第 58 回日本弱視斜視学会総会
日時：2002 年 6 月 21 日(金)、22 日(土)
(倉敷市中央 1-18-1)

場所：倉敷市芸文館
会長：田淵昭雄

川崎医科大学眼科学教室

6 月 21 日(金) 9：40－１7：45
一般口演
Ⅰ 先天異常
1．片眼の下直筋と内直筋が肥大した先天性線維化症の 1 例
大本由佳 (川崎医大) 木村
岡

久 (川崎医大、川崎医福大感覚矯正)

真由美、新井紀子 (川崎医大) 深井小久子、田淵昭雄 (川崎医大、

川崎医福大感覚矯正)
2．先天無虹彩症の屈折管理の検討（Ⅰ）
筒井亜由美、菅澤

淳、中村桂子、濱村美恵子、寺井朋子、池田恒彦

(大阪医大)
3．下直筋欠損の手術成績
高橋麻穂、関口和行、坂上達志、久保田伸枝、丸尾敏夫 (帝京大)
4．先天性 Double depressor palsy の 2 例
羽角智美 (太田総合病院) 新田任里江 (北里大) 角田亮子 (太田総合病院)
藤田純子 (北里大) 中里宣幸 (太田総合病院) 田野貴俊、石川

均、市辺

義章、向野和雄 (北里大)
5．重複障害児の斜視手術の検討
磯辺真理子、黒田紀子 (千葉県こども病院) 渡邉

悌 (国保成東病院)

家泉直世、峰村久子 (千葉県こども病院)
Ⅱ 眼球運動・眼振・固定内斜視
1． 両眼斜視手術の既往のある固定内斜視の手術経験
中村愉美、三村

治 (兵庫医大) 片野拓哉 (鐘紡記念病院)

2． 眼球整復術が有効であった固定上内斜視の 1 例
佐藤美保、高井佳子、天野恵美 (名古屋大) 邱

信男 (きゅう眼科医院)

3． 強度近視に伴う固定内斜視の 1 例
土屋

櫻、上林

潔、細田裕治、松田真美、横瀬美恵子、利根川若枝

(山梨県立中央病院) 若月福美 (若月医院)
4． 先天周期性交代性眼振の病態
林

孝雄、長谷川二三代 (聖母病院、帝京大) 臼井千惠、久保田伸枝 (帝

京大)

5． Dissociated Strabisumus Complex の一症例
木井利明、母坪雅子、稲場深里、福田恵美、原野恵里 (札幌きい眼科)
服部彰紀 (はっとり医院)
6． 外斜視と定位の誤認
播磨優貴子 (北里大) 榊原七重 (森下記念病院) 松井孝子 (北里臨床環境
医学センター) 向野和雄 (北里大医療衛生学部) 清水公也 (北里大)
Ⅲ 検査・遺伝
1． 若年者近視例における雲霧法の有用性
大辻順子、内海

隆、信組明子、山田文子 (内海眼科医院)

2． A-V 型斜視の画像診断－水平筋の上下偏位について－その 2
大庭正裕、高谷匡雄、佐々木紀子、鈴木俊一 (札幌医大)
3． 斜視診療における眼窩画像診断の有用性について
天野恵美、佐藤美保 (名古屋大)
4． 間欠性外斜視の外眼筋におけるアグリカン量と臨床所見との関係
山根貴司、松尾俊彦、長谷部

聡、大月

洋 (岡山大)

5． 斜視の家族歴・妊娠分娩時異常と斜視検査所見との関係
平

由起、松尾俊彦、山根貴司、長谷部

聡、大月

洋 (岡山大)

Ⅳ 外斜視
1． みかけ上の開散過多型間欠性外斜視における術後眼位の検討
中尾武史、新見明子、石坂真美、山岸智子、初川嘉一 (大阪府立母子保健
医療センター)
2． 外斜視手術の 3 筋手術における量定の研究－過去 10 年間の統計学的検討－
小菅恵子、小澤啓子、中井理科、澤田悟子、田中佳子、丸山亜由美
大谷内かをり、松橋正和 (東邦大第一)
3． 間欠性外斜視のプリズム装用後眼位に対する手術効果の検討
寺井朋子、菅澤

