第 64 回日本弱視斜視学会総会・第 33 回日本小児眼科学会総会合同学会
プログラム
日時：2008 年 7 月 4 日(金)～5 日(土)
場所：品川プリンスホテルアネックスタワー
会長：第 64 回日本弱視斜視学会総会：東

(東京都港区高輪 4-10-30)

範行

第 33 回日本小児眼科学会総会：不二門

国立成育医療センター眼科
尚

大阪大学大学院医学系研究科感覚機
能形成学

7 月 4 日(金)
一般講演
神経眼科 9：10～10：00
01．先天眼振の視機能評価－MNREAD-JK を用いた検討－
石井雅子（新潟医専、新潟大）、三木淳司、橋本昌美、羽入貴子、
奥山真也、阿部春樹（新潟大）
02．正常者の調節機能についての検討
松岡久美子、小鷲宏昭、露無陽子、清水香奈、中島貴友、中込良太、
渡部可奈子、野口説子、野川由紀、池田結佳（帝京大医療技術学部視能
矯正学科）
03．調節負荷による屈折値と瞳孔径への影響について
中山奈々美、川守田拓志、山本真也（北里大大学院・医療系研究科）、
魚里

博（北里大大学院・医療研究科、北里大・医療衛生学部）

04．fMRI による刺激コントラスト変化に伴う皮質応答
西本文俊（慈恵医大）
、井田正博（東京保健医療公社荏原病院放射線科）、
吉田正樹、Christine Boucard（慈恵医大）、Thien Huong Nguyen（キャ
ンズバンフランス国立眼科病院神経画像科）、柴

琢也（慈恵医大）

榎本千恵子（国立病院機構東京医療センター耳鼻科）、野田

徹（国立病

院機構東京医療センター）Emanuel Alain Cabanis（キャンズバンフラン
ス国立眼科病院神経画像科）、常岡

寛（慈恵医大）

05．fMRI による皮質での両眼加重応答－低コントラスト刺激による検討－
吉田正樹（慈恵医大）
、井田正博（東京保健医療公社荏原病院放射線科）、
Christine Boucard、西本文俊（慈恵医大）、Thien Huong Nguyen（キャ
ンズバンフランス国立眼科病院神経画像科）、柴

琢也（慈恵医大）、

榎本千恵子（国立病院機構東京医療センター耳鼻科）、野田

徹（国立病

院機構東京医療センター）、Emanuel Alain Cabanis（キャンズバンフラ
ンス国立眼科病院神経画像科）、常岡
弱視

寛（慈恵医大）

10：00～10：40
06．就学時健診、学校健診で発見された弱視治療成績

間原千草、木村亜紀子、窪田真実、南
三村

千章、佐野直子、田中麻紀、

治（兵庫医科大）

07．不同視弱視に対して Moore-Johnson 変法単独で視力が改善した症例の検討
江富朋彦、菅澤
奥

淳、松尾純子、平尾真実、寺井朋子、濱村美恵子、

英弘、池田恒彦（大阪医科大）

08．高度な瞳孔膜遺残に合併した屈折性弱視
永野雅子、石井祐子、徳田芳浩、若倉雅登、井上治郎（井上眼科病院）
09．治療により視力 1.0 を獲得した不同視弱視と屈折異常弱視の立体視力についての
検討
大鋸桃代、矢ヶ崎悌司、松浦葉矢子、太田裕子、伊藤法子、村口

香（医

療法人眼科やがさき医院）
眼位・両眼視機能

10：40～11：20

10．Parkinson 病患者における眼位の検討
下條裕史（大阪大）、不二門

尚（大阪大大学院感覚機能形成学）、

長野清一、佐古田三郎（大阪大神経内科）
11．Frisby Stereotest と Titmus Stereo Test との比較
阿部遥佳、須田木綿子（西葛西井上眼科病院）、小林

薫、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）
12．顕微鏡下における立体視機能の検討
平井教子、阿曽沼早苗、鶴留康弘、藤木かおり、天野大輔、大澤
岡

