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Ranibizumab - ).  眼科  48(2):173-178,2006. 

 

栗本康夫：誘発試験の有用性． 眼科プラクティス11 緑内障診療の進めかた  根木昭 他編

集  138-139,2006．文光堂. 

 

栗本康夫：トノグラフィーの意義.  眼科プラクティス11 緑内障診療の進めかた  根木昭 

他編集  140,2006．文光堂. 

 

栗本康夫：閉塞隅角緑内障に対する白内障手術.  眼科プラクティス11 緑内障診療の進め

かた  根木昭 他編集  332,2006．文光堂. 

 

菊地雅史：鼻性視神経症.  眼科プラクティス12 眼底アトラス  301,2006. 

文光堂. 

 

菊地雅史：圧迫性視神経症． 眼科プラクティス12 眼底アトラス  302,2006. 

文光堂. 

    

栗本康夫：V.緑内障、C.治療 4.閉塞隅角緑内障の手術療法.  眼科臨床メモ改訂第3版  吉

村長久,千原悦夫 編集  184-190,2006. 南江堂. 

 

栗本康夫：V.緑内障、C.治療 5.続発緑内障の手術療法． 眼科臨床メモ改訂第3版  吉村

長久,千原悦夫 編集  190-195,2006. 南江堂. 

 

山城健児：なぜ無血管野ができる？ - 血小板と白血球のかかわり - . 



眼科プラクティス7 糖尿病眼合併症の診療指針  242-244,2006. 文光堂. 

 

福田宏美, 越後希：白内障術前患者の抗生剤点眼前における細菌培養検査結果について.  

逓信医学  58(2):109-112,2006. 

 

栗山晶治：医院から病院へ、病院から医院へ「光線力学療法が奏効したポリープ状脈絡膜

血管症の一例」.  大津市医師会誌  29:230-232,2006. 

    

尾崎志郎：眼底検査でよくある質問.  眼科ケア 200 年冬季増刊 眼科患者対応マニュアル 

よくある質問 250 への答えかた  132−138,2006. 

 

尾崎志郎：糖尿病網膜症についてよくある質問. 眼科ケア 2005 年冬季増刊 眼科患者対応

マニュアル よくある質問 250 への答えかた  183−202,2006. 

 

尾崎志郎：眼外傷についてよくある質問.  眼科ケア 200 年冬季増刊 眼科患者対応マニュ

アル よくある質問 250 への答えかた.  271−276,2006. 

 

大音壮太郎, 高木均：糖尿病網膜症の臨床所見.  糖尿病医療スタッフのプラクティス  

23:379-380,2006. 

 

大音壮太郎, 高木均：糖尿病網膜症の治療(1).  糖尿病医療スタッフのプラクティス  

23:491-492,2006. 

 

大音壮太郎, 高木均：糖尿病網膜症の治療(2).  糖尿病医療スタッフのプラクティス  

23:609-610,2006. 



国際学会国際学会国際学会国際学会,,,,講演講演講演講演    

    

Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual meeting. Fort Lauderdale, Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual meeting. Fort Lauderdale, Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual meeting. Fort Lauderdale, Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual meeting. Fort Lauderdale, 

Florida, USA. 2006.4.30Florida, USA. 2006.4.30Florida, USA. 2006.4.30Florida, USA. 2006.4.30----5.45.45.45.4    

 

Hangai M, Akiba M, Chan K.P., Fukuma Y, Yoshimura N. Retinal ganglion cell imaging 

by ultrahigh resolution, full-field optical coherence tomography in pig eyes 

 

Gotoh N, Hangai M, Sasahara M, Makita S, Yamanari M, Yasuno Y, Yatagai T, Kigawa T, Fukuma 

Y, Yoshimura N. Three-Dimensional Fourier Domain OCT of Age-Related Macular 

Degeneration: Comparison With Conventional OCT 

    

Inoue R, Hangai M, Tanabe T, Makita S, Yamanari M, Yasuno Y, Yatagai T, Kikawa T, 

Fukuma Y, Yoshimura N. Three dimensional imaging of glaucomatous optic disc with 

Fourier domain optical coherence tomography 

 

Iwawaki T, Fujihara M, Nonaka A, Kikuchi M, Nishida A, Kurimoto Y. Effect Of Cataract 

Surgery On Retinal Nerve Fiber Layer Thickness As Measured By Gdx With Vcc And Ecc 

    

Sakurai K, Imai H, Onishi A, Chisaka O, Ueda Y, Usukura J, Nakatani K, Shichida Y. 

The generation of knock-in mice having green cone pigments in rod photoreceptor cells   

 

The 32nd Annual Meeting of North American NeuroThe 32nd Annual Meeting of North American NeuroThe 32nd Annual Meeting of North American NeuroThe 32nd Annual Meeting of North American Neuro----Ophthalmology Society. Tucson, USA. Ophthalmology Society. Tucson, USA. Ophthalmology Society. Tucson, USA. Ophthalmology Society. Tucson, USA. 

2006.11.102006.11.102006.11.102006.11.10----11.1411.1411.1411.14    

 

Hangai M, Inoue R, Kotera Y, Yasuno Y, Makita S, Yamanari M, Yatagai T, Yoshimura 

N: High-speed OCT for three-dimensional segmentation of lamina pores of the optic 

disc. AAO poster PO134 

 

Yamaike N, Hangai M, Tsujikawa A, Miyamoto K, Kita M, Ota M, Yoshimura N: 

Three-dimensional imaging of cystoid macular edema in retinal vein occlusion with 

high-speed optical coherence tomography. AAO poster PO667 

 

Sasahara M, Hangai M, Ojima Y, Tsujikawa A, Yasuno Y, Makita S, Yatagai T, Yoshimura 

N. Three-dimensional imaging of central serous chorioretinopathy with new high-speed 



optical coherence tomography 

    

Kashii S, Arakawa N, Taguchi H, Kojima N. Acute visual loss caused by an Onodi cell 

mucocele 

 

OthersOthersOthersOthers    

Hangai M, Yoshimura N, Yasuno Y, Makita S, Aoki G, Nakamura Y, Yamanari M, Ohtsuka 

H, Fukuma Y, Itoh M and Yatagai T: Clinical application of high contrast 

three-dimensional imaging of the retina, choroid and optic nerve with 

three-dimensional Fourier domain optical coherence tomography. Proceedings of SPIE, 

Ophthalmic Technologies XVI 2006;6138 

 

Oishi A, Miyamoto K, Yoshimura N. Acute ‘non-idiopathic’ blind spot enlargement 

syndrome. XVI International Neuro-ophthalmology Society Meeting, Tokyo, Japan. 

2006.11.29-12.3 

    

Kurimoto M, Takahashi K, Ogawa K, Nakagawa S, Matsui Y:  A case of hypertropic 

pachymeningitis without headache. 16th Annual international Neuro-Ophthalmology 

Society Congress, Japan. 2006.11.29-12.2 

 

伊加貴信, 内藤睦, 猪鼻邦彦, 能崎勝利, 北薗佐登士, 小野本薫, 近藤武久, 谷恵美子, 

栗本康夫：緑内障スクリーニング検診 

国際健診学会・日本総合健診医学会第 34 回大会合同大会（Joint meeting for the 

international health evaluation and promotion the 34th annual scientific meeting of 

JHEP at Beppu）, 別府市, 2006.1.27-1.28 

 

Nishida A, Koike C, Furukawa A, Ueno S, Saito H, Tano Y, Aizawa S, Matsuo I, Suzuki 

N, Kondo M, Furukawa T:  Cooperative roles of Otx2 and Crx in the development of 

retinal photoreceptors and bipolar cells 

Gordon Research Conference:Visual System Development 

Il Ciocco, Italy. 2006.5.14-5.19 

 

Koike C, Nishida A, Akimoto K, Nakaya M, Noda T, Ohno S, Furukawa T:   Function of 

aPKCλ in differentiating photoreceptors is required for proper lamination of mouse 

retina. 20th IUBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology and 



11th FAOBMB Congress.  Kyoto, Japan. 2006.6.18-6.23 

 

Yamashiro K, Fujihara M, Kurimoto Y, Asahara T:   New Method to detect retinal 

vascular leakage with HRA2. 5th International HRA symposium, Kyoto, Japan. 

