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山池紀翔、西脇弘一、平田 裕也、高口豊、吉村長久：フラロデンドリマーを用

いた光線力学療法  

 

坂本篤、高木均、渡部大介、鈴間潔、栗本雅史、喜多美穂里、山下哲次、吉村長

久：網膜静脈閉塞症患者の硝子体中エリスロポエチン濃度   
 
大谷篤史：骨髄細胞と網膜神経保護 
 
高木均：網脈絡膜疾患と血管新生 ランチョンセミナー 血管新生を解明する 
 
藤原雅史、山城健児、栗本康夫、小山田晃、浅原孝之： インドシアニングリー

ンの網膜光毒性  
 
植田良樹、丹光範智、今井啓雄、田辺晶代、宮脇貴也、七田芳則：グルタミン酸

輸送体 EAAT-1 欠損 マウスの ERG 応答 
 
雨宮かおり、喜多美穂里、森寺威之、松本美保、河本知栄、池口有紀、桐山直

子、大津弥生、中西秀雄：大津赤十字病院における外傷性涙小管断裂の再建術 

     

中西秀雄、喜多美穂里、大津弥生、桐山直子、雨宮かおり、池口有紀、河本知

栄、松本美保、森寺威之：大津赤十字病院における開放性眼外傷の臨床像と手術

成績   
 
 
第第第第 21 回日本眼循環学会回日本眼循環学会回日本眼循環学会回日本眼循環学会、、、、淡路島淡路島淡路島淡路島、、、、2005. 7.22-23 
辻川明孝、山城健児、西田明弘、栗本康夫：網膜静脈分枝閉塞症に対してのケナ

コルト使用による網膜虚血の形成 
 
板谷正紀、後藤 謙元、佐々原学、淀井 有子、平見恭彦、武蔵国弘、田村寛、勝

田英人、愛川裕子、尾島知成、辻川 明孝、大谷 篤史、万代 道子、吉村長久：上

脈絡膜出血と硝子体出血をきたし周辺型ポリープ状脈絡膜血管症と考えられた１

例 
 
村上智昭、喜多美穂里、高木均、西脇弘一、宮本和明、渡部大介、湯才勇、坂本

篤、山池紀翔、淀井有子、西村衛、長嶋珠江、吉村長久：網膜静脈閉塞症への

tPA 硝子体投与後の一過性黄斑浮腫の悪化 
 



小堀朗：福井赤十字病院での電子カルテ テイータイムセミナー  
 
桐山直子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、河口有紀、河本知栄、松本美保、

喜多美穂里：網膜中心静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対する硝子体手術時のトリア

ムシノロン注入の効果  
 
 
第第第第 16 回日本緑内障学会回日本緑内障学会回日本緑内障学会回日本緑内障学会、、、、熊本熊本熊本熊本、、、、2005. 9.16-18 
シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム    

田辺晶代：落屑緑内障の手術治療 
 
一般講演一般講演一般講演一般講演 
森下志帆、田辺晶代、板谷正紀、尾島知成、栗本康夫、愛川裕子、湯 才勇、木

村徹志、大石明生、亀田隆範、吉村長久： 近視眼の早期緑内障における画像診

断 

 

板谷正紀、田辺晶代、尾島知成、愛川裕子、湯才勇、木村徹志、森下志帆、亀田

隆範、大石明生、吉村長久、栗本康夫：Trabeculotomy with intentional lake: 

lake を確実に作る新しい方法（ＵＢＭ所見と早期眼圧） 

 

湯才勇、田辺晶代、喜多美穂里、宮原晋介、田村寛、宮脇貴也、森下志帆、吉村

長久：      

 

栗本康夫： 白内障術後の眼圧上昇（シンポジウム） 

 

野中淳之、岩脇卓司、菊地雅史、藤原雅史、西田明弘、栗本康夫： 原発閉塞隅

角眼における中心前房深度と瞳孔ブロックの検討 

 

岩脇卓司、野中淳之、栗本康夫： 器質的隅角閉塞を有さない狭隅角眼における、

暗室うつむき試験による機能的隅角閉塞の検出 

 

藤原雅史、野中淳之、宮原照良、北澤憲孝、吉村長久、栗本康夫： レイクを伴

うトラベクロトミーの中長期成績. 

 

林 寿子、栗本康夫、塚原陽子、植田良樹： 白内障手術と併用した隅角掻爬術

の 5年予後. 

 

広瀬文隆, 黒田真一郎, 永田誠: Sturge-Weber症候群に伴う先天緑内障の手術的

治療と長期予後 
 
林寿子・田村和寛・木村忠貴・植田良樹：白内障手術に併用した隅角掻爬術の５

年予後 



 
本庄恵、稲谷大、谷原秀信、桐原朋子、島崎敦：シュレム管内皮細胞の培養と解

析 
 
 
第第第第 43 回日本神経眼科学会総会回日本神経眼科学会総会回日本神経眼科学会総会回日本神経眼科学会総会、、、、別府別府別府別府、、、、2005. 11.11-12 
平田裕也、宮本和明、大石明生、栗本雅史、吉村長久：乳頭腫脹における乳頭周

囲網膜神経線維層厚の測定−GDx と OCT での測定値の比較− 
 
藤原雅史、菊地雅史、野中淳之、栗本康夫：視神経線維層厚解析装置(GDx)によ

る視神経疾患の評価 
 
田口朗、柏井聡、小嶋志之：Onodi cell の粘液嚢胞による圧迫性視神経症の一

例 
 
 
第第第第 59 回日本臨床眼科回日本臨床眼科回日本臨床眼科回日本臨床眼科学会学会学会学会、、、、札幌札幌札幌札幌、、、、2005.10.7 
佐々原学、大谷篤史、淀井有子、後藤謙元、勝田英人、武蔵国弘、平見恭彦、田

村寛、亀田隆範、岩間大輔、愛川裕子、辻川明孝、万代 道子、吉村長久. ポリ

ープ状脈絡膜血管症に対する IAガイド下光線力学療法 短期成績. 

