
第 62回日本弱視斜視学会総会・第 31回日本小児眼科学会総会合同学会 
プログラム 

 
日時：2006年 6月 2日(金)～3日(土) 
場所：アクトシティ浜松 (浜松市板屋町 111-1) 
会長：第 62回日本弱視斜視学会総会：佐藤美保 浜松医科大学眼科学教室 
   第 31回日本小児眼科学会総会：西田輝夫 山口大学医学部眼科学教室 
 
6 月 2 日(金) 9：00～11：00 

一般講演  

検査           

 01-1. 液晶モニターを使用した Preferential Looking 装置の試作 

  三上 優、嶋口一絵、伊藤純子、勝海 修（西葛西井上眼科こどもｸﾘﾆｯｸ）、 

  宮永嘉隆（西葛西井上眼科病院）、井上治郎（井上眼科病院） 

 01-2.コントラスト変化に伴う視運動眼振抑制視力－黄斑疾患と機能弱視－ 

  森田雅子（県立広島病院、九州保健福祉大大学院・保健科学研究科）、 

  内田冴子、深井小久子（九州保健福祉大大学院・保健科学研究科）、 

  長谷部浩之（県立広島病院） 

 01-3. 乳幼児における水平視野測定 

  藤原篤之、田淵昭雄（川崎医療福祉大） 

 01-4. 両眼開放型レフ（WV-500）による Hirschberg 計測の試み 

 末丸純子、長谷部 聡、木村修平、大月 洋（岡山大） 

 

視機能                    

 01-5.日中と夜間における調節微動の変化－屈折異常・眼位が及ぼす影響－ 

  中山奈々美、川守田拓志（北里大・医療系研究科）、魚里 博 

  （北里大・医療衛生学部） 

 01-6. 後天上斜筋麻痺における回旋融像幅 

  平野佳代子（帝京大）、林 孝雄、坂上達志（同・医療技術学部視能矯正 

  学科）、臼井千恵、中川真紀（帝京大） 

 01-7. 加齢黄斑変性に対する屋内用遮光眼鏡の検討－ND フィルターとの比較－ 

  阿曽沼早苗、長行司純子、前田江麻、松村香奈、小嶋由香、中前美佳、 

  金山素子、鶴留康弘、藤木かおり、不二門 尚（大阪大） 

 01-8. 斜視の術前・術後における読書時の眼球運動 

  井川美智子、田淵昭雄、前田史篤、石井佐知、西田愛美、藤原由野 

  (川崎医療福祉大) 

   

弱視          



 01-9.調節性内斜視の合併の有無による屈折異常弱視の比較検討 

  山下 力、秦 聡（秦病院）、木虎亜希子、岡本里江（徳島大病院・視 

  能訓練部）、四宮加容、塩田 洋（徳島大病院） 

 01-10. 立体視力と抑制暗点水平径との関連 

  村口 香、矢ｹ﨑悌司、松浦葉矢子、太田裕子、伊藤法子（眼科やがさき 

  医院） 

 01-11. 片眼性小児白内障 IOL 術後の視能訓練と視機能予後 

  石井祐子、大石奈々子、和田真生子、永野雅子、徳田芳浩、若倉雅登、 

  井上治郎（井上眼科病院） 

 01-12. 乱視に対する眼鏡処方 

  桜井寛子（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ）、佐藤美保（浜松医大）、 

  都築欣一（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ）、山口直子、春日井めぐみ、 

  浅野典子（同・視能訓練科）、川瀬佳克（愛知淑徳大） 

 

11：00～12：00 

ミニシンポジウム：斜視手術 1 

 MS1-1.間欠性外斜視に対する両眼外直筋後転術の治療成績 

  梶田鉄平、稲山裕美、石坂真美、林 雅子、初川嘉一（大阪府立母子保 

  健総合医療ｾﾝﾀｰ） 

 MS1-2.成人外斜視のプリズム装用後眼位に対する等量後転短縮術の検討 

  菅澤 淳、江富朋彦、平尾真実、奥 英弘、池田恒彦（大阪医大） 

 MS1-3.小児外斜視に対する外直筋後部縫着法の効果 

  山口 真（大阪市大）、横山 連、埜村史絵、太田眞理子、田中尚子 

  （大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ） 

 MS1-4.札幌医大三年間における内斜視再生手術症例の検討 

  川田浩克、大庭正裕、小川佳一、福士直子（札幌医大） 

 MS1-5.札幌医大三年間における外斜視再生手術症例の検討 

  小川佳一、川田浩克、吉田香織、今泉日菜、福士直子、大場正裕（札幌 

  医大）  

 MS1-6.眼振に対する水平四直筋大量後転術の臨床効果 

  矢ヶ﨑悌司（眼科やがさき医院）、大矢郁美、中村悦子（社会保険中京病 

  院）、太田裕子（眼科やがさき医院） 

 MS1-7.先天眼振に対する水平四直筋大量後転術 

  橋本昌美、三木淳司、白鳥 敦、高木峰夫、阿部春樹（新潟大） 

 