2006.11.3-11.5 

 

Luncheon Seminar in Fort Lauderdale, Fort Lauderdale, USA. 2006.5.1 

Honjo M. Glaucoma Treatment Update "New possible medical treatment for galucoma" 

 

1st Meeting of the Glaucoma Summar Camp, Nagano, JAPAN. 2006.7.20－21 

Honjo M. Symposium 3 Recent Development and Future Direction on "Medical Treatment 

of Glaucoma" 

"New possible medical treatment for glaucoma, IOP lowering and neuroprotection" 



国内学会国内学会国内学会国内学会    

    

厚生労働省難治性疾患克服研究事業厚生労働省難治性疾患克服研究事業厚生労働省難治性疾患克服研究事業厚生労働省難治性疾患克服研究事業    網膜脈絡膜網膜脈絡膜網膜脈絡膜網膜脈絡膜・・・・視神経萎縮症調査研究班視神経萎縮症調査研究班視神経萎縮症調査研究班視神経萎縮症調査研究班    平成平成平成平成 17171717 年度年度年度年度    

班会議班会議班会議班会議, , , , 福岡福岡福岡福岡, 2006.1.20, 2006.1.20, 2006.1.20, 2006.1.20----1.1.1.1.21212121    

 

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. 

 

大谷篤史, 淀井有子, 佐々原学, 亀田隆範, 吉村長久：加齢黄斑変性と末梢血血管内皮前

駆細胞. 

 

大谷篤史, 佐々原学, 亀田隆範, 淀井有子, 吉村長久：網膜色素変性に対する細胞性神経

保護治療. 

 

後藤謙元, 板谷正紀, 佐々原学, 井上亮, 安野嘉晃, 巻田修一, 谷田貝豊彦, 福間康文, 

吉村長久：フーリエドメイン OCT による加齢黄斑変性の 3 次元像観察. 

 

第第第第 29292929 回日本眼科手術学会回日本眼科手術学会回日本眼科手術学会回日本眼科手術学会, , , , 東京都東京都東京都東京都, 2006.1.27, 2006.1.27, 2006.1.27, 2006.1.27----1.1.1.1.29292929    

鈴間潔, 村上智昭, 渡部大介, 宮本和明, 喜多美穂里, 吉村長久, 高木均：糖尿病網膜症

を合併した網膜中心静脈閉塞症に対する tPA 硝子体投与. 

 

栗本雅史, 鈴間潔, 渡部大介, 高木均, 喜多美穂里, 木村徹志, 鵜木則之, 鈴木拓也, 吉

村長久：糖尿病網膜症に対する汎網膜光凝固術前後での GDｘ、OCT を用いた網膜神経線維

層厚の比較. 

 

村上智昭, 喜多美穂里, 宮本和明, 渡部大介, 坂本篤, 山池紀翔, 吉村長久： 

Vasoproloferative tumor of the retina の臨床像の検討. 

 

鈴木拓也, 喜多美穂里, 吉村長久, 原田隆文, 橋本貴夫：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. 

 

平見恭彦, 辻川明孝, 大谷篤史, 愛川裕子, 万代道子, 吉村長久：ポリープ状脈絡膜血管

症への光線力学的療法施行後の出血例の検討. 

    

栗山晶治, 西口文, 服部昌子, 高木均：強度近視性黄斑部網膜分離および剥離に対する硝



子体手術の成績（20G vs 25G）. 

 

栗本康夫, 田辺晶代, 栗山晶治, 斎藤伊三雄, 岡田守生, 木村英也, 高木均, 喜多美穂里, 

吉村長久：結膜瘢痕症例のマイトマイシンC 併用トラベクレクトミー：結膜切開法の違い

による比較. 

 

有馬由里子, 勝田英人, 久保木香織, 服部昌子, 西口文, 金森章泰, 大音壮太郎, 高木均, 

栗山晶治：黄斑変性に対する光線力学療法の光干渉断層計の検討. 

 

廣瀬美央, 宮崎千歌：0.7 ミリ涙道内視鏡で涙道長軸長を測定した乳幼児 3 症例. 

 

板谷正紀, 田辺晶代, 尾島知成, 湯才勇, 大石明生, 亀田隆範, 吉村長久, 栗本康夫：

Trabeculotomy with intentional lake における眼圧経過と UBM 上レイクの生存. 

 

栗本康夫, 田辺晶代, 栗山晶治, 齋藤伊三雄, 岡田守生, 木村英也, 高木均, 喜多美穂里, 

吉村長久：結膜瘢痕症例のマイトマイシン C併用トラベクレクトミー：結膜切開法の違い

による比較. 

 

栗本康夫：線維柱帯切開術 − レイク作成を伴うトラベクロトミー. 

 

藤原雅史, 野中淳之, 栗本康夫, 宮原照良, 北澤憲孝, 村田敏規, 吉村長久：レイクを伴

うトラベクロトミーの緑内障病型別成績. 

 

岩脇卓司, 石田和寛, 藤原雅史, 栗本康夫：非穿孔性トラベクレクトミー術後に眼球打撲

を受けた一症例. 

 

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. 

    

栗山昌治, 西口文, 服部昌子, 高木均：強度近視性黄斑部網膜分離および剥離に対する硝

子体手術の成績(20G vs 25G). 

 

有馬由里子, 勝田英人, 久保木香織, 服部昌子, 西口文, 金森章泰, 大音壮太郎, 高木均, 

栗山昌治：黄斑変性に対する光線力学療法の光干渉断層計の検討. 

 

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 硝子体手術システムにおける ICG を用いない内境界膜剥離術について. 

 

服部昌子, 久保木香織, 有馬由里子, 西口文, 金森章泰, 大音壮太郎, 勝田英人, 高木

均：増殖硝子体網膜症を合併した家族性滲出性硝子体網膜症の手術経験. 



    

岡田守生：教育セミナー11 手術顕微鏡、器具. 

 

第第第第 12121212 回回回回日本糖尿病眼学会総会日本糖尿病眼学会総会日本糖尿病眼学会総会日本糖尿病眼学会総会,,,,    東京東京東京東京,,,, 2006.3.10 2006.3.10 2006.3.10 2006.3.10----3.123.123.123.12    

鵜木則之, 喜多美穂里, 鈴間潔, 渡部大介, 栗本雅史, 鈴木拓也, 木村徹志, 平見恭彦, 

坂本篤, 井上亮, 廣瀬奈美, 吉村長久：糖尿病網膜症に対する、トリアムシノロンテノン

嚢下注射＋汎網膜光凝固術の治療成績.    

    

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, 宮本紀子, 高木

均：血管新生緑内障に対するトラベクレクトミーの工夫. 

 

第第第第 110110110110 回日本眼科学会総会回日本眼科学会総会回日本眼科学会総会回日本眼科学会総会, , , , 大阪大阪大阪大阪, 2006.4.13, 2006.4.13, 2006.4.13, 2006.4.13----4.4.4.4.16161616    

田辺晶代：緑内障診断と管理における MP1 の有用性. 

 

田辺晶代, 亀田隆範, 湯才勇, 森下志帆, 板谷正紀, 尾島知成, 井上亮, 大石明生, 星野

朗子, 吉村長久：進行期緑内障における網膜感度と視力の相関－Microperimeter-1 の有用

性. 

 

板谷正紀：3D-OCT の臨床的意義 - OCT は 3 次元化で何が変わるか？ 

 

板谷正紀, 秋葉正博, 陳建培, 吉村長久：Full field OCT による豚眼網膜神経節細胞の可

視化. 

 

板谷正紀, 後藤謙元, 佐々原学, 安野嘉晃, 巻田修一, 谷田貝豊彦, 三浦雅博, 福間康文, 

吉村長久：フーリエドメイン OCT による黄斑円孔の 3 次元像観察. 

 

宮本和明：シンポジウム 11「糖尿病網膜症−病態解明と治療への応用−」, 糖尿病網膜症の

病態形成における白血球の関与. 

 

宮本和明：RMB 神経眼科勉強会, 発作的眼圧上昇を伴い両眼に時間差で生じた視神経乳頭腫

脹. 