淳、江富朋彦、清水みはる、池田恒彦

(大阪医大)

4． 外斜視における術式別治療結果
伊藤大蔵、大庭静子、野村亜希、呉竹容子 (神奈川県立こども医療センタ
ー)
5． 間欠性外斜視の術前眼位別の術後成績
山岸智子、石坂真美、新見明子、中尾武史、初川嘉一 (大阪府立母子保健
医療センター)
6． 間欠性外斜視術後の斜位の維持能力に影響する因子
楠部

亨、阿部考助、木下雅代、若山曉美、下村嘉一 (近畿大)

Ⅴ 斜筋・回旋斜視・上下斜視
1． 牽引試験により術式を決定した先天性上斜筋麻痺に外斜視を合併した 1 例

森田由香、岡本芳史、坂下千穂、岡本史樹、若林毅俊、本村幸子 (筑波大)
2． 上斜筋腱テノン嚢内迷入先天性上斜筋麻痺
高井佳子、佐藤美保、岡本洋子、天野恵美、近藤永子 (名古屋大)
3． Ocular tilt reaction の外眼筋手術
三村

治、中村愉美、来栖昭博、栗本拓治、木村亜紀子 (兵庫医大)

4． 回旋偏位に対する原田-伊藤法と上下直筋移動術の比較
横山真介、谷口小百合、宇宿敬子、室井知美、山田昌和 (慶應大) 仁科
幸子 (国立成育医療センター)
5． 間欠性外斜視における上下偏位
保沢こずえ、牧野伸二、酒井理恵子、深津広美、近藤玲子、川崎知子
坂庭敦子、山本裕子 (自治医大)
Ⅵ 内斜視
1． 乳児内斜視に対する計画的低矯正手術
塩屋美代子、細見容子、福岡安子、南村佳子 (新城眼科) 澤田

惇 (九州

保健福祉大)
2． 調節性輻湊過多型内斜視 10 例の治療成績
辛

米子、大柳静香、千葉桂三 (獨協医大) 鈴木利根 (獨協医大越谷)

3． 2 歳未満で手術した乳児内斜視の両眼視機能
瀧畑能子、向所真規 (滋賀県立小児保健センター) 可児一孝 (滋賀医大)
4． 早期発症内斜視に対する両内直筋大量後転術後の長期経過
室井知美、勝田智子、武田美幸、野崎なおみ (慶應大) 仁科幸子 (国立成
育医療センター) 富田

香 (平和眼科) 田中靖彦 (国立病院東京医療セン

ター) 山田昌和 (慶應大)
5． 乳児内斜視の長期予後
八子恵子、橋本禎子、鈴木説子、丹治弘子 (福島県医大)
Ⅶ 視機能・両眼視
1． 不同視弱視の両眼視機能
矢ヶ崎悌司、鈴木瑞紀、沖田葉矢子、田小路寿子、栃倉浪代、山辺抄智代
(眼科やがさき医院)
2． functional MRI による動的立体視の関連中枢の検討
岩見達也、西田保裕、林

理、木村牧子、坂井まり、可児一孝 (滋賀医大)

3． 視交叉病変における視野と立体視機能の術前・術後の変化
高橋洋司、藤田

聡、田澤

豊 (岩手医大) 昆

美保、大瀧亜季 (岩手医

大視能訓練室)
4． 視野闘争の時間的定量と刺激領域による影響
堀部

円、新井田孝裕、新田任里江、向野和雄、清水公也 (北里大)

5． 大型スクリーンを用いた周辺部立体視の検討
下條裕史、辻川

薫、細畠

淳、不二門

尚 (大阪大)

Ⅷ 手術
1． Orbit を用いた成人の上下斜視手術の定量
三浦央子、横山

連、太田眞理子 (大阪市立総合医療センター) 田淵仁志

(大阪市大) 山口

真 (大阪市立十三市民病院)

