第 59 回日本弱視斜視学会総会・第 28 回日本小児眼科学会総会合同学会
プログラム
日時：2003 年 6 月 27 日(金)、28 日(土)
場所：神戸ポートピアホテル

(神戸市中央区港島中町 6-10-1)

会長：第 59 回日本弱視斜視学会総会：三村

治

兵庫医科大学眼科学教室

第 28 回日本小児眼科学会総会：野村耕治

兵庫県立こども病院眼科

6 月 27 日(金) 9：10－１8：50
一般口演
OS－01

先天異常

1. 小眼球を合併した高度の小瞳孔が 3 世代に見られた 1 家系
中森玄司、小西健一、近藤寛之、大島健司 (福岡大)
2. 先天小瞳孔に先天白内障、浅前房を合併した 1 例
服部昌子、菅澤

淳、芝山純子、辻本真実、池田恒彦、尾崎智康

(大阪医大)
3. 眼内レンズ硝子体内落下を認めた Marshall 症候群の 1 例
藤巻敏郎、武居敦英、古沢千晶、松井麻紀、小野純治、太田俊彦
(順天堂伊豆長岡病院) 横山利幸、村上

晶(順天堂大) 新島新一

(順天堂伊豆長岡病院)
4. 左右の異なった視神経先天異常を呈した 3 症例
鈴木由美、川瀬英理子、仁科幸子、東

範行 (国立成育医療センタ

ー)
OS－02

外斜視

1. 早期発症外斜視手術例の検討
仁科幸子、越後貫滋子、赤池祥子、東

範行 (国立成育医療センタ

ー)
2. 間欠性外斜視の術後に輻湊過多型内斜視となった症例
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
子保健総合医療センター)
3. 成人間欠性外斜視のプリズム装用における眼位変化の検討
江富朋彦、菅澤
恵美子、澤

淳、清水はるみ、稲泉令巳子、筒井亜由美、濱村

ふみ子、中村桂子、池田恒彦 (大阪医大)

4. 間欠性外斜視に対する後転短縮術と両側後転術後の輻湊機能の比較
初川嘉一、石坂真美、新見明子、中尾武史、山岸智子 (大阪府立母
子保健総合医療センター)
5. 大斜視角の外斜視に対する、外直筋の切除後転法
玉置正一、横山

連、林

央子、山口

真、太田真理子 (大阪市立

総合医療センター) 田淵仁志 (大阪市大)
6. 外斜視における術後斜視角の検討

三宅太一郎 (滋賀医大) 瀧畑能子 (滋賀県立小児保健医療セン
ター)
OS－03

前眼部

1. 小児の涙道閉塞の治療
保手浜靖之 (尾道総合病院)
2. 咳嗽により両眼の高度の結膜下出血と眼瞼皮下出血をきたした男児例
鈴木詠美子、鈴木利根、筑田

眞 (独協医大越谷病院)

3. 睫毛内反症手術前後での角膜形状の変化
林

誠一郎、藤巻拓郎、板垣貴弘、横山利幸、村上

晶 (順天堂大)

4. Toxic shock syndrome (TSS)に合併した角膜混濁の 1 例
江川麻理子 (国立療養所香川小児病院) 小木曽正博 (国立善通寺
病院) 鈴木光二郎 (国立療養所香川小児病院)
5. 水晶体偏位に対する手術後の視力成績
山岸智子、新美明子、石坂真美、中尾武史、初川嘉一 (大阪府立母
子健康総合医療センター)
6. 神経線維腫症に合併した先天緑内障の 1 例
山田裕子、金森章泰、瀬谷

隆、松原

令、中村

誠、根木

昭 (神

戸大)
7. 当院における緑内障手術例の検討
磯部真理子、黒田紀子、横山暁子 (千葉県こども病院)
学術展示講演
1. 学童期におけるレーザー干渉による非接触型眼軸長測定の検討
野原雅彦 (丸子中央総合病院)
2. 瞳孔散大と視神経乳頭の拡大を伴った Aicardi 症候群の 1 例
三上武則、早坂征次、柳沢秀一郎、長木康典、早坂依里子、本郷
和久 (富山医科薬科大)
3. Occult macular dystrophy と考えられた 11 歳の男子
細尾真樹子 (厚生連海南病院) 上野真治、近藤峰生、寺崎浩子、三
宅養三 (名古屋大)
4. 川崎医科大附属病院周産期センターにおける未熟児網膜症の管理状況
田淵昭雄、渡邊一郎 (川崎医大) 豊田玲子 (千葉大) 大門裕介、
中田高公 (川崎医大)
5. 小児動眼神経鞘腫の 1 例
加藤夕紀子、渡邊一郎、石井則宏 (川崎医大) 酒井裕子 (酒井眼
科医院)
6. 当院における小児強度近視眼の視力予後と治療効果
藤巻拓郎、井上順治、林