 

大谷篤史：骨髄細胞を使った網脈絡膜血管コントロール. 再生医療研究会. 

 

渡部大介, 喜多美穂里, 高木均, 鈴間潔, 栗本雅史, 木村徹志, 坂本篤, 鵜木則之, 吉村



長久：糖尿病黄斑浮腫患者硝子体中のエリスロポエチン濃度. 

 

広瀬文隆, 木村英也, 黒田真一郎, 永田誠：眼圧上昇に伴う眼軸長の増加. 

 

湯才勇, 田辺晶代, 板谷正紀, 愛川裕子, 尾島知成, 宮脇貴也, 大石明生, 森下志帆, 吉

村長久：GDx VCC と GDx ECC における視野との相関. 

 

武蔵国弘, 辻川明孝, 大谷篤史, 佐々原学, 後藤謙元, 淀井有子, 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micro ripの検討. 

 

坂本篤, 喜多美穂里, 宮本和明, 高木均, 西脇弘一, 渡部大介, 村上智昭, 山池紀翔, 西

村衛, 吉村長久：黄斑浮腫を伴う網膜中心静脈閉塞症の治療経過における網膜循環時間の

変化 tPA vs TA. 

 

淀井有子, 大谷篤史, 亀田隆範, 佐々原学, 後藤謙元, 吉村長久：骨髄由来血管内皮前駆

細胞数と加齢黄斑変性. 

 

森下志帆, 田辺晶代, 湯才勇, 尾島知成, 額田正之, 吉村長久：高度近視緑内障眼におけ

る視野障害の特徴の検討－中等度近視緑内障眼との比較 . 

 

亀田隆範, 田辺晶代, 板谷正紀, 尾島知成, 愛川裕子, 吉村長久：Microperimeter 1 によ

る進行期緑内障の固視点評価. 

 

佐々原学, 大谷篤史, 淀井有子, 亀田隆範, 吉村長久：血管内皮前駆細胞の機能と加齢黄

斑変性. 

 

後藤謙元, 板谷正紀, 佐々原学, 井上亮, 安野嘉晃, 巻田修一, 谷田貝豊彦, 福間康文, 

吉村長久：フーリエドメイン OCT による加齢黄斑変性の 3 次元像観察. 

 

後藤謙元, 板谷正紀, 佐々原学, 安野嘉晃, 福間康文, 吉村長久：加齢黄斑変性における

フーリエドメイン OCT と従来型 OCT の所見の比較. 

 

井上亮, 板谷正紀, 安野嘉晃, 巻田修一, 福間康文, 吉村長久：Fourier domain OCT によ

る緑内障眼での視神経乳頭の観察. 

 



岩間大輔, 辻川明孝, 大谷篤史, 万代道子, 田村寛, 平見恭彦, 武蔵国弘, 佐々原学, 亀

田隆範, 吉村長久：Drusen を伴ったポリープ状脈絡膜血管症についての検討.    

    

高木均：宿題報告 2：加齢と網膜血管障害. 

 

高木均：硝子体手術が解明する血管増殖膜の形成機序. 

 

高木均：網膜硝子体疾患へのドラッグデリバリーシステム. 

    

有馬由里子, 勝田英人, 久保木香織, 服部昌子, 西口文, 金森章泰, 大音壮太郎, 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の検討. 

 

大音壮太郎：Potential for neural regeneration following neurotoxic injury in the adult 

mammalian retina. 

 

本庄恵：シンポジウム 2．緑内障の病態解明と治療の展望. 房水流出路研究に基づく病態解

明と新しい治療機序の可能性. 

 

石橋一樹, 小嶌洋史, 田尻健介, 三河章子, 今村貞洋, 本庄恵, 戸田裕隆, 齋藤伊三雄：

冷凍凝固により培養網膜色素上皮細胞に発現する炎症関連サイトカイン遺伝子. 

 

田村和寛, 林寿子, 木村忠貴, 植田良樹：遷延・再燃した原田病に対するケナコルトテノ

ン嚢下注入療法. 

 

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. 

    

尾島知成, 田辺晶代, 板谷正紀, 湯才勇, 森下志帆, 木村徹志, 西村衛, 小寺由里子, 吉

村長久, 栗本康夫：OCT, GDx 及び HRT による緑内障眼における網膜及び視神経障害の定量

的評価. 

 

森下志帆, 田辺晶代, 栗本康夫, 板谷正紀, 尾島知成, 湯才勇, 宮脇貴也, 吉村長久：緑

内障近視眼における GDx VCC と GDx ECC の比較 

 

栗本康夫：眼内レンズの選択. 

 

山城健児：VEGF 制御による加齢黄斑変性症の治療. 

 



岩脇卓司, 藤原雅史, 菊地雅史, 西田明弘, 野中淳之, 栗本康夫：白内障手術の GDx ECC

による網膜神経線維層厚測定値への影響. 

 

野中淳之, 菊地雅史, 西田明弘, 藤原雅史, 岩脇卓司, 栗本康夫：若年発症の原発閉塞隅

角緑内障に対し白内障手術を行った一例. 

    

吉田章子, 太田浩一, 村田敏規, 菊池孝信：エンドトキシン誘発ぶどう膜炎における HSP70

の抗炎症作用. 

 

第第第第 112112112112 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, 2006.6.4, 2006.6.4, 2006.6.4, 2006.6.4 

喜多美穂里, 板谷正紀, 吉村長久：23G 内視鏡併用硝子体手術. 

 

田辺晶代, 森下志帆, 板谷正紀, 尾島知成, 亀田隆範, 西村衛, 井上亮, 小寺由里子, 中

西秀雄, 星野朗子, 愛川裕子, 吉田章子, 吉村長久：緑内障近視眼における OCT macula 

thickness 測定の有用性. 

 

辻川明孝, 武蔵国弘, 佐々原学, 大谷篤史, 平見恭彦, 淀井有子, 後藤謙元, 亀田隆範, 

岩間大輔, 尾島優美子, 愛川裕子, 田村寛, 万代道子, 吉村長久：ポリープ状脈絡膜血管

症における microrips と網膜色素上皮裂孔. 

 

渡部大介, 喜多美穂里, 田辺晶代, 坂本篤, 鵜木則之, 川越直顕, 山池紀翔, 吉村長久：

ぶどう膜炎患者における前房水中エリスロポエチン濃度. 

 

廣瀬奈美, 渡部大介, 田辺晶代, 喜多美穂里, 吉村長久：外傷性視神経乳頭離断の一例. 

 

鵜木則之, 喜多美穂里, 西嶋一晃, 渡部大介, 木村徹志, 川越直顕, 坂本篤, 太田将文, 

宇治彰人, 中西正典, 吉村長久：MP-1 で測定した、糖尿病網膜症の無灌流域網膜感度. 

 

森下志帆, 田辺晶代, 尾島知成, 亀田隆範, 西村衛, 星野朗子, 愛川裕子, 吉村長久：近

視眼緑内障における OCT macula thickness 測定の有用性. 

 

尾島優美子, 板谷正紀, 辻川明孝, 佐々原学, 井上亮, 吉村長久：    新世代高速光干渉断層

計による中心性漿液性網脈絡膜症の 3 次元観察. 

 

太田将文, 辻川明孝, 村上智昭, 喜多美穂里, 宮本和明, 坂本篤, 山池紀翔, 西村衛, 吉

村長久, 高木均：黄斑浮腫を伴った BRVO に対する tPA 硝子体投与後における視細胞層の評



価と視力予後. 

    

中川聡子, 田村彩, 栗本雅史, 小川邦子, 高橋邦昌, 松井淑江：両眼の眼窩炎性偽腫瘍と

急性前部ブドウ膜炎を呈した全身性エリテマトーデスの1症例. 

 

植田良樹, 林寿子, 田村和寛, 木村忠貴：市立長浜病院の、この 3 年間での末期視野緑内

障と緑内障手術について. 

 

栗山晶治：20G経結膜硝子体手術. 

