第 60 回日本弱視斜視学会総会・第 29 回日本小児眼科学会総会合同学会
プログラム
日時：2004 年 6 月 18 日(金)、19 日(土)
場所：沖縄コンベンションセンター

(宜野湾市真志喜 4-3-1)

会長：第 60 回日本弱視斜視学会総会：不二門

尚

第 29 回日本小児眼科学会総会：澤口昭一

大阪大学医学部眼科学教室
琉球大学医学部眼科学教室

6 月 18 日（金）8：35−16：00
一般口演
視機能１
1. SweepVEP を用いた視力測定
松下賢治、小澤亜紀、細畠

淳、不二門

尚（大阪大）

2. 自覚的応答困難な乳幼児の他覚的視機能評価
中尾善隆（川崎医療福祉大・感覚矯正）田淵昭雄（川崎医大）
三宅智恵（川崎医療福祉大・感覚矯正）、山口若水、濱畑春香
（川崎医大生理機能ｾﾝﾀｰ）
3. 小児における斜視手術前後の重心動揺度の変化
松尾俊彦、長谷部

聡、大月

洋（岡山大）、成田亜希子

（福山市民病院）
4. 身体平衡機能を用いた両眼視機能検査の応用
難波哲子（川崎医療福祉大・感覚矯正、川崎医大）、深井小久子
（川崎医療福祉大・感覚矯正）、岡 真由美、星原徳子、前田史篤
（川崎医療福祉大・感覚矯正、川崎医大）
弱視
5. 北里大学病院における片眼強度近視性弱視の検討
松林修子（北里大・東）
、高崎恵理子（北里大）
、松崎廣栄
（北里大・東）、新田任里江、堀部

円（北里大）、向野和雄

（同・医療衛生）、清水公也（北里大）
6. 不同視の左右眼の屈折分布
枩田亨二（泉南市）、湖崎
（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）

克（大阪市）、田中尚子、横山

連

7. 不同視弱視の治療成績におよぼす抑制暗点の影響
堀口浩史、久保寛之、原

崇彰、吉田正樹、上岡康雄、北原健二

（慈恵医大）
8. 不同視弱視における黄斑部形態の左右差の検討
安藤

彰、安田光代、萩原実早子（関西医大）
、寺井実知子

（関西医大、松下記念病院）、徳田愛子、仲村永江、中村千香子、
伏見智雅子、篠畑佳世子、松村美代（関西医大）
9. 網膜有髄神経線維による弱視の 5 例
根岸貴志、阿部江里子、藤巻拓郎、横山利幸、玉城宏一、村上

晶

（順天堂大）
視力屈折
10. 高槻市における三歳児眼科検診の現状
稲泉令巳子、平尾真実、中村桂子、濱村美恵子、菅澤

淳、

池田恒彦（大阪医大）
11. 3 歳児健康診査における屈折検査の 6 年間の結果
野原雅彦、高橋まゆみ（丸子中央総合病院）
12. 小児白内障術後の近見・遠見視力発達
中島由美恵、宮浦
（神戸大）、山本

望、調

廣子、楠原仙太郎、石橋一樹、中村

誠

節（兵庫県立こども病院）

13. 両眼同時自覚他覚検眼装置における屈折値および調節量の左右差の検討
太刀川貴子（女子医大・第二、国立印刷局東京病院）、後藤郁子、
松原正男（女子医大・第二）、西尾幸治、福間康文（㈱トプコン）、
根岸一乃（慶応大）、大野健治（国立病院東京医療ｾﾝﾀｰ）、野田

徹

（女子医大・第二、国立病院東京医療ｾﾝﾀｰ）
14. 斜視手術による高次波面収差の変化
森田由香、岡本周子、大鹿哲郎（筑波大）
15. 潜伏眼振に対する視力測定法の検討
平尾真実、菅澤

淳、清水みはる、筒井亜由美、江富朋彦、

池田恒彦（大阪医大）
16. フレネルプリズムとトライアルセットの回転時における実効角度の検討
大友志穂、折登

健、渡邊将史、笹倉公美、三宅千佳子、三宅三平

（眼科三宅病院）
内斜視外斜視
17. 正常高齢者における水平眼位分布とその臨床的意義
山田文子、内海

隆、大辻順子、信組明子、谷口尋絵

（内海眼科医院）
18. 本能性乳幼児内斜視と外転抑制
森実秀子、小西美奈子（もりざね眼科）、仁科幸子（国立成育医療ｾﾝ
ﾀｰ）、田中靖彦（国立東京医療ｾﾝﾀｰ）
19. 下斜筋過動を伴う内斜視の術後に A 型外斜視を呈した 5 症例
大庭正裕、長内

