第 55 回日本弱視斜視学会総会
日時：1999 年 5 月 28 日(金)、29 日(土)
場所：福島県産業交流館「ビッグパレットふくしま」（郡山市安積町日出山字北千保 19-8）
会長：八子恵子

福島県立医科大学医学部眼科学教室

5 月 28 日(金) 13：30－１7：25
一般口演
Ⅰ 健診・その他
1．3 才児健康診査における両眼開放ポータブルレフによる屈折力検査
野原雅彦、高橋まゆみ (丸子中央総合病院)
2．滋賀県での 3 歳児健康診査における視力検査（第 7 報）
田部直子、野山規子、泉

由美、瀧畑能子 (滋賀県立小児保健医療センタ

ー)
3．当院における小児の眼鏡装用の実態調査と 3 歳児健診の効果の検討
新谷

崇、松下怜子、今井淑子、蓮本つかさ (大塚眼科病院)

4．未熟児網膜症および眼先天異常による視覚障害児の養育に関する問題点
仁科幸子、越後貫滋子、赤池祥子、東

範行 (国立小児病院) 富田

香

(平和眼科) 守田好江 (杏林大) 荒井千賀子、千田耕基 (国立特殊教育総合
研)
5．こどもの眼鏡に関するアンケート調査
伊藤由美子、長谷部貴子、橋本禎子、八子恵子 (福島県医大)
Ⅱ 成人の斜視
1． Parinaud 症候群に伴う斜視手術
松原薫子、比嘉晶子、久保田伸枝、丸尾敏夫 (帝京大) 大鹿京子 (三井記
念病院)
2． 高齢者の上下斜視の検討
近藤裕美、小原真樹夫 (武蔵野赤十字病院)
3． 人間ドッグで眼位異常を発見された慢性進行性外眼筋麻痺の 1 例
楠

理代、北畑龍生、木村

医大) 調

久、新井紀子、深井小久子、田淵昭雄 (川崎

輝男 (川崎医大神経病理) 東

靖人 (姫路中央病院神経内科)

4． 高齢者における立体視機能と他の視機能との関連－ゆたか健診の結果より－
野村秀樹、下方浩史 (長寿医療研究センター疫学部) 佐藤美保 (名古屋大)
藤原奈佳子、佐藤寿一 (名古屋市大公衆衛生)
Ⅲ 不同視・心因
1．不同視を伴う弱視の治療成績

木下雅代、阿部考助、楠部

亨、若山暁美、松本富美子、大鳥利文 (近畿

大)
2．遠視性不同視と弱視
生田由美、久保田伸枝 (帝京大)
3．弱視治療後に発症したと思われる内斜視の 1 例
國保敬子、渡辺恵美子、坂上達志、久保田伸枝、丸尾敏夫 (帝京大)
4．心因性視力障害児の治療
松村香代子 (国立療養所香川小児病院) 小木曽正博、田近智之 (国立善通
寺病院) 中田記久子、児嶋加代 (国立療養所香川小児病院)
5． 輻湊不全のみられた心因性視覚障害の 1 例
伊藤博隆、平野啓治 (刈谷総合病院) 石井幹人 (壁南市民病院) 白川
雅博 (カケハシ眼科病院) 佐藤美保 (名古屋大) 粟谷

忍 (刈谷総合病

院)
Ⅳ 両眼視
1． 偏光フィルター四灯器を用いた定量的抑制暗点検査
武市瑞紀、矢ヶ崎悌司、福田裕子 (眼科やがさき医院)
2． 感覚融像の背景による影響－動的背景が融像を障害する因子－
山下牧子、所

敬、黄

和玉、田中明子、望月

學 (東京医歯大)

3． Random dot による動的視標の種類と立体感の得やすさについての検討
阿曽沼早苗 (大阪大、ガラシア病院) 松田育子、川畑智香、國澤奈緒子
高見有紀子、赤池麻子、熊崎千歳、不二門

尚 (大阪大)

4． TV Random-dot Stereo Test を用いた乳幼児の立体視機能の経時的な測定
高井佳子、佐藤美保、譚

麗 (名古屋大) 粟谷

忍 (川崎医療福祉大)

5． 立体 TV ゲーム機を応用した両眼視機能検査装置－検査時の眼球運動と瞳孔の
観察－
三村

治、栗本拓治 (兵庫医大) 可児一孝 (滋賀医大) 新見浩司 (愛仁会

千船病院) 浜田徹也 (ハマダ商会) 伊藤忠司 (トプコン)
Ⅴ 視覚生理
1． 原因不明の輻湊・調節麻痺を呈した一例
加畑好章、吉田正樹、敷島敬悟、上岡康雄 (東京慈恵会医大)
2． 斜位近視症例の調節機能
近江源次郎、河合昭子、山岸智子、上村穂高、村上裕子、谷崎裕子
井関郁子 (大阪鉄道病院) 不二門

尚 (大阪大)

3． 斜視症例の低コントラスト視力
高見有紀子、川畑智香、国沢奈緒子、松田育子、赤池麻子、熊崎千歳
阿曽沼早苗、不二門

尚 (大阪大)

4． 小児白内障に対する眼内レンズ挿入術による屈折度数の変化
西崎雅也、調

廣子、森

由美子、塚原康友、関谷善文、山本

節 (神戸

大)
5．片眼無水晶体眼における斜視の検討
国光多望、柏田てい子、吉田正樹、吉田希望、上岡康雄、北原健二 (東京
慈恵会医大)
5 月 29 日(土)9：00－17：45
一般講演
Ⅵ 斜筋
1． 下斜筋前方移動術の矯正効果についての検討
泉

