第 63 回日本弱視斜視学会総会・第 32 回日本小児眼科学会総会合同学会
プログラム
日時：2007 年 6 月 15 日(金)〜16 日(土)
場所：愛知県勤労会館（つるまいプラザ）

(愛知県名古屋市昭和区鶴舞 1-2-32)

会長：第 63 回日本弱視斜視学会総会：三宅三平
第 32 回日本小児眼科学会総会：林
6 月 15 日(金)
一般講演
検査・視力 9：00〜10：20

英之

眼科三宅病院
福岡大学医学部眼科学教室

講堂

01．乳幼児における角膜厚と眼圧について
山本

節、西崎雅也（兵庫県立こども病院）

02．幼児の近見視力について（その 1）−近見視力の実態と視行動−
高橋ひとみ（桃山学院大）、川端秀仁（かわばた眼科）、衞藤

隆（東京

大大学院教育学研究科）
03．幼児の近見視力について（その 2）−近見視力の実態と視行動−
川端秀仁（かわばた眼科）、高橋ひとみ（桃山学院大）、衞藤

隆（東京

大大学院教育学研究科）
04．千葉県こども病院における県立盲学校の出張教育相談
磯辺真理子、高相道彦、久我紘子、黒田紀子（千葉県こども病院）、
森

栄子（千葉県立盲学校）

05．多数例正常高齢者における両眼視力と片眼視力の比較
森

恵理、内海

隆、田辺由紀、丸山敦子（医療法人内海眼科医院）、

内海隆生（兵庫医科大）
06．MP-1 を用いた偏心視訓練を試みた１例
中村真理子、村木早苗、長谷川結子、植松久美子、西田保裕、大路正人
（滋賀医科大）
07．MNREAD-Jk を用いた不同視弱視および不同視を合併した微小斜視弱視の読書能力
大牟禮和代、若山曉美（近畿大）、松本富美子（同・堺病院）、阿部考助、
下村嘉一（近畿大）
08．液晶視力表（システムチャート SC-2000）の臨床評価
浅野麻衣、正木勢津子、稲垣理佐子、彦谷明子、堀田喜裕、佐藤美保
（浜松医科大）
09．バゴリーニ線条レンズを用いた小児の定量的両眼単一視野測定法
矢ｹ崎悌司、松浦葉矢子、太田裕子、伊藤法子、村口
やがさき医院）

香（医療法人眼科

斜視

10：20〜11：15

講堂

10．間歇性外斜視に対する両外直筋後転術の手術成績
西崎雅也、野村耕治（兵庫県立こども病院）
11．間欠性外斜視における自覚的・他覚的回旋偏位の検討
窪田真実、木村亜紀子、目黒千章、周
三村

あい、間原千草、内海隆生、

治（兵庫医科大）

12．斜筋異常を伴わない V 型外斜視に対する水平筋垂直移動術の臨床効果
大矢吉美、矢ｹ崎悌司、市川一夫（社会保険中京病院）
13．徳島大学における内直筋短縮・外直筋後転手術を行った外斜視の検討
四宮加容（徳島大）、岡本里江、木虎亜希子（同・視能訓練部）、山下
（秦眼科）、林

しの、中谷公美子、塩田

力

洋（徳島大）

14．斜視患者のプリズム矯正前後の重心動揺と重心位置
矢吹明子、長谷部佳世子、平井美恵、松尾俊彦、大月

洋（岡山大）

15．先天性両側性上斜筋麻痺により、早期に内斜視を発症した 4 症例
雲井弥生、鍋島文代、向田佐恵、山上麻衣子、張野正誉（淀川ｷﾘｽﾄ教病
院）
未熟児網膜症

11：15〜12：00

講堂

16．AP-ROP の初期像の蛍光眼底造影所見
平岡美依奈（国立成育医療ｾﾝﾀｰ）
、宮本眞理子（都立墨東病院新生児科）、
東

範行（国立成育医療ｾﾝﾀｰ）

17．I 型未熟児網膜症の蛍光眼底造影所見
宮本眞理子（都立墨東病院新生児科）
、平岡美依奈、東

範行（国立成育

医療ｾﾝﾀｰ）
18．当院における未熟児網膜症の治療状況
井上結香子、西崎雅也、野村耕治（兵庫県立こども病院）、溝渕雅巳、
中尾秀人（同・新生児科）
19．zoneⅠ未熟児網膜症の進行経過型
宋

由伽、西野裕華、初川嘉一（大阪府立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ）

20．福山医療センターNICU における未熟児網膜症の RetCam 利用による遠隔操作管理
田淵昭雄（川崎医療福祉大感覚矯正学科）、吉本順子、野島郁子、
池田正憲（福山医療ｾﾝﾀｰ小児科）
健診・疫学・屈折

