
平成 21年 講 座業績 (2009年1月～12月)

(A)原著論文

1)青 木真祐,茨 木信博 :Torslonal水晶体平L化吸引術と従来の水晶体乳化吸引術の比較検討.眼 科手術 22:

235-239, 2009`

2)青 木真祐,杉 紀人,茨 木信博 :自治医科大学附属病院における未熟児網膜症の検討.眼 臨紀 2:985,2009.

3)橋 本祐子,桑 田知之,種 市明代,高 橋詳史,小 林真美,薄 井里英,大 田昭英,泉 章夫,松 原茂樹,鈴 木光明,

大河原百合子,牧 野仲二 :妊娠と視力障害 原 田病.栃 木県産婦人科医報 35:1819,2009.

4)絵 垣正彦,堀 秀行,青 木真祐,茨 木信博 :局所的強膜内陥術症例の波面収差解析による検討.眼 科手術 22:

394-396, 2009.

5)日 谷光一郎,出 日雄三,佐藤幸裕 :糖尿病黄斑浮腫に対する再手術での内境界膜剥離.眼科手術 3:421424,

2 0 0 9 .

6)茨 木信博,杉 紀人 :AquaLaseによる水晶体平L化吸引術.眼 科手術 22:535537,2009.

7)石 垣純子,三 宅三平,太 田一郎,三 宅謙作,後 藤陽子,茨 木信博 :緑内障点眼の偽水晶体眼における血液房水

柵に及ぼす効果 術 後時期による差.10L&RS 23:7883,2009.

8)伊 藤華江,保 沢こずえ,牧 野伸二,近 藤玲子,熊 谷知子,平 林里恵,関 田美佳 :眼鏡内組み込みプリズムと膜

プリズムの視機能の比較.日本視能訓練士協会誌 38:191196,2009.

9)加 藤健,牧 野仲二,金 上千佳,茨 木信博 :網膜海綿状血管腫の 1例.臨 眼 63:1851-1853,2009.

10)熊 谷知子,牧 野伸二,国 松志保,保 沢こずえ,近 藤玲子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳 :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.眼 臨紀 2:920～ 923,2009.

11)牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,熊 谷知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 田美佳,国 松志保 :ロービジョン外

来受診患者の読書能力.あ た眼 26:127-131,2009.

12)牧 野仲二 :乳児内斜視をもっと知ろう。平L児内斜視に対するプリズム治療.日 本視能訓練士協会誌 38:

115-121, 2009.

13)牧 野伸二,保 沢こずえ″近藤玲子,熊 谷知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 田美佳 :切腱、筋分割を行なわない

上下直筋移動術を行なった外転神経麻痺の 2例 .自 治医科大学医学部紀要 32:97101,2009.

14)牧 野伸二,保 沢こずえ,近 藤玲子,熊 谷知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳 :自治医科大学眼科弱視斜視

外来における外来斜視手術の現状.自治医科大学医学部紀要 32:129133,2009.

15)大 河原百合子,牧 野伸二 :妊娠 37週 に発症し、分娩遂行後にステロイドパルス療法を行ったVogi―河却「―原田

病の 1例.眼 臨紀 2:616-619,2009.

16)杉 紀人,牧 野伸二,茨 木信博 :当院におけるbevacizumab(アバステン)の 使用経験`眼 臨紀 2,380,2009.

17)鈴 木清香,塚 原逸朗,八 木文彦,佐 藤幸裕 :網膜中心静脈閉塞症の黄斑浮腫に対する長期手術成績.眼 科手

紛博  22 : 253-257, 2009.

18)八 木文彦,佐藤幸裕,高木誠二,富 田剛司:術後うつぶせ姿勢をしない特発性黄斑円孔の手術成績.臨眼 63:

435-438, 2009.

19)He「bort CP, Rao NA, Mochizuki M, members oF Scien↓ific Commi↓↓ee of Pirst international Workshop on

Ocular Sarcoidosis(Bodaghi B, Baarsma SG, Chee SP, Cowan CL Jr, Golo H, Herbort CP, Ishihara M, Jabs DA,

Kawashima H, Khairallah M, Lill WK, Kono K, LeHoang P, Murray PI, MochizukI M, Ohguro N, Ohno S, Okada

AA, Rao NA, Rosenbaum JT, Sonoda K, Sharlla OP, Tugal―Tutkun l, Usui M, Yoshizawa Y, Zierhut M):International

criteria For ↓he diag■osis of ocular sarcoldosis : results of the First lnternational Workshop On Ocular



S a r c o l d o s i s ( I W O S ) . O c u l a r  i l n l n u n o l  l n f l a l n l n  1 7 : 1 6 0 1 6 9 , 2 0 0 9 .

