第 61 回日本弱視斜視学会総会・第 30 回日本小児眼科学会総会合同学会
プログラム
日時：2005 年 6 月 3 日(金)、4 日(土)
(東京都千代田区丸の内 3-5-1)

場所：東京国際フォーラム

会長：第 61 回日本弱視斜視学会総会：坂上達志

帝京大学医療技術学部視能矯正学科

第 30 回日本小児眼科学会総会：初川嘉一

大阪府立母子保健綜合医療ｾﾝﾀｰ眼科

6 月 3 日(金) 9：00〜17：50
一般講演
両眼視・視野・視力
01-1. 多数例正常高齢者における両眼視機能
谷口尋絵、内海

隆、大辻順子、山田文子（内海眼科医院）

01-2. 擬似的回旋斜視における両眼視
下條裕史、細畠

淳、不二門

尚（大阪大）

01-3. 同名半盲に対するフレネル膜プリズムによる視野拡大の試み
石井祐子、小川憲一、久保若奈、南雲

幹、神崎雅子、若倉雅登、

井上治郎（井上眼科病院）
01-4. 三歳児健康診査における家庭でおこなう視力検査の実態調査
三宅智恵（川崎医療福祉大・大学院）、瀧畑能子（川崎医療福祉大、
川崎医大）、藤原篤史、長尾長彦（川崎医療福祉大・大学院）、木村

久

（木村眼科）、可児一孝（川崎医療福祉大・大学院、川崎医大）
弱視・屈折・検査
01-5. 徳島大学病院における遠視性不同視弱視の治療成績
山下

力（秦病院）、木虎亜希子、岡本里江（徳島大・視能訓練部）、

四宮加容、秦

聡、塩田

洋（徳島大）

01-6. 正常小児と偏心固視を伴う弱視症例の黄斑部断層形態の検討
渡守武里佳、若山曉美、大牟禮和代、角田智美、川口

恵、阿部考助、

下村嘉一（近畿大）
01-7. シュアサイト○の小児の屈折測定における有用性の検討
R

櫻井寛子（あいち小児保健医療総合センター）、佐藤美保（浜松医大）、
川瀬芳克（愛知淑徳大）、都築欣一、天野みゆき、山口直子（あいち小
児保健医療総合センター）
01-8. ５ｍ視標とミラクルチャートによる眼位定量の比較
中前美佳、阿曽沼早苗、平

智穂、高尾泰子、藤井英美、長行司純子、

前田江麻、松村香奈、小嶋由香（大阪大）、不二門
成学）

尚（同・感覚機能形

健康・診療システム
01-9. 眼科医不在の島々からなる地域における幼児眼科健診
藤原篤之（川崎医療福祉大・大学院）、瀧畑能子（川崎医療福祉大、川
崎医大）、瀧畑幸功（滋賀医大）、三宅智恵（川崎医療福祉大・大学院）
01-10. 全国 10 施設における三歳児健康診査の実態調査
中尾善隆（川崎医療福祉大・大学院）、瀧畑能子（川崎医療福大、川崎
医大）、渡辺好政（佐藤眼科）、高崎裕子（川崎医療福祉大）、
後藤克聡、山本真司（川崎医療福祉大・大学院）
01-11. 弱視・斜視・小児眼科診療におけるデータの IT 管理
石川

薫、浜

由起子、鈴木由美、芝

大介、野田英一郎、鎌田裕子、

仁科幸子、赤池祥子、越後貫滋子、東

範行（国立成育医療センター）

01-12. 電子カルテにおける眼科検査の問題点
佐々本研二、勝俣公美子、村上裕美（ささもと眼科）
視機能
01-13. コントラスト変化に伴う視運動眼振抑制視力
森田雅子（県立広島病院、九州保健福祉大）、深井小久子、内田冴子
（九州保健福祉大）、長谷部浩之（県立広島病院）
01-14. 単眼複視の波面収差解析
牧野里砂（大阪大）、不二門

尚（同・感覚機能形成）、広原陽子、

三橋俊文（トプコン研究所）、田野保雄（大阪大）
01-15. 斜位近視の波面収差
稗田

牧、木下

茂（京都府医大）

01-16. 3Ｄディスプレイによる眼筋ストレッチ
細畠

淳、下條裕史、不二門

尚（大阪大）、水崎直子、今井

中井

敬、岡室拓也（シャープ㈱）

明、

01-17. 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(第 2
報)
原

崇彰（東京慈恵医大）、井田正博（都立荏原病院・診療放射線科）、

吉田正樹、菊地信介、久保寛之（東京慈恵医大）、NGUYEN TH、
STIEVENART JL、BELLINGER L、IBA-ZIZEN MT（ C.H.N.O. des XV-XX,
UPMC ParisVI）、北原健二（東京慈恵医大）、CABANIS EA（C.H.N.O. des
XV-XX, UPMC ParisVI）
先天異常・上下斜視
01-18. 上斜筋低形成を伴った多小脳回症の 1 例
木野内理恵子、牧野伸二、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)

01-19. 前額鼻異形成症に上斜筋低形成を合併した 1 例
高井佳子（旭川医大、名古屋大）、佐藤美保（浜松医大）、林

明日美、

濱谷賀子、吉田晃敏（旭川医大）
01-20. 交代性上斜位を合併した Nail patella 症候群の１例
中村あい，木村亜紀子，木村直樹，目黒千章，窪田真実，三村