誠一郎、早津宏夫、横山利幸、村上

(順天堂大)
7. 滋賀医科大学における過去 10 年間の未熟児網膜症の検討
村上智子、小田早苗、西田保裕、可児一孝 (滋賀医大)

晶

8. 13q 症候群に発症した網膜芽細胞腫の 2 例
林

央子、坂口仁志、太田眞理子、横山

連、田中尚子、富和清隆

(大阪市立総合医療センター)
9. 小児白内障手術眼術後屈折変化の検討
中泉裕子、阪本明子、酒井真澄、多田見明代、大森

愛、宮向眞子

(金沢医大)
10.網膜疾患が疑われた小児に対する LE-2000 の使用経験
柿原寛子、近藤峰生 (名古屋大) 川瀬芳克、天野みゆき、山田英機、
都築欣一 (あいち小児保健医療総合センター)
11. 間欠性外斜視術後の周期性内斜視の 1 例
小林道枝 (塩山市民病院) 加治尚子、飯島裕幸 (山梨大)
12. 眼筋麻痺における麻痺筋タッキングと眼筋移動術の眼位矯正効果
高橋洋司、濱津靖弘、鍋島隆司、田澤

豊、昆

美保、大瀧亜季、

佐藤智美 (岩手医大)
13. 山形大学医学部眼科における心因性視覚障害の検討
大沼郁子、山下英俊、森岡由起子 (山形大)
14. 高度近視を伴った後天性進行性内斜視の MRI による計測
西田保裕、青木佳子、林

理、柿木雅志、三宅太一郎、小田早苗、

可児一孝 (滋賀医大)
15. 上下直筋の後転短縮術および Knapp 手術を施行した先天性 double elevator
palsy
光辻辰馬、菅澤

淳、辻本真実、寺井朋子、中村桂子、池田恒彦 (大

阪医大)
16. 間欠性外斜視に調節性内斜視を合併した 1 例の長期予後
真鍋光代、太根ゆさ、堤

美沙子、白神忠雄 (香川医大)

17. 斜位近視の手術経験
鈴木克彦 (兵庫医大) 松尾好恵 (公立社病院) 藤本菜穂、井上
卓鑑、田辺益美、村田吉弘 (公立八鹿病院) 三村

治 (兵庫医大)

18. 機能的磁気共鳴画像法（fMRI）による間欠性外斜視患者の脳活動の検討
久保寛之 (東京慈恵会医大) 井田正博 (東京都立荏原病院) 吉田
正樹 (東京慈恵会医大) 菊池信介 (埼玉県立小児医療センター) 原
崇彰、出途一十美 (東京慈恵会医大) TH NGUYEN、JL STIEVENART (C.
H.N.O des xv-xx Paris,UPMC PVI) 北原健二 (東京慈恵会医大)
EA CABANIS (C. H.N.O des xv-xx Paris,UPMC PVI)
19.バイオメカニカル・モデルによる術式選択理論の検証
長谷部

聡、大月

洋 (岡山大)

招待講演（1）
IOL Implantation During Infancy
Scott R.Lambert,M.D. (Emory Univ.Atlanta,Georgia,U.S.A.)
シンポジウム（1）:回旋斜視の諸問題

1. 全周網膜切開による黄斑移動術による回旋斜視（病態）
佐藤美保 (浜松医大)
2. 中心窩移動術に伴う回旋斜視に対する手術治療
細畠

淳 (大阪大)

3. 強膜短縮による黄斑移動術後の回旋斜視（病態）
古瀬

尚 (岡山大)