16：30～18：00 

合同シンポジウム：小児眼科診療に役立つ遺伝子診断 

 S1-1.小児眼科臨床に役立つ遺伝子検査法 



  藤原裕丈（岡山大） 

 S1-2.遺伝子形式の考え方 

  藤巻拓郎（順天堂大） 

 S1-3.弧発例の考え方 

  中村 誠（名古屋大） 

 S1-4.遺伝的異質性の考え方 

  近藤寛之（福岡大） 

 S1-5.遺伝性眼疾患研究へのバイオインフォマティクスの活用とデータベース構築 

  王 春霞（浜松医大、同・光量子医セ）、堀田喜裕、佐藤美保（浜松医大）、 

  中村 誠、寺崎浩子（名古屋大）、三宅養三（東京医療ｾﾝﾀｰ）、大坪正史、 

  中西伸夫（浜松医大・光量子医セ）、清水信義（慶應大・医分子生物学）、 

  蓑島伸生（浜松医大・光量子医セ） 

 

6 月 3 日(土) 9：00～11：00 

一般講演 

屈折 

 02-1.内斜視術後における眼位および固視眼と不同視の関係 

  下條裕史、細畠 淳、不二門 尚、田野保雄（大阪大） 

 02-2.無水晶体眼の小児に用いたモノビジョン法の検討 

  稲山裕美、石坂真美、林 雅子、梶田鉄平、初川嘉一（大阪府立母子保 

  健総合医療ｾﾝﾀｰ） 

 02-3.間歇性外斜視に見られる斜位近視と年齢についての検討 

  藤木かおり（大阪大附属病院）、前田江麻、阿曽沼早苗、長行司純子、 

  松村香奈、小嶋由香、中前美佳、金山素子、鶴留康弘、不二門 尚（大 

  阪大） 

 

健診 

 02-4.岡山市の 1歳 6 ヵ月児および 3歳児健康診査における弱視・斜視の頻度 

  松尾俊彦（岡山大）、松岡宏明、木尾敬子（岡山市保健所） 

 02-5.三歳児眼科検診の現状－日本視能訓練士協会によるアンケート調査結果－ 

  中村桂子、丹治弘子、恒川幹子、猿谷淳子、長尾長彦（日本視能訓練士 

  協会健診業務委員会） 

 02-6.３歳児健診の要精検児の経過 

  堀 普美子、天野みゆき、市原美重子、橋村星美、浅野典子（あいち小 

  児保健医療総合ｾﾝﾀｰ視能訓練科）、川瀬佳克（愛知淑徳大）、桜井寛子、 

  都築欣一（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ） 

 

斜視（1） 



 02-7.乳児内斜視の外転抑制について（第２報） 

  森実秀子、小西美奈子、山田晴子（こにし・もりざね眼科） 

 02-8.上斜筋付着部異常（ClassⅡ）を認めた先天上斜筋麻痺の臨床像 

  仁科幸子、浜 由起子、本村 薫、鈴木由美、赤池祥子、越後貫滋子、 

  東 範行（国立成育医療ｾﾝﾀｰ） 

 02-9.後天性眼球運動障害の日常視の質に対する計量心理学的検討 

  岡 真由美（九州保健福祉大・保健科学研究科、河原眼科ｸﾘﾆｯｸ）、 

  内田冴子、深井小久子（九州保健福祉大・保健科学研究科）、河原正明 

  （河原眼科ｸﾘﾆｯｸ） 

 

斜視（2） 

 02-10.先天および発達白内障に合併する斜視の発症時期 

  飯塚久美子、大島富太郎、西崎雅也、野村耕治、広田和美、佐伯多賀子、 

  山本 節（兵庫県立こども病院） 

 02-11.後天性外眼筋麻痺による複視の予後 

  辛 米子、千葉桂三（獨協医大） 

 02-12.ラット眼を用いた外眼筋後転術後の筋付着部創傷治癒の組織学的検討 

  白井久美、雑賀司珠也、岡田由香、大西克尚（和歌山県医大） 

 