 

第第第第 23232323 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, , , , 山梨山梨山梨山梨, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30, 2006.6.30----7.17.17.17.1 

板谷正紀, 後藤謙元, 尾島優美子, 山池紀翔, 井上亮, 佐々原学, 安野嘉晃, 巻田修一, 

山成正宏, 谷田貝豊彦, 辻川明孝, 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計による中心

窩の 3次元観察. 

 

辻川明孝, 武蔵国弘, 佐々原学, 大谷篤史, 平見恭彦, 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網

膜色素上皮裂孔. 

 

西村衛, 渡部大介, 喜多美穂里, 宮本和明, 辻川明孝, 村上智昭, 坂本篤, 山池紀翔, 吉

村長久：黄斑浮腫を伴う網膜中心静脈閉塞症に対してｔPA硝子体投与が早期に著効した 1

例. 

 

平見恭彦, 辻川明孝, 大谷篤史, 佐々原学, 尾島優美子, 吉村長久：OCT C7 による CSC に

おける PED の検出. 

 

平見恭彦, 辻川明孝, 大谷篤史, 佐々原学, 尾島優美子, 吉村長久：OCT C7 による中心性

漿液性網脈絡膜症における網膜色素上皮剥離の検出. 

 

山池紀翔, 板谷正紀, 太田将文, 西村衛, 坂本篤, 村上智昭, 辻川明孝, 宮本和明, 喜多

美穂里, 安野嘉晃, 巻田修一, 谷田貝豊彦, 吉村長久：フーリエドメイン OCT による網膜

静脈分枝閉塞症に伴う嚢胞様黄斑浮腫の 3 次元像観察. 

 

太田将文, 辻川明孝, 村上智昭, 宮本和明, 喜多美穂里, 坂本篤, 山池紀翔, 西村衛, 高

木均, 吉村長久：黄斑浮腫を伴った BRVO に対するｔPA硝子体投与後における視細胞層の評



価と視力予後. 

    

西田明弘, 山城健児, 栗本康夫：網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫の自然消退例. 

 

山城健児, 西田明弘, 栗本康夫：高度近視を伴った滲出性加齢黄斑変性症に対する光線力

学療法の成績. 

 

第第第第 17171717 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, , , , 神戸神戸神戸神戸, 2006.9.8, 2006.9.8, 2006.9.8, 2006.9.8----9.109.109.109.10    

田辺晶代, 亀田隆範, 板谷正紀, 尾島知成, 愛川裕子, 吉村長久：緑内障術後の固視点近

傍網膜感度変化の検討. 

 

尾島知成, 田辺晶代, 板谷正紀, 森下志帆, 西村衛, 亀田隆範, 小寺由里子, 井上亮, 中

西秀雄, 愛川裕子, 栗本康夫, 吉村長久：原発開放隅角緑内障眼における網膜神経線維層

厚と視神経乳頭形状の両眼比較.    

 

広瀬文隆, 黒田真一郎, 永田誠：Trabeculotomy+Deep sclerectomy の術後 lake の UBM 所見. 

 

西村衛, 田辺晶代, 森下志帆, 板谷正紀, 尾島知成, 愛川裕子, 吉村長久：固視点近傍に

暗点を生じる近視緑内障眼の臨床的特徴.    

 

森下志帆, 田辺晶代, 板谷正紀, 尾島知成, 亀田隆範, 西村衛, 井上亮, 小寺由里子, 中

西秀雄, 愛川裕子, 栗本康夫, 吉村長久：緑内障近視眼における OCT macula thickness 測

定の有用性. 

    

本庄恵：シンポジウム 1 房水流出路の不思議に迫る－基礎と臨床－.  主経路を標的とし

た緑内障治療. 

 

岡田守生, 王英泰, 高山弘平, 内田璞：初回手術と同一部位から行なうトラベクロトミー

再手術の試み. 

    

林寿子, 田村和寛, 木村忠貴, 植田良樹：市立長浜病院での、末期視野緑内障の緑内障手

術前後における視機能. 

 

尾島知成, 田辺晶代, 板谷正紀, 森下志帆, 西村衛, 亀田隆範, 小寺由里子, 井上亮, 中

西秀雄, 愛川裕子, 栗本康夫, 吉村長久：原発開放隅角緑内障眼における網膜神経線維層

厚と視神経乳頭形状の両眼比較. 

 



栗本康夫：閉塞隅角緑内障の外科的治療(シンポジウム). 

 

野中淳之, 岩脇卓司, 菊地雅史, 西田明弘, 西川幸作, 栗本康夫：急性閉塞隅角緑内障発

症前の所見の検討. 

 

西川幸作, 野中淳之, 岩脇卓司, 菊地雅史, 西田明弘, 栗本康夫：原発閉塞隅角眼におけ

る瞳孔ブロックに相関する因子の検討. 

 

第第第第60606060回日本臨床眼科学会回日本臨床眼科学会回日本臨床眼科学会回日本臨床眼科学会, , , , 京都京都京都京都, , , , 2006.10.52006.10.52006.10.52006.10.5----10.810.810.810.8    

喜多美穂里, 板谷正紀, 吉村長久：内視鏡を用いた 23G 経結膜無縫合硝子体手術. 

 

板谷正紀, 尾島優美子, 井上亮, 後藤謙元, 安野嘉晃, 巻田修一, 山成正宏, 谷田貝豊彦, 

喜多美穂里, 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計による黄斑円孔の挙上黄斑部網膜

の観察. 

 

田村寛, 辻川明孝, 大谷篤史, 万代道子, 愛川裕子, 武蔵国弘, 平見恭彦, 淀井有子, 後

藤謙元, 佐々原学, 亀田隆範, 尾島優美子, 吉村長久：クラシック所見を呈するポリープ

状脈絡膜血管症. 

 

広瀬文隆：インストラクションコース「原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 - Focus on Glaucoma 

-」慢性閉塞隅角緑内障に対する白内障手術. 

 

平見恭彦, 万代道子, 武蔵国弘, 淀井有子, 大谷篤史, 辻川明孝, 吉村長久, 高橋政代, 

成祉旻, 多田春江, 手良向聡, 周ビン, 福島政典：狭義加齢黄斑変性およびポリープ状脈

絡膜血管症の診断・治療および予後に関する後ろ向き調査. 

    

坂本篤, 板谷正紀, 小寺由里子, 安野嘉晃(筑波大 COG), 巻田修一(筑波大 COG), 谷田貝豊

彦(筑波大), 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計を用いた網膜血管血流計測の試み. 

    

鵜木則之, 喜多美穂里, 西嶋一晃, 渡部大介, 木村徹志, 川越直顕, 坂本篤, 太田将文, 

宇治彰人, 中西正典, 吉村長久：MP-1 で測定した糖尿病網膜症の無灌流域網膜感度.    

 

後藤謙元, 大谷篤史, 辻川明孝, 田村寛, 万代道子, 平見恭彦, 武蔵国弘, 淀井有子, 亀

田隆範, 佐々原学, 愛川裕子, 吉村長久：全ゲノム的手法を用いた加齢黄斑変性患者にお

けるアレル頻度分布のデータベース作成. 

 

後藤謙元, 大谷篤史, 辻川明孝, 中西秀雄, 万代道子, 田村寛, 平見恭彦, 武蔵国弘, 淀



井有子, 亀田隆範, 佐々原学, 愛川裕子, 吉村長久：全ゲノム的手法を用いた黄斑疾患の

感受性多型の研究. 

 

岩間大輔, 辻川明孝, 大谷篤史, 万代道子, 田村寛, 平見恭彦, 武蔵国弘, 愛川裕子, 亀

田隆範, 淀井有子, 佐々原学, 後藤謙元, 吉村長久：Drusen を伴った滲出性加齢黄斑変性

についての検討. 

 

中西正典, 渡部大介, 廣瀬奈美, 田辺晶代, 喜多美穂里, 吉村長久：外傷性視神経乳頭離

断の一例. 

 

栗本康夫, 野中淳之, 田辺晶代, 吉村長久, 岡田守生, 荻野顕, 田中康裕, 黒田真一郎, 

広瀬文隆, 永田誠：原発閉塞隅角緑内障の治療戦略 - Focus on Glaucoma. 

