
平成 20年 講 座業績 (2008年1月～12月)

(A)原著論文

1)青 木由紀,国 松志保,原 岳 :白治医科大学緑内障外来にて交通事故の既往を認めた末期緑内障患者の 2症 例.

あた眼 25:10111016,2008.

2)荒 木章之,蕪 城俊克,藤 村茂人,沼 賀二郎,藤 野雄次郎,川 島秀俊 :ベーチェット病の長期観察例の視力予後

の解析.平 成 19年度厚生省特定疾忠ベーチェット病調査研究り1 平 成 19年度研究報告書 :5763,2008.

3)橋 本尚子,原 岳 ,青木由紀。国松志保 :ブリンゾラミド長期点眼による角膜への影響.あた眼 25:711-713,

2008.

4)保 沢こずえ,牧 野伸二,近 liR玲子,川 崎知子,杉 山羊ヤ11,平林里恵,関 田美佳 !調節性内斜視における長期の

屈折変化.眼 臨紀 1:253259,2008.

5)保 沢こずえ,牧 野仲二,近 藤玲子,川 崎知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳 :外斜視に移行した調節性内斜

視の検討.眼 臨紀 1:747751,2008.

6)蕪 城俊克,荒 木青之,高 本光子,沼 賀二郎,玉 島順子,藤 野雄次郎,川 島秀俊 :近年の東京大学眼科における

ぶどう膜炎初診患者の原因別頻度。平成 19年度厚生省特定疾患ベーチェット病調査研究班.平成 19年度研究報告

書 :65-72,2008.

7)加 藤健夕牧野伸二 :ロケット花火による眼外傷の 1例.眼 臨紀 11221-224,2008.

8)加 藤健,牧野仲二,金 上千佳,金 上貞夫 :若年女性にみられた乳頭周囲出血の 1例.眼 臨紀 1:25-28,2008.

9)川 崎知子,国 松志保,牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳 :自治医科大学附属

病院におけるロービジョンケア`日 本ロービジョン学会誌 8:173176,2008.

10)牧 野伸二 :上下斜視の光学的治療.日 本弱視斜視学会会報 44:1620,2008.

11)牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,川 崎知子,杉 山華江,平 林里恵,関 口美住,高 橋雄二 :観血的に除去し

た内斜視を伴った瞳孔膜遺残の 1例`眼 臨紀 1:360364,2008.

12)牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲十,川 崎知子,杉 山華江,平 林里恵,関 田美住 :平し児内斜視に対するプリズ

ム治療後の視力.眼 臨紀 1:10791083,2008.

13)牧 野伸二,加 藤健″茨木信博 :網膜有髄神経線維に伴った細膜剥離の 1例.臨 眼 62:367-371,2008.

14)牧 野伸二,反 保宏信,金 上千住 i内境界膜下出血、細膜下出血を伴ったTerson症候群の 1例.あ た眼 25:

737-740, 2008.

15)沖 永貴美子,蕪 城俊克,高 本光 r,荒 木章之,藤 野雄次郎,沼 賀二郎,川 島秀俊 :硝子体液の抗体価高値で

診断された眼 トキソカラ症の一
例,帝 京医学雑誌 31:331334,2008.

16)大河原百合子,牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,川 崎知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳 :強膜バック

リング術後の複視に対してMRIが有用であった 1例.H良臨紀 1:971975,2008`

17)大 島由莉,蕪 城俊克,藤 村茂人,川 畑仁人, 占回淳,沼 賀二郎,藤 野雄次郎,川 島秀俊 :ステロイ ド大量療

法とワーファリンによる厳密な抗凝固療法を行った網膜血管閉塞を伴う全身性エリテマトーデス網膜症の 2例.臨

日艮62:399-405, 2008.

18)佐 々木誠,茨木信博 :自治医科大学眼科における時膚1外救急診療の統計的観察.臨 眼 62:1505-1510,2008,

19)杉 紀人,牧 野伸二,小 幡博人,石 崎こずえ,茨 木信博,猪 木多永子 :日本人成人の眼球形状の左右差.眼 臨

紀 1:338-343,2008.



20)杉 紀人,小 幡博人,牧 野伸二,石 崎こずえ,茨 木信博 :成人のH良球形状の性差と年代による推移.臨 眼 62:

1327-1332, 2008.