4. 回旋斜視に対する手術戦略
木村亜紀子 (兵庫医大)
一般講演
OS－04

両眼視・弱視

1．間欠性外斜視に伴う片眼弱視の検討
関向秀樹、坂本章子、丹治弘子、橋本禎子、八子恵子 (福島県立医
大)
2．健眼遮蔽訓練実施患者に対するアンケート調査
武石寛子、吉岡幸加、中村秋穂、石井祐子、神崎雅子、若倉雅登、
井上治郎 (井上眼科病院)
3 ． 縞 視 標 を 用 い た detection threshold と resolution threshold に よ る
binocular summation
若月曉美、松本長太、大牟禮和代、松本富美子、下村嘉一 (近畿大)
4. 両眼加算（Binocular Summation）効果の低コントラスト視力による評価
高尾泰子、阿曽沼早苗、岡井佳恵、関本紀子、田中仁菜、水野
真由美、小澤亜紀、藤井英美、平

智恵、不二門

尚 (大阪大)

5. 健眼終日遮閉治療を行った弱視症例の立体視についての検討
川口

恵、大牟禮和代、松本富美子、若山曉美、角田智美、

楠部

亨、阿部孝助、木下雅代、下村嘉一 (近畿大)

6. 上下偏位負荷時の下方周辺視野における立体視の検討
藤井英美、阿曽沼早苗、岡井佳恵、関本紀子、田中仁菜、水野
真由美、下條裕史、不二門

尚 (大阪大)

7. 内斜視患者における大型スクリーンを用いた立体視の検討
下條裕史、細畠

淳、松下賢治、不二門

尚 (大阪大)

8. モノビジョン法における動的立体視機能
新田任里江 (北里大) 新井田孝裕 (国際医療福祉大) 嶺井利沙子、
清水公也 (北里大)
OS－05

腫瘍

1．眼内に初発した非定型奇形腫瘍・ラブドイド腫瘍の 1 例
佐藤美保、堀田喜裕 (浜松医大) 天野恵美、岡本洋子、近藤永子、
中村

誠、三宅養三、工藤寿子、若林俊彦、長坂徹郎 (名古屋大)

2．房水細胞診で診断された急性リンパ性白血病の再発例
小笠原亜希子、浅川

学、永本敏之、平形明人、樋田哲夫 (杏林大)

3．当初、球後出血が疑われた後、白血病類縁疾患が考えられた一例

橋本綾子、保科幸次、井上貴美子、池田尚弘、三村
山本益嗣、尾崎

功、蒲

治、大槻史子、

恵蔵 (兵庫医大)

4．乳児に脈絡膜悪性黒色腫を疑った 1 例
中尾武史、山岸智子、初川嘉一 (大阪府立母子保健総合医療センタ
ー) 伊藤訓子 (市立貝塚病院) 樋口万緑 (大阪府立母子保健総合医
療センター)
5．三側性網膜芽細胞腫の 1 例
山岸智子、中尾武史、初川嘉一、浜田

聡 (大阪府立母子保健総合

医療センター)
6．FISH および RFLP を用いた片眼性網膜芽細胞腫の遺伝子診断
羽藤

晋、井上

真、谷野富彦、真島行彦、小口芳久、小崎健次郎、

早川美恵子 (慶應義塾大)
7．当院における網膜芽細胞腫に対する chemoreduction の治療成績
八木美津子、西崎雅也、野村耕治、山本

節 (兵庫県立こども病院)

6 月 28 日(土) 8：30－１9：30
一般口演
OS－06

視機能・検査

1． 宇多数視力表による小児視力検査
野 寄 清 美 、 正 木 勢 津 子 、 加 藤 理 佐 子 、 佐 藤 美 保 (浜 松 医 大 ) 都 築
欣一、梶原喜久子、天野みゆき、御宿真理子、山口直子 (あいち小
児保健医療総合センター) 堀口正之 (藤田保健衛生大)
2． 定位反射を利用した乳幼児視野測定
田淵昭雄、前田史篤、春石和子 (川崎医大、川崎医療福祉大) 中田
大地、西村真弓 (川崎医療福祉大)
3． Fresnel Prism Trial Set の表示角度の検討
折登

健、大友志穂、渡邊将史、笹倉公美、三宅三平 (眼科三宅病

院)
4．シノプトフォアによるスラント感覚の定量
宮田

学、長谷部

聡、大月

洋 (岡山大) 佐藤雅之(北九州市大)

