
第 73回日本弱視斜視学会総会 プログラム 

 

第 42回日本小児眼科学会総会と合同で行った。 

日時：2017年 6月 16 日（金）～17日（土） 

会場：石川県立音楽堂 

会長：第 73回日本弱視斜視学会総会：杉山能子（金沢大学） 

   第 42回日本小児眼科学会総会：外園千恵（京都府立医科大学） 

 

6月 16日（金） 

◆一般口演「臨床研究」 8：40～9：40 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

座長：森本 壮（大阪大学・感覚機能形成） 

   岡 真由美（川崎医療福祉大学） 

O-1-01 間欠性外斜視の読書時の視線解析 

   ○広田雅和1）、神田寛行1）、森本 壮1）、三好智満2）、遠藤高生3）、 

不二門 尚1）  

1）大阪大・感覚機能形成、2）大阪大・統合生理学、3）大阪大 

O-1-02 アイトラッカーを用いた読書時の眼球運動特性抽出方法の検討 

○池田結佳1）、早川友恵2）、百瀬桂子3）、松岡久美子1） 

1）帝京大・医療技術視能矯正、2）帝京大・心理学科、3）早稲田大・人間科学 

O-1-03 両眼開放下の調節反応の動的特性に対する視覚負荷の影響 

○神田寛行1）、曽根原寿明2）、広田雅和1）、遠藤高生3）、森本 壮1）、 

不二門 尚1） 

1）大阪大・感覚機能形成、2）HOYA（株）、3）大阪大 

O-1-04 遺伝統計学によって辿り着いた共同性斜視に関連する遺伝子 

○松尾俊彦 

岡山大 

O-1-05 甲状腺眼症の眼窩脂肪の炎症に対するMRI の信号強度を用いた定量的評価 

○東山智明、西田保裕、岩佐真紀、大路正人 

滋賀医大 

O-1-06 SPOT Vision Screenerによる斜視手術前後の屈折変化の研究 

○羅 錦營、小澤香穂、千葉美穂、森 啓太、黒崎祥平 

ら（羅）眼科 

 

◆一般口演「検査・健診」 9：40～10：40 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

座長：新井田孝裕（国際医療福祉大学） 

   若山曉子（近畿大学） 



O-1-07 3 歳児健診を補完する目的で実施する健診至適時期の決定 

○永易祐加、三好由理、矢野清隆、大西理絵、宮本和久 

住友別子病院 

O-1-08 前眼部OCTを用いたV型間歇性外斜視における外直筋付着部位の検討 

○木村友剛、木村 徹 

木村眼科内科病院 

O-1-09 異なる眼位で記録した前眼部OCT上の輪部から水平直筋付着部距離と実測値の 

比較 

○稲垣理佐子、高木優里、新井慎司、長谷岡 宗、鈴木寛子、彦谷明子、堀田喜裕、 

佐藤美保 

浜松医大 

O-1-10 Bagolini red filter ladder による融像維持能力の評価 

○屋田 梢1）、広田雅和2）、神田寛行2）、森本 壮2）、三好智満3）、 

遠藤高生1）、宮川 雄2,4）、広原陽子2,4）、山口達夫4）、雑賀 誠4）、 

不二門 尚2）  

1）大阪大、2）大阪大・感覚機能形成、3）大阪大・統合生理学、4）トプコン 

O-1-11 小児における自宅での視力検査の練習の有用性 

○堂本みゆき、富山園子、笈田郁子、多田伊吹、萩野谷人志、新田耕治、棚橋俊郎 

福井県済生会病院 

O-1-12 健常成人におけるSpot Vision Screenerの測定精度に関する検討 

○越地理沙子1）、後関利明1）、保科美希1）、浅川 賢2）、龍井苑子1）、 

石川 均2）、庄司信行1） 

1）北里大、2）北里大・医療衛生 

 

