学会発表
■お茶の水
国際学会発表
● Higa R, Uozato H, Inoue K, Wakakura M： New IOLMaster:link to ultrasound, Comparative
axial length measurements using optical and acoustic biometer
American Society of Cataract Refractive Surgery（ASCRS）, San Diego,California,2011.3

国内学会発表
● 井上賢治，塩川美菜子，菅原道孝，比嘉利沙子，若倉雅登，富田剛司： ビマトプロスト点眼
による眼局所副作用の検討．

第115回日本眼科学会総会

2011.5

東京

● 井上賢治： キサラタン®からラタノプロストPF へ切り替えた後の眼圧下降効果と角膜上皮障
害． 第115回日本眼科学会総会

ランチョンセミナー

2011.5 東京

● 井上賢治： いままで2剤で効果不十分、次の一手、私ならこうする.
総会 フェアウェルセミナー

第115回日本眼科学会

2011.5 東京

● 若倉雅登： 眼瞼痙攣は眼科の疾患．第115回日本眼科学会総会
● 若倉雅登： 教育セミナー4

2011.5

東京

気をつけよう、全身疾患治療に伴う眼障害「向精神薬による眼

障害」．第115回日本眼科学会総会

2011.5 東京

● 若倉雅登： 教育セミナー10 見て覚えよう！神経眼科疾患．第115回日本眼科学会総会
2011.5

東京

● 河本ひろ美，久保若奈，井上賢治，若倉雅登： 眼瞼痙攣に対するボツリヌス毒素治療とクラ
ッチメガネの効果の比較．

第115回日本眼科学会総会

2011.5 東京

● 塩川美菜子，井上賢治，菅原道孝，若倉雅登，添田尚一，富田剛司：
ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩配合点眼液の眼圧下降効果．
学会総会

第115回日本眼科

2011.5 東京

● 蘇我孟志，野間謙晴，河本ひろ美，若倉雅登： ミトコンドリア DNA14484 変異レーベル病 7
例の臨床的特徴．第 115 回日本眼科学会総会

2011.5

東京

● 井上賢治，千葉マリ，石井祐子，南雲幹，神尾友信，武者圭，桑波田謙，間瀬樹省：
UD 導入後のお茶の水・井上眼科クリニックの改良について−音を用いた受付への誘導のシミュレ
ーション−．

第12回日本ロービジョン学会学術総会

2011.6 北九州

● 河本ひろ美，井上賢治，千葉マリ，石井祐子，南雲幹，荒川和子，大音清香：
駅からクリニックまでのアクセス環境について−シミュレーションゴーグルを用いた歩行調査−．
第12回日本ロービジョン学会学術総会

2011.6

北九州

● 大音清香，井上賢治，吉本直美，和氣洋美，和氣典二，三田武： QOLレベルから見た東京メ

トロの地下鉄駅構内．

第12回日本ロービジョン学会学術総会

2011.6 北九州

● 黒田有里，石井祐子，柴田拓也，山舘希理子，若倉雅登，井上賢治：
ロービジョンエイドの選定を行うようになってからの視能訓練士の意識の変化． 第12回日本ロ
ービジョン学会学術総会

2011.6

北九州

● 吉本直美，和氣典二，井上賢治，大音清香，和氣洋美，三田武： ロービジョン者のための簡
便なQOL 測定法について．第12回日本ロービジョン学会学術総会

2011.6

北九州

● 千葉マリ，井上賢治，柏瀬光寿，桑波田謙，間瀬樹省，松田雄二，秋山哲男：
ロービジョン者の歩行様態と注視傾向． 第12回日本ロービジョン学会学術総会

2011.6

北九

州
● 徳田芳浩： 水晶体嚢合併症への対処－もしも破嚢が起きたら－
回日本白内障学会総会

第26回日本白内障屈折矯正手術学会総会

①CTR の適応と限界．第50
2011.6

福岡

● 徳田芳浩： 白内障手術オープンソースVer2011～対難症例プログラムをインストール～
Take the A-vit program．第50回日本白内障学会総会
ズ屈折矯正手術学会総会