21)竹 澤美貴子,牧野伸二,金 上千佳,金 L貞大 :細膜新生血管を伴った網膜色素変性の 1例 .眼 臨紀 1:29-32,

2 0 0 8 .

22)竹 澤美貴子,牧 野仲二,金 上千仕,金 上貞夫 :硝 子体出向と平L頭周囲網膜下出血を伴った網膜動脈分枝閉塞

症の 1例 .臨 眼 62:357360,2008.

23)豊 田文彦,梯 彰弘,山 上博子,豆 生田千浦,竹 澤美貴子,為 本浩至 i硝子体液中placenia growth factorの

検討.眼 臨紀 1:525528,2008.

24)柳 澤美衣子,国 松志保,加 藤聡,北 澤万里子,回 村めく
｀
み,落 合員紀子,庄 司信行 :ロービジョン患者の疾

患別不自由度の特徴.あ た眼 25:895898,2008.

25)柳 澤美衣子,国 松志保,加 藤聡,鷲 見泉,北 澤万里子,回 村めぐみ,三 鳴明香,落 合員紀子,庄 司信行 :視

覚障害者における視覚障害等級と生活の質 (QOL)評 価.臨 眼 62:259263,2008.

26)横 山由晶,牧 野伸二,茨 木信博 :グルコン酸クロールヘキシジンとポビドンヨー ドの消毒効果の比較.日 眼

会誌 112:148151,2008.

27)Kunimatsu S, Tomidokoro A, Satio H, Aihara M, Tomi↓ a C, Arale M: Perfollance of GDx VCC in eyes with

peripaplllary atrophy: collpari So■ of three circle sizes. Eye 22: 173-178, 2008.

28)Tsuru T, Kitazawa Y, Usui M, Ueno S, Azuma I, Masuda K: The additive effecis on intraocular pressure

of combining nipradilo1 0.25% and latanoprost O.005% ophthallllic solutions: a prospective, randomized,

multicenter study. Jpn J Ophthalmo1 52: 368-373, 2008.

29) Yoshinaga K, Obata H, Jurukovski V, Mtlzz ieri R, Chen Y, Zllberberg L, Huso D, Melalled J, Prija↓elj P,

Todorovic V, Dabovic B, RifkinDBt Pcrturbation of transforming growth factor (TGF)一 sl association with

iatent TGF― binding protein yields inflallunation and tumors. Proc Nati Acad Sci 105: 18758-18763, 2008.

30)Whiston EA, Sugi N, Kamradt MC, Sack C, Heimer SR, Engelberi M, Wawrousek EF, Gllllore MS, Ksander

BR,  Gregory  MSi   α B―crys↓allin  protects  re↓inal  iissue  during  Siaphylococcus  aureus― induced

endophthalmitis. Infect lmmun 76: 1781-90, 2008`

(B)学会発表

1)青 木真祐,茨 木信博 :トーショナル水晶体超音波乳化吸引術と従来の超音波平L化吸引術の比較検討。第 31回

日本眼科手術学会総会,横 浜,2008年 2月 1日 .(抄 録集 p.190)

2)青 木真祐,小 幡博人,牧 野仲二,茨 木信博 :原田病に類似した急性後部多発性斑状色素上皮症の 1例 .第 42

回日本眼炎症学会,福 岡,2008年 7月 5日 .(抄 録集 p.83)

3)青 木由紀,国 松志保,原 岳 :自治医科大学病院眼科における後期緑内障患者の自動車運転実態調査.第 112回

日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 19日 .(抄 録集 p.320)

4)青 木由紀,国 松志保,原 岳,茨 木信博 :殴打による外傷性眼筒内動静脈慶が原因と思われる続発性緑内障の 1

例.第 19回 日本緑内障学会,大 阪,2008年 9月 12日 .(抄 録集 p.106)

5)青 木由紀,国 松志保,原 岳,茨 木信博 :自治医科大学病院眼科における後期緑内障患者の自動車運転と視野の

関係調査.第 62回 日本臨床眼科学会,束 京,2008年 10月 24日 .(抄 録集 p.63)

6)荒 木章之,蕪 城俊克,高 本光子,吉 田淳,川 島秀俊,沼 賀二郎,藤 野雄次郎,新 家員 :ぶ どう膜炎続発緑内障

に対するチモプ トール XEと キサラタンの比較試験.第 112回 日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 19日 .(抄 録



