
第 77回日本弱視斜視学会総会

ショートタイトル一覧…

7 月 2日（金）第 1会場（新横浜プリンスホテル　5F　シンフォニア）

セッション名 開始 
時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ

番号

一般演題（口演） 
屈折・検査

9:00 O-01 デジタル機器の身体への影響 原　　直人 国際医療福祉大 保健医療
学部 視機能療法学科 P32

9:10 O-02 スマホの使用による視機能変化 西村　裕樹 帝京大大学院 P33

9:20 O-03 眼球運動検査の自動解析 広田　雅和 帝京大・視能矯正 P33

9:30 O-04 調節痙攣と正常者の比較 森本　　壮 大阪大　視覚機能形成学 P34

9:40 O-05 頭部姿勢評価システムの比較 山本　真菜 JCHO 中京病院 P34

9:50 O-06 plusoptiX S12C 測定精度の検討 関　真理子 筑波大 P35

一般演題（口演） 
弱視・他

10:00 O-07 茨城県における 3 歳児眼健診 小塚　淳子 筑波大 P36

10:10 O-08 不同視弱視の立体視機能と抑制 白石ゆかり 近畿大 P37

10:20 O-09 乳児に対する SVS 松岡　真未 国立成育医療研究センター P37

10:30 O-10 硝子体手術後に複視を呈した一例 片岡　佑人 町田病院 P38

10:40 O-11 蝶形骨洞腫瘤による外斜視の 1 例 伏津　　塁 旭川医大 P38

10:50 O-12 ステロイド点眼の眼圧への影響 大岩　未来 杏林大 P39

一般演題（口演） 
手術

11:00 O-13 西田法を施行した Duane1 型の 3 例 池田　廉仁 小沢眼科内科病院 P40

11:10 O-14 plication 法の外斜視術後成績 持地美帆子 島根大 P41

11:20 O-15 固定内斜視への上外直筋結合術 中村　　藍 順天大 P41

11:30 O-16 間欠性外斜視の後転術の矯正効果 濱崎　一郎 岡山大 P42

11:40 O-17 斜視手術後に眼内炎を来した 1 例 池田　史子 日高病院 P42

11:50 O-18 上直筋後転を施行した下向性眼振 柴田　貴世 岡山大 P43

ランチョンセミナー 1 12:20 LS1 弱視診断に至るまでの“3 密”を知る～機序・健診・確定診断～ P83

学術展示 
（ショートトーク） 13:35 P-01 ～ 06 「斜視」　※学術展示参照 P54

弓削賞受賞記念講演 14:40 AW

Shape analysis of rectus extraocular 
muscles with age and axial length 
using anterior segment optical 
coherence tomography