結、

知子、高田雄介、下條裕史（大阪大附属病院感覚・皮膚・運動系科

眼科）、不二門

尚（大阪大大学院医学系研究科感覚機能形成学）

13．難治性の単眼性複視の稀な一例
森下郁子、大野雅子、竹田宗泰（市立札幌病院）、大庭正裕（札幌医科大）、
前川
斜視

浩、松田整二（誠心眼科病院）

14：20～15：00
14．内斜視と生まれ月の関係

第 2 報－遠視の生まれ月に注目して－

枩田亨二（まつだ眼科）、横山
湖崎

連（大阪市立総合医療センター小児眼科）、

克（湖崎眼科アクティ分院）

15．日本で報告された先天下直筋欠損 16 例の特徴と発症機序
松尾俊彦、渡辺智子、古瀬

尚、長谷部

聡、大月

洋（岡山大大学院

医歯薬学総合研究科眼科学分野）
16．外眼筋偏位と眼位異常
木村亜紀子、三村

治、中村由美子（兵庫医科大）
、小嶋清香、山本恭三、

出田秀尚（出田眼科病院）
17．後天性外眼筋麻痺における発症年齢、病因、性別の頻度に認めた高齢化の影響
辛

米子（獨協医科大）、早津宏夫（獨協医科大、早津眼科医院）、

宮下博行、千葉桂三、妹尾
斜視手術 1

正（獨協医科大）

15：00～15：50

18．近年における成人斜視手術の検討
大庭正裕、川田浩克、大黒

浩、福士直子（札幌医科大）

19．甲状腺眼症の斜視手術について
川田浩克、大庭正裕、福士直子、大黒

浩（札幌医科大）

○
R

20．セプラフィルム の斜視手術への応用の可能性
竹内侯雄、目時友美、石川
中澤

太、山崎仁志、宮川靖博、伊藤

忠、

満（弘前大）

21．斜視手術における全身麻酔下眼位
三田哲大、Khadija Mahmoodi（川崎医療福祉大医療技術学研究科）、
徳永由枝、楠

理代（医療法人全仁会倉敷平成病院）、和田

聡（医療法

人全仁会倉敷平成病院麻酔下）、藤井智子（川崎医科大病院麻酔下）、
田淵昭雄（川崎医療福祉大医療技術学部研究科）
22．内斜視術後の眼位の安定に影響する要因について
阿曽沼早苗、鶴留康弘、藤木かおり、天野大輔、岡

知子、大澤

結、

高田雄介、川口佳菜、平井教子（大阪大感覚器外科学眼科）、不二門

尚

（大阪大感覚機能形成学）
斜視手術 2

15：50～16：40

23．湖崎眼科の外斜視手術の成績
湖崎

淳、湖崎

克、南野桂三（湖崎眼科）

24．V 型外斜視に対する下斜筋切腱術の治療効果
永井隆史、辰巳康子、藤岡美幸、野村耕治（兵庫県立こども病院）
25．術後内斜視に対する治療成績
初川嘉一、藤野貴啓、宋

由伽、稲山裕美、石坂真美（大阪府立母子保

健総合医療センター）
26．後転短縮術に Faden 手術を併用した小児内斜視の 2 例
河本良輔、松尾純子、江富朋彦、平尾真美、寺井朋子、菅澤

淳、

池田恒彦（大阪医科大）
27．外斜視に網膜剥離が併発した 2 症例の治療経過
池田史子、高橋千里、坂庭敦子、岸

章治（群馬大）

学術展示
01．コーツ病と診断されて強膜輪状締結術が施行された網膜芽細胞腫の 1 例
金子明博、金子
小原関利章、高橋

卓、高木誠二（東邦大医療センター大橋病院）、
浩（東邦大医療センター大橋病院病理部）

02．水尾－中村現象を撮影できた小口病の一例
根岸貴志、丸橋

環（埼玉県立小児医療センター）、村上

晶（順天大）

03．愛媛県立中央病院における未熟児網膜症診療の現状
山本正治（済生会西条病院）、宇多高広、門田裕子、忽那実紀、高岡明彦、
松田久美子（愛媛県立中央病院）、篠崎友治（愛媛大）
04．連続環状後嚢切開後の嚢収縮の一例
北野