 

武蔵国弘、辻川明孝、大谷篤史、佐々原学、後藤謙元、淀井有子、平見恭彦、勝

田英人、愛川裕子、万代道子、吉村長久. 若年者の脈絡膜新生血管に対する光線

力学療法.  

 

淀井有子、大谷篤史、佐々原学、後藤謙元、勝田英人、愛川裕子、辻川明孝、万

代道子、吉村長久. 光線力学療法の短期成績.  

 

鈴木拓也、高橋政代、村上智昭、秋元正行、吉村長久：GDxVCC で測定した網膜

色素変性眼における網膜神経線維層厚と動的視野との関係 
 
板谷正紀、尾島知成、田辺晶代、愛川裕子、湯才勇、木村徹志、森下志帆、亀田

隆範、大石明生、吉村長久、栗本康夫：OCT-ophthalmoscope（C7）による黄

斑周囲網膜等厚線による緑内障検出の検討 
 
木村徹志、高木 均、喜多美穂里、鈴間 潔、渡部大介、栗本雅史、鵜木則之、

吉村長久糖尿病黄斑浮腫に対する内境界膜剥離術とトリアムシノロン併用後部硝

子体剥離作成術: 術後早期成績の比較 
 
大石明生、宮本和明、平田裕也、栗本雅史、吉村長久：虚血性視神経症における

乳頭周囲網膜神経線維層厚の測定−GDx と OCT での測定値の解離− 
 



坂本篤、高木均、喜多美穂里、西脇弘一、宮本和明、渡部大介、村上智昭、長嶋

珠江、湯才勇、山池紀翔、吉村長久：CRVO に伴う黄斑浮腫に対する硝子体注

射治療：tPA とトリアムシノロンとの比較 
 
渡部大介、高木均、喜多美穂里、西脇弘一、宮本和明、村上智昭、西山佳寿子、

長嶋珠江、湯才勇、坂本篤、山池紀翔、淀井有子、西村衛、吉村長久：網膜中心

静脈閉塞症に対する tPA 硝子体投与後に発症した黄斑円孔の１例 
 
湯才勇、田辺晶代、板谷正紀、栗本康夫、愛川裕子、尾島知成、森下志帆、大石

明生、木村徹志、亀田隆範、吉村長久：      

     

田辺晶代、尾島知成、湯才勇、森下志帆、板谷正紀、愛川裕子、木村徹志、亀田

隆範、大石明生、吉村長久、栗本康夫：固視点近傍視野閾値と黄斑部網膜厚、視

神経乳頭周囲網膜神経線維層厚の相関 

 

喜多美穂里、栗山晶治、斉藤喜博、日下俊次、塚原康友、安原徹、根木昭：イン

ストラクションコース 網膜剥離ファイトクラブ     
 
有馬由里子、服部昌子、西口文、金森章泰、高木均、栗山晶治：25G 硝子体手術

の成績 

 

金森章泰，辰巳康子，藤岡美幸，楠原あづさ，前田秀高，中村誠，根木昭：HRT

による視神経乳頭解析，GDx-VCC および OCT による網膜神経線維層厚と網膜感度

との相関 

 

服部昌子、有馬由里子、久保木香織、西口文、金森章泰、宮脇貴也、廣井佳野、

高木均、栗山晶治、隈部洋平：頭蓋内進展を伴ったアスペルギルス性眼窩先端部

症候群の 2例 
 
北野滋彦、池田誠宏、大越貴志子、佐藤幸裕、高木 均、山本禎子: ｢インスト

ラクションコース 24 もう一度、糖尿病網膜症治療を考える｣  
 
山城健児、辻川明孝、西田明弘、栗本康夫： 滲出性加齢黄斑変性における視力

低下を来した時期と光線力学的療法の効果の関係. 

 

藤原雅史、野中淳之、菊地雅史、山城健児、岩脇卓司、栗本康夫： 原発閉塞隅

角眼に対する白内障手術の効果の検討と術後眼圧の周辺虹彩前癒着との相関. 

 

木村忠貴・林寿子・田村和寛・植田良樹：黄斑浮腫に対するケナコルトテノン嚢

下注射併用レーザー治療の短期経過 
 



田中克樹、額田正之、斉藤了一：無水晶体・無硝子体眼に対して線維柱帯切除術

施行後に遅発性脈絡膜出血を生じた 1例 
 
田口朗、柏井聡、正井宏和、木村友剛、荒川奈央子：胃癌による BDUMP 
(Bilateral Diffuse Uveal Melanocytic Proliferation) の１例 
 
加賀郁子、正井宏和、荒川奈央子、木村友剛、田口朗、柏井聡：Three-piece 
foldable レンズ毛様体溝逢着術後、誘因なく眼内脱臼を認めた症例 
 
野網祥代、塚原陽子、平松靖史：浸潤性視神経症をきたした形質細胞性白血病の

一例 
   
羽渕由紀子、東順子、吉田直子、梅基光良、山本美保、黒須英雄：未熟児網膜症

の検討   
 
杉田 威一郎、齋藤 伊三雄：眼瞼腫脹にて発見された副鼻腔悪性腫瘍の一例 
 
三河章子、佐々原学、田尻健介、小嶌洋史、齋藤伊三雄：黄斑浮腫を生じた網膜

静脈分枝閉塞症の視力予後 
 
大津弥生、中西秀雄、松本美保、喜多美穂里：外傷に伴う水晶体および眼内レン

ズ損傷の検討     

 

中西秀雄、喜多美穂里、大津弥生、雨宮かおり、河本知栄、松本美保：外傷に伴

う網膜剥離の臨床像と手術成績の検討     

 

桐山直子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、池口有紀、河本知栄、松本美保、

喜多美穂里：網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対する硝子体手術時のトリアムシ

ノロン注入の効果     
 
 
第第第第 44 回日本網膜硝子体学会総会回日本網膜硝子体学会総会回日本網膜硝子体学会総会回日本網膜硝子体学会総会、、、、大阪大阪大阪大阪、、、、2005. 12.2- 4 
ランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナーランチョンセミナー        

喜多美穂里：硝子体手術教育―悩み解決！硝子体手術のポイントとコツ― 

 

一般一般一般一般講演講演講演講演    

佐々原学、辻川明孝、武蔵国弘、吉村長久. 脈絡膜血管透過性亢進所見を伴うポ

リープ状脈絡膜血管症.  