集p.256)

7)藤 池佳子,勝 田智子,羽 藤晋,山 田昌和,三 木淳司,牧 野伸二,彦 谷明子,佐 藤美保,高 井佳子,三 宅三平,

矢ヶ崎悌司,不 二門尚,木 村亜紀 r,二 村治,島 村一郎,大 矢吉美,佐 藤由香 :成人斜視手術の効用分析.第 62

回日本臨床眼科学会,東 京,2008年 10月 26日.(抄 録集 p.212)

8)櫓 垣正彦,堀 秀行,青 木真祐,茨 木信博 :局所的強膜内陥術を行った症例の波面収差解析による検討.第 31

回日本眼科手術学会総会,横 浜,2008年 2月 1日.(抄 録集 p.204)

9)平 澤裕代,富 所敦男,今 野伸介,国 松志保,新 家長 :Humphrey視野計の新しいパラメータvisual filed index

と緑内障患者のQualily of lifc.第112回日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 19日,(抄 録集 p.321)

10)石 崎こずえ,小 幡博人,茨 木信博 :眼険腫瘍として経過観察された眼筒に発生した木村病の 1例,第 62回 日

本臨床眼科学会 ・眼科臨床病理組織研究会,東 京,2008年 10月 23日,(抄 録集 p.249)

11)伊 藤華江,保 沢こずえ,牧 野伸二,近 藤玲子,熊 谷知子,▼ 林里恵″関回美佳 :組み込みプリズムと膜プリ

ズムの視機能の比較.第 49回 日本視能矯正学会,岡 山,2008年 11月 16日,(抄 録集 p.88)

12)加 藤健,牧 野伸二,金 上千佳,茨 木信博 :光干渉断層検査を行った網膜海綿状血管腫の 1例.第 62回 日本臨

床眼科学会,東 京,2008年 10月 24日.(抄 録集 p.135)

13)川 崎知子,国 松志保,牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,伊 藤華江,平 林里恵,関 田美佳 :自治医科大学に

おけるロービジョンケアの試みち第 18卜|ド野H良科談話会,小 山,2008年 3月 21日.

14)川 崎知子,牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲 r,伊 藤華江,平 林里恵,関 回美住,国 松志保 :ロービジョン外

来受診患者の読書能力と読み書きの不自由さ.第 9回 日本ロービジョン学会学術総会 ,第 24回 日本眼科看護研究

会、東京,2008年 9月 20日`

15)川 島秀俊,豊 野哲也,藤 代貴志,小 畑亮,問 山千尋,石 井清,小 島年允 :さいたま赤十字病院眼科における

ぶどう膜炎の統計 2003-2007.第 62回 日本臨床眼科学会,東 京,2008年 10月 23日。(抄録集 p,15)

16)木 下望,牧 野伸二 :急性特発性盲点拡大と考えられた 1例 .第 55回栃木県眼科集談会,宇 都宮,2008年 11

月 21日.

17)高 本光子,蕪 城俊克,玉 島順 r,沖 永貴美子,川 島秀俊,沼 賀二郎,藤 野雄次郎 :東大眼科で近年経験した

サイ トメガロウイルス網膜炎の検討`第 62回日本臨床8長科学会、東京,2008年 10月 23日。(抄録集 p.15)

18)牧野仲二,保 沢こずえ,近 藤玲 r,川 崎知千,伊 藤華江,平 林里恵,関 田美佳 :乳児内斜視に対するプリズ

ム治療後の視力`第 112回日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 18日.(抄 録集 p.240)

19)小幡博人,加 藤健,青 木由紀,竹 澤美貴子,杉 紀人,茨 木信博 :アカントアメーバ角膜炎におけるディフ ・

クイック染色の有用性`第 32距i角膜カンファランス・第 24回日本角膜移植学会,東 京,2008年 3月 1日.(抄 録

集 p.57 )

20)小 幡博人,加 藤健,竹 浮美貴子,茨 木信博 :小児霰粒腫の治療方法の検討.第 31回 日本眼科手術学会総会,

横浜,2008年 2月 2日.(抄 録集 p.126)

21)大 河原百合子,檜 垣正彦,石 崎こずえ,青 木由紀,茨 木信博 :自治医大附属病院における多焦点眼内レンズ

挿入の経験.第 55回栃木県H長科集談会・白治医人,2008年 4月 13日.

