 齋藤伊三

雄（北野病院眼科）：心内膜炎に起因したと考えられる細菌性眼内炎の 1例 

 

4. 第 110 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.6.18 森下清文 1 齋藤伊三雄 2（1医療

法人森下眼科 2北野病院眼科）：緑内障術後の低眼圧黄斑症の 1例 

 

5. 第 110 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.6.18 木村忠貴 1 松宮亘 2 齋藤伊三

雄 1（1北野病院眼科 2神戸大学眼科）：白内障術後に眼圧回復を得た外傷性低眼圧黄

斑症の一例 

 

6. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 杉田圭二郎（北野病院眼科）：ケ

ースカンファレンス 網膜虚血性疾患の自験例 

 

7. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 宇治彰人、小池伸子、山田洋史、

齋藤伊三雄（北野病院眼科）：北野病院における極小切開硝子体手術（MIVS）の経験 

 

8. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 鵜木則之：トリアムシノロンテ

ノン嚢下注射の、汎網膜光凝固術による黄斑浮腫悪化に対する抑制効果 

 

9. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 木村忠貴、齋藤伊三雄（北野病院

眼科）：インフリキシマブ投与を行ったベーチェット病の 1 例 

 

10. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 小池伸子（北野病院眼科）：当院

におけるラニビズマブの使用成績 

 

11. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 田辺晶代（北野病院眼科）：当科

における急性緑内障発作に対する治療についての検討 

 

12. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 長松俊次、田辺晶代、齋藤伊三雄

（北野病院眼科）：急性原発閉塞隅角症の早期治療における角膜圧迫の検討 

 

13. 第 111 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2009.11.26 齋藤伊三雄（北野病院眼科）：２

００９年の北野病院 アクアレースの使用経験 

 
14. 第 112 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2010.3.25 杉田圭二郎 鵜木則之 小池伸子 

齋藤伊三雄（北野病院眼科）：ＡＩＤＳ患者の真菌性眼内炎の１例 

 

15. 第 112 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2010.3.25 長松俊次 木村忠貴 田辺晶代 齋

藤伊三雄（北野病院眼科）：眼窩内リンパ腫の一例 

 

16. 第 112 回 北大阪眼科セミナー、大阪、2010.3.25 宇治彰人 田辺晶代 齋藤伊三雄

（北野病院眼科）：角膜内皮細胞減少を伴った虹彩分離症の１例 

 

17. 第 20 回 日本緑内障学会臨床眼科学会、沖縄、2009.11.13-15 長松俊次、田辺晶代、

齋藤伊三雄（北野病院眼科）：急性原発閉塞隅角症の初期治療としての角膜圧迫法の有



用性の検討 

 

18. 第 20 回 日本緑内障学会臨床眼科学会、沖縄、2009.11.13-15 田邉晶代 斎藤伊三

雄（北野病院眼科）：乳頭黄斑神経線維束領域における網膜神経線維層障害の検討～

RTvue とＲｅｄ ｆｒｅｅ眼底写真を用いた評価 

 

19. 第 63 回臨床眼科学会、福岡、2009.10.9-12 田辺晶代（北野病院眼科）：インストラ

クションコース 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 “原発閉塞隅角緑内障の国際分類” 

 

20. 第 63 回臨床眼科学会、福岡、2009.10.9-12 木村忠貴 1、長松俊次 1、松宮亘 2、田辺

晶代 1、齋藤伊三雄 1（1北野病院眼科 2神戸大学）：白内障術後に眼圧回復を得た遷延

性外傷性低眼圧黄斑症の一例 

 

21. 第 32 回日本眼科手術学会、神戸、2009.1. 23-25 田邉晶代（北野病院眼科）：教育セ

ミナー 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 (2) 瞳孔ブロックの解除—レーザー虹彩切

開術（LI）周辺虹彩切除術（ＰＩ）  

 

22. 第 48 回日本網膜硝子体学会、名古屋、2009.12.4-6 杉田圭二郎、田辺晶代、鵜木則

之、齋藤伊三雄（北野病院眼科）：心内膜炎に起因したと考えられる細菌性転移性眼内

炎の 1例 

 

23. 第 48 回日本網膜硝子体学会、名古屋、2009.12.4-6 小池伸子、長松俊次、宇治彰人、

木村忠貴、齋藤伊三雄（北野病院眼科）：黄斑円孔を合併した裂孔原性網膜剥離の視力

予後 

 

24. Focus on Glaucoma、京都、2009.2.26. 田邉晶代（北野病院眼科）：当科における SLT

の術後成績の検討 

 

25. 高砂加古川眼科医会講演会、大阪、2009.2.28. 田邉晶代（北野病院眼科）：緑内障治

療～薬物療法の基本と手術療法へのターニングポイント 

 

26. 緑内障手術の会、大阪、2009.7. 田邉晶代（北野病院眼科）：ニードリングの方法 

 

27. 近畿眼科オープンフォーラム、大阪、2009.8.30. 田辺晶代（北野病院眼科）：近視眼

における眼底診断のポイントとコツ 

 

28. 緑内障勉強会、大阪、2009.9.26.田辺晶代（北野病院眼科）：OCT~緑内障診療にどう使

う？ 

 

29. 西区眼科カンファレンス、神戸、2009.11.28.田辺晶代（北野病院眼科）：OCT~緑内障

診療にどう使う？ 

 

30. 第33回日本眼科手術学会 2010.1. 24. 東京  教育セミナー 原発閉塞隅角緑内障

の治療戦略 (1) 原発閉塞隅角緑内障の診断の進め方  田邉晶代 

 

31. Focus on Glaucoma  2010.2.19. 京都 田邉晶代 “近視緑内障眼の乳頭黄斑神経線維

束領域におけるＮＦＢＤの検討“ 