 

辻川明孝、佐々原学、大谷篤史、武蔵国弘、淀井有子、後藤謙元、岩間大輔、亀

田隆範、田村寛、愛川裕子、万代道子、吉村長久. ポリープ状脈絡膜血管症にお

けるポリープ状病巣と色素上皮剥離の関係.  



 

鈴間潔、喜多美穂里、渡部大介、栗本雅史、木村徹志、坂本篤、鈴木拓也、平見

恭彦、鵜木則之、廣瀬奈美、吉村長久：HRA2 を用いた糖尿病網膜症の微細血管

病変の検討 

 

亀田隆範、辻川明孝、大谷篤史、後藤謙元、武蔵国弘、淀井有子、佐々原学、岩

間大輔、田村寛、愛川裕子、万代道子、吉村長久. 光線力学療法後の視力予後良

好例の検討.  

 

淀井有子、大谷篤史、辻川明孝、武蔵国弘、後藤謙元、佐々原学、亀田隆範、岩

間大輔、田村寛、愛川裕子、万代道子、吉村長久. 網脈絡膜血管吻合のある加齢

黄斑変性に対する光線力学療法の治療効果. 

 

万代道子、平見恭彦、川越直顕、鈴木拓也、村上智昭、大音壮太郎、秋元正行、

高橋政代、吉村長久：変性 HPLC 法を用いた網膜色素変性の遺伝子診断システム

とその成果 

 

川越直顕、万代道子、横田友子、平見恭彦、鈴木拓也、村上智昭、大音壮太郎、

秋元正行、高橋政代、吉村長久：PDS 遺伝子異常による網膜変性に黄斑部脈絡膜

新生血管の合併を認めた症例 
 
板谷正紀、安野嘉晃、福間康文、吉村長久：次世代方式 Fourier domain OCT に

よる網膜・視神経乳頭の３次元観察と臨床的意義 
 
山池紀翔、宮本和明、西村衛、坂本篤、淀井有子、村上智昭、湯才勇、長嶋珠

江、渡部大介、喜多美穂里、吉村長久：超音波カラードップラー法による網膜静

脈閉塞症の球後血流測定 
 
村上智昭、喜多美穂里、高木均、宮本和明、渡部大介、坂本篤、山池紀翔、西村

衛、湯才勇、淀井有子、長嶋珠江、吉村長久：BRVO に対する tPA 硝子体投与

と格子状光凝固術の無作為群間比較試験の早期成績 
 
栗山晶治、喜多美穂里、斎藤伊三雄、栗本康夫、岡田守生、高木均、木村英也、

吉村長久：多施設スタディによる強度近視性黄斑円孔網膜剥離に対する硝子体手

術の成績  
 

金森章泰，久保木香織，服部昌子，有馬由里子，西口文，大音壮太郎，勝田英人，

高木均：網膜中心静脈閉塞症に対する t-PA 硝子体内投与とトリアムシノロンア

セトニドテノン嚢下注射によるサンドイッチ療法 

 



西口文，久保木香織，服部昌子，有馬由里子，金森章泰，大音壮太郎，勝田英

人，高木均：25G システムによる ICG 染色を用いない黄斑円孔に対する硝子体手

術 

 

高木均：ｔPA硝子体内注入 シンポジウム２「網膜静脈分枝閉塞症の黄斑浮腫

に対する硝子体手術」 （シンポジウム） 
 
山城健児、辻川明孝、西田明弘、栗本康夫： 光線力学的療法の満足度を決定す

る術前後の因子. 

 

西田明弘、辻川明孝、山城健児、栗本康夫： 網膜静脈分枝閉塞症に対するトリ

アムシノロン併用硝子体手術の術後成績に影響する因子. 
 
 
第第第第３０３０３０３０回日本小児眼科学会総会回日本小児眼科学会総会回日本小児眼科学会総会回日本小児眼科学会総会．．．．東京東京東京東京、、、、2005.6.3    
廣瀬美央、宮崎千歌：乳幼児の涙道閉塞疾患に対する涙道内視鏡を用いた診療. 
 
 
第第第第４４４４４４４４回日本白内障学会総会回日本白内障学会総会回日本白内障学会総会回日本白内障学会総会、、、、第第第第２０２０２０２０回日本眼内回日本眼内回日本眼内回日本眼内レンズレンズレンズレンズ屈折手術学会屈折手術学会屈折手術学会屈折手術学会....    京都京都京都京都、、、、
2005.6.19    
杉浦毅、宮崎千歌：術後晩期後発液状白内障の乳白色液状物質の発生機序につい

ての検討. 
 
本庄 恵：白内障トリプル手術のアップデ－ト -緑内障と白内障-トラベクロト

ミー・白内障同時手術 シンポジウム 2 
 
 
第第第第 55556666 回京大眼科同窓会学会回京大眼科同窓会学会回京大眼科同窓会学会回京大眼科同窓会学会、、、、京都京都京都京都、、、、2005....11.6 
山池紀翔、喜多美穂里、西村衛、坂本篤、淀井有子、村上智昭、湯才勇、長嶋 

珠江、渡部大介、宮本和明、吉村長久：網膜静脈分枝閉塞症における光干渉断層

計とマイクロペリメータによる黄斑部評価     

 

鈴木拓也、喜多美穂里、吉村長久、原田隆文 25G 経結膜硝子体手術における硝

子体圧の測定      

     

田辺晶代、亀田隆範、吉村長久：先天鎌状網膜剥離に合併した緑内障の１例 

         

大谷篤史、淀井有子、佐々原学、亀田隆範、吉村長久：加齢黄斑変性の末梢血プ

ロファイリング. 