22)大 河原百合子,牧野伸二 :妊娠 37週に発症し、帝王切開後にステロイドパルス療法を行なった原田病の 1例.

第 46回北日本眼科学会,盛 岡,2008年 7月 13日.

23)沖 永貴美子,蕪 城俊克,高 本光子,荒 木章之,藤 野雄次郎,沼 賀二郎,川 島秀俊 :免疫健常者にみられたク

リプトコッカス眼内炎の 1症例`第 42回 日本眼炎症学会,福 岡,2008年 7月 5日.(抄 録集 p.80)



24)佐 々木誠,茨 木信博 :非接触式眼軸長測定装置 (10Lマスター出)お よび超音波眼軸長測定装置による予測値

と術後屈折値の誤差の検討.第 55 Fi栃木県眼科集談会,自 治医大,2008年 4月 13日.

25)佐 々木誠,杉 紀人,牧 野伸二,茨 木信博 :眼内レンズの予測屈折度数の精度.第 62回 日本臨床眼科学会、東

京,2008年 10月 24日.(抄 録集 p.81)

26)杉 紀人,青 木真祐,茨 木信博 :酸素負荷網膜席における網膜障害とグリオーシス変化について.第 112回 日

本眼科学会総会,横 浜,2008年 4)J17日 .(抄 録集 p.266)

27)杉 紀人,牧 野伸二,茨 木信博 :当院におけるBevacizumab(アバステンR)の
使用経験について。第 56回栃木

県眼科集談会,宇 都宮,2008年 11月 21日.

28)杉 紀人,牧 野仲二,茨 木信博 :Bevacizumab tt r体注射後の血圧変化.第 47回 日本網膜硝子体学会総会 ・第

25回 日本眼循環学会合同学会,京 都,2008年 11月 29日.(抄 録集 p.86)

29)高 橋雄二,柿 沼有里 :炭酸ガスレーザーによる眼険下垂手術.第 56回 栃木県眼科集談会,宇 都宮,2008年

11月21日.

30)高橋雄二,柿 沼有里,堀 秀行 :アイキャンプでの ECCE,第 13回栃木県眼科手術談話会,宇 都宮,2008年 5

月 16日.

31)竹 澤美貴子,梯 彰弘,豊 田文彦,豆 生回千浦,山 上博子、加藤憲明″石川三衛,川 上正舒,金 澤康徳 :糖尿

病網膜症モデル動物 SDTラ ットの白内障、網膜症に対するアルドース還元酵素阻害薬フィダレスタットの効果.第

22回 日本糖尿病 ・肥満動物学会年次学術集会,東 京,2008年 2月 14日,

32)竹 澤美貴子,梯 彰弘,豊 □文彦,豆 生田千浦,山 上博子,加 藤憲明,石 川三衛,川 上正舒,金 澤康徳 :糖尿

病網膜症モデル動物 SDTラ ットの白内障、網膜症、VEGFた生に対するアルドース還元酵素阻害薬フィダレスタッ

トの効果.第 14回日本粘尿病恨学会総会.東 京,2008年 3月 14日.(抄 録集 p.62)

33)竹 澤美貴子,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,梯 彰弘 :数日の経過でフィブリン析出、脈絡膜剥離、眼底透

見不能となった黄斑円孔網膜剥離の 1例.第 21回埼玉県llR科手術談話会,さ いたま,2008年 7月 13日.

34)竹 澤美貴子,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,梯 彰弘 :スペクトラルドメインOCTによる硝子体皮質の観察.

第 62回 日本臨床眼科学会,東 京,2008年 10月 24日.(抄 録集 p.138)

35)竹 澤美貴子,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,梯 彰弘 :スペクトラル ドメイン OCTに よる黄斑円孔僚眼の観

察.第 47回 日本網膜硝子体学会総会 ・第 25回 日本眼循環学会合同学会,京都,2008年 11月 29日.(抄録集 p.65)

36)玉 島順子,荒 木章之,高 本光子夕藤村茂人,蕪 城俊克,川 島秀俊,沼 賀二郎,藤 野雄次郎 :近年の東京大学

眼科におけるぶどう膜炎初診患者の原因別頻度.第 112臣十日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 19日.(抄 録集

p.261)