20)Hirasawa H, Tolnidokoro A, Kunimatsu S :Ultrasound Blomicroscopy in Narrow Peripheral Anterior Challber

Eyes wi↓h or without Peripheral Anterior Synechiae. J Glaucoma  18: 552-6, 2009.

21)Kaburaki T, Koshino T, Kawashitta H, Tomidokoro A, Fuj ilnura S, Shirato S, Arale M: Initial trabeculectomy

with mllomycin C in eye with uveitic glaucoma with inac↓ ive uvei↓is. Eye  23: 1509-1517, 2009.

22)Shiba T, Sato Y, Takahashi M:Relationshipbetweendiabe↓ ic retinopa↓hy and sleep一disordered brea↓hing.

Am J Ophthalmol  147: 1017-1021, 2009.

23)Yagi F, Sato Y, Takagi S, Tomita G:Vitrectomywithout pOs↓operative Face―downpositioning for idiopathic

lnacular holeo Jpn J Oph↓ha llno 1  53: 215-218, 2009.

24) Yagi F, Sato Y, Takeuchi S i Vitrec↓omy with versus wilhout intravi↓ real injec↓lon of triamcinolone

acetonide for treatmeni of macular oedelna associaied wi↓h branch retinal vel■occluslon. Journal of Medical

Socieiy of Toho University  56 : 407-413, 2009.

(B)学会発表

1)青 木由紀,国 松志保,原 岳,茨 木信博 :緑内障患者における自動車事改と視野の関係 (第 1報 ).第 20回 日本

緑内障学会,沖 縄,2009年 11月 13日 (抄録集 p.148 優 秀ポスター賞).

2)青 木真祐,杉 紀人,茨 木信博 i自治医科大学附属病院における未熟児網膜症の検討.第 57回 栃木県眼科集談

会,宇 都宮,2009年 4月 12日.

3)青 木真祐,茨 木信博 :トーショナル水晶体乳化吸引術の効果的な核破砕の比較検討.第 63回 日本臨床限科学

会,福 岡,2009年 10月 10日 (抄録集 p.202).

4)青 木由紀,国 松志保,原 岳,茨 木信博 :後期緑内障患者の自動車運転実態調査.第 58回 栃木県眼科集談会,

宇都宮,2009年 H月 6日 .

5)芦 沢純也, 日谷光一郎,柴 友明,嘉 村由美,佐 藤幸裕 :糖尿病嚢胞様黄斑浮腫に対する硝子体手術一併用術式

の比較.第 32回 日本眼科手術学会,神 戸,2009年 1月 23日 (抄録集 p.182).

6)出 口雄三,佐 藤幸裕,柴 友明,高 橋真生 :糖尿病網膜症における血清アポリポ蛋白apoB/apoA lの意義.第 43

回日本成人病 (生活習慣病)学 会,東 京,2009年 1月 10日.

7)日 谷光一郎,柴 友明,芦 沢純也,佐 藤幸裕 :網膜静脈閉塞症に対するbevacizumab投与後の網膜厚と眼血流の

変化.第 253回千葉眼科集談会,千 葉,2009年 3月 8日 .

8)日 谷光一郎,柴 友明,芦 沢純也,佐 藤幸裕 :網膜静脈閉塞症に対するbevacizumab投与後の網膜厚と眼血流の

変化.第 113回日本眼科学会総会,東 京,2009年 4月 17日 (抄録集 p.227).

9)茨 木信博,杉 紀人 :Aqualaseによる水晶体乳化吸引術.第 32回 日本眼科手術学会総会,神 戸,2009年 1月 23

日 (抄録集 p.175).

10)茨 木信博,三 宅謙作 :新しい防腐剤 Sofziaがヒト培養水晶体上皮細胞に与える影響.第 113回日本眼科学会

総会,東 京,2009年 4月 16日 (抄録集 p.191).

11)茨 木信博,杉 紀人 :「Aqua l aseの利点、欠点」.第 14回栃木県眼科集談会,宇 都宮,2009年 5月 22日.