2011.6

福岡

● 徳田芳浩： 眼科IT 化における進歩

JSCRSウエブサイトサービス:手術動画閲覧ページと治

療的遠隔医療. 第50回日本白内障学会総会
正手術学会総会

第26回日本眼内レン

第26回日本眼内レンズ屈折矯

2011.6 福岡

● 設楽恭子，森山涼，徳田芳浩，井上賢治，吉富文昭：
回折形多焦点眼内レンズ（IOL）挿入例の検討及び術後成績の報告．第50回日本白内障学会総会
第26回日本眼内レンズ屈折矯正手術学会総会

2011.6

福岡

● 比嘉利沙子，魚里博，大内博之，井上賢治，若倉雅登：
IOL マスター™（モデル500）の新機能有用性－超音波Aモードとのリンク－第2報．第50回日本白
内障学会総会

第26回日本眼内レンズ屈折矯正手術学会総会

2011.6 福岡

● 森山涼： 白内障手術オープンソースVer2011～対難症例プログラムをインストール～
医レベルの破嚢処理．第50回日本白内障学会総会
2011.6

研修

第26回日本眼内レンズ屈折矯正手術学会総会

福岡

● 若倉雅登： 座長. 第5回心療眼科研究会

2011.6

東京

● 比嘉利沙子，若倉雅登： 飛蚊症から自殺念慮に至った１例.

第5回心療眼科研究会

2011.6

東京
● 林殿宣，山上明子，若倉雅登： 無治療の筋無力症に急性期甲状腺機能亢進症を合併した１例．
第81回神経眼科勉強会

2011.6 東京

● 石井祐子，永野雅子，長島佐知子，井上賢治，若倉雅登： 近見反応痙攣がアトロピン点眼に
て寛解した２症例．

第36回日本小児眼科学会

2011.7

京都

● 蘇我孟志，菅原道孝，井上賢治，若倉雅登： ステロイドセミパルスに遅効性であった眼窩脂
肪織炎と思われた一例．スリーサム2011 京都

2011.7

● 若倉雅登： 座長. 第2回千代田眼科夏のフォーラム

京都
2011.7

東京

● 若倉雅登： サリン被害者の神経眼科的後遺症．第38回日本トキシコロジー学会学術年会
ンポジウム

2011.7

シ

横浜

● 石原二葉，田中あゆみ，新井歌奈江，若倉雅登： ステロイドに依存性の高い視神経症の一例．
第27回真鶴セミナー

2011.7

箱根

● 藤本隆志，若倉雅登： 求心性視野狭窄を初期症状とした抗アクアポリン４抗体陽性視神経炎
の１例．第27回真鶴セミナー

2011.7 箱根

● 大音清香： 糖尿病の合併症－糖尿病網膜症患者に寄り添う関わり－． 糖尿病サミット2011
2011.8

京都

● 井上賢治，桑波田謙，間瀬樹省： 術後片眼遮蔽患者が病室内で夜間に安全に過ごせるための
照明の調査．

第14回日本福祉のまちづくり学会

2011.8

堺

● 大音清香： オーガナイザー「病める人々へ光ある喜びを－スタッフと共に－」． 第27回日
本眼科看護研究会

2011.9 宮崎

● 板谷真平，吉野浩子，小杉剛，嶋本圭，稲井隆太，町田幸雄，大音清香，森山涼，若倉雅登，
井上賢治：
被災地への支援活動－慢性期の眼科医療支援を考える−．

第27回日本眼科看護研究会

2011.9

宮崎
● 落合真純，鈴木悦子，田中牧子，飯島幸子，大音清香，荒川和子，若倉雅登：
初めてボトックスＲ注射を受けた患者との関わり－電話聞き取り調査による患者満足度－． 第
27回日本眼科看護研究会