37)豊 田文彦,梯 彰弘,山 上博子,豆 生回千浦,竹 澤美貴子,安 隆則,百 村伸一,石 川三衛"川 上正舒 :糖尿病

患者における虚血性心疾患と糖尿病網膜症の相関.第 141可日本糖尿病眼学会総会,東 京,2008年 3月 14日.(抄

録集 p.63)

38)山 上明子,内 回研一,松 元俊,国 松志保,相 原 一
,富 所敦男,新 家員,富 田剛司,山 崎芳夫,吉 川啓司,山

上淳吉:近視型乳頭と非近視型乳頭の乳頭出血および視野進行の比較解析.第 112回日本眼科学会総会,横浜,2008

年 4月 17日.(抄 録集 p.212)

39)山 上博子夕豊田文彦,竹 澤美貴子,豆 生田千浦,梯 彰弘 :オルソケラトロジー療法中に片眼の角膜炎を発症

した 1症例.第 32回角膜カンファランス 。第 24回 日本角膜移植学会,東 京,2008年 2月 29日.(抄 録集 p.95)

40)山 上博子,豊 田文彦,竹 澤美貴子,神 原千浦,梯 彰弘 :当院で経験したアカントアメーバ角膜炎の 5症 例.



第 45回 日本眼感染症学会,福 岡、2008年 7月 5日 .(抄 録集 p.52)

41)柳 澤美衣子,加 藤聡,国 松志保,回 村めぐみ,北 岸万里子,落 合員紀子,庄 司信行 :東大病院におけるロー

ビジョン患者の視力および視野とQOL評価.第 62回 日本臨床眼科学会,東 京,2008年 10月 23日.(抄 録集 p.27)

42)Hacke↓iC, Whis↓on E, Sugi N, Ksander BR, Cillnore MS, CregoryMSi Resisiance to lnfectionandProlection

of Relina rissue During S. aureus Endophthalmitis. ARV0 2008 annual meeiing, Fort Lauderdale, USA, Apr

27, 2008,

43)Ibaraki N, Aoki Si Pupil sizc mcasurcment in Japancse adults. 7th Asian Cataract Research Conference

and Cataract Satellite Meeting of 18th lnternatlonal Conference For Eye Research. Xl' an, China, Sep 18-21,

2008.

44)Kinoshita N, Toyoda F, Ishizaki K, Mameuda C, Yamagami H, Kakehashi Ai Surgical results of first―t ilne

silicone oll tamponade for ncovascular giaucoma: A ilew surgical method for neovascular glaucoma. ARV0 2008

annual meeting, Fort Laudcrdalc, USA, May l, 2008.

45)Sugi N, Aoki S, Mukai S, Ibaraki N: Oxygcn―Induced itetinopathy lncreases Glial Scarring and Microglial

Expresslo■ of TNF―α in ihe Mouse Reiina. ARV0 2008 annual meeting, Fort Lauderdale, USA, May l, 2008.

(C)著書 ・総説

1)茨 木信博 :海外における白内障治療薬の状況.根 木昭(編),眼 科プラクティス 23「 眼科薬物治療 A lo Z」,

文光堂,2008,105.

2)茨 木信博 :白内障.池 田十
一

,大 越教夫,横 田千寿子 (編),病 気と薬バーフェクトB00K 2008,南 山堂,2008,

1 1 1 5 - 1 1 1 8 .

3)茨 木信博

な救急処置」,

4)茨 木信博

眼本半診療のコ

5)茨 木信博 |

限科診療のコ

6)茨 木信博

145-153.

7)茨 木信博

8)川 島秀俊

内科医のための眼科救急`Medicina45「特集日で見る診療基本手技 ・救急手技 内 科医に救急必要

2008, 336-341.

白内障術前検査―全身、すも所ともに漏れのないチェックを心がける.樋 田哲夫,江 口秀一郎 (編),

ツと落とし穴 3「検査 ・診断J,中 山書店,2008,40.

白内障治療薬一インフォームドコンセントに必要な薬理作用の知識.樋 田哲夫,江 口秀一郎 (編),

ツと落とし穴 4「薬物療法」,中 山書店,2008,38.

水晶体疾患.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座 眼 疾患 (改訂 2版 )。中山書店,2008,

多焦点眼内レンズの最近の進歩一多焦点眼内レンズの素材―.臨 眼 62:1035-1039,2008.

最近増えたサルコイ ドーシスぶどう膜炎.総 合臨床 57:143144,2008.