治

（兵庫医大）
01-21. 眼窩骨切術により外斜視が改善した眼窩離開症の 1 例
徐

挺挺、佐々木祥子、藤巻拓郎、横山利幸、玉城宏一、村上

(順天大）、小室祐造（同・形成外科）、新井

晶

一（同・脳神経外科）

01-22.日本小児眼科学会演題につき、小児眼科へ移行
内斜視・外斜視
01-23. 乳児内斜視術後の残余斜視に対するフレネル膜プリズムの使用状況
有本佳世、広田和美、佐伯多賀子、鎌尾知行、西崎雅也、野村耕治、
山本

節（兵庫県立こども病院）

01-24. 周期性内斜視の 2 症例
利光龍司（湖北総合病院）、瀧畑能子（川崎医療福祉大、川崎医大）、
堀尾和弘、佐方弘哲、藤井裕紀（湖北総合病院）、多鹿三和子（滋賀医
大）
01-25. 外斜視術後の内斜視に対する検討
平尾真実、江富朋彦、菅澤

淳、内海

隆、池田恒彦（大阪医大）

01-26. 外斜視手術直後の重心位置および重心動揺度の変化
松尾俊彦、長谷部

聡、大月

洋（岡山大）

01-27. 双子の斜視の表現型
渡邉志穂（久留米大医療センター）、河上なつみ、岡山裕子（久留米大）
眼筋麻痺・眼振
01-28. Duane 症候群と Marcus-Gunn 現象合併の 1 例
梅田千賀子、佐藤彰子（眼科杉田病院）、佐藤美保（浜松医大）
01-29. デュアン症候群 III 型の著明な upshoot が手術により改善した 1 例
溝部惠子、廣谷有美（済生会京都府病院）
01-30. Duane 症候群の手術成績
川田浩克、大庭正裕、小川佳一、長内

一、福士直子、大塚賢二

（札幌医大）
01-31. 眼球の上方偏位に伴う downbeat nystagmus
高橋洋司（盛岡赤十字病院）、藤井幸晴（岩手医大・小児科）
01-32. 先天眼振に関連遺伝子座の検討
藤原裕丈、松尾俊彦、長谷部

聡、古瀬

尚、河野玲華、山根貴司、

大月

洋（岡山大）、鈴木健二、鎌谷直之（女子医大）

手術
01-33. 内斜視に対する両内直筋後転術の効果
埜村史絵、横山

連（大阪市立総合医療センター）、林

央子、白木邦彦

（大阪市大）
01-34. 外斜視手術の長期成績
楠部

亨、伊藤

小児と成人の比較

舞、野崎ゆり、池淵純子、真野富也（多根記念眼科病

院）
01-35. 上下直筋水平移動術の回旋矯正効果とその影響因子
目黒千章、木村亜紀子、木村直樹、中村あい、窪田真実、三村

治

（兵庫医大）
01-36. 著しい上下斜視２例に対する斜視手術経験
西坂紀実利、大庭正裕、小川佳一、長内

一、川田浩克、大塚賢二

(札幌医大)
01-37. 外眼筋線維症の下直筋後転効果
橋本綾子、木村亜紀子、木村直樹（兵庫医大）、清水聡子（帝京大）、
三村

治（兵庫医大）

01-38. Orbit1.8 による水平筋上下移動手術の検討
小川佳一、大庭正裕、長内

一、川田浩克、大塚賢二（札幌医大）

学術展示
P1-1. 間歇性内斜視の手術成績
林

孝雄(帝京大、同・医療技術)、臼井千惠、中川真紀(帝京大)、

坂上達志、久保田伸枝、丸尾敏夫(帝京大、同・医療技術)
P1-2. 固定内斜視 3 例の治療経験
高橋麻穂、平石剛宏（帝京大）、坂上達志（同・医療技術）
P1-3. 斜視患者の奥行き運動知覚
渡辺裕士、毛塚剛司、鎗田理沙、鈴木

潤、大谷壮志、塚原林太郎、

原沢佳代子、臼井正彦（東京医大）
P1-4. 遠視性不同視弱視における中心窩網膜厚と陥凹度の検討
佐野

海、臼井千惠、高橋麻穂（帝京大）、林

孝雄、坂上達志、

小林義治（帝京大、同・医療技術）
P1-5. 論文発表からみた視能矯正学（視能学）の研究史
大庭紀雄（愛知淑徳大）
P1-6. 絶対中心暗点症例に対するプリズム眼鏡
阿曽沼早苗、長行司純子、前田絵麻、松村香奈、小島由香、中前美香
（大阪大）、不二門尚（同・感覚機能形成）

6 月 4 日(土)9：45−15：00
特別講演
「視覚について考える」
可児一孝(川崎医療福祉大)
シンポジウム
「乳児内斜視の超早期治療」
S1-1

背景・文献的考察
佐藤美保(浜松医大)

S2-2

非観血治療
牧野伸二(自治医大)

S1-3

手術

①

古瀬
S1-4

手術

尚(岡山大)

②

矢ヶ崎悌司(眼科やがさき医院)
S1-5

手術

③

野村耕治(兵庫県立こども病院)