由美、及川幹代、野山規子、瀧畑能子 (滋賀県立小児保健医療センタ

ー)
2． 下斜筋前方移動術の適応と手術効果に関する検討
矢ヶ崎悌司 (眼科やがさき医院) 野村秀樹 (国立中部病院長寿医療研究
センター) 鈴木陽介、二宮悦子、玉置明野 (社会保険中京病院)
3． 閉鎖性頭部外傷後に生じた両側上斜筋麻痺の 1 例
稲葉深里、木井利明、母坪雅子、福田恵美 (札幌きい眼科)
4． 上斜筋牽引試験の検者間における差の検討
宮崎洋次、大村智寿、前田真奈美、佐藤美保 (名古屋大)
5． 上斜筋強化術前後の MRI 所見
佐藤美保、前田真奈美、大村智寿、宮崎洋次 (名古屋大)
Ⅶ 外斜視・その他
1． 局所麻酔下斜視手術における眼位と手術時間との関連性の検討
萱場幸子、奥山茂美、所

敏宏、山下あさひ、安達いづみ、太田美穂 (国

立仙台病院)
2． 間欠性外斜視のプリズム装用における眼位変化の検討－遮蔽法と比較して－
清水みはる、菅澤

淳、内海

隆、中村桂子、澤

ふみ子、寺本美恵子

稲泉令巳子 (大阪医大)
3． 輻湊不全間欠性外斜視に対する等量及び非等量後転短縮術の検討
萩原実早子、上原雅美、白紙靖之、安田光代 (松下記念病院)
4． 外斜視における両外直筋 7～8mm 後転に関する検討
高谷匡雄、大庭正裕、佐々木紀子、中川

喬 (札幌医大)

5． Slit 光の眼底投影による回旋の評価
古川理子 (市立川西病院) 中田
特別講演

瓦、不二門

尚 (大阪大)

「Normal and Abnormal Development of Visual Cortex in Monkeys」
Yuzo Chino 教授 (ヒューストン大)
一般講演
Ⅷ 眼振・先天異常
1． 先天眼振に対する Parks 法手術の効果の検討
所

敏宏、奥山茂美、萱場幸子、山下あさひ、安達いづみ、太田美穂 (国

立仙台病院)
2． 手術により、視力が著明に改善した先天眼振の 1 症例
長内

一、大庭正裕、佐々木紀子、高谷匡雄、中川

喬 (札幌医大)

3． 内直筋付着異常を伴った先天外斜視の 2 例
大村智寿、前田真奈美、宮崎洋次、佐藤美保 (名古屋大) 鵜飼環栄 (刈谷
総合病院)
4． 先天性下直筋欠損症の一例
中山玲慧、横山利幸、金井

淳 (順天堂大) 田中奈緒子 (荻窪眼科)

5． 一番染色体異常に先天性上斜筋麻痺を合併した一症例
坂根江美子、寺田佳子、山根貴司、細川満人、河野玲華、大月

洋 (岡山

大)
Ⅸ 内斜視
1． 急性内斜視の 2 例
磯部真理子、黒田紀子、渡邉

悌、渡邉久子、家泉直世、中野若奈 (千葉

県立こども病院)
2． 固定内斜視の 1 例
中野朋子 (小野田市立病院) 中山倫美、西田輝男 (山口大)
3． 後天性固定内斜視の 3 例
中井理科、小澤啓子、小菅恵子、田中佳子、田村亜由美、松橋正和 (東邦
大第一)
4． 瞼裂の上方傾斜を合併した A 型内斜視の 2 例
初川嘉一、石坂真美、村井亜美、御手洗慶一、河合泰子 (大阪府立母子医
療センター) 山岸智子 (大阪鉄道病院)
5． Dissociated Horizontal Deviation の 3 例
福田雅子 (市立札幌病院) 木井利明、母坪雅子、稲場深里、福田恵美 (札
幌きい眼科)
Ⅹ 手術（内斜視）
1． 融像の弱い症例における術後眼位の安定性（先天白内障および乳児内斜視に対
して）
松田育子、川畑智香、高見有紀子、国沢奈緒子、赤池麻子、熊崎千歳

阿曽沼早苗、不二門

尚 (大阪大)

2． 乳児内斜視における Bimedial En-Block Recession 及び前後転術の術後経過
北道邦彦、田岡恵子、野村耕治 (兵庫県立こども病院)
3． 眼振阻止症候群に対する早期 Faden 手術後の眼位の成績
御手洗慶一、石坂真美、村井亜美、河合泰子、初川嘉一 (大阪府立母子医
療センター) 山岸智子 (大阪鉄道病院)
4． 内斜視に対する Faden 手術の効果
上岡康雄、吉田正樹、吉田希望、島田美那子 (東京慈恵会医大)
5． 乳児内斜視の理想的な手術法は果たしてあるのか－新しい術式の開発－
羅
シンポジウム

錦營 (静岡県立こども病院)

「立体視－基礎と臨床の架け橋－」

立体視の中枢機構
fMRI による立体視とアフォーダンスの研究
敏郎 (京都大)

乾

臨床的立場より
聡 (神奈川リハビリテーション病院)

仲泊

立体視の基礎となる視機能と検査法
融像の中枢神経機構
大塚賢二 (札幌医大)
融像、輻湊の検査法
不二門

尚 (大阪大)