◆一般口演「弱視」 10：40～11：40 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

座長：内海 隆（内海眼科医院） 

   稲垣理佐子（浜松医科大学） 

O-1-13 小児眼鏡フレームの開発結果報告 

○箕田春香1）、松本富美子2）、若山曉美3）、片山泰子4）、大沼 学5）、 

長谷部佳世子6）、保沢こずえ7）、高島永英8）  

1） 帝京大、2）近畿大・堺、3）近畿大、4）市立ひらかた病院、5）総合新川橋 

病院、6）川崎医大、7）自治医大、8）株式会社クリエイトスリー 

O-1-14 近見立体視検査JACO stereo testの開発―第2報― 

○関 ゆかり1）、若山曉美1）、半田知也2）、南雲 幹3）、森 隆史4）、 

矢ヶ﨑悌司5） 

1）近畿大、2）北里大・医療衛生、3）井上眼科病院、4）福島県立医大、5）眼



科やがさき医院 

O-1-15 北里大学弱視斜視外来患者の眼位と屈折値の検討 

○山川千佳1）、干川里絵1）、石川 均2）、庄司信行1） 

1）北里大、2）北里大・医療衛生 

O-1-16 Duane 症候群に合併する弱視についての検討 

○臼井千惠1）、林 孝雄1,2）  

1）帝京大、2）帝京大学医療技術学部視能矯正学科 

O-1-17 弱視患者における検査条件の違いによる視力・瞳孔の影響 

○戸塚 悟1）、半田知也1,2）、石川 均1,2）、後関利明1）、庄司信行1）  

1）北里大、2）北里大・医療衛生 

O-1-18 遠視性不同視弱視における方向変換ミラーを用いた両眼開放視力と単眼遮閉視 

力の比較 

○吉田美穂1,2）、新井田孝裕2）、内山仁志2）、三浦菜都子1）、鈴木愛理1）、 

野田英一郎1） 

1）東京都立小児総合医療センター、2）国際医療福祉大学大学院視機能療法学

分野 

 

◆日本弱視斜視学会 弓削賞受賞記念講演 13：40～14：00 

 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

座長：佐藤美保（浜松医科大学） 

AW1 Relationship between reading performance and saccadic disconjugacy in  

patients with convergence insufficiency type intermittent exotropia.  

広田雅和（大阪大・感覚機能形成） 

 

◆基調講演 14：00～14：20 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

  座長：佐藤美保（浜松医科大学） 

KL Strategies for the management of intermittent exotropia  

Dong Gyu Choi（Hallym University）  

 

◆一般口演 「斜視」 14：20～15：10 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

   座長：臼井千惠（帝京大学） 

     東山智明（滋賀医科大学） 

O-1-19 Information and communication technology 機器の使用が契機と思われた小児 

斜視症例 



○吉田朋世、仁科幸子、越後貫滋子、赤池祥子、萬束恭子、松岡真未、横井 匡、 

東 範行 

国立成育医療研究センター 

O-1-20 膜プリズムによる先行治療を行った部分調節内斜視の術後両眼視機能 

○長屋美鈴、矢ヶ﨑悌司、鈴木瑞紀、松浦葉矢子、伊藤法子、田上恵子、 

羽賀弥生、平光一惠 

眼科やがさき医院 

O-1-21 小児間欠性外斜視のQOL 

○彦谷明子、古森美和、鈴木寛子、王  瑜、堀田喜裕、佐藤美保 

浜松医大 

O-1-22 遠方両眼視時に近視度数が減少する近視性後天性内斜視（斜位遠視）  

○稗田 牧、中村 葉、中井義典、張 佑子、佐々木美帆、鎌田さや花、 

外園千恵 

京都府医大 

O-1-23 低年齢における間欠性外斜視視能訓練の効果と実際 

○堀口有美1）、登澤達也1）、伴野佳菜1）、甲田圭美1）、日向菜緒1）、 

佐藤彰子1）、梅田千賀子1,2）  

1）眼科杉田病院、2）愛知淑徳大学 

 

◆一般口演「斜視手術 1」 15：10～16：00 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

  座長：長谷部 聡（川崎医科大学） 

     白井久美（和歌山医科大学） 

O-1-24 後天片眼上斜筋麻痺例に対するプリズム療法の開始時期と効果 

○岡 真由美1）、星原徳子2）、通堂小也香2）、橋本真代2）、河原正明2） 

1）川崎医福大、2）河原眼科クリニック 

O-1-25 外転制限が軽度の近視性内斜視における上外直筋縫着術の手術成績 

○明石麻里、横山 連、谷原佑子、竹村 准 



大阪市立総合医療センター 

O-1-26 外傷性滑車神経麻痺に対する手術治療 

○根岸貴志、村上恵美、濱畑徹也、村上 晶 

順天大 

O-1-27 重症脳血管障害による眼球運動障害に対する外眼筋手術成績 

○岡本真奈、木村亜紀子、増田明子、三村 治、五味 文 

兵庫医大 

O-1-28 斜視手術による外眼筋操作が眼球光学系の光学特性に与える影響についての研 

    究 

○谷 翔弥、箕田春香、臼井千惠、林 孝雄 

帝京大 

 