12)茨 木信博 :水晶体上皮細胞は垂直方向に培養進展するか?.第 48回 日本白内障学会総会 ・第 24回 日本眼内

レンズ屈折手術学会総会 ・第 45回 日本眼光学学会総会,東 京,2009年 6月 27日 (抄録集 p.66)。

13)石 崎こずえ,小 幡博人,大 河原百合子,青 木真祐,茨 木信博 :コンタクトレンズ関連感染性角膜炎患者のレ

ンズケースの汚染.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 11日 (抄録集 p.138).

14)石 崎こずえ,小 幡博人,大 河原百合子,青 木真祐,茨 木信博 :コンタクトレンズ関連角膜炎患者のレンズケ



―ス汚染。第 57回栃木県眼科集談会,宇 都宮,2009年 4月 12日.

15)蕪 城俊克,沖 永貴美子,高 本光子,中 原久恵,吉 田淳,藤 野雄次郎,沼 賀二郎,川 島秀俊 :ベーチェト病ぶ

どう膜炎の活動性に定量化の試み.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 9日 (抄録集 p.18).

16)蕪 城俊克,玉 島順子,高 本光子,沼 賀二郎,川 島秀俊,藤 野雄次郎 :ベーチェット病ぶどう膜炎治療薬の副

作用頻度.第 113回日本眼科学会総会,東 京,2009年 4月 16日 (抄録集 p.213).

17)嘉 村由美,出 口雄三,佐 藤幸裕 :増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術における医原性網膜裂孔形成。第 63

回日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 10日 (抄録集 p.223).

18)木 下望,国 松志保,青 木由紀,原 岳 :末期緑内障患者における転倒のリスクの検討.第 19回 下野市談話会,

小山,2009年 3月 27日.

19)熊 谷知子,国 松志保,保 沢こずえ,近 藤玲子,伊 藤華江,平 林里恵,関 田美佳,牧 野伸二 :ロービジョン外

来受診患者の転倒の頻度と程度.第 10回日本ロービジョン学会,札 幌,2009年 7月 18日 (抄録集 p.79).

20)国 松志保,熊 谷知子,保 沢こずえ,近 藤玲子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美佳,牧 野仲二,茨 木信博 :ロー

ビジョンケアにおける眼科医の役割.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 10日 (抄録集 p.160).

21)国 松志保 :緑内障患者のQOLと視野.日 本視野研究会シンポジウム.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009

年 10月 9日 (抄録集 p.255).

22)国 松志保 :ロービジョンケアの応用.第 20回 日本緑内障学会シンポジウム,沖 縄,2009年 11月 14日 (抄録

集 p.51).

23)国 松志保,富 所敦男,相 原一,新 家員,吉 川啓司,山 崎芳夫,岩 瀬愛子,川 瀬和秀,内 田英哉,山 上明子タ

内田研一,松 元俊 :Large cup discにおける傍乳頭網脈絡膜萎縮の検討.第 113回日本眼科学会総会,東 京,2009

年 4月 17日 (抄録集 p.237).

24)牧 野仲二,保 沢こずえ,近 藤玲子,熊 谷知子,伊 藤華江,平 林里恵,関 口美香 :切腱、筋分割を行わない上

下直筋移動術を施行した外転神経麻痺の 2例.第 57回栃木県眼科集談会,宇 都宮,2009年 4月 12日.

25)中 島基宏,稲 田紀子夕庄司純,澤 充 :コンタクトレンズ装用者の緑膿菌角膜炎 23例 の検討.第 63回 日本臨

床眼科学会,福 岡,2009年 10月 10日 (抄録集 p.56).

26)中 島基宏夕八木文彦,佐 藤幸裕 :特発性傍中心衛毛細血管拡張症グループ 2Aの 1例 .第 48回 日本網膜硝子

体学会総会 ・第 26回 日本眼循環学会,名 古屋,2009年 12月 5日 (抄録集 p.129).

27)中 島基宏,林 昌宣,佐 藤幸裕 :特発性黄斑部血管拡張症の 1例.第 34回東邦大学 ・東京慈恵会医科大学合同

カンファランス,東 京,2009年 3月 4日 .

28)小 幡博人,吉 川洋,茨 木信博,石 橋達朗 :眼裂斑炎に類似した結膜の actinic granulomaの 2例 .第 44回

眼科臨床病理組織研究会,福 岡,2009年 10月 9日 (抄録集 p.273).

29)小 幡博人,茨 木信博,河 田浩敏,仁 木利郎 :眼験の低分化腺癌と正常腺組織におけるGCDFP 15の発現.第 113

回日本眼科学会総会,東 京,2009年 4月 17日 (抄録集 p.242).