 

川越直顕、万代道子、秋元正行、鈴木拓也、村上智昭、平見恭彦、池田華子、高

橋政代、吉村長久：RDS 遺伝子異常による黄斑変性に CNV を認めた症例 



 

高橋政代、秋元正行、吉村長久、武田美鈴、小杉眞司：網膜色素変性患者を対象

とした疾患および遺伝情報における意識調査 
 
板谷正紀、田辺晶代、尾島知成、愛川裕子、湯才勇、木村徹志、森下志帆、亀田

隆範、大石明生、西村衛、小寺由里子、吉村長久、栗本康夫：強膜支柱による意

図的レイク作成トラベクロトミーの短期治療成績 
 

坂本篤志、喜多美穂里、高木均、西脇弘一、宮本和明、大橋啓一、渡部大介、村

上智昭、湯才勇、山池紀翔、淀井有子、西村衛、長嶋珠江、吉村長久：CRVO に

対する、ｔPA硝子体注射（トリアムシノロンとの比較） 

 

村上智昭、喜多美穂里、高木均、西脇弘一、宮本和明、大橋啓一、渡部大介、湯

才勇、山池紀翔、淀井有子、西村衛、長嶋珠江、吉村長久：BRVO に対するｔPA

硝子体投与と格子状光凝固術の無作為群間比較試験の早期成績 
 
大音壮太郎、西口文、久保木香織、服部昌子、有馬由里子、金森章泰、勝田英

人、高木均：25G システムによる ICG 染色を用いない黄斑円孔に対する硝子体手

術 

 

勝田英人、有馬由里子、大音壮太郎、金森章泰、西口文、服部昌子、久保木香

織、高木均：ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学療法の OCT 所見の検討 
 
山城健児、辻川明孝、西田明弘、栗本康夫： 光線力学的療法の満足度に影響す

る術前後の因子 

 

西田明弘、辻川明孝、山城健児、栗本康夫： 網膜静脈分枝閉塞症に対するトリ

アムシノロン併用硝子体手術の術後成績に影響する因子 

 

岩脇卓司、野中淳之、藤原雅史、菊地雅史、西田明弘、栗本康夫： 原発閉塞隅

角眼に対する白内障手術の効果の検討と術後眼圧の虹彩前癒着との相関 
 
林寿子・田村和寛・木村忠貴・植田良樹：滋賀県湖北地域における落屑症候群と

白内障 
 
宮崎千歌、廣瀬美央：小児涙道疾患への涙道内視鏡の使用について 
 
栗山晶治、喜多美穂里、栗本康夫、木村英也、高木均、岡田守生、齋藤伊三雄（、

吉村長久：多施設スタディによる強度近視性黄斑円孔網膜剥離に対する硝子体手

術の成績 

 



中村元、舘野寛子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、河本知栄、松本美保、栗

山晶治：近視眼における視神経乳頭周囲脈絡膜分離 
 
小嶌 洋史、今村 貞洋、戸田 裕隆、齋藤 伊三雄 
眼科周術期に脳梗塞を発症した 4 症例 ～周術期管理を考える～ 
 
三河章子、戸田裕隆、本庄恵、齋藤伊三雄、鷹巣 晃昌：強膜開窓術が奏効した

と考えられる uveal effusion の一例 
 
 
第第第第 110 回京都眼科学会回京都眼科学会回京都眼科学会回京都眼科学会、、、、京都京都京都京都、、、、2004. 6.20 
宿題報告宿題報告宿題報告宿題報告 
鈴間潔：糖尿病網膜症の基礎と臨床 
 
一般講演一般講演一般講演一般講演 
板谷正紀、田辺晶代、尾島知成、愛川裕子、湯才勇、木村徹志、森下志帆、亀田

隆範、大石明生、吉村長久、栗本康夫：Trabeculotomy with lake において lake
を確実に作る工夫 
 
渡部大介、坂本篤、高木均、喜多美穂里、西脇弘一、宮本和明、村上智昭、長嶋

珠江、湯才勇、山池紀翔、吉村長久：CRVO に伴う黄斑浮腫に対する硝子体注射

治療：tPA とトリアムシノロンとの比較 

 

宮本和明、平田裕也、栗本雅史、大石明生、柏井聡、吉村長久：京大眼科におけ

る動眼神経単独麻痺症例の検討とそのマネージメント 

 

鈴間潔、高木均、喜多美穂里、西脇弘一、木村徹志、渡部大介、栗本雅史、鈴木

拓也、平身恭彦、坂本篤、鵜木則之、吉村長久：糖尿病黄斑浮腫に対する内境界

膜剥離術とトリアムシノロン併用後部硝子体剥離作成術との比較 

    

秋元正行、万代道子、横田友子、鈴木拓也、平見恭彦、川越直顕、大石明生、大

音壮太郎、小杉眞司、高橋政代、吉村 長久：網膜色素変性の原因遺伝子スクリ

ーニングシステム     

 

鈴木拓也、吉村長久：25G システムを用いた経結膜硝子体手術における硝子体圧

の測定      

    

喜多美穂里、田村寛、桐生純一、渡部大介、田邉晶代、宮原晋介、武蔵国弘、川

越直顕、山池紀翔、池田華子、吉村長久、中西秀雄：ぶどう膜炎に対する硝子体

手術     

 



田辺晶代、板谷正紀、尾島知成、愛川裕子、湯才勇、星野朗子、森下志帆、木村 

徹志、大石明生、亀田隆範、吉村長久：京大眼科における円蓋部基底線維柱帯切

除術の術後経過    

    