◆一般口演「斜視手術 2」 16：00～16：50 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

  座長：根岸貴志（順天堂大学） 

     三原美晴（富山大学） 

O-1-29 術前の眼圧測定が診断に有用であった先天性片眼上転障害の一例 

○橋本清香1）、佐藤美保2）、中澤 徹1）  

1）東北大、2）浜松医大 

O-1-30 西田変法が有効であった上直筋麻痺の一例 

○寺内 岳、林 孝雄、太根ゆさ、溝田 淳 

帝京大 

O-1-31 片眼内直筋後転術の矯正効果-開散麻痺vs.その他の成人発症,小角度の共同性 

    内斜視- 

○長谷部 聡、森澤 伸、古瀬 尚、小橋理栄 

川崎医大 

O-1-32 乳児内斜視の術後経過に関する検討 



○佐々木美帆、稗田 牧、張 佑子、中井義典、中村 葉、外園千恵 

京都府医大 

O-1-33 上下直筋水平移動術における上下偏位矯正量別の手術効果 

○太根ゆさ1）、林 孝雄1,2）、寺内 岳1）、溝田 淳1）  

1）帝京大、2）帝京大医療技術 

 

6月 17日（土） 

◆招待講演 10：50～11：40 第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

 座長：杉山能子（金沢大学） 

IL  Looking beyond the Anomalous Optic Disc  

David Taylor（University College London） 

 

◆シンポジウム 「特殊な斜視－データに基づく治療戦略」 14：00～15：30 

第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

 座長：矢ケ﨑悌司（眼科やがさき医院） 

    不二門 尚（大阪大学・感覚機能形成） 

S1-1 Duane 症候群の臨床的背景と手術効果からみた治療戦略  

林 孝雄（帝京大学視能矯正学科）  

S1-2 甲状腺眼症―データに基づく治療戦略  

木村亜紀子（兵庫医科大学） 

S1-3 強度近視性斜視  

横山 連（大阪市立総合医療センター）  

 

◆学術展示「検査」 16日 11：00～17：00、17日 8：50～14：20 Ｂ1Ｆ交流ホール 

P-1-01 小児におけるSpot vision screener とRT- 7000 の屈折検査結果の比較 

○藤田和也1）、三原美晴2）、掛上 謙2）、林 篤志2）  

1）新潟県立中央病院、2）富山大 

P-1-02 スポットビジョンスクリーナーによる間歇性外斜視の検出精度向上の試み 

○掛上 謙、中川拓也、追分俊彦、林 顕代、奥村詠里香、林 由美子、三原美晴、 

林 篤志 

富山大 

P-1-03 眼位検査経験者と未経験者における眼位ずれの認識の差異 



○望月浩志、阿久津美歩、原 郁美、真柄百香、三森奈菜、藤山由紀子、新井田孝裕 

国際医療福祉大 

P-1-04 1%シクロペントラート塩酸塩の副作用について 

○森山祐三子1）、長谷部佳世子1）、徳武朋樹1）、今井俊裕1）、長田祐佳1）、 

古瀬 尚1,2）、小橋理栄1,2）、長谷部 聡1,2） 

1）川崎医科大学総合医療センター、2）川崎医大・眼科学２ 

P-1-05 小児の屈折検査におけるミドリンP とアトロピンの比較 

○大山祐佳里、取出 藍、杉田丈夫、鈴木貴英、武居敦英、横山利幸 

順天大・練馬 

P-1-06 アトロピン眼軟膏の調節麻痺剤としての応用 

○石間伏梨沙、内海 隆、田村智里 

内海眼科医院 

P-1-07 前眼部OCTを用いた調節機能の他覚的評価の試み 

○百田 陽介1）、鈴木由美1）、満川忠弘1）、富田 茜1）、浜 由起子1,2）、 

山田昌和1） 

1）杏林大、2）日本橋はま眼科クリニック 

 