2011.9

宮崎

● 井上賢治，若倉雅登，富田剛司：
プロスタグランジン製剤に対する副作用出現あるいはノンレスポンダー症例のゲル化チモロー
ル点眼薬への変更．

第22回日本緑内障学会

2011.9

秋田

● 石原二葉，井上賢治，増本美枝子，若倉雅登，富田剛司： 防腐剤添加ラタノプロストから防
腐剤無添加ラタノプロストへの変更．

第22回日本緑内障学会

2011.9 秋田

● 塩川美菜子，井上賢治，若倉雅登，富田剛司： 5種類のプロスタグランジン製剤の上眼窩溝
陥凹発現頻度の検討．

第22回日本緑内障学会

2011.9

秋田

● 比嘉利沙子，井上賢治，若倉雅登，富田剛司： 正常眼圧緑内障患者における持続型カルテオ
ロール点眼3 年間投与の効果．

第22回日本緑内障学会

2011.9 秋田

● 藤本隆志，井上賢治，比嘉利沙子，森山涼，河本ひろ美，南雲はるか，若倉雅登，富田剛司：
ラタノプロスト点眼薬からラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩配合点眼薬への変更． 第
22回日本緑内障学会

2011.9

秋田

● 高橋嘉子，井上結美子，柴田久子，多田聡美，若倉雅登，井上賢治，富田剛司： 緑内障点眼
薬識別法と誤認のリスク要因．

第22回日本緑内障学会

2011.9 秋田

● 藤谷欣也，大音清香，荒川和子，若倉雅登，井上賢治，富田剛司： 緑内障患者の不安に関す
る関わり．

第22回日本緑内障学会

2011.9 秋田

● 藤谷欣也，早川幸子，大音清香，荒川和子，若倉雅登，井上賢治： 緑内障患者の不安に対す

る関わりについて．

第22回日本緑内障学会

2011.9

秋田

● 井上賢治，若倉雅登，富田剛司： β遮断点眼薬からドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイ
ン酸塩配合点眼薬への変更．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10

東京

● 若倉雅登： 眼科医の落とし穴－眼瞼由来の不定愁訴とその解決
第65回日本臨床眼科学会 モーニングセミナー

2011.10

優しく読み解く眼瞼痙攣．

東京

● 若倉雅登，清澤源弘，山田昌和： 解決！眼と視覚の不定愁訴・不明愁訴
例集．第65回日本臨床眼科学会

その9）困った症

2011.10 東京

● 石原二葉，藤本隆志，徳田芳浩，若倉雅登，井上賢治： トリパンブルー液が硝子体腔に迷入
した６例７眼．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10

東京

● 大野尚登，井上賢治，若倉雅登： 非接触型広角観察系とHHVメニスカスレンズ併用硝子体手
術の利点．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10 東京

● 設楽恭子，豊田文彦，井上裕美，市邊義章，若倉雅登： ミトコンドリアDNA点変異を有する
３例の非典型的視神経症．第65回日本臨床眼科学会

2011.10 東京

● 瀬戸川章，井上賢治，比嘉利沙子，森山涼，若倉雅登，富田剛司：
トラボプロスト・チモロールマレイン酸塩配合点眼薬の眼圧下降効果． 第65回日本臨床眼科学
会

2011.10

東京

● 南雲はるか，井上賢治，若倉雅登，富田剛司： 防腐剤無添加ラタノプロスト点眼薬の眼圧下
降効果と安全性．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10

東京

● 野崎令恵，井上賢治，塩川美菜子，若倉雅登，富田剛司：
多施設による緑内障患者の実態調査2009年度版−高齢者と若年・中年者−． 第65回日本臨床眼科
学会

2011.10 東京

● 比嘉利沙子： IOL マスター（モデル500）でワンランク上の白内障手術を

これが、ワール

ドスタンダード－Yes, we need－．第65回日本臨床眼科学会ランチョンセミナー

2011.10

東

京
● 藤本隆志，石原二葉，徳田芳浩，若倉雅登，井上賢治： ブドウ膜欠損例の白内障手術成績．
第65回日本臨床眼科学会

2011.10 東京

● 槇千里，本多聖子，松森礼子，山崎幸加，井上賢治，若倉雅登： カラーレンズオクルーダー
眼鏡の試作とトライアル．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10