愛、白井久美、岡田由香、雑賀司珠也（和歌山医科大）

05．眼筋型重症筋無力症に動眼神経麻痺が合併したと考えられる 1 例
尾内宏美、古山

幸、近藤

平、河合憲司（東海大）
、上岡康雄（東海大、

上岡眼科医院）
06.急性散在性脳脊髄炎が原因と考えられる小児の視神経炎の一例
梅田葉子、藤巻拓郎、濱畑徹也、本田理峰、海老原伸行、村上

晶（順

天大）、新井康裕（順天大・小児科）
07.外斜視を伴った眼球外骨性分離腫の乳児症例
森

隆史、古田

実、飯田知弘（福島県立医科大）
、八子恵子（仁泉会

北

福島医療センター）
08.Spitz nevus と鑑別が困難であった結膜 Nevocellular nevus の 1 例
西

佐知子、藤巻拓郎（順天大）、貞松良成（さだまつ眼科クリニック）、

海老原伸行、儘田直樹、玉城宏一、村上

晶（順天大）、福村由紀（同・

第一病理学教室）
09.当センター眼科における盲学校出張教育相談の取り組み
小林順子、富樫仁美、根岸貴志（埼玉県立小児医療センター）、村山由紀
（埼玉県立盲学校）
10.中学生の近見視力不良者の実態（その１）
高橋ひとみ（桃山学院大法学部）、衛藤

隆（東京大大学院教育学研究科）

11.視能訓練士養成所学生の意識調査
野村由紀、小鷲宏昭、露無陽子、清水香奈、中島貴友、中込良太、
渡部可奈子、野口説子、池田結佳、松岡久美子（帝京大視能矯正）
12.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3報
孝雄、坂上達志、

小林義治（帝京大、同・医療技術学部視能矯正学科）、
13.交代遮蔽時の衝動性眼球運動の潜時－その 3：外斜位
四之宮佑馬、山田徹人、新井田孝裕（国際医療福祉大大学院医療福祉学
研究科保健医療学専攻修士課程視機能療法学分野、国際医療福祉大保健
医療学視機能療法学科）
14.当院における間歇性外斜視に対する視能訓練
笹田徳子、笹田英男、横野鮎輝、牧野仁美（医仁会

武田総合病院）

15.内転時の上転過動にともなう回旋偏位
高井佳子（名古屋大）、岩田恵美（西尾市民病院）、鵜飼喜世子、
藤原久美、吉村美奈、寺崎浩子（名古屋大）

16.外傷性下直筋断裂に対する下斜筋前方移動術の効果
西村香澄（聖隷浜松病院）、彦谷明子、佐藤美保（浜松医科大）、
嘉鳥信忠（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科）、尾花

明（聖隷浜松病院）

17.前頭洞癌手術に続発した両側 Brown 症候群の１例
長坂智香子、西村香澄（聖隷浜松病院）、佐藤美保（浜松医科大）、
嘉鳥信忠（聖隷浜松病院眼形成眼窩外科）、尾花

明（聖隷浜松病院）

18.急性前骨髄球性白血病の治療中に内斜視およびうっ血乳頭を生じた１例
田中和代、児嶋加代、中田記久子（香川小児病院）、岩井艶子（同・小児
科）、冨田真知子、小木曽正博（善通寺病院）
19.発症早期に対応異常を呈した急性内斜視の一例
中川たか子、谷原秀信（熊本大）
20.Dissociated Stabismus Complex の治療経験
横井多恵、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）
7 月 5 日（土）14：15～15：00
日本弱視斜視学会招待講演
Inferior Oblique Muscle Weakening Procedures
Kenneth W. Wright(Wright Foundation for Pediatric Ophthalmology and
Strabismus, Director of Pediatric Ophthalmology, Cedars-Sinai
Medical Center, Los Angels)
7 月 4 日（金）13：50～14：10
日本弱視斜視学会受賞講演（弓削賞）
乳児内斜視に対するプリズム治療
牧野伸二（自治医科大眼科）
7 月 5 日（土）9：00～11：00
斜視・眼球運動障害の画像評価
シンポジウム１
1.MRI の撮像法
西田保裕（滋賀医科大）
2.上斜筋麻痺
佐藤美保（浜松医科大）
3.プリーの位置異常

Pulley heterotopy

河野玲華（岡山大）
4.固定斜視
横山

連（大阪市立総合医療センター小児眼科）

5.甲状腺眼症の画像診断
木村亜紀子（兵庫医科大）
7 月 5 日（土）19：00～20：30
第 24 回日本弱視斜視学会講習会
斜視検査－スタンダードと最新情報－
1.眼位・眼球運動検査
菅澤

淳（大阪医科大）

2.両眼視機能検査
矢ケ﨑悌司（医療法人眼科やがさき医院）
3.屈折・調節検査について
長谷部

聡（岡山大）