◆学術展示「弱視」 

P-1-08 遠視性不同視弱視における不同視差の減少について 

○土井 葉子、依田初栄 

よだ眼科クリニック 

P-1-09 遠視性不同視弱視の中心窩網膜における経時的変化 

○渡部 維1,2）、臼井千惠2）、林 孝雄1,2）  

1）帝京大・医療技術学部、2）帝京大 

P-1-10 遠視性不同視例のOcular biometric components 

○関口 愛1）、鈴木由美1）、満川忠弘1）、富田 茜1）、浜 由起子2）、 



山田昌和1） 

1）杏林大、2）日本橋はま眼科クリニック 

P-1-11 小児不同視弱視眼におけるレーザースペックルフローグラフィーによる眼血流 

    動態の評価 

○糸川貴之、松本 直、長村洋徳、功刀葉子、平山真奈美、堀 裕一 

東邦大・大森 

P-1-12 弱視眼視力評価における片眼遮閉と両眼開放視力検査の比較検討 

○杉浦澄和1）、伊藤博隆1）、佐川宏恵1）、鈴木恵奈1）、岩谷慎也2）、 

半田知也3）、杢野久美子1）  

1）刈谷豊田総合病院、2）堀眼科クリニック、3）北里大・医療衛生 

P-1-13 Occlu-pad を用いた通院による弱視訓練が奏功した微小斜視弱視の1 例 

○岩田 遥1）、石川 均1,2,3）、後関利明1,3）、半田知也1,2）、酒匂丈裕4）、 

庄司信行1,3）  

1）北里大 視覚情報科学、2）北里大・医療衛生、3）北里大、4）さこう眼科 

P-1-14 Occlu-padを用いて弱視治療を行った症例の検討 

○原 克典、大平明弘 

島根大 

P-1-15 弱視治療をおこなった広汎な網膜有髄神経線維の4例 

○福津佳苗、安藤 亮、野崎真世、溝口亜矢子、石田 晋 

北海道大 

P-1-16 弱視治療をおこなったTreacher Collins 症候群の一例 

○小野里規子1）、原 直人1,2）、藤山由紀子2）、新井田孝裕1,2）  

1）国際医療福祉大、2）国際医療福祉大・保健医療学部視機能療法学科 

P-1-17 眼球運動障害を呈し、弱視治療により良好な視力を得た朝顔症候群の1 例 

○松尾 純子、菅澤 淳、戸成匡宏、西川優子、細木安希子、濱村美恵子、 

稲泉令巳子、池田恒彦 



大阪医大 

◆学術展示「健診」 

P-1-18 フィリピン・ネグロス島における弱視スクリーニングの検討 

○林 思音1）、下内 昭2）、山下英俊1） 

1）山形大、2）大阪市西成区役所 

P-1-19 三歳児眼科一次健診における見逃しの実態調査 

○田村省悟1）、内川義和1）、岡野真弓1）、鬼塚 信1）、甲斐小百合2） 

1）九州保健福祉大学保健科学部視機能療法学科、2）延岡市健康福祉部健康増 

進課 

P-1-20 3 歳児健診でのIOL マスターの使用経験 

○森 隆史1）、鈴木美加1）、笠井彩香1）、新田美和1）、近藤剛史1,2）、 

橋本禎子1,3）、八子恵子4）、石龍鉄樹1）  

1）福島県医大、2）竹田綜合病院、3）桜水さかい眼科、4）北福島医療センター 

P-1-21 鳥取県西部における5 歳児視覚健診の実施状況 

○平木裕美1）、石田博美1）、松本美幸1）、平中裕美1）、久岡亜沙未1）、 

橋本恭平1）、井上幸次1）、石倉涼子2）  

1）鳥取大、2）ふなこし眼科ペインクリニック 

P-1-22 相模原市就学時健康診断時視力検査の3年実施報告 

○藤村芙佐子1）、半田知也1）、川守田拓志1）、岩田 遥2）、庄司信行3） 

1）北里大学・医療衛生、2）北里大学大学院、3）北里大学病院眼科 

P-1-23 未就学児における視機能の検討 

○佐藤 司、高橋由嗣、伊藤美沙絵、新井田孝裕 

国際医療福祉大 

P-1-24 日本医科大学多摩永山病院における心因性視覚障害についての検討 

○重田奈美1）、北原由紀1）、中山滋章1）、竹内修子1）、前田沙恵香1）、 

清水 愛1）、岩本雅代1）、成田衣美1）、小早川信一郎1）、高橋 浩2）  

1）日本医大・多摩、2）日本医大 



 