一、佐々木紀子、福士直子、大塚賢二（札幌医大）

20. 間歇性外斜視における TF の影響、一眼遮蔽と PAT による検討（その 2）
金谷まり子、湯泉真規子、小林隆宣（総合新川橋病院）
21. 間欠性外斜視術後の遠見立体視の長期予後
笠原史絵（大阪市大）、横山 連（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）、
林

央子、加藤良武（大阪市大）、山口

真（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）、

白木邦彦（大阪市大）
22. 当院を受診した Duane 症候群 25 例の検討
長内

一、大庭正裕、佐々木紀子、福士直子、大塚賢二（札幌医大）

シンポジウム：近視の予防、治療
1. 近視の進行予防
長谷部

聡（岡山大）

2. 変性近視の治療
細畠

淳（大阪大）

一般講演
視機能 2
23. 視覚誘発脳電図法を用いた静的及び動的立体視の分析
永露

徹、深井小久子（川崎医療福祉大）

24. 不同視弱視患者の外側膝状体における fMRI の活性化について
三木淳司（新潟大、Univ. of Pennsylvania）

25. 機能的磁気共鳴画像法（fMRI）による複視時における皮質活動の検討
久保寛之（慈恵医大）、井田正博（都立荏原病院・放射線科）、
吉田正樹、原

崇彰（慈恵医大）、NGUYEN TH、STIEVENART

JL、BELLINGER L、IBA-ZIZEN MT（C.H.N.O. des XV-XX,UPMC
ParisVI）、北原健二（慈恵医大）、CABANIS EA（C.H.N.O. des
XV-XX,UPMC ParisVI）
26. 視線のずれの認知閾値
田中恵津子、安川雅子、小田浩一、平形明人、樋田哲夫
（杏林ｱｲｾﾝﾀｰ）
27. アジャスタブルテンプルの小児眼鏡フレームの試作
小花佐代子、湖崎

克、湖崎

淳（湖崎眼科）
、中島能澄

（中島眼鏡店）
視機能 3
28. 静止位が常在部位に存在しない先天眼振の 1 例
林

孝雄、長谷川二三代（聖母病院、帝京大）
、中川真紀、臼井千惠

（帝京大）、久保田伸枝（同・視能矯正）
29. シノプトフォアを用いた自作スライドによる融像機能の検討
大村記代、若山曉美、松本富美子、大牟禮和代、角田智美、
渡守武里佳、阿部考助、下村嘉一（近畿大）
30. 黄斑移動術後の患者における下方周辺立体視機能の検討
松村香奈、藤井英美、阿曽沼早苗、田中仁菜、小澤亜紀、平
高尾泰子、長行司純子、前田江麻、不二門

智穂、

尚（大阪大）

31. 外眼筋繊維症家系における KIF21A 遺伝子変異
清水聡子、沖永

晃、菊地真理子、森

直樹、丸尾敏夫（帝京大）

32. 罹患同胞対解析法を用いた斜視関連遺伝子の検出力の検討
藤原裕丈、松尾俊彦、長谷部
大月

聡、古瀬

尚、河野玲華、山根貴司、

洋（岡山大）、鎌谷直之（女子医大）

6 月 19 日（土）8：30〜16：10
一般講演
手術
33. 低侵襲の上下直筋全幅移動術

西田保裕、柿木雅志、林

理、小田早苗、岩見達也、可児一孝

（滋賀医大）
34. 動眼神経麻痺による麻痺性斜視手術の検討
周

允元、木村亜紀子、三上裕子、窪田真美、中村あい、三村

治

（兵庫医大）
35. 成人の大斜視角の外斜視に対する切除後転法の術後経過
山口

真、横山

連、玉置正一、林

央子、田淵仁志、
（大阪市立総

合医療ｾﾝﾀｰ）
、白木邦彦(大阪市大)
36. 基礎型間欠性外斜視に対する両外直筋後転術及び前後転術の手術効果
宮田健太郎（名古屋大）
、伊藤博隆（刈谷総合病院）、天野恵美
（名古屋大）
、太田由枝（太田眼科医院）、佐藤美保（浜松医大）
37. 外斜視の再手術効果の検討
小田早苗、三田実千代、加地まり、西田保裕（滋賀医大）
、
佐々本研二（京都市立病院）、可児一孝（滋賀医大）
上下回旋斜視
38. vertical Duane 症候群の 2 例
常陰英俊、大庭正裕、長内