9)川 島秀俊 :ぶ どう膜炎のスクリーニングではどんな検査を行ったらよいか。若倉雅登,稲 富誠 (編),眼 科実

践 Q&A「第 1章 Q27」,南 江堂,2008,6061.

10)川 島秀俊 :ぶどう膜炎の診断と治療指針は.若 倉雅登,稲 富誠 (編),眼 科実践 Q&A「第 3章 Q8」,南 江堂,

2008, 201-202.

11)川島秀俊 :ステロイドを大量に投与するときの副作用管理を教えてください。若倉雅登,稲 富誠 (編),限 科

実践 Q&A「第 3章 Q94」,南 江堂,2008,211212`

12)川島秀俊 :フルオレセインの皮内反応が陽性に出た場合の FA実 施の可否.若 倉雅登,稲 富誠 (編),眼 科実

践 Q&A「コラム 5J,南江堂,2008,102.

13)川島秀俊 :ぶどう膜炎.永井良三 (監),看護に役立つ疾患 ・症候事典,メ ジカルフレンド,2008,1018-1020.



16)国 松志保

眼科 25(臨 )

17)国 松志保

18)牧 野伸二 |

19)牧 野仲二

20)牧 野伸二

書店,2008,4

21)牧 野伸二 :

58-61`

22)牧 野伸二

23)牧 野伸二,

24)牧 野伸二

18-19.

25)小 幡博人

27)小 幡博人

28)小 幡博人 :

29)小 幡博人

18-19.

30)小 幡博人

86.

31)小 幡博人

32)小 幡博人、

B00K 2008, 下打

33)小 幡博人、

南山堂,2008,

34)水 流忠彦

35)水 流忠彦

36)水 流忠彦

37)水 流忠彦

38)水 流忠彦

39)水 流忠彦

14)川島秀俊 :前眼部ぶどう膜炎の診断.植 回哲人,ヤ11回秀一郎 (編),眼科診療のコツと落とし穴 3「検査 ・診

断」,中 山書店,2008,36.

15)国松志保 :それでも眼圧が高い !残余緑内障の管理`眼 科インストラクションコース 17「日長科診療のスキル

アップ 緑 内障編」,2008,5257.

緑内障の検査 ・診断 恨 底検査 緑 内障診断における HRT Ⅱと GDxVCCの使い方は ? あ たらしい

: 87-92, 2008.

緑内障,「Quality of Vislon」.眼 科 50:691-698,2008.

両眼視,水流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座 眼 疾患 (改言r2版 )。中山書店,2008,3639.

調節.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座 眼 疾患 (改訂 2版 ),中 山書店,2008,3941.

眼球運動)幅 接、開散.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座 眼 疾患 (改訂 2版 ),中 山

1-43.

眼底撮影検査.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座 眼 疾患 (改訂 2版 ).中 山書店,2008,

複視.水流忠彦 (編),看護のための最新医学講座 眼 疾患 (改訂 2版).中山書店,2008,112-114.

保沢こずえ :眼位検査.間欠性外斜視を中心に.日本眼科医会眼科コメディカルビデオシリーズ.

間欠性外斜視と診断されたが、治療法を教えて.クリエックQ&A2009年冬号.研友企画出版,2008,

眼科領域.病 理と臨床 「外科病理マニュアル」(臨時増刊号 26),2008,327333,

26)小 幡博人 :霰粒腫 ・麦粒腫.大鹿哲郎 (編),限科プラクティス19「外眼部手術と処置」,文光堂,2008,30-36.

中高年の角結膜を観察してみるとち中高年の眼疾患,メ ジカルビュー,2008,306309.

脂漏性角化症.後藤浩 (編),眼科プラクティス 24「見た目が大事 1眼腫瘍」,文光堂,2008,16-17.

ケラトアカントーマ.後藤浩 (編),眼科プラクティス 24「見た目が大事 !限腫瘍」,文光堂,2008,

化膿性肉芽腫.後 藤浩 (編),眼 科プラクティス 24「 見た目が大事 !眼腫瘍J,文 光堂,2008,

海外論文紹介.Frontiers in Dry Eyc,2008,32427.

茨木信博 :アレルギー性結膜炎.池 田宇一、大越教夫、横田千寿子 (編),病 気と薬パーフェクト

山堂,2008,H261127`

茨木信博:感染性結膜炎.池田宇一
,大越教夫,横田千寿子 (編),病気と薬パーフェクトB00K2008,

1233-1234.