 

小嶌洋史, 前田秀高, 三河章子, 田尻健介, 齋藤伊三雄：冠動脈造影後に黄斑回避を伴う

両側同名半盲を呈した症例. 

 

村井克行, 三河章子, 本庄恵, 前田秀高, 齋藤伊三雄：脈絡膜剥離を契機に発見された原

発性眼窩腫瘍の一例. 

 

三河章子, 戸田裕隆, 今村貞洋, 齋藤伊三雄, (北野病院 眼科）, 鷹巣晃昌(北野病院 病理

部：強膜開窓術が奏効したと考えられる uveal effusion の一例. 

 

喜多美穂里, 栗山晶治, 日下俊次, 斉藤喜博, 塚原康友, 安原徹：網膜剥離ファイトクラ

ブ. 

 

高木均：網膜血管障害の病理と糖尿病黄斑症手術への feed back. 

 

大音壮太郎, 糸井恭子, 久保木香織, 服部昌子, 金森章泰, 宮本紀子, 高木均：光線力学

療法が無効であった RAP 症例に対するテノン嚢下トリアムシノロン注入を併用した光線力

学療法. 

 

金森章泰, 久保木香織, 服部昌子, 糸井恭子, 大音壮太郎, 宮本紀子, 高木均：線維柱帯

切開術+advanced deep sclerectomy+シュレム管内皮網除去術の術後短期成績. 

 

久保木香織, 服部昌子, 糸井恭子, 金森章泰, 大音壮太郎, 宮本紀子, 高木均：23G 硝子体



手術の経過. 

 

中川聡子, 田村彩, 栗本雅史, 高橋邦昌, 松井淑江：両眼性前部ブドウ膜炎及び眼窩炎性

偽腫瘍を呈した全身性エリテマトーデスの1症例. 

   

蔵本直史, 大橋広弥, 尾崎志郎：ポリープ状脈絡膜血管症による黄斑下・硝子体出血術後、

再燃ポリープ状病変に光線力学療法を施行した 2例. 

 

坂上欧, 浜田幸子：マイクロペリメトリー(MP-1)を用いたトリアムシノロン注射の評価. 

 

宮崎千歌, 廣瀬奈美：小児涙嚢炎における眼脂培養から考える治療. 

 

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

用レーザー治療の長期経過. 

 

牧山由希子, 榎本暢子, 松川みう, 池田華子, 山名隆幸：悪性リンパ腫に発症したサイト

メガロウィルス網膜炎の 1 例. 

 

西川幸作, 野網祥代, 塚原陽子：術後 9 年以上を経過したにもかかわらず外傷性虹彩全脱

出をきたした眼内レンズ挿入眼の 1例. 

 

栗本康夫：Ｉ.隅角閉塞のメカニズムと治療の考え方. 原発閉塞隅角緑内障の治療戦略. 

 

栗本康夫, 野中淳之, 田辺晶代, 吉村長久, 岡田守生, 荻野顕, 田中康裕, 黒田真一郎, 

広瀬文隆, 永田誠：原発閉塞隅角緑内障の治療戦略. 

 

山城健児, 西田明弘, 栗本康夫：光線力学療法の満足度と施行前眼底所見の関係. 

 

岩脇卓司, 野中淳之, 菊地雅史, 西田明弘, 西川幸作, 栗本康夫：レーザー隅角形成術に

より瞳孔ブロックによる急性緑内障を解除できた 1 例. 

 

 

野中淳之：VII.レーザー虹彩切開術のあるべき適応をさぐる. 原発閉塞隅角緑内障の治療

戦略. 

 

西川幸作, 野網祥代, 塚原陽子：術後 9年以上経過したにもかかわらず外傷性虹彩全脱出

をきたした眼内レンズ挿入眼の 1 例. 

 



正木究岳, 高島保之, 奥平晃久：ステロイドパルス療法にても再発を繰り返した原田病の

一例. 

 

吉田章子, 板谷正紀, 尾島優美子, 井上亮, 後藤謙元, 吉村長久, 安野嘉晃, 巻田修一, 

山成正宏, 谷田貝豊彦：フーリエドメイン光干渉断層計による黄斑上膜の中心窩病変観察. 

 

栗本康夫, 野中淳之, 田辺晶代, 吉村長久, 岡田守生, 荻野顕, 田中康裕, 黒田真一郎, 

広瀬文隆, 永田誠：原発閉塞隅角緑内障の治療戦略. 

 

所真由美, 安川力, 岡田守生：白内障の進行で発見された水晶体嚢の破損を認めない水晶

体内銅片異物. 
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喜多美穂里, 中西秀雄, 渡部大介, 吉村長久, 松本美保：術前裂孔不明の偽水晶体眼・無

水晶体眼網膜剥離に対する内視鏡併用硝子体手術. 

 

大谷篤史, 中西秀雄, 尾島優美子, 佐々原学, 亀田隆範, 岩間大輔, 淀井有子, 武蔵国弘, 

平見恭彦, 愛川裕子, 田村寛, 辻川明孝, 万代道子, 吉村長久： 

PDT の反応性から考える PCV とオカルト CNV. 

 

辻川明孝, 武蔵国弘, 平見恭彦, 淀井有子, 佐々原学, 後藤謙元, 亀田隆範, 岩間大輔, 

尾島優美子, 中西秀雄, 愛川裕子, 田村寛, 大谷篤史, 吉村長久：離れた病変を認めるポ

リープ状脈絡膜血管症. 

 

尾島知成, 田村寛, 大谷篤史, 吉村長久：：：：京大眼科における画像ファイリングシステム ～

診療における有用性と電子カルテ化に向けた今後の課題.    

 

坂本篤, 板谷正紀, 小寺由里子, 安野嘉晃（筑波大 COG）, 巻田修一(筑波大 COG), 谷田貝

豊彦(筑波大), 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計を用いた網膜血管血流計測. 

 

中西秀雄, 板谷正紀, 田村寛, 尾島知成, 渡部大介, 西嶋一晃, 辻川孝明, 大谷篤史, 宮

本和明, 喜多美穂里, 吉村長久：裂孔原性網膜剥離の術前後のフーリエドメイン OCT 所見. 

 

中西秀雄, 板谷正紀, 田村寛, 尾島知成, 渡部大介, 西嶋一晃, 辻川明孝, 大谷篤史, 宮

本和明, 喜多美穂里, 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計（FD-OCT）による黄斑部



剥離網膜の比較検討. 

 

上野豊広, 宮本和明, 大石明生, 尾島知成, 森下志帆, 吉村長久：造影 MRI 所見から視神

経炎の視力予後を予測できるか？ 

 

山口泰孝, 喜多美穂里, 鵜木則之, 山池紀翔, 渡部大介, 西嶋一晃, 田邊晶代, 吉村長

久：ぶどう膜炎に対する 23G 硝子体手術. 

 

三河貴史, 村岡勇貴, 板谷正紀, 大谷篤志, 辻川明孝, 喜多美穂里, 吉村長久：フーリエ

ドメイン光干渉断層計による黄斑円孔術前術後の中心窩所見と術後視力の検討.    

 

辰巳郁子, 倉重由美子, 板谷正紀, 大谷篤史, 辻川明考, 喜多美穂里, 吉村長久：京大病

院における 23G 経結膜硝子体手術の治療成績. 

    

三河章子, 齋藤伊三雄, 木村英也, 高木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設調査による硝子体手術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

    

梅基光良, 植田良樹, 広瀬文隆, 上原口まゆみ, 岩脇卓司, 高山弘平, 木村英也, 栗山晶治, 

栗本康夫, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長久：後期緑内障視機能に対する緑内障手術の短期的

影響(多施設研究). 

    

西田明弘, 板谷正紀, 辻川明孝, 山城健児, 栗本康夫：網膜中心静脈閉塞症に対する硝子

体手術成績の放射線状視神経乳頭切開術の有無による比較. 

 

岩脇卓司, 野中淳之, 西川幸作, 菊地雅史, 西田明弘, 栗本康夫：レーザー隅角形成術に

より瞳孔ブロックによる急性緑内障を解除できた１例. 

    

梅基光良, 植田良樹, 広瀬文隆, 上原口まゆみ, 岩脇卓司, 高山弘平, 木村英也, 栗山晶

治, 栗本康夫, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長久：後期緑内障視機能に対する緑内障手術

の短期的影響.    