一、佐々木紀子、福士直子、大塚賢二

（札幌医大）
39. 黄斑移動術後の斜視手術による眼筋の位置変化
天野恵美（名古屋大）、佐藤美保（浜松医大）、岡本洋子、櫻井寛子、
寺崎浩子（名古屋大）
40. 水平筋上方移動術施行例の検討
仁科幸子、鎌田裕子（国立成育医療ｾﾝﾀｰ）、平形恭子（平形医院）、
越後貫滋子、赤池祥子、東 範行（国立成育医療ｾﾝﾀｰ）
41. 交代性上斜位における術後上下偏位の矯正効果
西崎雅也、川内美保、野村耕治（兵庫県立こども病院）
学術展示講演
1. 徳島市における 3 歳児検診での要精査児の受診結果
四宮加容、木虎亜希子、岡本里江、長澤利彦、塩田
2. 岡山県内の小学校児童における斜視および弱視の頻度
松尾俊彦（岡山大）、松尾智江（京山歯科診療所）
3. 春日部市立病院における小児遠視眼の検討

洋（徳島大）

浅山恵子、内山昌明、石川

弘（春日部市立病院）

4. 眼窩底骨折後の屈折値の変化についての検討
佐橋一浩、久保田敏信、鳥居良彦、廣瀬浩士（国立名古屋病院）
5. 著明な調節反応を伴う内斜位の 1 例
木村亜紀子、木村直樹、中村あい、三村

治（兵庫医大）

6. POWER REFII による間歇性外斜視の屈折値および瞳孔の測定
前田江麻、平

智穂、阿曽沼早苗、田中仁菜、小澤亜紀、高尾泰子、

藤井英美、長行司純子、松村香奈、不二門

尚（大阪大）

7. 視覚における両眼加重の研究
米田

剛、深井小久子（川崎医療福祉大）

8. 調節性内斜視の立体視機能予後
林

央子（大阪市大）、横山 連（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）、

笠原史絵、加藤良武（大阪市大）、山口

真（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）、

白木邦彦（大阪市大）
9. 感覚性斜視に対する眼位矯正手術の術後経過
長谷川憲司、田中明子、石川真理、山下牧子、都築たか子、
増山亜紀子、望月

學（東京医歯大）

10. 垂直筋水平移動術を施行した上斜筋麻痺の 2 例
中泉敦子、菅澤

淳、江富朋彦、平尾真実、奥

英弘、池田恒彦

（大阪医大）
11. 間歇性外斜視における外直筋 1 筋後転術の試み
徳島忠弘（長野県立こども病院）
12. 360 度網膜切開黄斑移動術後の複視に対する外眼筋手術の術後経過
櫻井寛子（名古屋大）、佐藤美保（浜松医大）、岡本洋子、天野恵美、
鵜飼喜世子、藤原久美、寺崎浩子（名古屋大）
13. 高度な瞳孔膜遺残による弱視に対し、手術後、弱視訓練が著効した一例
嶋田倫子（吹田市民病院）、吉川亜里、弓削堅志（関西医大・洛西）、
保倉

透（吹田市民病院）、西村哲哉（関西医大）

14. 上直筋と外直筋を縫着した固定内斜視症例
柿木雅志、西田保裕、川嶋佳子、林

理、小田早苗、可児一孝

（滋賀医大）
15. 治療に苦慮している周期性交代性眼振の 1 例
中田かづき（国際医療福祉病院）、山田徹人、四之宮佑馬、藤田純子、

新井田孝裕（国際医療福祉病院、国際医療福祉大・視機能療法）、
高橋和晃（国際医療福祉病院）
16. 周期性上下斜視の 1 例
長谷川二三代、林

孝雄（聖母病院、帝京大）
、市川早百合（聖母

病院）
17. 上斜筋付着部異常の 1 例
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）
18. 甲状腺関連抗体異常を伴った後天性ブラウン症候群の 1 例
白﨑慎英、野寄清美、堀田喜裕、佐藤美保（浜松医大）、久保田滋之
（榛原総合病院）、菅原純一（成田記念病院）
19. 内斜視に合併した網膜剥離の 1 例
目時友美、水谷英之、高野淑子、武田夏子、中沢

満（弘前大）

20. 弱視、斜視患者を含む小児のドライアイ調査
高

静花、池田理英子、呉

雅美（宝塚第一病院）

21. ロービジョン外来来院患者へのアンケート調査
阿曽沼早苗、田中仁菜、小澤亜紀、平

智穂、高尾泰子、藤井英美、

長行司純子、前田江麻、松村香奈、不二門
第 60 回日本弱視斜視学会記念講演
「日本弱視斜視学会 60 回のあゆみ」
丸尾敏夫（帝京大）
特別講演
「ロボットの視覚の計算論」
川人光男（ATR 脳情報研究所）

尚（大阪大）