治療法の変遷 ・眼科学.今 日の治療指針 2008年版,医 学書院,2008,35.

眼科疾患治療の動向.今 日の治療指針 2008年版,医 学書院,2008,1059.

角結膜炎.梶 ナ十英治 (監),治 療薬 ・治療指針ポケットマニュアル 2008,羊土社,2008,565575.

白内障.梶 井英治 (監),治 療薬 ・治療指針ポケットマニュアル 2008,羊土社,2008,576578.

緑内障.梶 井英治 (監)夕治療薬 ・治療指針ポケットマニュアル 2008,羊土社,2008,579586.

術前 ・術後のポイント 眼 科の手術.出 月康夫 (監),ナ ースのための術前 ・術後マニュアル,照

林社,2008,269-272.

40)水 流忠彦 :視党器の構造と機能.水 流忠彦 (編):看 護のための最新医学講座第 2版,中 山書店,2008,2-12.



41)水 流忠彦 :視覚器の発生.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,1213.

42)水 流忠彦 :瞳孔.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,44-47.

43)水 流忠彦 :視力障害,水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,84-87.

44)水 流忠彦 :眼痛、異物感.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,87-89`

45)水 流忠彦 1瞳子L異常.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,108112.

46)水 流忠彦 :屈折矯正手術.水 流忠彦 (編),看 護のための最新医学講座第 2版 ,中 山書店,2008,300305.

47)水 流忠彦 :写真セミナー291・′j 角ヽ膜.あ た眼 25:10971098,2008.

48)山 上博子 :点眼治療の落とし穴―点眼におけるコンプライアンスと確認 ・指導の重要性.樋 田哲夫 ・江口秀

一郎 (編),眼 科診療のコツと落とし穴 4「薬物治療J,中 山書店,2008,2-3.

49)山 上博子 :アカントアメーバー角膜炎の治療―初期における薬物投与と処置の併用が効果的.樋 田哲夫 ・江

口秀一郎 (編),眼 科診療のコツと落とし穴 4「薬物治療」,中 山書店,2008,27-27.

50)Obata H: Aging of ↓he lachrymal giand. In; Cava1lotti C, Cerulli C (Ed.): Age―Relaled Changes of ↓he

Human Eye. Humana Pressi  325-338, 2008.

(D)その他

1)相 原一,森 和彦,大 鳥安正,束 出朋巳,国 松志保,奥 山幸子 :視神経と視野をまとめて勉強しよう !その2-

緑内障学会研修委員会企画`第 62臣l日本臨床眼科学会,東 京,2008年 10月 26日.(抄 録集 p.225)

2)青 木真祐 :偽水晶体眼の瞳孔径.第 112回日本眼科学会総会,横 浜,2008年 4月 18日.(抄 録集 p.96)

3)青 木真祐 :日常でよく日にする眼科疾患と最近の治療.宇 都宮医師会合同セミナー.

4)青 木由紀 :視野障害と交通事故の関係について 1重症緑内障患者における運転実態調査.第 13回 交通大学,

岡山,2008年 11月 18日.

5)青 木由紀 :緑内障 :疫学 ・疾患 ・治療について一アレルギー性結膜炎 :最近のトピックス、日本医師会栃木県

支部講演会.

6)原 岳 :開放隅角緑内障の白内障手術。第 31回 日本眼科手術学会総会シンポジウム 「緑内障限に対する白内障手

術J,横 浜,2008年 2月 3日 .(抄 録集 p.158)

7)茨 木信博 :水晶体研究の未来を考える.第 34回水晶体研究会イブエングセミナー,金 沢,2008年 1月 12日.

8)梯 彰弘,秋 葉純,高 橋正孝 :スリットランプによる後部硝子体剥Sttの診断.第 62回 日本臨床眼科学会インスト

ラクションコース,東 京,2008年 10月 25日.(抄 録集 p.192)

9)川 島秀俊 :炎症を伴う虚血性網膜病変に対する網膜光凝lAl術の適応と限界.第 31回 日本眼科手術学会総会教

育セミナー 「網膜光凝lhl術の適応と限界」,横 浜,2008年 2月 3日.(抄 録集 p.161)

10)川 島秀俊 :ぶどう膜炎の診断および治療.独 協越谷病院講演会 2007,越谷,2008年 2月 14日.