    

三河章子, 齋藤伊三雄, 木村英也, 髙木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設調査による硝子体術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

 

宇治彰人, 小池伸子, 三河章子, 小嶌洋史, 齋藤伊三雄：傾斜した IOL 縫着眼における簡

便な IOL 再縫着法. 



    

廣瀬奈美, 宮崎千歌：当院における涙嚢鼻腔吻合術鼻内法について. 

 

栗本雅史：中川聡子, 小川邦子, 高橋邦昌, 松井淑江：頭痛を伴わない肥厚性硬膜炎の１

例. 

 

梅基光良, 植田良樹, 広瀬文隆, 上原口まゆみ, 岩脇卓司, 高山弘平, 木村英也, 栗山晶

治, 栗本康夫, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長久：後期緑内障視機能に対する緑内障手術

の短期的影響. 

 

高島保之, 正木究岳, 吉田章子, 奥平晃久：白内障手術とラタノプロスト点眼. 

 

廣瀬美央, 中村竜大, 法師山至：当院での涙道診療. 

  

栗山晶治：改良型20G経結膜硝子体手術. 

 

上原口まゆみ, 松本美保, 雨宮かおり, 中村元, 秋田穣, 河本知栄, 栗山晶治：硝子体手

術初心者による25G経結膜無縫合硝子体手術の成績. 

 

梅基光良, 植田良樹, 広瀬文隆, 上原口まゆみ, 岩脇卓司, 高山弘平, 木村英也, 栗山晶

治, 栗本康夫, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長久：後期緑内障視機能に対する緑内障手術

の短期的影響. 

 

三河章子, 齋藤伊三雄, 木村英也, 高木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設研究による硝子体手術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

 

大音壮太郎, 糸井恭子, 久保木香織, 服部昌子, 楠原仙太郎, 宮本紀子, 秋元正行, 高木

均：Unilateral Acute Idiopathic Maculopathy の一例. 
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喜多美穂里, 中西秀雄, 渡部大介, 松本美保, 吉村長久：術前裂孔不明の偽水晶体眼、無

水晶体眼網膜剥離に対する内視鏡使用硝子体手術. 

 

板谷正紀, 尾島優美子, 後藤謙元, 辻川明孝, 喜多美穂里, 吉村長久：フーリエドメイン

光干渉断層計による黄斑円孔視細胞層所見と術後視力予後. 



 

辻川明孝, 武蔵国弘, 佐々原学, 大谷篤史, 平見恭彦, 淀井有子, 後藤謙元, 亀田隆範, 

岩間大輔, 尾島優美子, 愛川裕子, 田村寛, 万代道子, 吉村長久： 離れた病変を認める

ポリープ状脈絡膜血管症. 

 

大谷篤史, 佐々原学, 淀井有子, 後藤謙元, 武蔵国弘, 平見恭彦, 岩間大輔, 亀田隆範, 

尾島優美子, 田村寛, 辻川明孝, 吉村長久：PCV に対する ICG ガイド PDT の意義. 

 

平見恭彦, 高橋政代, 吉村長久：早急な治療により視力回復が得られた CAR の一例. 

 

西村衛, 辻川明孝, 喜多美穂里, 宮本和明, 村上智昭, 坂本篤, 山池紀翔, 太田将文, 吉

村長久：網膜静脈分枝閉塞症における foveal capillary ring と中心か網膜厚・視力との

関連. 

 

坂本篤, 板谷正紀, 安野嘉晃, 巻田修一, 谷田貝豊彦, 吉村長久：フーリエドメイン光干

渉断層計を用いた網膜血管血流計測の試み. 

 

坂本篤, 板谷正紀, 安野嘉晃(筑波大 COG）, 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計を

用いた網膜血管血流計測. 

 

佐々原学, 大谷篤史, 後藤謙元, 亀田隆範, 淀井有子, 鄒賀, 吉村長久：循環血中造血幹

細胞の機能と変性近視に伴う脈絡膜新生血管. 

 

佐々原学, 大谷篤史, 後藤謙元, 亀田隆範, 淀井有子, 鄒賀, 吉村長久：循環血中造血幹

細胞の機能と変性近視に伴う脈絡膜新生血管. 

 

後藤謙元, 大谷篤史, 辻川明孝, 中西秀雄, 田村寛, 万代道子, 平見恭彦, 武蔵国弘, 淀

井有子, 亀田隆範, 佐々原学, 愛川裕子, 吉村長久：全ゲノム的手法を用いた加齢黄斑変

性患者の多型データベースによる相関の検討. 

 

尾島優美子, 板谷正紀, 辻川明孝, 佐々原学, 大谷篤史, 田村寛, 平見恭彦, 淀井有子, 

後藤謙元, 安野嘉晃, 吉村長久：FD-OCT により描出された中心性漿液性網脈絡膜症の中心

窩視細胞層病変と視力. 

 

太田将文, 辻川明孝, 村上智昭, 喜多美穂里, 宮本和明, 坂本篤, 山池紀翔, 西村衛, 吉



村長久：網膜静脈分枝閉塞症に伴う黄斑浮腫治療後の視細胞層の評価と視力予後. 

 

中西秀雄、板谷正紀、尾島優美子、田村寛, 尾島知成, 渡部大介, 西嶋一晃, 辻川明孝, 大

谷篤史, 宮本和明, 田辺晶代, 喜多美穂里, 吉村長久：フーリエドメイン光干渉断層計に

よる黄斑部剥離網膜の比較検討. 

 

三河章子, 斉藤伊三雄, 木村英也, 高木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設調査による硝子体手術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

    

大橋広弥, 蔵本直史, 尾崎志郎：光線力学療法の短期治療成績. 

    

三河章子, 齋藤伊三雄, 木村英也, 髙木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設調査による硝子体術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

    

高木均：網膜中心静脈閉塞症に対する組織プラスミノーゲン活性化因子(tPA)の硝子体内投

与.    

    

糸井恭子, 金森章泰, 久保木香織, 服部昌子, 大音壮太郎, 宮本紀子, 高木均：CRVO に対

する t-PA 硝子体内投与とテノン嚢下トリアムシノロン注入の併用療法. 

 

大音壮太郎, 久保木香織, 服部昌子, 糸井恭子, 金森章泰, 宮本紀子, 高木均： RAP 症例

に対するテノン嚢下トリアムシノロン注入を併用した光線力学療法. 

 

服部昌子, 大音壮太郎, 久保木香織, 糸井恭子, 金森章泰, 宮本紀子, 高木均：増殖糖尿

病網膜症に対する 23G システム硝子体手術. 

    

西川幸作, 野中淳之, 栗本康夫：黄斑円孔手術症例における僚眼の眼圧上昇リスク. 

 

西田明弘, 板谷正紀, 辻川明孝, 山城健児, 栗本康夫：網膜中心静脈閉塞症に対する硝子

体手術成績の放射状視神経乳頭切開術の有無による比較. 

 

本田茂, 今井尚徳, 山城健児, 栗本康夫, 金森敬子, 籠谷保明, 田村泰, 山本博之, 根木

昭：広義滲出型加齢黄斑変性に対する光線力学療法の兵庫県下多施設治療成績. 

 

中村元, 栗山晶治, 舘野寛子, 河本知栄, 松本美保：トリアムシノロンのテノン下注入に

より僚眼に再発した中心性漿液性網脈絡膜症. 



 

栗山晶治, 舘野寛子, 中村元, 河本知栄, 松本美保：改良型20G経結膜硝子体手術. 

 

舘野寛子, 中村元, 河本知栄, 松本美保, 栗山晶治：ポリープ状脈絡膜血管症(PCV)に対す

る光線力学療法(PDT)の成績. 

 

三河章子, 齋藤伊三雄, 木村英也, 高木均, 栗山晶治, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長

久：多施設研究による硝子体手術後に生じた黄斑円孔に対する硝子体手術の臨床成績. 

