
平成 13 年度眼科学教室業績集（2000.4.~ 2001.3.） 	 

	 

Ⅰ．口演（学会等） 	 

	 

1.  平形明人（シンポジウム）：硝子体手術と角膜障害．第 7 回日本糖尿病眼学会総会，

東京，2001 年 	 3 月 16 日－18 日． 	 

	 

2.  川瀬英理子 1，田所惠子 2，小椋利彦 3，中福雅人 4，東範行 1，（1 国立小児，2 国立

小児研セ，3 奈良先端大，4 東京大神経生物）：Pax6,	 Pax2,	 Tbx5 遺伝子の転写調節

相互作用.	 日本眼科学会総会，2001 年 4 月 19 日． 	 

	 

3.  永本敏之，藤原隆明：新嚢内リングによる後発白内障の抑制－家兎眼での結果．第 105

回日本眼科学会総会，横浜，2001 年 4 月 19~21 日． 	 

	 

4.  河原澄枝，高間直彦，森村佳弘，岡田アナベルあやめ，樋田哲夫：ぶどう膜炎に合併

した眼内新生血管．第 105 回日本眼科学会，横浜，2001 年 4 月 19~21 日． 	 

	 

5.  森村佳弘，岡田アナベルあやめ，河原澄枝，林篤志，藤岡佐由理，樋田哲夫：有色家

兎眼における経瞳孔的温熱療法による組織変化と熱ショック蛋白等の発現．第 105

回日本眼科学会，横浜，2001 年 4 月 19~21 日． 	 

	 

6.  河原澄枝，岡田アナベルあやめ，森村佳弘，遠藤宣子，藤原隆朗：強膜炎および慢性

関節リウマチ患者の血清サイトカイン濃度．第 105 回日本眼科学会，横浜，2001 年 4

月 19~21 日． 	 

	 

7.  平形明人，樋田哲夫，忍足和浩，小田仁，三木大二郎，岡田アナベル：後部ぶどう腫

に合併する牽引性黄斑剥離あれういは黄斑分離に対する硝子体手術．第 105 回日本眼

科学会，横浜，2001 年 4 月 19~21 日.	 

	 

8.  西脇友紀，田中恵津子，小田浩一，岡田アナベルあやめ，樋田哲夫，藤原隆明：ロー

ビジョンケアに適した QOL 評価表の試作.	 第 105 回日本眼科学会，横浜，2001 年 4

月 19~21 日.	 

	 



9.  平形明人（シンポジウム）：内境界膜除去術の不成功例と合併症．第 105 回日本眼科

学会総会イブニングセミナー，横浜，2001 年 4 月 20 日． 	 

	 

10.  吉野啓：緑内障視神経乳頭の見方．練馬区眼科医会学術講演会，東京，2001 年 4 月

20 日． 	 

	 

11.  樋田哲夫：糖尿病網膜症に対する硝子体手術．第１0５回日本眼科学会総会教育口演，

横浜，2001 年４月 2１日． 	 

	 

12.  西脇友紀，田中恵津子，小田浩一 1，岡田アナベルあやめ，樋田哲夫，藤原隆明，（1

東京女子大）：ロービジョン患者の QOL 評価と潜在的ニーズ．日本ロービジョン学会,	 

横浜,	 2001 年 4 月 22 日． 	 

	 

13.  田中恵津子，西脇友紀，小田浩一 1，忍足和浩，樋田哲夫，藤原隆明，（1 東京女子大）：

固視眼の視機能 	 低下により斜視眼の読書能力が向上した症例．日本ロービジョン学

会,	 横浜,	 2001 年 4 月 22 日． 	 

	 

14.  Morimura	 Y,	 Okada	 AA,	 Hayashi	 A,	 Fujioka	 S,	 Kawahara	 S,	 Hida	 T:	 Dose-dependent	 

histology	 and	 heat	 shock	 and	 other	 protein	 expression	 in	 transpupillary	 

thermotherapy	 of	 normal	 pigmented	 rabbit	 eyes.	 Association	 for	 Research	 in	 

Vision	 and	 Ophthalmology.	 Ft.	 Lauderdale,	 Florida,	 Apr	 29,	 2001	 ﾐ	 May	 4,	 2001.	 

	 

15.  Kawahara	 S,	 Okada	 AA,	 Morimura	 Y,	 Endo	 N,	 Fujiwara	 T:	 A	 comparative	 study	 of	 

serum	 cytokines	 in	 scleritis	 patients	 with	 or	 without	 rheumatoid	 arthritis.	 

Association	 for	 Research	 in	 Vision	 and	 Ophthalmology.	 Ft.	 Lauderdale,	 Florida,	 

Apr	 29,	 2001	 ﾐ	 May	 4,	 2001.	 

	 

16.  Okada	 AA（ 招 請 講 演 ）： Transpupillary	 thermotherapy	 for	 subfoveal	 choroidal	 

neovascularization	 in	 Japan ． Association	 for	 Research	 in	 Vision	 and	 

Ophthalmology 学会，フォートラダデール（米国），May	 3,	 2001.	 