17：00〜17：35

講堂

21．5 歳児健診に視力検査を導入して
溝淵京子（南福萬みぞぶち医院）
22．岡山県内の小学校児童における斜視および弱視の頻度調査の再現性
松尾俊彦（岡山大）、松尾智江（京山歯科診療所）

23．3 歳児健診におけるレチノマックスと FR-5000 で測定した屈折値の差
野原雅彦（丸子中央総合病院）、栁平朋子（信州大）、高橋まゆみ（丸子
中央総合病院）
24．乳幼児に対する 1％アトロピン点眼液を用いた調節麻痺下の屈折検査
森
弱視・立体視

隆史、八子恵子（福島県医大）、橋本禎子（桜水さかい眼科）

17：35〜18：30

講堂

25．先天性眼瞼下垂症例の視機能
山下

力（秦眼科）、四宮加容（徳島大）、岡本里江、木虎亜希子（同・

視能訓練部）、林

しの、塩田

洋（徳島大）、秦

聡（秦眼科）

26．新しい立体視検査装置を用いた斜視患者の静的・動的立体視評価
半田知也、石川

均（北里大・医療衛生）、西元久晴、後関利明、

清水公也（北里大）
27．遠見立体視検査における defocus の影響について
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）
28．下方視野におけるコントラストの立体視への影響
天野大輔、阿曽沼早苗、小嶋由香、金山素子、藤木かおり、鶴留康弘、
大澤

結、岡

知子、高田雄介、下條裕史、松下賢治、不二門

尚

（大阪大）
29．類似的近視性不同視下での両眼視機能の検討
岡

知子、阿曽沼早苗、小嶋由香、金山素子、藤木かおり、鶴留康弘、

天野大輔、大澤

結、高田雄介、下條裕史、松下賢治、不二門

尚

（大阪大）
30．眼優位性に影響する因子の検討〜不同視弱視〜
伊藤美沙絵（北里大）、新井田孝裕（国際医療福祉大）、戸塚
半田知也、石川
手術・治療

9：00〜10：40

悟、

均、庄司信行、清水公也（北里大）

小ホール

31．後天垂直眼振の手術療法
三村

治、木村亜紀子、内海隆生（兵庫医科大）

32．ラット外眼筋後転術後の線維化反応の免疫組織化学的検討
白井久美、雑賀司珠也、岡田由香、大西克尚（和歌山医科大）
33．上外直筋縫着術が有効であった正常眼軸の後天内斜視
内海隆生、木村亜紀子、中村由美子、三村

治（兵庫医科大）

34．水晶体摘出手術後にγ角異常が著明に改善した Marfan 症候群の 1 例
石井祐子、上田悦子、山館希理子、徳田芳弘、若倉雅登、井上治郎
（井上眼科病院）

35．390 例の日帰り全身麻痺による眼科手術の実践
羅

錦営（ら（羅）眼科、静岡市、帝京大）、小林敏信（静岡市、ら（羅）

眼科麻酔科）
36．初期治療として全身化学療法を 6 コース行った網膜芽細胞腫の眼球予後
鈴木茂伸（国立がんｾﾝﾀｰ中央病院）、柳澤隆昭（埼玉医科大・国際医療ｾﾝ
ﾀｰ脳脊髄腫瘍科）
37．小児白内障 IOL 眼における後発白内障
徳田芳浩、石井祐子、勝海

修、若倉雅登、井上治郎（井上眼科病院）

38．小児期の急性緑内障発作に対して水晶体摘出術を施行した第一次硝子体過形成遺
残の 1 例
橋本昌美、三木淳司、長井慎吾、長谷部

日、福地健郎、栂野哲哉、

阿部春樹（新潟大）
39．両眼に高度な滲出性網膜剥離をきたした女児の 1 例
檜垣卓夫、尾辻

太（福岡徳州会病院）
、野下純世、大島健司（村上華林

堂病院）
40．先天無虹彩に 360°鋸状縁断裂による網膜剥離を合併した一例
浜

由起子、平形明人、柳沼重晴、野田英一郎、樋田哲夫（杏林ｱｲｾﾝﾀｰ）、

富田
症例報告

香（平和眼科）

10：40〜12：00

小ホール

41．古いパーカーインクで診断できた完成期のアカントアメーバ角膜炎の 1 例
武藤哲也（八潮中央総合病院、獨協医科大・越谷病院）、伊藤竜成、
門屋講司、松本行弘（獨協医科大・越谷病院）、高橋次郎（同、高橋眼科）、
筑田