東京

● 山上明子： 抗アクアポリン４抗体陽性と陰性の自己免疫性視神経炎の比較検討．第65回日本
臨床眼科学会

2011.10

東京

● 大音清香： オーガナイザー「こんな患者にどう関わるか－ナースが悩む患者の訴え・不安・
自己主張－」．

第65回日本臨床眼科学会 ナーシングプログラム

2011.10 東京

● 槇千里，南雲はるか，山上明子，若倉雅登： 同名半盲様の視野を呈した１例．第82回神経眼
科勉強会

2011.11

東京

● 小澤優貴，小林香，向井章太，佐藤瑞恵，石井祐子，永野雅子，小口芳久，若倉雅登，井上
賢治：

１年以上経過観察できた非器質性視覚障害の検討．

第52回日本視能矯正学会

2011.11

神奈

川
● 柴田拓也，稲井隆太，西久保誠司，瀬谷剛史，石井祐子，藤本隆志，川添賢志，森山涼，井
上賢治：
東日本大震災における医療支援活動．

第52回日本視能矯正学会

2011.11 神奈川

● 土師かさね，柴田拓也，稲井隆太，新井啓介，石井祐子，井上賢治：
お茶の水・井上眼科クリニック検査室内のユニバーサルデザインの検討． 第52回日本視能矯正
学会

2011.11 神奈川

● 若倉雅登： 特別講演２座長 糸山泰人
学会総会・第6回アジア神経眼科学会
● 若倉雅登，三村治： 神経眼科
アジア神経眼科学会

2011.11

多発性硬化症と視神経脊髄炎．第49回日本神経眼科

2011.11 神戸

－診断から治療へ－．第49回日本神経眼科学会総会・第6回

神戸

● 河本ひろ美，山上明子，新井歌奈江，若倉雅登：
眼軸延長による眼位異常症例の手術前後の外眼筋の位置変化．第49回日本神経眼科学会総会・第
6回アジア神経眼科学会

2011.11

神戸

● 田中あゆみ，山上明子，若倉雅登：
眼痛主体の疼痛性障害に対する、選択的セロトニン再吸収阻害薬による治療．第49回日本神経眼
科学会総会・第6回アジア神経眼科学会

2011.11 神戸

● 南雲はるか，若倉雅登，石井賢二： 外傷性高次脳機能障害が示唆される視覚異常症例．第49
回日本神経眼科学会総会・第6回アジア神経眼科学会

2011.11

神戸

● 山上明子，若倉雅登： 成人の輻輳痙攣の5症例の検討．第49回日本神経眼科学会総会・第6
回アジア神経眼科学会

2011.11

神戸

● 菅原道孝，大野尚登，井上賢治，若倉雅登：
滲出型加齢黄斑変性に対するranibizumab 硝子体内投与の12ヶ月治療成績．第50回日本網膜硝子
体学会総会

第25回日本眼循環学会

2011.12

東京

● 徳田芳浩，眞鍋洋一： 座長 白内障「IOL縫着」．第35回日本眼科手術学会総会

2012.1 名

古屋
● 大木孝太郎，徳田芳浩，荒井宏幸，大内雅之： 屈折矯正白内障手術の準備と実際．第35回日
本眼科手術学会総会

2012.1

名古屋

● 大木孝太郎，稲村幹夫，徳田芳浩： みんなで学ぼう－こんな時はVまかせ－
PartⅠ．第35回日本眼科手術学会総会

ランチョンセミナー

2012.1

VISCO

Surgery

名古屋

● 大野尚登，井上賢治，若倉雅登： 非接触式広角観察系用角膜乾燥防止コンタクトレンズの使
用経験．第35回日本眼科手術学会総会
● 黒坂大次郎，比嘉利沙子： 座長
会