大谷篤史、佐々原学、淀井有子、後藤謙元、平見恭彦、武蔵国弘、田村寛、愛川

裕子、辻川明孝、万代道子、吉村長久：ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力

学療法 

    

林寿子・田村和寛・木村忠貴・植田良樹：tPA 注入後２５G硝子体手術を行った

硝子体黄斑牽引症候群の１例 
 
栗山晶治：２５Ｇ硝子体手術の成績 
 
大津弥生、中西秀雄、松本美保、喜多美穂里：外傷に伴う水晶体および眼内レン

ズ損傷の検討     

 

中西秀雄、大津弥生、喜多美穂里：外傷性網膜剥離の検討     

 

桐山直子、中西秀雄、喜多美穂里：網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫に対する硝子

体手術時のトリアムシノロン注入の併用について 
 
第第第第 48484848 回日本糖尿病学会年次学術集会回日本糖尿病学会年次学術集会回日本糖尿病学会年次学術集会回日本糖尿病学会年次学術集会, , , , 東京東京東京東京, , , , 2005.5.12-14    
菅波絵理、高木均、鈴間潔、大橋啓一、鈴間泉、王英泰、渡部大介、尾島智成、

菅波孝祥、藤尾慈、中尾一和、小川佳宏、吉村長久：レプチンの虚血性網膜血管

新生促進作用とその分子機構の検討. 

 

高木均、渡部大介、鈴間潔、 尾島智成、栗本雅史、村上智昭、木村徹志、坂本

篤、吉村長久：増殖糖尿病網膜症の網膜血管新生におけるエリスロポエチンの役

割 
 
第第第第 26262626 回日本炎症回日本炎症回日本炎症回日本炎症・・・・再生医学会再生医学会再生医学会再生医学会, , , , 東京東京東京東京, , , , 2005.7.12-13    
大音壮太郎、万代道子、秋元正行、大石明生、吉村長久、高橋政代：急性障害時

の成体網膜内在性幹細胞様細胞に対する Wnt3a の効果 
 
 
そのそのそのその他他他他のののの学会学会学会学会 
板谷正紀、佐々原学、後藤謙元、吉村長久：現時点での眼底疾患診断における

OCT の病巣解析力とその限界. Optics Japan 2005、東京、2005.11.24 

 

佐々原学、大谷篤史、吉村長久：変性近視に伴う脈絡膜新生血管に対する光線力

学療法 短期成績. 第２回京大眼科 ICG 勉強会、京大、2005.3.11 

 



佐々原学、桐生純一：網膜色素変性症に併発した黄斑円孔に対する硝子体手術の

経験. 第２７回 Retina の会、京都、2005.3.25 

 

佐々原学、大谷篤史、吉村長久：PDT２症例の呈示. 第１回関西医科大学・京都

大学眼科合同 PDT カンファレンス、関西医科大、2005.7.1 

 

佐々原 学、吉村長久：HRA2 で観察した橙赤色隆起病巣. 第３回京大眼科 ICG

勉強会、京大、2005.9.2 
 
高橋政代、万代道子、秋元正行：網膜再生医療の現状. ワークショップ「再生医

療は今 〜世界の現状〜」第 26回日本炎症・再生医学会、東京都、2005.7.12 

 

鈴間潔：糖尿病網膜症の治療標的分子. 第９回眼科分子生物研究会、大津市、

2005. 2.26-27 
 
鈴間潔、村上智昭、渡部大介、宮本和明、喜多美穂里、高木均、吉村長久：糖尿

病網膜症に tPA 硝子体投与は有効か？第７回硝子体フォーラム、浜松市、2005. 
7.30   
 
鈴間潔：医原性網膜剥離の一例．第２８回 RETINA の会、札幌市、2005. 10.8   
 
辻川明孝、栗本康夫、吉村長久：高度近視に伴う黄斑円孔網膜剥離の両眼性．平

成 17 年度硝子体フォーラム、浜松市、2005.7.30 
 
尾島知成、高木均、鈴間潔、鈴間泉、王英泰、大橋啓一、渡部大介、菅波絵理、

本田孔士、吉村長久: ephrinA1 が VEGF 誘導性の細胞内シグナルと網膜血管透過

性亢進に及ぼす影響. 第９回シンポジウム糖尿病、大阪市、2005.4.9 

 

 

鈴木拓也、秋元正行、万代道子、高橋政代、吉村長久 変性網膜下への網膜

前駆細胞移植におけるコンドロイチナーゼの影響．第 26回日本炎症再生医学

会、東京都、2005.7  

      

鈴木拓也：25G 経結膜硝子体手術における硝子体圧の測定．第 28回 RETINA の

会、東京都、2005.10.18   

    

渡部大介、喜多美穂里：花火外傷の一例．第 28回 RETINA の会、東京都、

2005.10.18  
 

金森章泰、久保木香織、服部昌子、有馬由里子、西口文、宮脇貴也、高木均： 

網膜静脈閉塞症への tPA・トリアムシノロンサンドイッチ療法．第 18回阪神眼

科研究会, 兵庫, 2005.5.27 



 

有馬由里子、久保木香織、服部昌子、西口文、金森章泰、宮脇貴也、勝田英人、

高木均：県立尼崎病院における黄斑変性に対するＰＤＴの早期治療効果．第 107

回兵庫県眼科医会学術集談会, 兵庫, 2005.7.23 

 

金森章泰、久保木香織、服部昌子、有馬由里子、西口文、宮脇貴也、勝田英人、

高木均：網膜静脈閉塞症への tPA（組織プラスミノーゲン活性化因子）・トリア

ムシノロンサンドイッチ療法．第 107 回兵庫県眼科医会学術集談会, 兵庫, 

2005.7.23 

 

西口文、久保木香織、服部昌子、有馬由里子、金森章泰、宮脇貴也、勝田英人、

高木均：インドシアニングリーンを用いない内境界膜剥離術－県立尼崎病院にお

ける黄斑円孔手術－．第 107 回兵庫県眼科医会学術集談会, 兵庫, 2005.7.23 

 