 

そのそのそのその他他他他のののの学会学会学会学会, , , , 講演講演講演講演    

喜多美穂里：これからの硝子体手術 - 20G システム硝子体手術. 第 27 回京都眼科フォー

ラム, 京都市, 2006.2.4 

 

喜多美穂里, 渡部大介：おもしろ看護眼科学. めでいかの学校、セミナー, 東京, 2006.6.11 

 

喜多美穂里：外傷性前房出血. 第 30 回 RETINA の会, 京都, 2006.10.6  

 

喜多美穂里, 渡部大介：おもしろ看護眼科学. めでいかの学校、セミナー, 横浜, 

2006.10.15 

 

喜多美穂里：内視鏡併用硝子体手術. 第 2回倉敷臨床眼科セミナー：倉敷, 2006.10.21 

 

喜多美穂里：これからの硝子体手術. 第 9回静岡硝子体研究会, 特別講演, 静岡市, 

2006.7.22 

 

喜多美穂里：これからの硝子体手術. 第 54 回富山眼科集談会, 特別講演, 富山市, 

2006.5.21 

    

喜多美穂里：「眼球打撲による硝子体出血」 第 29回 RETINA の会, 大阪, 2006.4.15 

 

喜多美穂里. 糖尿病網膜症治療の最前線. 第 10回京都糖尿病医会学術講演会, 特別講演, 

京都, 2006.11.25 

 

田辺晶代：緑内障眼における Microperimetry の有用性. 第 101 回北大阪眼科セミナー眼

科臨床検討会  



 

板谷正紀, 喜多美穂里, 安野嘉晃, 谷田貝豊彦, 吉村長久：フーリエドメイン OCT による

急性期原田病における網膜剥離の 3次元観察 第 40 回日本眼炎症学会, 米子 

 

板谷正紀：フーリエドメイン OCT により眼底診断の何が良くなるか？ 第 42 回日本眼光学

学会・第 21 回眼科 ME 学会 合同学会総会シンポジウム「OCT 診断と新しい OCT 技術」 

 

板谷正紀：新世代OCT:3D-OCTによる黄斑円孔の診断と視力予後予測. 京都府眼科医会夏季

集談会, 京都市, 2006.8.5 

 

板谷正紀：フーリエドメイン光干渉断層計によって見えてくる黄斑疾患の微細病変. 宮崎

県眼科医会講習会, 宮崎市, 2006.10.21 

 

板谷正紀：New Generation OCT in Glaucoma：緑内障研究会第二回「京大眼科 Focus on 

glaucoma」, 京都市, 2006.2.17 

 

板谷正紀, 井上亮, 小寺由里子, 中西秀雄, 尾島知成, 田辺晶子, 吉村長久：フーリエド

メイン光干渉断層計による視神経乳頭の3次元解析. Summer Eye Summit, 2006.7.29 

 

宮本和明, 大石明生, 太田将文, 尾島知成, 吉村長久： Posterior cortical atrophy にお

ける視力検査法の違いによる検査結果の乖離. 第 44 回日本神経眼科学会総会, 東京, 

2006.12.2-12.3 

 

宮本和明：特別講演 網膜虚血再灌流障害における血小板の役割. 第 84 回日本神経学会近

畿地方会, 大阪, 2006.6.24 

 

大谷篤史：網膜細胞治療 – alternative.  関西眼科先進医療研究会,大阪大学, 5.31.2006 

 

大谷篤史：滲出型加齢黄斑変性と末梢血幹細胞 明らかにされる全身コントロールの存在. 

眼科アップデートセミナーin岡山 2006, 岡山市, 2006.8.20 

 

大谷篤史：網脈絡膜疾患の細胞治療. 第 8回ボーダレス眼科臨床研究会, 大阪市, 

2006.5.31 

 

大谷篤史, 亀田隆範, 大石明生, 淀井有子, 佐々原学, 吉村長久：骨髄幹細胞による網膜



神経保護とそのメカニズム. 第 9回オフタルモニューロプロテクション(ONP)研究会, 東

京, 2006.7.29 

 

渡部大介, 喜多美穂里, 鵜木則之, 坂本篤, 田辺晶代, 川越直顕, 山池紀翔, 吉村長久：

ぶどう膜炎患者における前房水中エリスロポエチン濃度. 第 40 回日本眼炎症学会総会, 

米子, 2006.7.7-7.9 

 

広瀬文隆, 黒田真一郎：UBM による Trabeculotomy+Deep sclerectomy の術後の lake の評価. 

第 43 回あやめ池眼科懇談会, 奈良, 2006.6.29 

 

広瀬文隆：閉塞隅角緑内障に対する治療としてのPEA+IOLの検討. 京大FOCUS ON GLAUCOMA, 

京大稲盛ホール, 2006.2.17 

 

広瀬文隆：慢性閉塞隅角緑内障に対する治療としての PEA+IOL. 第 31 回北和眼科研究会, 

奈良, 2006.3.17 

 

佐々原学：網膜色素線条に伴う脈絡膜新生血管に対する光線力学療法. 第 2 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, 2006.3.3 

 

佐々原学：C7 使い方のコツ. 第１回OCT Ophthalmoscope ユーザーズミーティング, 東京, 

2006.3.12  

 

本庄恵：緑内障薬物治療・・手術治療へのタイミングと新しい薬物治療の可能性. 第 10

回岩手レディースセミナー, 岩手, 2006.5.20  

 

小嶌洋史, 前田秀高, 三河章子, 田尻健介, 齋藤伊三雄：冠動脈造影後に黄斑回避を伴う

両側同名半盲を呈した症例. 第 9回大阪北地区眼科病診連携の会、大阪, 2006.5.13  

 

栗本康夫：原発閉塞隅角緑内障の診断と治療(教育講演). 第 4 回兵庫県眼科オープンカン

ファレンス, 神戸市, 2006.7.2 

 

栗本康夫：パネルディスカッション「術中トラブル時のリカバリー」. 第 7 回兵庫県網膜

硝子体手術研究会, 神戸市, 2006.7.8 

 

舘野寛子, 大津弥生, 秋田穣, 雨宮かおり, 中村元, 河本知栄, 松本美保, 栗山晶治：ポ

リープ状脈絡膜血管症に対するPDTの成績. 滋賀県眼科医会学術講演会, 大津, 2006.7.9 

 



栗山晶治：特別講演 「硝子体手術は進化しているのか？」. 滋賀県眼科医会学術講演会, 

大津, 2006.7.9 

 

田村和寛, 林寿子, 木村忠貴, 植田良樹：一眼に内科的、僚眼に外科的治療を行った両眼

性の硝子体黄斑牽引症候群の１例. 滋賀県眼科医会学術講演会, 大津, 2006.7.9 

 

牧山由希子, 榎本暢子, 松川みう, 池田華子, 山名隆幸：悪性リンパ腫に発症したサイト

メガロウィルス網膜炎の1例. 滋賀県眼科医会学術講演会, 大津, 2006.7.9 

    

永井紀博, 泉香奈子, 小澤洋子, 坪田一男, 山城健児, 石田晋：アンジオテンシン II1 型

受容体シグナルのブロックによる眼内炎症の抑制. 第 40 回日本眼炎症学会総会, 米子, 

2006.7.7-7.9 

 

中村元, 舘野寛子, 大津弥生, 秋田穣, 雨宮かおり, 河本知栄, 松本美保, 栗山晶治：TA

テノン下注入により僚眼にCSCが再発した症例. 第11回さざなみ眼科研究会, 大津, 

2006.7.15 

    

西田明弘, 板谷正紀, 辻川明孝, 山城健児, 栗本康夫：網膜中心静脈閉塞症に対する硝子

体手術成績の放射状視神経乳頭切開術の有無による比較. Summer Eye Summit 2006, 神戸

市, 2006.7.29 

 

山城健児, 西田明弘, 栗本康夫：大量出血を来した加齢黄斑変性に対する治療方針. 