2012.1

名古屋

白内障「白内障手術切開創」．第35回日本眼科手術学会総

2012.1 名古屋

● 林殿宣，設楽恭子，森山涼，徳田芳浩，若倉雅登，井上賢治，吉富文昭：

眼内レンズが眼底に落下した症例に対する手術と術後経過．第35回日本眼科手術学会総会
2012.1

名古屋

● 比嘉利沙子，本多聖子，若倉雅登，井上賢治，大内雅之，魚里博： 片眼白内障術後に適応障
害が生じた一例の検討．第35回日本眼科手術学会総会

2012.1

名古屋

● 森山涼，設楽恭子，林殿宣，徳田芳浩，若倉雅登，井上賢治，吉富文昭：
隅角支持型前房レンズのループが術後経過中に強膜穿孔をきたした２症例．第35回日本眼科手術
学会総会

2012.1 名古屋

● 網中真由美，兵頭涼子，大音清香，小野和代，谷村久美，坂田辰男： 眼科領域における感染
対策に関する基礎調査．

第27回日本環境感染学会

2012.2

福岡

● 岩佐真弓，藤本隆志，山上明子，若倉雅登： エタンブトール視神経症の２症例．第83回神経
眼科勉強会

2012.2

東京

● 井上賢治，馬原知江，荒川和子，大音清香，千葉マリ，若倉雅登： 術後の患者が夜間安全に
過ごせるための照明の改善．

第7回東京都病院学会

2012.2

東京

● 大音清香，山川曜，藤谷欣也，若倉雅登，井上賢治： 当院外来診療におけるインシデントの
実態．

第7回東京都病院学会

2012.2

東京

学会発表
■西葛西

国際学会発表
● Katsumi O：
Visual function I patients with orthokeratology：The Japanese experience. The XIth
International Congress of Opththalmology and optometory in China April,
People’s Republic of China 2011,Shanghai
● Tachikawa T, Ueno R, Yuzurihara D, Mita T,Tanaka H, Katsumi O, Noda T, Ohnuma K：
Wavefront Analysis Of High-order Aberrations And Refractive Errors In Premature Children
After Diode Laser Treatment For Retinopathy Of Prematurity.
2011Annual meeting of the Association for Research in Vision and Ophthalmology. May, 2011
Fort Lauderdale, FL
● Tanaka H, Tachikawa T, Ueno R, Mizuno Y, Noda T, Katsumi O：
Correlation Between The Spherical Equivalent And Axial Length, Corneal Radius, Lens
Thickness, And Anterior Chamber Depth In Premature Infants During The
First Year Of Life. 2011Annual meeting of the Association for Research in Vision and

Ophthalmology. May, 2011 Fort Lauderdale, FL
● Iida H, Nakamura Y, Matsumoto H, Kawahata K, Koga J, Katsumi O：
Effect of Black Currant Anthocyanins on Elongation of Ocular Components in Chick Myopia
Models： Specific Structures of Anthocyanins are Essential for Inhibitory
Effect of Ocular Elongation. 2011Annual meeting of the Association for Research in Vision
and Ophthalmology. May, 2011 Fort Lauderdale, FL
● Katsumi O, Miyanaga Y, Tachikawa T, Inoue K：
Contrast Visual Acuities In Patients With Orthokeratology. 2011Annual meeting of the
Association for Research in Vision and Ophthalmology. May, 2011 Fort
Lauderdale, FL

国内学会発表
● 太刀川貴子，上野里都子，譲原大輔，三田哲子，石田友香，窪野裕久，野田徹，勝海修：
未熟児における、屈折、眼軸長、角膜曲率半径、水晶体厚の生後1年の変化． 第115回日本眼科
学会総会

2011.5

東京

● 宮崎紀行，岩﨑一絵，宮田真由美，勝海修，宮永嘉隆，井上賢治：
西葛西井上眼科こどもクリニックにて経験したWaardenburg 症候群の同胞例． 第36回日本小児
眼科学会

2011.7 京都

● 太刀川貴子，上野里都子，譲原大輔，三田哲子，勝海修，田中宏樹，野田徹，大沼一彦：
未熟児網膜症治療後の小児における角膜及び水晶体の高次収差．
2011.7

第36回日本小児眼科学会

京都

● 浅山恵子，勝海修：
小児しょう毛内反症患者に対する手術法の検討．

第36回日本小児眼科学会

2011.7

京都

● 福島梨紗，太刀川貴子，上野里都子，勝海修，窪野裕久，野田徹：
未熟児SGA（small for gestational age）児の角膜曲率半径． 第36回日本小児眼科学会