5．半側視野刺激を用いた眼優位性の時間的定量と電気生理学的検討
藤田純子 (国際医療福祉大、北里大) 新井田孝裕 (国際医療福祉大)
堀部

円 (国際医療福祉大附属熱海病院) 向野和雄 (北里大)

6．近見視力の検討－高齢者の場合－
信組明子、内海
OS－07

隆、大辻順子、山田文子 (内海眼科医院)

未熟児網膜症

1．宮崎医科大学における未熟児網膜症の現状及び発症因子について
原田勇一郎、斎藤真美、森山重人、直井信久、大里和弘、金子正時
池田智明、鮫島

浩、池ノ上

克 (宮崎医大)

2．超低出生体重児における未熟児網膜症の現状－東京都多施設研究－

平岡美依奈 (東京都立墨東病院、東京都新生児研究会)
3． 福岡市立こども病院における極小低出生体重児の未熟児網膜症の検討
吉村圭子 (福岡市立こども病院)
4． 瘢痕期未熟児網膜症における網膜格子状変性について
貴福香織、中村武彦、澤崎陽子 (九州大) 山本正洋 (済生会福岡
総合病院)
OS－08

麻痺性斜視

1． 先天上斜筋麻痺患者における Arix 遺伝子変異
松尾俊彦、姜

燕、藤原裕丈、長谷部

聡、保田立二、大月

洋 (岡

山大)
2． 先天性上斜筋麻痺－小児期と成人期における手術－
澤田悟子、小澤啓子、小菅恵子、中井理科、田中佳子、丸山亜由美
大谷内かをり、松橋正和 (東邦大)
3． 地方病院でのインフォームドコンセントの重要性～外傷性滑車神経麻痺 2
例について～
三好博文、岸田奈緒美、木戸安里 (岡本病院) 三村

治 (兵庫医大)

4． MRI(cine-mode)にて外転神経の欠損を確認できた Duane 症候群の 1 例
長内

一、大庭正裕、佐々木紀子、福士直子、大塚賢二 (札幌医大)

5． Duane 症候群様の運動障害を呈した後天性例
黒川歳雄、森口朋子、山本素士、廣瀬奈美、平田裕也、鈴間
宮本和明 (京都大) 柏井

泉

聡 (大阪赤十字病院)

6． 固定内斜視の 2 例
三橋玉絵、窪寺俊晴、大内典子、鈴木

倫、芳賀真理江、中川雅美

山下英俊 (山形大)
OS－09

内斜視

1．早期手術を行った乳児内斜視の検討
矢ヶ崎悌司 (眼科やがさき医院、社会保険中京病院) 松浦葉矢子
鈴木瑞紀、太田裕子 (眼科やがさき医院) 成田綾子、玉置明野
(社会保険中京病院)
2．早期発症調節内斜視
松浦葉矢子 (眼科さがさき医院) 矢ヶ崎悌司 (眼科やがさき医院、
社会保険中京病院) 鈴木瑞紀、太田裕子 (眼科やがさき医院) 玉置
明野、吉崎憲治 (社会保険中京病院)
3．遮閉治療により潜伏眼振の程度が逆転した先天内斜視の 1 例
林

孝雄、長谷川二三代 (聖母病院、帝京大) 臼井千恵、久保田

伸枝 (帝京大)
4．先天内斜視、乳児内斜視における交代性上斜位の検出年齢
牧野伸二、酒井理恵子、保沢こずえ、近藤玲子、川崎知子、坂庭
敦子、杉山華江、平林里恵、山本裕子 (自治医大)
5．交代性上斜位手術の水平眼位への影響

西崎雅也、八木美津子、野村耕治 (兵庫県立こども病院)
6．低調節性輻湊内斜視が疑われる一症例
藤村芙佐子、向野和雄、新田任里江、高橋慶子、松林修子、清水
公也 (北里大)
7．調節性内斜視の長期予後
坂井まり、小田早苗、長船嘉子、向所真規、三田実千代、西田保裕
(滋賀医大) 瀧畑能子 (滋賀県立小児保健医療センター)
ランチョンセミナー（1）
1．ボツリヌス毒素治療法－適応と実際－
若倉雅登 (井上眼科病院)
2．ボツリヌス毒素を用いた斜視の治療と補助的診断
大庭正裕 (札幌医大)
ランチョンセミナー（2）
1． 小児先天緑内障の治療戦略－先天緑内障の病態・診断－
田原昭彦 (産業医大)
2． 先天緑内障の治療指針－管理と予後－
中村