◆学術展示「斜視治療」 

P-1-25 小児外眼筋線維症の治療経験 

○渡部真生、木村亜紀子、大北陽一、三村 治、五味 文 

兵庫医大 

P-1-26 先天上斜筋麻痺に対する手術術式による上転障害の検討 

○北原由紀1）、中山滋章1）、竹内修子1）、前田沙恵香1）、清水 愛1）、 

岩本雅代1）、高橋 浩2）、小早川信一郎1） 

1）日本医大・多摩、2）日本医大 

P-1-27 当院における上下斜視の手術成績 

○福永とも子、中村賢和、安武博樹、柳沢翠芳、野村耕治 

兵庫県立こども病院 

P-1-28 間欠性外斜視における外直筋単筋大量後転手術の検討 

○原子幸江1）、大山美栄子1）、佐藤真澄1）、羽渕由紀子1）、澤田 有2）  

1）中通総合病院、2）秋田大 

P-1-29 プリズム装用により背理性複視が疑われた恒常性外斜視手術について 

○福留隆夫、楯 日出雄、田原文華、舘 奈保子、植田芳樹 

真生会富山病院 

P-1-30 Duane症候群33例の臨床所見と治療についての検討 

○皆良田知佳1）、皆良田研介1,2）、有田直子1）、内尾英一1） 

1）福岡大、2）皆良田眼科医院 

P-1-31 成人の内斜視手術30 例の術後長期経過 

○横山暁子1）、久我紘子1）、本田なほみ1）、工藤絵理1）、藤本尚也2,3）  

1）井上記念病院、2）大木眼科クリニック、3）おおあみ眼科 

P-1-32 外傷性斜視に対するFaden 手術の有用性 

○山本佐智子1）、西村香澄1）、嘉鳥信忠1）、上田幸典1）、尾花 明1）、 



佐藤美保2）  

1）聖隷浜松病院、2）浜松医大 

P-1-33 大塚眼科病院における高齢者の遠見内斜視 

○宮崎愛佳、松下玲子、堀 祐子、松本奈緒美、岩崎里美、松下卓郎 

大塚眼科病院 

P-1-34 角膜上皮保護におけるソフトコンタクトレンズ併用斜視手術の有用性 

○柴田貴世1）、濱崎一郎1）、清水壯洋1）、森澤 伸2）、古瀬 尚2）、 

長谷部 聡2）、大月 洋3）、白神史雄1） 

1）岡山大、2）川崎医科大学総合医療センター、3）岡山済生会総合病院 

P-1-35 斜視手術におけるデクスメデトミジンの使用経験 

○宇井牧子、迫野卓士、秋山 澄、大沼恵理、中西瑠美子、佐藤美紗子、加藤徹朗 

横浜労災病院 

P-1-36 開業医における麻痺性斜視に対するボトックスの使用経験 

○高井佳子、石川久美子、鵜飼喜世子 

岡田眼科医院 

P-1-37 若年者の後天内斜視に対するボツリヌス毒素療法の効果 

○山藤里加子1）、清水有紀子1）、岡本明子1）、田淵仁志1）、三村 治2） 

1）ツカザキ病院、2）兵庫医大 

P-1-38 間欠性外斜視手術後内斜視に対する、小切開による再手術効果の検討 

○中井義典、稗田 牧、張 佑子、中村 葉、木下 茂、外園千恵 

京都府医大 

P-1-39 近視性後天性内斜視の術後長期成績 

○鎌田さや花、稗田 牧、中井義典、中村 葉、外園千恵 

京都府医大 

 