2011.7

京都
● 田中宏樹，太刀川貴子，上野里都子，水野嘉信，野田徹，勝海修：
１歳未満の未熟児の等価球面度数と各屈折要素との関係の検討．
2011.7

第36回日本小児眼科学会

京都

● 宮永嘉隆，中川尚，秦野寛，井上賢治：
新しいアデノウイルス迅速診断法「クイックナビ・アデノ」の臨床評価．
都

スリーサム2011 京

2011.7 京都

● 川添賢志，宮永嘉隆，菅原道孝，斎木裕，佐野英子，野崎康嗣，清水健太郎，田中夏世，井
上賢治：
Poststreptococcal syndrome uveitisと考えられた一例．スリーサム2011 京都

2011.7

京都

● 勝海修，宮田真由美，岩﨑一絵，横山潤奈，鶴岡三惠子，太刀川貴子，宮永嘉隆，井上賢治：

遠視性不同視における不同視と眼軸長の関連．

第47回日本眼光学学会総会

2011.9

東京

● 田中宏樹，太刀川貴子，上野里都子，三田哲子，勝海修，野田徹：
未熟児網膜症治療後の小児における角膜および水晶体の高次収差． 第47回日本眼光学学会総会
2011.9

東京

● 平間聡，斎藤昭子，上松映里，荒井桂子，宮永嘉隆，大音清香：
器械カウントシート方法の見直し－器械カウントシートの作成と試用−．
研究会

2011.9

第27回日本眼科看護

宮崎

● 吉崎美香，兼子登志子，松枝可奈子，武田美知子，酒井美智子，鶴岡三惠子，宮永嘉隆，大
音清香：
糖尿病パンフレットの作成を試みて－患者自身が判読できるパンフレットの検討． 第27回日本
眼科看護研究会

2011.9

宮崎

● 鶴岡三惠子，井上賢治，若倉雅登，宮永嘉隆：
井上眼科病院におけるロービジョン専門外来の実際．

第65回日本臨床眼科学会

2011.10

東

京
● 飯田博之，中村裕子，河端恵子，古賀仁一郎，勝海修：
ヒヨコ軸性近視モデルにおけるカシスの近視抑制作用．

日本ポリフェノール研究会

2011.11

東京
● 小林祐子，福嶋紀子，宮田真由美，荻嶋優，勝海修，宮永嘉隆，井上賢治：
西葛西井上眼科こどもクリニックでおこなわれている特徴のある検査について． 第52回日本視
能矯正学会

2011.11 横浜

● 挺屋孝子，齋藤恵美，大上瑞恵，宮田真由美，荻嶋優，勝海修，宮永嘉隆，井上賢治：
西葛西井上眼科こどもクリニックにおける小児コンタクトレンズの処方と実態． 第52回日本視
能矯正学会

2011.11 横浜

● 宮田真由美、齊藤瑞希、勝又麗子，林理子、鶴岡三惠子、勝海修、宮永嘉隆、井上賢治：
遠視児童及び弱視治療後における読書能力の検討．

第52回日本視能矯正学会

2011.11

横浜

● 川添賢志，設楽恭子，森山涼，徳田芳浩，若倉雅登，井上賢治，吉富文昭：
2.8mm 小切開眼内レンズ縫着術の術後成績．

第35回日本眼科手術学会総会

2012.1

名古屋

● 鶴岡三惠子：
最近の遮光眼鏡処方についての知識． 第35回日本眼科手術学会総会教育セミナー

2012.1 名

古屋
● 川添賢志：
東日本大震災における井上眼科病院災害支援チームの活動．

第7回東京都病院学会

東京
● 鶴岡三惠子：
井上眼科病院におけるロービジョン外来．

第7回東京都病院学会

2012.2

東京

2012.2