柴田　貴世 岡山大 P26



7 月 2日（金）第 1会場（新横浜プリンスホテル　5F　シンフォニア）

セッション名 開始 
時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ

番号

一般演題（口演） 
斜視 1

15:00 O-19 亜急性後天性共同性内斜視の検討 大森　　都 眼科杉田病院 P44

15:10 O-20 後天内斜視の融像機能の検討 下屋　美妃 近畿大 P45

15:20 O-21 近視眼の後天共同性内斜視 鎌田さや花 京都府医大 P45

15:30 O-22 DD が原因と思われる ACE 安藤　友紀 神奈川歯大・横浜 P46

15:40 O-23 急性後天共同性内斜視の手術成績 烏帽子田里穂 眼科やがさき医院 P46

15:50 O-24 ACE-DD study 中間報告 飯森　宏仁 愛媛大 P47

一般演題（口演） 
斜視 2

16:00 O-25 内斜視と外斜視の遺伝的背景 松尾　俊彦 岡山大 P48

16:10 O-26 外国籍斜視患者の治療経験 羅　　秀玉 ら（羅）眼科 P49

16:20 O-27 生産年齢の眼位と屈折異常の関係 高橋　慎也 小沢眼科内科病院 P49

16:30 O-28 先天性上斜筋麻痺の回旋と斜視角 横山　吉美 JCHO 中京病院 P50

16:40 O-29 Upright-Supine test 藤井　千晶 井原市立井原市民病院 P51

16:50 O-30 内斜視の眼窩 MRI 画像 河合　愛実 北里大医療系研究科 P51

ミニシンポジウム 17:00 MSy 斜視手術と視機能　患者の立場から P28

7 月 2日（金）第 2会場（新横浜プリンスホテル　4F　若菜）

セッション名 開始 
時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ

番号

ランチョンセミナー 2 12:20 LS2 眼鏡処方のエキスパート P84

学術展示 
（ショートトーク） 13:35 P-07 ～ 12 「屈折・検査」　※学術展示参照 P58

イブニングセミナー 18:20 ES 斜視に対する A 型ボツリヌス毒素製剤ボトックス　講習・実技セミナー P85



第 77回日本弱視斜視学会総会

ショートタイトル一覧…

7 月 3日（土）第 1会場（新横浜プリンスホテル　5F　シンフォニア）

セッション名 開始 
時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ

番号
総会長特別 
プログラム 9:30 SP プリズム倶楽部：症例相談会 P27

学術展示 
（ショートトーク）

11:00 P-13 ～ 18 「斜視手術」　※学術展示参照 P62

11:30 P-19 ～ 24 「症例報告」　※学術展示参照 P66

ランチョンセミナー 3 12:20 LS3 一緒に学ぼう！斜視手術 ～私の考える術前術後の説明ポイント～ P86

特別講演 13:40 SL 上斜筋麻痺の診断と治療 佐藤　美保 浜松医大 P25

第 37 回 
日本弱視斜視学会 

講習会
15:10

講習会 -1 弱視の検査 新井　慎司 浜松医大 P81

講習会 -2 弱視と間違えやすい疾患 横井　　匡 国立成育医療研究センター P81

講習会 -3 複視の検査　ロジックとアート 高橋　慎也 小沢眼科内科病院 P82

講習会 -4 複視の診断と治療 植木　智志 新潟大脳研究所 P82

7 月 3日（土）第 2会場（新横浜プリンスホテル　4F　若菜）

セッション名 開始 
時間 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ

番号

学術展示 
（ショートトーク）

11:00 P-25 ～ 30 「弱視」　※学術展示参照 P70

11:30 P-31 ～ 36 「神経眼科」　※学術展示参照 P74

ランチョンセミナー 4 12:20 LS4 SVS の活用！小児科医との連携 P87

※オンライン配信時には、オンラインプログラム（P29 参照）の公開を予定しています。



ショートタイトル一覧　学術展示…

学術展示会場（新横浜プリンスホテル　4F　千鳥）

セッション名 演題番号 ショートタイトル 筆頭演者 所属 ページ
番号

斜視

P-01 AGV 術後の斜視 甲斐聡一郎 愛媛大 P54

P-02 内斜視と偽内斜視 石川　千尋 埼玉県立小児医療センター P55

P-03 外直筋部分切除術を施行した 1 例 鈴木　寛子 浜松医大 P55

P-04 特発性眼窩筋炎後の斜視手術 小松　香織 広島大 P56

P-05 外直筋付着部異常を伴った外斜視 平竹純一朗 兵庫医大病院 P56

P-06 PAT 前後での XPT 型分類の変化 野尻　真帆 金沢大 P57

屈折・検査

P-07 XT 術前検査で ARC が疑われた 5 例 遠藤　陽代 金沢大 P58

P-08 上斜筋麻痺のサッケード 三原　美晴 富山大 P59

P-09 潜伏眼振例の両眼開放視力測定 石間伏梨沙 内海眼科医院 P59

P-10 VOG のキャリブレーション方法 池田　結佳 帝京大・視能矯正 P60