2． 小児白内障術後の斜視の検討
牧野伸二、酒井理恵子、保沢こずえ、深津広美、近藤玲子、川崎知子
坂庭敦子、山本裕子 (自治医大)
3． 斜視手術における結膜輪部切開法の再検討
佐々本研二、八木秀和、藤田敦子、清水有紀子 (京都市立病院) 瀧畑能子
向所真規 (滋賀県立小児保健センター)
4． 羊膜移植、自己結膜移植、ゼラチンスポンジを用いた癒着性斜視の手術
山田昌和、厚東隆志、河合正孝、北村静章、篠田

啓、真島行彦 (慶應大)

仁科幸子(国立成育医療センター)
5． 外斜位の術後に生じた瘢痕性癒着に羊膜移植が有効であった一例
細谷友雅、山縣祥隆、三村

治 (兵庫医大)

6 月 22 日(土) 9：00－１9：15
一般講演
Ⅸ

屈折・調節
1． 近視矯正 LASIK 術前・術後の両眼視機能及び眼位の検討
西

泰枝、神垣久美子 (北里大) 伊藤美沙絵 (北里大大学院) 鈴木雅信

清水公也 (北里大)
2． 調節性内斜視に対する遠視矯正 LASIK の効果
伊藤美沙絵、神垣久美子、中島純子、高崎恵理子、相澤大輔、大野晃司
鈴木雅信、向野和雄、清水公也 (北里大)
3． 完全屈折矯正眼鏡装用下における小児遠視の経年変化
横山雅子、中川真紀、久保田伸枝 (帝京大) 林

孝雄 (聖母病院、帝京大)

生田由美 (赤羽中央病院)
4． 不同視を眼鏡で矯正した場合の Hess Chart の評価
水野真由美、岡井佳恵、倉野美和、関本紀子、田中仁菜、不二門

尚 (大

阪大)
5． 沖縄県立中部病院眼科における瘢痕期未熟児網膜症の検討
宮城春香、比屋根邦子、三木嘉宏、我謝
病院)

猛、具志堅直樹 (沖縄県立中部

Ⅹ

弱視・健診
1． 井上眼科病院における不同視弱視の検討
黒田有里、中村秋穂、松森礼子、神崎雅子、井上治郎、若倉雅登 (井上眼
科病院)
2． 斜視弱視に対するアトロピン療法の長期予後
臼井千惠 (帝京大) 林

孝雄 (聖母病院、帝京大) 久保田伸枝 (帝京大)

3． 当科における遠視性不同視弱視の治療状況について
坂本真希子、山田裕子、野村耕治、山本

節

(兵庫県立こども病院)

4． 三歳児検診におけるポータブルレフ（レチノマックス）の有用性
坂本章子、吉永宏美、関向秀樹、丹治弘子、橋本禎子、八子恵子 (福島県
立医大)
教育講演
ロービジョン児教育のさきがけ－1960 年～1970 年の活動を中心に－
克 (湖崎眼科)

湖崎
ランチョンセミナー

1． 小児眼内レンズ症例の視機能
調

廣子 (神戸大)

2． 上斜筋麻痺の管理
佐藤美保 (名古屋大)
3． 回旋斜視の計測
初川嘉一 (大阪府立母子保健総合医療センター)
特別講演
外斜視治療の基本戦略
久保田伸枝 (帝京大)
招待講演
Botulinum Toxin and Ophthalmology
Dr．Alan B．Scott (The Smith-Kettlewell Eye Research Institute，San
Francisco)
シンポジウム
1． 乳児内斜視の手術時期
西田保裕 (滋賀医大)
2． 重複障害児の斜視管理
黒田紀子 (千葉県こども病院)
3． 麻痺性斜視の視能訓練
若山曉美 (近畿大)
4． 甲状腺眼症の眼位管理

赤塚俊文 (川崎医大)
5． 強度近視による進行性内斜視の手術
横山

連 (大阪市立総合医療センター)

6． ボツリヌス毒素を用いた斜視治療
大庭正裕 (札幌医大)
イブニングセミナー
1． 斜位近視の病態と治療
内海

隆 (大阪医大)

2． 垂直斜視と融像順応
長谷部

聡 (岡山大)

3． 小児の視神経疾患－視神経炎と視神経周囲炎に注目して－
山縣祥隆 (兵庫医大)