金森章泰、久保木香織、服部昌子、有馬由里子、西口文、大音壮太郎、勝田英人、

高木均：トラベクロトミー＋シュレム管内皮網除去を行ったポスナーシュロスマ

ン症候群．第 108 回兵庫県眼科医会学術集談会, 兵庫, 2005.10.15 

 

久保木香織、有馬由里子、服部昌子、西口文、金森章泰、大音壮太郎、勝田英人、

高木均：ポリープ状脈絡膜血管症に対する光線力学療法の光干渉断層計所見の検

討．第 108 回兵庫県眼科医会学術集談会, 兵庫, 2005.10.15 
 
高木均、渡部大介、鈴間潔、尾島智成、栗本雅史、村上智昭、木村徹志、坂本

篤、吉村長久：増殖糖尿病網膜症の網膜血管新生におけるエリスロポエチンの重

要性．第48回日本糖尿病学会年次学術集会、神戸市、2005.5.12-14  
 
栗山晶治：２５G 硝子体システムによる水晶体核落下の処理 神戸市立中央市民

病院オープンカンファレンス 2005.3.12. 
 

山城健児、辻川明孝、栗本康夫： 硝子体出血を伴った PCV の治療方針. 第 3回

神戸市立西市民病院眼科オープンカンファレンス, 神戸市,2005.2.5.   

 

辻川明孝：ケナコルト使用による網膜静脈分枝閉塞症における網膜虚血. 第１回

TOMAMU Vitrectomy Meeting,北海道勇払郡占冠村, 2005.2.11-13.  

 

藤原雅史、野中淳之、山本香子、岩脇卓司、山城健児、菊地雅史、栗本康夫： 

白内障手術による原発閉塞隅角緑内障の眼圧コントロール. 第 24 回神戸市立中

央市民病院眼科オープンカンファレンス, 神戸市, 2005.3.12. 

 



山城健児、辻川明孝、金井清和、石田和寛、栗本康夫： PDT（光線力学療法）の

治療成績. 第 24 回神戸市立中央市民病院眼科オープンカンファレンス, 神戸

市,2005.3.12. 

 

石田和寛：結膜弛緩症の手術療法. 西神戸眼科合同カンファレンス, 神戸

市,2005.4.7. 

 

野中淳之、山本香子、菊地雅史、山城健児、藤原雅史、岩脇卓司、栗本康夫： 

急性閉塞偶角緑内障に対する新しいアプローチ. 第 27 回兵庫県緑内障研究会, 

神戸市,2005.4.23.  
 
野中淳之：原発閉塞隅角における中心前房深度と瞳孔ブロック. 第 3回兵庫県眼

科オープンカンファレンス, 神戸市,2005.7.2. 

 

山城健児、西田明弘、藤原雅史、岩脇卓司、栗本康夫：PDT 直後視力と最終視力

の関係. 第 7回硝子体フォーラム、静岡、2005.7.30. 
 
西田明弘、辻川明孝、山城健児、栗本康夫：網膜静脈分枝閉塞症に対するトリア

ムシノロンン併用硝子体手術. 第 7回硝子体フォーラム、静岡、2005.7.30.    
 
西田明弘、山城健児、辻川明孝、栗本康夫：視力低下を来した時期と光線力学的

療法の効果の関係.    第 44 回全国自治体病院学会、神戸市、2005.10.13-10.15. 

 

岩脇卓司、野中淳之、藤原雅史、栗本康夫：器質的隅角閉塞を有さない狭隅色眼

における、暗室うつむき試験による機能的隅角閉塞の検出. 第 108 回兵庫県眼科

医会学術集談会, 神戸市, 2005.10.15. 

 

西田明弘、山城健児、辻川明孝、栗本康夫：視力低下を来した時期と光線力学的

療法の効果の関係. 第 108 回兵庫県眼科医会学術集談会, 神戸市,2005.10.15. 

 

石田和寛、栗本康夫：白内障術前後での結膜弛緩症の進行について. 第 108 回兵

庫県眼科医会学術集談会、神戸市、2005.10.15. 
 
山城健児：症例報告「ポリープ状脈絡膜血管症と類縁疾患との鑑別困難な 8
例」. 第 1 回兵庫県黄斑疾患研究会、神戸市、2005.12.10. 
 
林寿子、田村和寛、木村忠貴、植田良樹：Healon V を利用した濾過胞再建術 

第 6 回 びわこオープンカンファレンス 長浜市、2005.11.26.   
 
田村和寛、林寿子、木村忠貴、植田良樹：internal drainage site を作成しない網

膜剥離硝子体手術の経過 第 6 回 びわこオープンカンファレンス 長浜市、
2005.11.26. 



 
木村忠貴、林寿子、田村和寛、植田良樹：糖尿病黄斑浮腫に対する TCA テノン

嚢下注入と黄斑部レーザー光凝固の併用療法の短期成績 滋賀県眼科医会集談会  

大津市、2005.12.18.    
 
田村和寛、林寿子、木村忠貴、植田良樹：市立長浜病院における、原田病の遷

延・再燃症例に対するケナコルトテノン嚢下注入療法 滋賀県眼科医会集談会  

大津市、2005.7.10.    
 
田中克樹、額田正之、斉藤了一：高松赤十字病院における網膜剥離手術成績 平

成 17年度第 1回木目会 2005.1．高松市 

 

田中克樹、額田正之、斉藤了一：高松赤十字病院における緑内障手術成績．平成

17 年度第 1回木目会 2005.1．高松市 

 

額田正之、田中克樹、斉藤了一：ぶどう膜炎続発性緑内障に対して線維柱帯切除

施行後に高度の脈絡膜出血を生じた 1例．平成 17年度第 1回木目会 2005.1．高

松市 
 
田中克樹、額田正之、斉藤了一：他覚的所見に乏しかった術後バックル感染の 1
例 第 76 回香川県眼科集談会 2005.12．高松市 
 
玉置力也、唐松純、辻隆宏、田中朋子、鈴木和代、小堀朗：25G 硝子体手術 

第 39 回福井県眼科集談会 福井市 2005.8.28   
 
辻隆宏、唐松純、玉置力也、田中朋子、鈴木和代、小堀朗：当院の電子カルテと

電子パス 第 39 回福井県眼科集談会 福井市 2005.8.28   
 
正井宏和、廣井佳及、木村友剛、田口朗、荒川奈央子、松山加耶子 
当院における血管新生緑内障の手術療法 第 349 回大阪眼科集談会 大阪市
2005.12.10. 
 