30)小 幡博人,石 崎こずえ,茨 木信博 :扁平上皮癌と診断された眼瞼脂腺癌の 1例.第 27回 日本眼腫瘍研究会,

山形,2009年 6月 20日 (抄録集 p.8)。

31)沖 永貴美子,蕪 城俊克,高 本光子,中 原久恵,藤 野雄次郎,沼 賀二郎,川 島秀俊,松 原正男,新 家員 :片眼

性の眼圧上昇を伴う肉芽腫性AI彩炎の原因ウイルス頻度.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 9日 (抄

録集 p.19).

32)大河原百合子,小 幡博人,石 崎こずえ,竹 澤美貴子,茨 木信博 :最近 6年間の角膜真菌症 37例の検討.第 63

回日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 11日 (抄録集 p.141).

33)大久保裕子,杉 紀人,竹 澤美貴子,茨 木信博 :眼科受診を契機にAIDSと診断されたサイトメガロウイルス網



膜炎の 1例.第 58回栃木県眼科集談会,宇 都宮,2009年 11月 6日.

34)大 友一義,蕪 城俊克,沖 永貴美子,高 本光子,玉 島順子,藤 野雄次郎,沼 賀二郎,川 島秀俊 :細菌性髄膜炎

に合併した両眼″性虹彩炎の 1例.第 43回 日本眼炎症学会,大 阪,2009年 7月 10日 (抄録集 p.76).

35)佐 藤幸裕 :増殖糖尿病網膜症に対する 20ゲージ硝子体手術の総括.シ ンポジウム 「網膜硝子体―硝子体手術

徹底討論J.第 32回 日本眼科手術学会,神 戸,2009年 1月 24日 (抄録集 p.84).

36)柴 友明,佐 藤幸裕,高 橋真生,白 井厚治 :眼血流の変動と動脈硬化の関連について.第 113回 日本眼科学会

総会,東 京,2009年 4月 17日 (抄録集 p.303).

37)杉 紀人,茨 木信博 :Aqualaseの安全性について.第 32回 日本眼科手術学会総会,神戸,2009年 1月 23日 (抄

録集 p.174).

38)鈴 木茂伸,杉 紀人,小 幡博人 :眼筒蜂筒織炎様症状を併発した網膜芽細胞腫の 2例:第 63回 日本臨床眼科学

会,福 岡,2009年 10月 11日 (抄録集 p.105).

39)高 橋雄二,柿 沼有里 :水晶体裏真性落屑を有する自内障手術について.第 14回栃木県眼科手術談話会,宇 都

宮,2009年 5月 22日.

40)竹 澤美貴子,手 塚聡一
,斉 藤由香,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,梯 彰弘 :片眼性無色素性網膜色素変性

が疑われた 1例.第 63回 日本臨床眼科学会,福 岡,2009年 10月 10日 (抄録集 p.160).

41)竹 浮美貴子、杉紀人、大久保裕子、茨木信博 :Ranibizumabの投与経験.第 58回栃木県眼科集談会、宇都宮、

2009年 11月 6日.

42)竹 澤美貴子,杉 紀人,牧 野伸二,茨 木信博 :加齢性黄斑変性に対する Ranibizumab投与後の短期成績.第 48

回日本網膜硝子体学会総会 ・第 26回 日本眼循環学会,名 古屋,2009年 12月 5日 (抄録集 p.135).

43)竹 澤美貴子,梯 彰弘,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,川 上正舒,金 沢康徳 :SDTラ ットの糖尿病眼合併症.

第 22回 日本糖尿病 ・肥満動物学会年次学術集会,岡 山,2009年 2月 14日 (抄録集 p.79).

44)竹 澤美貴子,豊 田文彦,神 原千浦,山 上博子,梯 彰弘 :後部硝子体剥離の発生メカニズム～SD-OCTによる検

討～.第 113回日本眼科学会総会,東 京,2009年 4月 17日 (抄録集 p.308).

45)八 木文彦,高 木誠二,富 田剛司,佐 藤幸裕 :術後うつぶせ姿勢をしない特発性黄斑円孔手術一術後 12ヶ月の

検討―.第 32回 日本眼科手術学会,神 戸,2009年 1月 23日 (抄録集 p.44).

46)八 木文彦,佐 藤幸裕,高 木誠二,富 田剛司 :特発性黄斑円孔の手術成績一うつぶせ姿勢なしと1日の比較―.

第 113回日本眼科学会総会,東 京, 2009年 4月 16日 (抄録集 p.315).
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