眞（獨協医科大・越谷病院）

42．遺伝子診断を行ったノリエ病 2 家系の臨床像
宮河あやこ、近藤寛之、林
長谷部

英之、内尾英一（福岡大）、宗村

守、

日（新潟大）

43．病状早期より経過観察可能であった Norrie 病の一例
島

千春、日下俊次（大阪大）、近藤寛之（福岡大）、長谷部治之（県立

広島病院）、不二門

尚、田野保雄（大阪大）

44．Bielschowsky 頭部傾斜試験にて非傾斜側眼が上転した先天性下直筋欠損の 1 例
河野尚子、中馬秀樹、直井信久（宮崎大）
45．前房水から HSV-2 の DNA が検出された 3 歳の急性網膜壊死の 1 例
岩味未央（あいち小児ｾﾝﾀｰ）、近藤峰生（名古屋大）、都築欣一、
桜井寛子（あいち小児ｾﾝﾀｰ）、北島直子、岩田直美、安藤嘉浩（同・感染
免疫科）、伊藤嘉規（名古屋大・小児科）、木村

宏（名古屋大・ｳｲﾙｽ学）、

寺崎浩子（名古屋大）
46．網膜静脈閉塞によると思われる血管新生緑内障をきたした 6 歳男児の 1 例

中村洋介、畑

奈津代、四倉次郎、菅原岳史、三田村佳典、山本修一

（千葉大）
47．放射線治療後 15 年経て発症し、カルバマゼピンで軽快した眼球運動障害の 1 例
青木真純、原

直人、大野晃司、有本あこ、渡邉久美子（神奈川歯科大・

横浜ｸﾘﾆｯｸ）、白川慎爾（湘南みやび眼科）、向野和雄（神奈川歯科大・横
浜ｸﾘﾆｯｸ）
48．Duane 症候群と Marcus Gunn 現象との合併例
羅

錦営（ら（羅）眼科、静岡市、帝京大）、古川真二郎、小関裕乃

（ら（羅）眼科）、山中三千代（静岡市）
6 月 16 日（土）
一般講演
眼球運動異常

9：00〜9：55

講堂

49．原因不明の後天性外眼筋麻痺の予後
辛

米子（獨協医科大）

50．成人の複視に対するフレネル膜プリズムの装用状況
筒井亜由美、中村桂子、澤

ふみ子、清水みはる、南

森田亜紀子、江富朋彦、菅澤

稔浩、伊藤史絵、

淳（大阪医科大）

51．進行性内斜視の稀な一例
大庭正裕、川田浩克、福士直子（札幌医科大）
52．先天上斜筋麻痺の親子症例の臨床所見と関連遺伝子
今井小百合、松尾俊彦、長谷部

聡、大月

洋（岡山大）

53．一方向性の錯倒現象が観察された未熟児網膜症の 1 例
原

崇彰、吉田正樹、久保寛之、敷島敬悟、北原健二、常岡

寛（東京

慈恵会医科大）
54．眼窩壁骨折後の斜視手術についての考察
川田浩克、大庭正裕、西坂紀実利、小原裕一郎、福士直子、大黒
（札幌医科大）
シンポジウム

10：00〜11：30

講堂

手術法の違いによる外斜視の術後結果
1. 成人の後転術の術後結果
坂上達志（帝京大）
2. 間欠性外斜視

小児の両外直筋後転術

佐藤美保（浜松医科大）
3. 小児の前後転の術後結果
仁科幸子（国立成育医療ｾﾝﾀｰ）
4. 成人の前後転の術後結果

浩

菅澤

淳（大阪医科大）

5. Faden 手術の術後結果
初川嘉一（大阪府立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ）
6. Faden 手術の術後結果
横山

連（大阪市立総合医療ｾﾝﾀｰ）

7. adjustable suture 法の術後結果
長谷部
受賞講演（弓削賞）

聡（岡山大）
13：20〜13：50

講堂

Assessment of Cyclodisparity-Induced Slant Perception with a Synoptophore
宮田
招待講演

学（姫路日赤）

13：50〜14：50

講堂

The Quest for Binocularity in Congeniatal(Infantile)Esotropia
Prof. Malcolm R.Ing（ハワイ大）
ポスター展示
P-01．小児眼筋型重症筋無力症（Childhood ocular myasthenia gravis; CMG）にお
ける両眼視機能障害
江本有子、藤江和貴、若倉雅登、井上治郎（医療法人社団済安堂井上眼
科病院神経眼科）
P-02. 正常者における交代遮蔽時の衝動性眼球運動の潜時−GAP 課題
鶴羽美里、山田徹人、四之宮佑馬、新井田孝裕（国際医療福祉大）
P-03. 上下直筋全幅移動術の一例
中川たか子、谷原秀信（熊本大）
P-04. 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
兵藤

維、臼井千惠、落合淳一（帝京大）、林

第2報

孝雄、坂上達志、

小林義治（同、同・医療技術学部視能矯正学科）
P-05. 3 歳児健診で要精査と判定され受診した児の問診票と受診結果の検討
児島加代、中田記代子、田中和代（国立病院機構香川小児病院）
P-06. 外斜視の戻りに対する外直筋の再後転術の術後経過
初川嘉一、稲山裕美、石坂真美、西野裕華、宋