11：00～12：00 

シンポジウム：斜視手術 2 

 MS2-1.強度近視性斜視における上外直筋縫着法に対する外直筋短縮の影響 

  埜村史絵、横山 連、太田眞理子、田中尚子（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）、 

  山口 真（大阪市大） 

 MS2-2.先天上斜筋麻痺術後にみられた交代性上斜位様の変化 

  中村あい、木村亜紀子、保科幸次、三村 治（兵庫医大） 

 MS2-3.強度近視性内斜視の術中外眼筋所見 

  西田保裕、柿木雅志、村木早苗、大路正人（滋賀医大） 

 MS2-4.回旋斜視に対する切腱を要しない筋移動術の試み 

  村木早苗、西田保裕、原田有理、柿木雅志、澤田 修、大路正人（滋賀 

  医大）、吉田健一（高砂西部病院） 

 MS2-5.共同偏視に対する外眼筋手術 

  井上貴美子、木村亜紀子、中村あい、目黒千章、窪田真実、三村 治（兵 

  庫医大） 

 MS2-6.副鼻腔内視鏡手術中の内直筋損傷に対する斜視手術時期の検討 

  彦谷明子、西村香澄、堀田喜裕、佐藤美保（浜松医大） 

 MS2-7.成人内斜視に対するアジャスタブル斜視手術の短・中期成績 

  長谷部 聡、浜崎一郎、木村修平、大月 洋（岡山大） 



 

14：00～14：15 

日本弱視斜視学会賞受賞講演 

 外側膝状体の機能的イメージング 

  三木淳司（新潟大学医歯学総合病院） 

 

14：15～15：00 

日本弱視斜視学会特別講演 

 The Role of Telemedicine in the Management of Strabismus 

  Eugene M. Helveston（Indiana University School of Medicine  

  Indianapolis, Indiana、Ophthalmologist in Chief ORBIS International） 

 

15:00～16：30 

ワークショップ：斜視難症例検討会 

 先天性動眼神経麻痺？ 

  仁科幸子（国立成育医療ｾﾝﾀｰ） 

 Late Onset ET の学童期での手術 

  不二門 尚（大阪大） 

 手術による A-V 型の逆転例 

  大庭正裕（札幌医大） 

 陳旧性動眼神経麻痺による大斜視角の上下斜視の手術 

  横山 連（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ） 

 筋移動術が奏効しない両側性核間眼筋麻痺（Webino 症候群） 

  長谷部 聡（岡山大） 

 

16：30～18：00 

合同シンポジウム：三歳児健診 

 S2-1.三歳児視覚健診の現状 

  瀧畑能子（川崎医療福祉大） 

 S2-2.三歳児健診の地域格差について 

  橋本禎子（桜水さかい眼科、福島県医大） 

 S2-3.三歳児健診の屈折検査について 

  内海 隆（（医）内海眼科、大阪医大） 

 S2-4.健診の有用性についての考え方 効果と効率を中心に 

  尾藤誠司（国立病院機構本部、東京医療ｾﾝﾀｰ） 

 