正井宏和：血管新生緑内障に対する硝子体手術併施下方象限での毛様体扁平部濾

過手術(臼井法) 第４回大阪赤十字眼科フォーラム 大阪市 2005.10.29   
 
福田：白内障術前患者における抗生剤点眼前の結膜培養検査結果について 第３

４９回 大阪集団会 
 
塚原陽子、野網祥代、小林佑子、半崎富子、吉田直子、奥川 薫：カスタムパッ

クを用いた眼科手術用ディスポーザブル製品の管理 第 44 回 全国自治体病院

学会 神戸市 2005.10.14   
 



廣瀬美央,宮崎千歌：重症アトピー性皮膚炎に合併した角膜潰瘍の一例.第３回神

戸市立西市民病院眼科オープンカンファレンス. 神戸市 2005.2.5  
廣瀬美央、宮崎千歌：乳幼児の涙道閉塞疾患への涙道内視鏡を用いた診療.第２

４回神戸市立中央市民病院眼科オープンカンファレンス.神戸市 2005.3.12 
  
廣瀬美央：小児の涙道疾患の診断と治療．尼崎市三公立病院との症例検討会 尼

崎市 2005.4.2.  
 
宮崎千歌：成人の涙道疾患の診断と治療．尼崎市三公立病院との症例検討会 尼

崎市 2005.4.2.  
 
舘野寛子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、中村元、河本知栄、松本美保、栗

山晶治：当院におけるＰＤＴ（光線力学的療法）の短期成績 滋賀県眼科医会学

術講演会 大津市 2005.7.10. 
 
松本美保、舘野寛子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、中村元、河本知栄、栗

山晶治、喜多美穂里：ケナコルトテノン嚢下注入で治癒した妊婦の原田病 滋賀

県眼科医会学術講演会 大津市 2005.7.10. 
 
栗山晶治：強度近視性黄斑網膜分離および剥離に対する硝子体手術 滋賀県眼科

医会学術講演会 大津市 2005.7.10. 
 
栗山晶治、中西秀雄：眼内異物２例（天国と地獄）第６回びわこオープンカンフ

ァレンス 大津市 2005.11.26. 
 
舘野寛子、大津弥生、中西秀雄、雨宮かおり、中村元、河本知栄、松本美保、栗

山晶治：カルシウム沈着したハイドロヴュー眼内レンズの交換 滋賀県眼科医会

学術研究会 大津市 2005.12.18 
 
大津弥生、舘野寛子、中西秀雄、雨宮かおり、中村元、河本知栄、松本美保、栗

山晶治：Leber 視神経症２例 滋賀県眼科医会学術研究会 大津市 2005.12.18 
 
松本美保、中西秀雄、喜多美穂里：ケナコルトテノン嚢下注入で治癒した妊婦の

原田病の一例．第 39回日本炎症学会、2005.7.8      

 

栗山晶治、喜多美穂里、木村英也、日下俊次、斉藤喜博、塚原康友：私の硝子体

手術は OO流．第 9回 Neo Surgeon Fight Club 2005.6.30 
 
三河章子：眼窩蜂窩織炎の臨床的検討 第 97 回北大阪眼科セミナー眼科臨床検

討会 大阪市 2005.3.10 
 



戸田裕隆：２５G システムビトレクトミーシステムの前眼部使用経験 第 97 回

北大阪眼科セミナー眼科臨床検討会 大阪市 2005.3.10 
 
小嶌洋史：眼科周術期に脳梗塞をおこした 4 症例 ～周術期管理を考える～ 
第 98 回北大阪眼科セミナー眼科臨床検討会 大阪市 2005.6.30 
 
齋藤伊三雄、國正淳一、武曾恵理：創造的医薬共同研究にむけた薬剤情報提供法

の探索研究－「薬カンファレンス」の紹介と今後の展望－ 北野病院 80 周年記

念学術講演会・第 4 回医学研究所研究発表会 大阪市 2005.7.23 
 
三河章子：強膜開窓術が奏効したと考えられる uveal effusion の一例 第 99 回

北大阪眼科セミナー眼科臨床検討会 大阪市 2005.11.24 
 
今村貞洋：トリアムシノロン皮下注射後網膜中心動脈閉塞症を発症した一例 第

99 回北大阪眼科セミナー眼科臨床検討会 大阪市 2005.11.24 
 
本庄恵：入院時胸部レントゲンで発見された末期肺癌の一症例 第 99 回北大阪

眼科セミナー眼科臨床検討会 大阪市 2005.11.24 
 

広瀬文隆、黒田真一郎: Trabeculotomy+Deep sclerectomy の術後早期の一過性高

眼圧の検討．第 40回 あやめ池眼科懇談会、奈良市、2005.4.7 

 

 

講演講演講演講演    

高橋政代：急性傷害時の成体網膜の再生．第 4回成体脳のニューロン新生懇談

会、東京都、2005.2.5 

 

高橋政代：網膜再生─何が可能で、何が不可能なのか─. 静岡眼科医会学術講

演会、静岡市、2005.3.5 

 

Masayo Takahashi: Neural stem cells in retina.  日仏米合同幹細胞会議、

神戸市、2005.5.12-13 

 

高橋政代：網膜再生研究の現状. JRPS 和歌山支部 医療講演会、和歌山市、

2005.5.15 

 