由伽（大阪府立母子保

健総合医療ｾﾝﾀｰ）
P-07. 異なる手術術式を選択した高度近視に伴う進行性内斜視の母子例
大崎明子、関向大介、楠原あずさ、中西頼子、金森章泰、山田裕子、
中村

誠（神戸大）

P-08. 機能的磁気共鳴画像（fMRI）による皮質における両眼加重の評価
吉田正樹（東京慈恵会医科大）、井田正博（都立荏原病院・診療放射線科）、

原

崇彰、久保寛之（東京慈恵会医科大）、NGUYEN TH、STIEVENART JL

（C.H.N.O.des XV-XX,UPMC Paris VI）、柴
会医科大）、榎本千恵子、野田

琢也、秋山悟一（東京慈恵

徹（国立病院機構東京医療ｾﾝﾀｰ）、

IBA-ZIZEN MT（C.H.N.O.des XV-XX,UPMC Paris VI）、北原健二（東京慈
恵会医科大）、CABANIS EA（C.H.N.O.des XV-XX,UPMC Paris VI）、常岡

寛

（東京慈恵会医科大）
P-09. 調節性内斜視における長期の屈折変化
保沢こずえ、牧野伸二、近藤玲子、川崎知子、杉山華江、平林里恵、
関口美佳（自治医科大）
P-10．微小斜視の視覚的エゴセンターの位置
松藤佳名子（福岡国際医療福祉学院）、渡辺

功（熊本大・文学部）

P-11. 両眼下斜筋切除術における外斜視眼位への影響
曽和万紀子、江冨朋彦、平尾真実、寺井朋子、菅澤

淳、池田恒彦（大

阪医科大）
P-12. 下斜筋前方移動術の正面眼位への影響
高井佳子、鵜飼喜世子（名古屋大）、岩田恵美（西尾市民病院）、
岩瀬紗代子、寺崎浩子（名古屋大）
P-13. 弱視治療が有効と思われた先天性眼底疾患の 5 例
岡村彰子（大阪済生会茨木病院）、江富朋彦、稲泉令巳子、濱村美恵子、
中村桂子、菅澤

淳、池田恒彦（大阪医科大）

P-14. VHD の臨床的応用について
三上

優、伊藤純子（西葛西井上眼科こどもｸﾘﾆｯｸ）、高橋奈津実、

嶋口一絵（西葛西井上眼科病院）、勝海

修（同・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）
P-15. 先天性外眼筋線維症の遺伝子検索
藤原裕丈、松尾俊彦、糸島笑美、今井小百合、長谷部
河野玲華、大月

聡、古瀬

尚、

洋（岡山大）

P-16. 乳頭周囲ぶどう腫の一症例
北野

愛、白井久美、雑賀司珠也、岡田由香、大西克尚（和歌山県立医

科大）
P-17. 眼球内でかなり進行した網膜芽細胞腫の場合に、どのように対応すべきか？
金子明博、金子

卓、高木誠二（東邦大医療ｾﾝﾀｰ・大橋病院）、毛利

誠

（東邦大医療ｾﾝﾀｰ・放射線科）、柳澤隆昭（埼玉医科大国際医療ｾﾝﾀｰ・小
児脳脊髄科）、秋山政晴、湯坐有希（東京慈恵会医科大・小児科）
P-18. 網膜芽細胞腫と鑑別が困難であった 3 例
宋

由伽、西野裕華、初川嘉一（大阪府立母子保健総合医療ｾﾝﾀｰ）

P-19. 観血的に除去した内斜視を伴った瞳孔網膜遺残の 1 例
牧野伸二、保沢こずえ、近藤玲子、川崎知子、杉山華江、平林里恵、

関口美佳（自治医科大）、高橋雄二（たかはし眼科）
P-20. 先天鼻涙管閉塞による涙嚢炎の起炎菌についての検討
後藤美和子、菅原美香（福岡市立こども病院・感染症ｾﾝﾀｰ）
P-21. Macular Coloboma と考えられる家族例
根岸貴志（埼玉県立小児医療ｾﾝﾀｰ）
、早津宏夫（早津眼科）、溝田
天大・浦安）、村上

淳（順

晶（順天大）

P-22. 樹氷上網膜血管炎と考えられた小児ぶどう膜炎の一例
佐久間景子、島田頼於奈、海老原伸介、藤巻拓郎、玉城宏一、村上

晶

（順天大）
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矢ヶ﨑悌司 (眼科やがさき医院)

上下斜視の診断と治療
上下斜視の検査と診断

木村亜紀子(兵庫医大)

上下斜視の光学的治療

牧野伸二(自治医大)

上下斜視の観血的治療

大庭正裕(札幌医大)