P-11 眼位異常と SVS 精度 瀬部　愛美 国際医療福祉大熱海病院 P60

P-12 フォトスクリーナー 2 機種の比較 板倉麻理子 前橋ミナミ眼科 P61

斜視手術

P-13 斜視手術後の光学変化の研究 谷　　翔弥 帝京大 P62

P-14 重度の内転障害に対する筋移動術 太根　ゆさ 帝京大 P63

P-15 斜視多重手術の長期予後と治療 矢田　千紘 順天大 P63

P-16 外斜視手術の術後成績 岩佐　真紀 滋賀医大 P64

P-17 斜視手術に対する PCA の効果 高井　佳子 岡田眼科医院 P64

P-18 発達障害児の斜視手術 塩田亜里香 埼玉県立小児医療センター P65

症例報告

P-19 両眼内直筋 BTX-A 注射の 1 例 折笠　智美 CS 眼科クリニック P66

P-20 Pulley 不安定のある SES 河野　玲華 岡山大 P67

P-21 眼窩内異物の 1 例 柘野　友里 札幌医大 P67

P-22 瞳孔異常を伴う Fisher 症候群 畑　真由美 聖マリ医大 P68

P-23 輻湊不全が生じた 3 例 本田　聖奈 旭川医大 P68

P-24 外斜視が自然治癒した 1 例 岡　　晃子 三重大 P69

弱視

P-25 学童期の屈折異常弱視 神部　友香 埼玉県立小児医療センター P70

P-26 遠視性不同視弱視の治療成績 小岩　千尋 順天大・練馬 P71

P-27 治療用眼鏡装用後の眼球形態変化 森　　隆史 福島県医大 P71

P-28 弱視の黄斑部血管と網膜厚解析 西川　典子 旭川医大 P72

P-29 視力向上した真性小眼球 永野　雅子 井上眼科病院 P72

P-30 原発先天緑内障の視力経過 吉田　清香 東北大病院 P73

神経眼科

P-31 くも膜嚢胞による後天内斜視 清水有紀子 ツカザキ病院 P74

P-32 小脳腫瘍による AACE の一例 太田　純哉 北海道大 P75

P-33 Ocular neuromyotonia の 1 例 清水　瑞己 浜松医大 P75

P-34 脳動脈瘤が原因の滑車神経麻痺 大森　千聖 国際医療福祉大熱海病院 P76

P-35 後天斜視に似た近見反応けいれん 植木　智志 新潟大脳研究所 
統合脳機能研究センター P76

P-36 眼瞼下垂初発 Kearns-sayre 症候群 廣川　貴久 大阪医大 P77
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共催セミナー一覧

ランチョンセミナー 1
共催：ノバルティス ファーマ 

株式会社 メディカル本部

7 月 2 日（金）12:20 ～ 13:20 第 1 会場（新横浜プリンスホテル 5F シンフォニア）

弱視診断に至るまでの“3 密”を知る～機序・健診・確定診断～

座長：不二門　尚（大阪大）

演者：「弱視の発生機序」　初川　嘉一（元大阪母子医療センター）

　　　「日本における 3 歳児健診の現状について」　林　　思音（国立成育医療研究センター）

　　　「弱視の確定診断」　木村亜紀子（兵庫医大）

ランチョンセミナー 2
共催：株式会社オグラ

7 月 2 日（金）12:20 ～ 13:20 第 2 会場（新横浜プリンスホテル 4F 若菜）

眼鏡処方のエキスパート

座長：富田　　香（平和眼科）

演者：「ここだけ注意！　眼鏡の処方時・処方後のチェックポイント」　根岸　貴志（順天大）

　　　「こんな患者さんにはこの眼鏡！　難しい患者さんへの処方ポイント」　
神部　友香（埼玉県立小児医療センター）

イブニングセミナー
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社 / 

わかもと製薬株式会社
※現地開催のみ

7 月 2 日（金）18:20 ～ 19:20 第 2 会場（新横浜プリンスホテル 4F 若菜）

斜視に対する A 型ボツリヌス毒素製剤ボトックス　講習・実技セミナー

演者：「Ａ型ボツリヌス毒素製剤ボトックス  講習・実技セミナー「斜視」：疾患編」
後関　利明（国際医療福祉大学熱海病院）

　　　「Ａ型ボツリヌス毒素製剤ボトックス  講習・実技セミナー「斜視」：製剤基礎編」
仲田　　智（グラクソ・スミスクライン株式会社）

ランチョンセミナー 3
共催：参天製薬株式会社

7 月 3 日（土）12:20 ～ 13:20 第 1 会場（新横浜プリンスホテル 5F シンフォニア）

一緒に学ぼう！斜視手術 ～私の考える術前術後の説明ポイント～

座長：根岸　貴志（順天大）

演者：中井　義典（東海眼科）

　　　太根　ゆさ（帝京大）

　　　清水有紀子（ツカザキ病院）

ランチョンセミナー 4
共催：アールイーメディカル株式会社

7 月 3 日（土）12:20 ～ 13:20 第 2 会場（新横浜プリンスホテル 4F 若菜）

SVS の活用！小児科医との連携

座長：佐藤　美保（浜松医大）

演者：「日本眼科医会の取り組み」　柏井真理子（日本眼科医会）

　　　「SVS による眼異常の検出と精密検査」　仁科　幸子（国立成育医療研究センター）

共催セミナー
共催：株式会社コスミックコーポレーション

※オンデマンド配信のみ

重症筋無力症 
―眼科医・視能訓練士の大きな役割を忘れていませんか？―

演者：木村亜紀子（兵庫医大）