11)川 島秀俊 :ぶどう膜炎の新しい治療.第 1回 Saitama Ophihal皿010観 Free Talk Meeting、さいたま、2008

年 2月 23日.

12)川 島秀俊 :当科におけるぶどう膜炎の統計.埼 玉県眼科医会 ・さいたま赤十字病院眼科合同懇話会,さ いた

ま,2008年 4月 12日.

13)川 島秀俊 :ぶどう膜炎治療の変遷～スタープレーヤーの登場.Infliximab meetingベーチェット病,仙 台,

2008年 5月 31日.

14)国 松志保 :UBMでの形態的評価と緑内障ガイドライン.第 12回千葉緑内障研究会 「緑内障の形態的評価」,幕

張,2008年 3月 12日.



15)国松志保 :視野の診断 (乳頭から視野).第 46回 北日本眼科学会シンポジウム 「緑内障の早期診断と治療開

始のスケジュール」,盛 岡,2008年 7月 12日.

16)国 松志保

と治療戦略」,

17)国 松志保

日.

18)牧 野伸二

月 23日.

機能的隅角閉塞の意義.第 62回 日本臨床眼科学会シンポジウム 「閉塞隅角緑内障の新しい考え方

東京,2008年 10月 26日 .(抄 録集 p.198)

19)牧 野仲二 :乳児内斜視に対するプリズム治療.第 64回 日本弱視斜視学会 「弓削賞受賞記念講演」,東 京,2008

年 7月 4日 .(抄 録集 p.35)

緑内障患若の QOL・QOVを考える。第 55回栃木県眼科集談会特別講演,宇 都宮,2008年 11月 21

斜視 ・弱視の検査と視覚障害者の指導.平 成 20年度 6県合同眼科コメディカル講習会,2008年 3

網膜硝子体疾患術後の眼球運動 ・複視に関する研究.網 膜剥離友の会総会,東 京,2008年 7月 20

黄斑変性疾患の診断と治療.栃 木県視能訂|1練士勉強会,2008年 9月 11日,

20)牧 野仲二

日、

21)牧 野仲二

22)牧 野伸二 :乳児内斜視に対するプリズム治療.第 491可日本視能矯正学会シンポジウム 「乳児内斜視をもっと

知ろう !J,岡 山,2008年 11月 16日 .(抄 録集 p.42)

23)永 田啓,吉 富健志,篠 崎和美,小 幡博人,稲 用和也,東 範行,江 本豊 :大学病院 ・総合病院における電子カ

ルテの現状と眼科領域標準化.第 62回 日本臨床眼科学会インストラクションコース,東 京,2008年 10月 24日.

(抄録集 p.154)

24)小 幡博人 :網膜硝子体手術における液状および極小検体の扱い方`第 31回 日本眼科手術学会総会シンポジウ

ム 「手術をするなら病理検企 ・眼病Jl■人間」,横 浜,2008年 2月 2日.(抄 録集 p,112)

25)小 幡博人 :開業医が見逃さない眼病理―臨床に役立つ眼瞼 ・角結膜疾患症例集一,第 22回 神奈川県 ・昭和

大学藤が丘合同オープンカンファレンス教育講演,横 浜,2008年 4月 12日.

26)小 幡博人 1角膜 ・補膜 ・涙腺の正常構造.第 112回 日本眼科学会総会教育セミナー 「眼科専門医に必須の正

常眼組織―病的状態との対比―」,横 浜,2008年 4月 17日.(抄 録集 p.118)

見逃してはいけない眼瞼 ・角結膜疾患症例集{ase based learningの重要性t第 27回西中国眼疾

山口,2008年 5月 15H.

Ocular Surfaceの腫易性疾患.第 13回 Tokyo Ocular Surface Forum,東京,2008年 5月 31日.

角結膜感染症の最近の話題.茨 城県H皮科医会議演会,水 戸,2008年 8月 31日.

大学病院における眼科電子カルテの導入.金 沢大学眼科医局講演会,金 沢,2008年 9月 25日.

アカントアメーバ角膜炎の診断と治療.第 16同栃木眼科セミナーミエレクチャー,宇 都宮,2008

角膜混濁の診断と治療方針.愛 知県限科医会平成 20年度第 4臣l学術研修会,名 古屋,2008年 10
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