誠 (神戸大)

ランチョンセミナー（3）
1． 小児のコンタクトレンズ管理の実態
初川嘉一 (大阪府立母子保健総合医療センター)
2． 内面多段カーブ“ツインベルⅡ”について
大橋敏雄 (㈱サンコンタクトレンズ)
特別講演
視力の発達とその評価
山本

節 (神戸大・兵庫県立こども病院)

招待講演（2）
Morphological and Refractive Findings in Patients with Albinism
Prof.Dr.Klaus.W.Ruprecht (Ophthalmology and Eye Hospital
Univ. of Saarland)
シンポジウム（2）網膜芽細胞腫：視機能温存療法の進歩と選択
1． 網膜芽細胞腫の保存療法

最新の進歩

箕田健生 (とだ眼科)
2． 網膜芽細胞腫の放射線治療
村山重行 (静岡がんセンター)
3． 化学療法の benefit と risk：evidence not based,but creative medicine
河

敬世 (大阪府立母子保健総合医療センター)

4． 我々の最近の網膜芽細胞腫治療の実際
金子明博 (国立がんセンター中央病院)
5． 網膜芽細胞腫全国登録
東

範行 (国立成育医療センター)

一般講演
OS－10

網膜

1．2 歳児の急性リンパ性白血病治療中に発症したサイトメガロウイルス網膜
炎の 1 例
加藤明世、渡辺洋一郎、田中香純 (横浜市大) 井上克洋 (藤沢市民
病院) 伊藤大蔵、水木信久 (横浜市大)
2．後部型第一次硝子体過形成遺残に生じた網膜剥離に硝子体手術を試行した
3例
横山利幸、林

誠一郎、藤巻拓郎、村上

晶 (順天堂大)

3． 小児の家族性滲出性硝子体網膜症に伴う網膜剥離に対する手術成績
大下貴志、牧野里砂、藤井清美、田中雅子、日下俊次 (大阪府立病
院) 佐藤達彦 (紀南綜合病院) 斉藤喜博 (国立大阪病院) 大路正人
田野保雄 (大阪大)
4． 高度な増殖性変化を伴った小児コーツ病に対する硝子体手術
牧野里砂、大下貴志、藤井清美、田中雅子、日下俊次 (大阪府立病
院) 初川嘉一 (大阪府立母子保健総合医療センター)
OS－11

手術・合併症

1． 共同性水平偏位に対する単一筋後転術後の矯正効果
中柄千明、長谷部

洋 (岡山大)

聡、大月

2． 術後 Slipped muscle を生じた斜視の一例
保坂文雄、大庭正裕、佐々木紀子、長内

一、福士直子、大塚賢二

(札幌医大)
3． 高齢者にみられた斜視術後前眼部虚血の 2 例
井上貴美子、粕本愉美、木村亜紀子、池田尚弘、村上裕美、三上
裕子、窪田真美、三村

浩 (兵庫医大)

4． 全周網膜切開黄斑移動術における二期的斜視手術の検討
松下賢治、細畠

淳、下條裕史、不二門

尚 (大阪大)

難治症例検討会（イブニングセミナー）
1． 思春期に偏位が増加した高 AC/A 型調節性内斜視
菅澤

淳、辻本真実、内海

隆、池田恒彦 (大阪医大)

2． Marcus-Gunn 現象と Duane 症候群の合併例
瀧畑能子 (滋賀県立小児保健医療センター) 矢ヶ崎悌司 (眼科やが
さき医院) 多鹿三和子、向所真規 (滋賀医大)
3． 5 歳男児に発症した乳頭小窩・黄斑症候群の 1 例
矢ヶ崎悌司 (眼科やがさき医院、社会保険中京病院) 市川一夫、
加賀達志 (社会保険中京病院)
4． 高度な視野欠損を伴う緑内障男児に生じた複視
橋本禎子、八木恵子 (福島県立医大)
5． 網膜剥離術後斜視の手術
細畠

淳、不二門

尚 (大阪大)