学術展示 

 P-1.視能訓練士教育における保健・健康実習の導入について－３歳児健康診査－ 



  高木満里子、深井小久子、沼田公子、内川義和、岡野真弓、吉弘和展、 

  吉武美鈴、内田冴子（九州保健福祉大・保健科学部視機能療法学科） 

 P-2.眼科学校検診の現状について 

  落合万理、黒川裕子、松田さやか、田中育美、落合憲一（おちあい眼科） 

 P-3.硫酸アトロピン点眼における初回と２回目の調節麻痺効果 

  山口華奈子、筒井健太、山口 純（北里大）、石川 均（同・医療衛生）、 

  清水公也（北里大） 

 P-4.立体視刺激による瞳孔反応についての検討 

  金山素子、阿曽沼早苗、松村香奈、長行司純子、前田江麻、小嶋由香、 

  中前美佳、藤木かおり、鶴留康弘、下條裕史、細畠 淳、不二門 尚（大 

  阪大附属病院） 

 P-5.オートレフケラトメーターRC-5000 の使用経験 

  菅野敦子、藤野 亮、小林昭子、肥田野めぐみ、齋藤寿美恵、秦 規子、 

  原澤佳代子、臼井正彦（東京医大） 

 P-6.3 才児健康診査における据え置き型オートレフによる屈折検査の有用性 

  蔭山光代（香川大）、土屋仁美、大森千裕、横須賀裕美子（岡山大福ｸﾘﾆｯ 

  ｸ）、森 茂、三宅 馨（三宅医院）、堤 美沙子、矢野いづみ、脇本洋子、 

  野本浩之、白神史雄（香川大） 

 P-7.思春期にみられた心因性視覚障害の 2症例 

  山本奈未、永井康太、渋谷恵理、山口智子、高島佳恵、中泉裕子（金沢 

  医大） 

 P-8.心因性視覚障害に関する調査～養護教諭に対して～ 

  嶋田倫子、保倉 透（市立吹田市民病院）、松嶋紀子（大阪教育大・健康 

  科学講座） 

 P-9.大阪府眼科医会所属医師の心因性視覚障害に関するアンケート調査 

  保倉 透、嶋田倫子（市立吹田市民病院）、松嶋紀子（大阪教育大・健康 

  科学講座）、宮浦 徹、服部吉幸（大阪府眼科医会） 

 P-10.左側外傷性脳損傷児における黄色フィルター装用による視覚認知障害の改善 

  杉谷邦子、鈴木利根、筑田 眞（獨協医大越谷病院） 

 P-11.弱視治療におけるパッチ遮蔽法と健眼アトロピン点眼療法の比較 

  鎗田理沙、毛塚剛司、渡辺裕士、大谷壮司、鈴木 潤、原澤佳代子、 

  臼井正彦（東京医大） 

 P-12.短時間遮閉の眼優位性への影響 

  新田任里江、半田知也、魚里 博、石川 均、庄司信行（北里大・医療 

  衛生学部）、増田千穂（北里大・医療系研究科）、清水公也（北里大） 

 P-13.調節痙攣を伴った不同視弱視の一例 

  矢的良子、上田由美恵、宮崎茂雄（神戸赤十字病院） 

 P-14.眼運動神経麻痺は薬物治療でどこまで治るか？ 



  三村 治、木村亜紀子、田中久子、栗本拓治（兵庫医大） 

 P-15.比較的大きな角度をもつ部分調節性内斜視に片眼内直筋後転術を施行した 3 

  症例 

  徳島忠弘（長野県立こども病院） 

 P-16.後天性ブラウン症候群の 1例 

  森下郁子、大野雅子、木下貴正、荻野哲男、佐藤 唯、今泉寛子、 

  竹田宗泰（市立札幌病院）、橋本雅人（札幌医大） 

 P-17.外斜視の再発に対する外直筋の再後転術を行った 2例 

  初川嘉一、稲山裕美、石坂真美、梶田鉄平、林 雅子（大阪府立母子保 

  健総合医療ｾﾝﾀｰ） 

 P-18.両側眼窩先端部症候群の 1例 

  吉田香織、大庭正裕、小原裕一郎、小川佳一、川田浩克（札幌医大） 

 P-19.両眼の固定内斜視の一例 

  中川たか子、米村隆温（熊本大） 

 P-20.Faden 手術が奏功した斜視角変動を伴う成人内斜視の 1例 

  戸成匡宏、大西真紀子、江富朋彦、平尾真実、菅澤 淳、池田恒彦（大 

  阪医大） 

 P-21.先天上斜筋麻痺の解剖学的新分類 

  羅 錦営（ら（羅）眼科、静岡市、帝京大） 

 P-22.上斜筋腱後方 2/3 切腱術を施行した成人 A型外斜視の 1例 

  江富朋彦、菅澤 淳、岡村彰子、平尾真実、寺井朋子、池田恒彦（大阪 

  医大） 

 P-23.斜視手術前後の奥行き運動知覚 

  渡辺裕士、毛塚剛司、鈴木 潤、塚原林太郎、山内康行、原澤佳代子、 

  臼井正彦（東京医大） 

 P-24.正常者における交代遮蔽時の衝動性眼球運動の潜時 

  四之宮佑馬、山田徹人、新井田孝裕（国際医療福祉大保健学部・視機能 

  療法学科） 

 P-25.機能的磁気共鳴画像（fMRI）による皮質における両眼加重の検討 

  吉田正樹（東京慈恵医大）、井田正博（都立荏原病院診療放射線科）、 

  菊地信介、原 崇彰、久保寛之（東京慈恵医大）、NGUYEN TH、 

  STIEVENART JL、BELLINGER L（C.H.N.O.dex XV-XX,UPMC ParisVI）、 

  柴 琢也（東京慈恵医大）、IBA-ZIZEN MT（C.H.N.O.dex XV-XX,UPMC  

  ParisVI）、北原健二（東京慈恵医大）、CABANIS EA（C.H.N.O.dex XV-XX,UPMC  

  ParisVI） 

 P-26.虹彩異色症を伴った先天性 Horner 症候群の一例 

  津島紗弥香、田野上恭子、咲山 豊、三島 弘（近畿大・奈良） 

 P-27.片眼のほぼ完全な眼瞼下垂を伴った眼窩筋炎の一例 



  高井佳子（名古屋大）、天野恵美（西尾市民病院）、寺崎浩子（名古屋大） 

 P-28.若年者における視神経低形成有病率についての予備調査 

  岡野真弓、沼田公子、吉弘和展、深井小久子（九州保健福祉大保健科学 

  部・視機能療法学科）、尾崎峯生（おざきﾒﾃﾞｨｶﾙｱｿｼｴｲﾂ尾崎眼科） 

 