◆学術展示「臨床研究」 

P-1-40 間欠性外斜視の手術前後の調節微動高周波成分出現頻度 



○藤井千晶1）、岸本典子1）、大月 洋2） 

1）井原市民病院、2）岡山済生会総合病院 

P-1-41 アイトラッカーを用いた無指示時の視運動性眼振の分類 

○鈴木賢治、新井田孝裕、原 直人、藤山由紀子 

国際医療福祉大 

P-1-42 視線解析装置における頭位変化による測定誤差の検討 

○四之宮佑馬、高橋由嗣、野上豪志、新井田孝裕 

国際医療福祉大 

P-1-43 視線解析装置を用いた衝動性眼球運動速度の検討 

○高橋由嗣、四之宮佑馬、野上豪志、新井田孝裕 

国際医療福祉大 

P-1-44 先天眼振症例のnull zoonを推定するゴールドマン視野計を用いた新たな 

方法 

○市村美香、植木智志、羽入貴子、福武 慈、福地健郎 

新潟大 

P-1-45 正常者と水平斜視患者での水平Smooth pursuitの比較 

○三原美晴1,2）、林 篤志1）、藤田和也1）、掛上 謙1）、田村了以2） 

1）富山大、2）富山大 統合神経科学 

P-1-46 甲状腺眼症斜視手術による垂直融像域の変化について 

○佐橋一浩1）、堅田裕美1）、東垂水梨江1）、川井 聡1）、鳥居良彦1）、 

久保田敏信1）、廣瀬浩士1）、佐久間雅史2）  

1）名古屋医療センター、2）つしま佐久間眼科 

P-1-47 Percentage of Hess area ratio を用いた眼窩壁骨折整復手術の効果 

○大野千尋1）、西村香澄1）、嘉鳥信忠1）、上田幸典1）、尾花 明1）、 

佐藤美保2）  

1）聖隷浜松病院、2）浜松医大 



P-1-48 Hess赤緑試験を用いた後天性麻痺性内斜視の改善度の検討 

○宮下博行1）、早津宏夫1,2）、千葉桂三1）、妹尾 正1） 

1）獨協医大、2）早津眼科医院 

P-1-49 Plicationを用いた短縮術後の結膜・外眼筋の前眼部OCT所見の調査 

○濱崎一郎1）、柴田貴世1）、清水壯洋1）、森澤 伸2）、古瀬 尚2）、 

長谷部 聡2）、大月 洋2）、白神史雄1） 

1）岡山大、2）川崎医大、3）岡山済生会総合病院 

P-1-50 斜視における脳内構造的接続性の検討 第２報グラフ理論による検討  

○吉田正樹1,5）、井田正博2）、政岡ゆり3）、小岩信義4）、吉川 輝3）、 

田村奈月5）  

1） 東急病院、2）荏原病院 放射線科、3）昭和大 生理学、4）人間総合科学 

大学、5）東京慈恵医大 

P-1-51 眼窩深部における外眼筋の画像所見と手術時所見の比較 

○西村香澄1,2）、嘉鳥信忠1）、上田幸典1）、尾花 明1）、佐藤美保3）  

1）聖隷浜松病院、2）上野眼科、3）浜松医大 

P-1-52 Stickler症候群で見られた強度近視性内斜視の１例 

○西村香澄1,2）、嘉鳥信忠1）、尾花 明1）、佐藤美保3） 

1）聖隷浜松病院、2）上野眼科、3）浜松医大 

P-1-53 眼球運動障害が軽度で、固視眼が交代しない強度近視性内斜視の1例 

○築留英之1）、黒瀬大輔1）、内山恵理子1）、岡 晃子1）、宮田真衣1）、 

宮田良平1）、坂本里恵2）、近藤峰生1） 

1）三重大、2）松阪市民病院 

P-1-54 網膜剥離術後固定内斜視に対し横山法を施行し，眼圧が下降した症例 

○南雲はるか、塩川美奈子、山上明子、井上賢治 

井上眼科病院 

P-1-55 外傷性視神経症を併発した外傷性外転神経麻痺が保存的加療で10 ヵ月後に軽快

した1 例 



○濱端久仁子1,2）、宮手奈穂1）、田中三知子2）、黒坂大次郎2）  

1）盛岡赤十字病院、2）岩手医大 

P-1-56 Sagging eye 症候群 初発・軽症例と診断した４例 

○前田悠菜、山中佑也、木村友剛、木村 徹 

木村眼科内科病院 

P-1-57 Paradoxical head tiltを呈した両眼性上斜筋麻痺の1例 

○満川忠宏1）、鈴木由美1）、吉川 泉1）、富田 茜1）、浜 由起子2）、 

富田 香3）、山田昌和1） 

1）杏林大、2）日本橋はま眼科クリニック、3）平和眼科 

P-1-58 中隔視神経異形成症11 例における臨床所見の検討 

○脇屋匡樹1）、松村 望1）、藤田剛史1）、浅野みづ季1）、水木信久2）  

1）神奈川県立こども医療センター、2）横浜市大 

P-1-59 小児の視神経膠腫5 例の臨床像 

○羽入貴子1）、植木智志1,2）、畑瀬哲尚1）、福武 慈1）、福地健郎1）  

1）新潟大、2）新潟大 脳研究所 

 

◆講習会「斜視診療の基本―検査～治療のスタンダード－」 17：30～19：00 

第 1会場（2Ｆコンサートホール） 

座長：三木淳司（川崎医科大学） 

   高崎裕子（川崎医療福祉大学） 

講習会2-1 斜視検査のABC  

宇田川さち子（金沢大学） 

講習会2-2 小児の斜視診療  

仁科幸子（国立成育医療研究センター） 

講習会2-3 成人の斜視診療  

彦谷明子（浜松医科大学） 

 

 

 

 