高橋政代：網膜色素変性とは. 山口保健所 医療講演会、山口市、2005.6.16 

 

高橋政代：網膜再生研究の現状. JRPS 横浜支部 医療講演会、神戸市、

2005.6.19 

 



高橋政代：網膜再生医療研究の現状. パネルディスカッション「組織工学の臨床

応用：現状と未来」 第８回日本組織工学会、東京都、2005.9.1 

 

高橋政代：網膜再生研究の現状. JRPS 岡山支部 医療講演会、岡山市、

2005.9.23 

 

Masayo Takahashi: Retinal cell regeneration from Muller glial cells in 

adult rat. LP RETREAT, Kobe, 2005.10.12 

 

高橋政代：眼と再生医学. 感覚器センター講演会、東京都、2005.12.14  

 

板谷正紀：眼底検査機器の過去、現在、そして近未来に起きること―眼科医療に

いかなる進歩がもたらされるか？― 北大阪眼科セミナー臨床検討会 

 

板谷正紀：「より速く、より深く、より高精細に」眼底検査機器の発展に期待さ

れる医療の進歩―緑内障と眼底疾患と生活習慣病― 第 235 回広島大学眼科症例

検討会 

 

喜多美穂里：黄斑浮腫の治療. 京都眼科医会総会学術講演会、京都市、

2005.4.23      

 

赤十字県民大学 2005.2.19 喜多美穂里       

 

喜多美穂里：眼科ケアに必要な知識と看護のポイント--網膜の疾患-糖尿病網膜

症・硝子体手術．第１6 回眼科看護セミナー、京都市、2005.1.22  

 

喜多美穂里：眼科看護のスタンダード―網膜疾患―． 第 17 回眼科看護セミナ

ー2005.11.20      

 

喜多美穂里：眼科看護のスタンダード―網膜疾患―．第 17回眼科看護セミナ

ー、京都市、2005.12.11       

 

喜多美穂里：眼外傷．第７回兵庫県東部網膜疾患セミナー（特別講演）、大阪

市、2005.1.14 

 

喜多美穂里：眼サルコイドーシス．サルコイドーシス患者さんと専門医の交流会、

2005.7.31  

 

田辺晶代：日常診療における続発緑内障．第１回 Focus on Glaucoma、京都

市、2005.12 

 



鈴間潔：網膜症－２ シンポジウム：糖尿病性合併症の分子機構と新たな治療法

の開発を目指して：新しい治療標的分子. 第３９回糖尿病学の進歩、仙台市、

2005. 2.18-19   

 

大谷篤史：加齢黄斑変性とＰＤＴ．京滋ＯＲＴ会勉強会、京都市、2005 

 

大谷篤史：血管と神経保護、新たな神経変視症疾患治療の可能性．ＪＲＰＳ大阪

講演会、大阪市、2005 

 

高木均：網膜静脈閉塞症の診療のこつを学ぼう 第 165 回 宮城県眼科集談会  

2005.4.16 仙台 

 

高木均：糖尿病網膜症の診方－血管増殖因子をふまえて 第 53 回 OVA（オキュ

ラーバスキュラーアソシエーション）の会 2005.7.1 大阪 

 

高木均：網膜中心静脈閉塞症 tPA vs トリアムシノロン Japan Macula Club 

第 7回総会 2005.8.20-21 日 蒲郡 

 

高木均：｢内科医に必要な眼科の基礎知識｣, 第 17 回尼崎市内科医会学術講演会 

2005.9.14 尼崎 

 

高木均：｢糖尿病や高血圧など成人病はなぜ目をわるくするの？｣, 第 17 回目の

愛護デー記念健康講座 2005.10.1 尼崎 

 

高木均：増殖糖尿病網膜症の血管新生機構 受賞講演（Young Investigator 

Award）.第 20 回日本糖尿病合併症学会 2005.10.7- 8 東京 
 
高木均：網膜血管新生の分子機構と糖尿病網膜症治療への応用 シンポジウム

「創薬の標的としての血管新生・リンパ管新生」第 78 回日本薬理学会年会 2005. 

3.22-24 横浜 

 

栗本康夫：原発閉塞隅角緑内障の治療. 緑内障研究会第一回「京大眼科 Focus 

on Glaucoma」 京都市, 2005.2.25.  

 

栗本康夫：パネルディスカッション「緑内障以外の主訴で受診した患者の緑内障

確定診断」第５回近畿眼科オープンフォーラム,大阪,2005.6.11.  

 

栗本康夫：黄斑円孔の膜剥離. 第５回兵庫県硝子体手術研究会, 神戸

市,2005.6.25.  

 



栗本康夫：パネルディスカッション“攻略「膜剥離」”.第５回兵庫県硝子体手

術研究会, 神戸市,2005.6.25.  

 

栗本康夫：緑内障. 第 30 回市民健康講演会、神戸市、2005.7.26. 

 

栗本康夫：網膜の再生医学. 愛知眼科医会 平成 17年度第 4回学術集会、名古

屋市、2005.10.29. 
 
栗本康夫：パネルディスカッション：膜処理−その２：増殖性疾患編「打倒増殖

性疾患」.第 6 回兵庫県網膜硝子体手術研究会、神戸市、2005.11.26. 
 

斉藤了一：緑内障治療について 平成 17年度第 1回木目会 2005.1．高松市 

 

宮崎千歌：涙道疾患の診断と治療．第２３回兵庫県眼科医会 淑瞳会 神戸市
2005.9.10.  
 
宮崎千歌：涙のおはなし－意外に多い涙の病気－.第１６回目の愛護デー 記念

健康講座 尼崎市 2005.10.9. 
 
宮崎千歌：「涙」の臨床～あなたは流涙症？ドライアイ？～.川西市学術講演会. 
川西市 2005.10.15.  
 
栗山晶治：黄斑疾患に対する最新治療法 大津市医師会臨床談話会 大津市
2005.6.23 
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