Summer Eye Summit 2006, 神戸市, 2006.7.29 

 

栗本康夫：原発閉塞隅角緑内障治療の常識を考え直す(特別講演）. Summer Eye Summit 2006, 

神戸市, 2006.7.29 

 

齋藤了一：緑内障とその治療. 香川県病院薬剤師会・香川県薬剤師会生涯教育部定例研修

会, 2006.6 

 

田中克樹, 額田正之, 齋藤了一：薬物治療が奏功したプロンベ感染の一例. 香川眼科集談

会 2006.7 

 

大音壮太郎.：Focal Choroiditis の一例. 第 7回上方黄斑研究会, 大阪, 2006.8.26 

 

木村 友剛, 柏井 聡：一過性光視症をおこし発見された内頚動脈狭窄を伴う小脳橋角部腫

瘍. 第43回福井県眼科集談会, 福井, 2006.8.27 



 

山城健児：AMD 治療について(特別講演). 第 46 回さんたん眼科研究会, 豊岡市, 2006.9.2 

 

菊地雅史. 病は気から？ 中央区医師会生涯教育部第 51 回（通算 444 回）例会, 神戸市, 

2006.9.20 

 

栗本康夫. 基調講演 I：進化する流出路手術 第四回京滋緑内障セミナー, 京都市, 

2006.9.30 

 

廣瀬美央, 中村竜大, 法師山至：涙嚢鼻腔吻合術鼻内法. 静岡県中部眼科茶話会, 静岡, 

2006.9.19 

    

三河章子：真菌性眼内炎. 第 101 回北大阪眼科セミナー, 大阪, 2006.6.8 

    

小嶌洋史：stage1B 黄斑円孔の自然治癒症例～OCT での観察～. 第 102 回北大阪眼科セミ

ナー眼科臨床検討会, 大阪, 2006.11.30 

 

宇治彰人：傾斜した IOL 縫着眼における簡便な IOL 再縫着法. 第 102 回北大阪眼科セミナ

ー眼科臨床検討会, 大阪, 2006.11.30 

 

三河章子：高度近視に伴う黄斑分離症の硝子体手術経験. 第 102 回北大阪眼科セミナー眼

科臨床検討会, 大阪, 2006.11.30 

 

小池伸子：SLO からみた北野病院の眼底疾患. 第 102 回北大阪眼科セミナー眼科臨床検討

会, 大阪, 2006.11.30 

 

田辺晶代：緑内障眼における Microperimetry の有用性. 第 102 回北大阪眼科セミナー眼

科臨床検討会, 大阪, 2006.11.30 

    

宮崎千歌：兵庫県立塚口病院の診療. 第 2回東部眼科勤務医レデイースの会, 大阪, 

2006.9.15 

 

菊地雅史：緑内障ってどんな病気？ 平成 18 年度目の愛護デー, 神戸市, 2006.10.1 

 

栗山晶治：眼球二重穿孔2例(天国と地獄)＋バシルスの悪夢. 第30回retinaの会, 京都, 

2006.10.6 



 

野中淳之：急性原発閉塞隅角の予防適応を考える. 第 8回神戸市立中央市民病院眼科臨床

懇話会, 神戸市, 2006.10.12 

 

越後希, 福田宏美：点眼薬の防腐剤アレルギーと考えられた緑内障の一例. 平成 18年度

逓信医学年次大会, 福岡, 2008.10.21 

 

岩脇卓司, 野中淳之, 菊地雅史, 西田明弘, 西川幸作, 栗本康夫：レーザー隅角形成術に

より瞳孔ブロックによる急性緑内障を解除できた 1例. 第 110回兵庫県眼科医会学術集談

会, 神戸市, 2006.10.14 

 

西川幸作, 山城健児, 西田明弘, 栗本康夫：光線力学的療法の満足度と術前眼底所見の関

係. 第 110 回兵庫県眼科医会学術集談会, 神戸市, 2006.10.14. 

 

大音壮太郎, 糸井恭子, 久保木香織, 服部昌子, 楠原仙太郎, 宮本紀子, 秋元正行, 高木

均：光線力学療法が無効であった RAP 症例に対するテノン嚢下トリアムシノロン注入を併

用した光線力学療法. 第 110 回兵庫県眼科医会学術集談会, 神戸市, 2006.10.14 

 

楠原仙太郎, 久保木香織, 服部昌子, 糸井恭子, 大音壮太郎, 宮本紀子, 秋元正行, 高木

均：23G 硝子体手術の経過. 第 110 回兵庫県眼科医会学術集談会, 神戸市, 2006.10.14 

 

菊地雅史：医療情報技師受検対策としての院内講習会の検討. 第7回日本医療情報学会学

術大会(第26回医療情報学連合大会), 札幌市, 2006.11.1-11.3 

 

石田和寛：硝子体手術用パスの工夫. 第7回日本クリニカルパス学会, 熊本市, 

2006.11.17-11.18 

 

法師山至, 中村竜大, 廣瀬美央：両眼に黄斑円孔を生じたベーチェット病の 1 例. 第 1回

静岡総合病院眼科手術研究会, 静岡, 2006.11.17 

 

梅基光良, 植田良樹, 広瀬文隆, 上原口まゆみ, 岩脇卓司, 高山弘平, 木村英也, 栗山晶

治, 栗本康夫, 岡田守生, 喜多美穂里, 吉村長久：後期緑内障視機能に対する緑内障手術

の短期的影響(多施設研究). 滋賀県眼科医会総会・学術講演会, 大津, 2006.12.10 

 

林寿子, 梅基光良, 木村忠貴, 植田良樹：網膜分枝静脈閉塞の遷延性黄斑浮腫とレーザー

治療. 滋賀県眼科医会総会・学術講演会, 大津, 2006.12.10 

 



尾崎志郎, 蔵本直史, 大橋広弥：光線力学療法における効果不良例の検討と今後. 滋賀県

眼科医会総会・学術講演会, 大津, 2006.12.10 

 

池田華子, 松川みう, 牧山由希子, 隅田亜希, 山名隆幸：水晶体欠損症例に対する白内障

手術. 滋賀県眼科医会総会・学術講演会, 大津, 2006.12.10 

 

秋田穣, 舘野寛子, 上原口まゆみ, 雨宮かおり, 宮原晋介, 河本知栄, 松本美保, 栗山晶

治：網膜静脈分枝閉塞症に対するトリアムシノロン硝子体注入併用硝子体手術の成績. 滋

賀県眼科医会総会・学術講演会, 大津, 2006.12.10 

 

齋藤了一：Phacolytic glaucomaの白内障手術. KOSの会, 2006.10 

 

田中克樹, 額田正之, 齋藤了：薬物治療が奏功した白内障術後眼内炎の2例. 木目会, 

2006.1 

 

田中克樹, 額田正之, 齋藤了一：再生不良性貧血様の眼底出血をきたした1例. 木目会, 

2006.1    

    

高木均：特別講演「網膜症治療の実際 - 眼科的・内科的治療の重要性」. 第 6回 DM 京都, 

京都, 2006.1.22 

  

高木均：特別講演「黄斑疾患の診断・治療を学ぼう」. 宝塚眼科医会学術講演会 兵庫、

2006.2.18 

 

野中淳之. 急性閉塞隅角緑内障に対する白内障手術. 第 1回ヤングサージャンズの会, 明

石市, 2006.1.14.    

 

藤原雅史, 野中淳之, 宮原照良, 北澤憲孝, 村田敏規, 吉村長久, 栗本康夫：レイクを伴

うトラベクロトミーの緑内障病型別成績. 第 28 回兵庫県緑内障研究会, 神戸市, 

2006.1.21 

 

野中淳之：浅前房と狭隅角. 京大 FOCUS ON GLAUCOMA, 京大稲盛ホール, 2006.2.17 

 

山城健児, 西田明弘, 岩脇卓司, 栗本康夫：視力改善が得られた網膜中心動脈閉塞症の 1

例. 第 4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, 2006.2.4. 

 

宮崎千歌：当院での緑内障治療について. 尼崎・伊丹市合同講演会, 兵庫, 2006.2.18 



 

栗山晶治：眼の老化. 赤十字県民大学, 大津, 2006.2.18 

 

辻隆宏, 唐松純, 鈴木和代, 玉置力也, 小堀 朗：当院におけるPTK(角膜切除術)症例. 

第42回福井県眼科集談会, 福井, 2006.2.5    

 

益岡弘, 玉置力也, 小堀朗：先天性眼瞼下垂手術後の合併症. 第42回福井県眼科集談会, 
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