	 

17.  平形明人（招待講演）：最近の硝子体手術 1.糖尿病網膜症の手術手技 2.内境界膜剥離

は必要か．東邦大学眼科学術研究会，東京，2001 年 5 月 16 日． 	 



	 

18.  田中恵津子，西脇友紀，平形明人，小田浩一 1，藤原原隆明，（1 東京女子大）：ロー

ビジョン児の日常生活適応．日本小児眼科学会,	 東京,	 2001 年 5 月 19 日． 	 

	 

19.  M.Ogata,	 K.Oda,	 H.Kawashima,	 E.Tanaka,	 Y.Nishiwaki,	 K.Oshitari,	 T.Hida,	 

T.Fujiwara:	 Does	 insensitive	 peripheral	 retina	 contribute	 to	 night	 blindness	 

in	 patients	 with	 Retinitis	 Pigmentosa?,	 ARVO,	 Florida,	 May,	 2001.	 

	 

20.  永本敏之：（シンポジウム）：アトピー白内障の臨床．第 40 回日本白内障学会・シン

ポジウム「併発白内障の基礎と臨床」，福岡，2001 年６月 15-17 日． 	 

	 

	 

21.  浜由起子，今野公士，永本敏之，藤原隆明：自己閉鎖創の閉鎖率に対する年齢の影響．

第 16 回日本眼内レンズ屈折手術学会，福岡，2001 年 6 月 15~17 日． 	 

	 

22.  高島直子，河原澄江，森村佳弘，杉本敬，岡田アナベルあやめ，平形明人，樋田哲夫：

網膜剥離手術後に発生した交感性眼炎の 3 例．第 35 回日本眼炎症学会，東京，2001

年 6 月 29 日． 	 

	 

23.  東麻美，森村佳弘，河原澄枝，岡田アナベルあやめ，藤原隆朗：麻疹発症後に両眼視

神経乳頭炎をきたした１例．第 35 回日本眼炎症学会，東京，2001 年 6 月 29 日~7

月 1 日． 	 

	 

24.  高島直子，河原澄枝，森村佳弘，杉本敬，岡田アナベルあやめ，平形明人，樋田哲夫：

網膜剥離手術後に発症した交感性眼炎の３例．第 35 回日本眼炎症学会，東京，平成

13 年 6 月 29 日~7 月 1 日． 	 

	 

25.  平形明人（教育講演）：アトピー性皮膚炎の眼合併症；後眼部．九州眼科ブロック眼

科講習会，福岡，2001 年 6 月． 	 

	 

26.  西脇友紀，田中恵津子，小林章，尾形真樹，小田浩一 1（1 東京女子大），樋田哲夫，

藤原隆明：リハビ 	 リ導入期の患者を対象とした院内 O&M 講習会．第 10 回視覚障害リ

ハビリテーション協会研究発表大会,	 名古屋,	 2001 年 6 月． 	 



	 

27.  Okada	 AA,	 Takashima	 N,	 Kawahara	 S,	 Morimura	 Y,	 Sugimoto	 H,	 Hirakata	 A,	 Hida	 T:	 

Three	 cases	 of	 sympathetic	 ophthalmia	 after	 retinal	 detachment	 surgery	 in	 

HLA-DR4	 positive	 Japanese	 patients.	 Western	 Assoc	 for	 Vitreoretinal	 Education	 

(WAVE)	 meeting,	 Maui,	 Hawaii,	 Jul	 1-3,	 2001.	 

	 

28.  Hida	 T:	 Evaluation	 of	 Retinal	 Damage	 induced	 by	 Air/Fluid	 Exchange	 Using	 a	 Day	 

inclusion	 Test	 in	 Rabbit.	 W.A.V.E	 2001	 An	 International	 Vitreoretinal	 Symposium.	 

Maui,	 July	 1-3,	 2001.	 

	 

29.  平形明人（招待講演）：糖尿病網膜症．第 8 回葛飾糖尿病医会，東京，2001 年 7 月 2

日． 	 

	 

30.  齋藤博 	 :	 再発性球結膜乳頭腫.	 第 11 回 COST,	 東京，2001 年 7 月 6	 日． 	 

	 

31.  吉野啓：緑内障の薬物治療．新宿区眼科医会学術講演会，2001 年 7 月 7 日． 	 

	 

32.  平形明人（教育講演）：網膜剥離と病診連携－術者の立場から－．第 34 回日本眼科講習

会（東京ブロック講習会），東京，2001 年 7 月 8 日． 	 

	 

33.  平形明人（招待講演）：裂孔原性網膜剥離．第 39 回北日本眼科学会，札幌，2001 年 7

月 13 日-14 日． 	 

	 

34.  今野公士，河原澄枝，森村佳弘，岡田アナベルあやめ，藤原隆明：若年性腎障害に合

併した腎性網膜症の１例．第 18 回関東眼科学会，2001 年 7 月 7~8 日． 	 

	 

35.  平形明人（シンポジウム）：「網膜硝子体手術の適応と限界」からテーマ「裂孔原性網

膜剥離」．第 39 回北日本眼科学会，札幌，2001 年 7 月 13 日． 	 

	 

36.  本多美香子，平形明人，小田仁，杉本敬，樋田哲夫：中心窩下液体パーフルオロカー

ボンを除去した 1 例．第 39 回北日本眼科学会，札幌，2001 年 7 月 13 日． 	 

	 

37.  白石和恵，鎌田幸江，稲元妙子，山口美穂子，伊地知洋，守田好江，川瀬芳克：外来



散瞳後の羞明対策の検討．弟 17 回眼科看護研究会,	 大阪,	 2001 年 7 月 14 日.	 

	 

38.  井之川宗右，高間直彦，永本敏之，平形明人，樋田哲夫，藤原隆明：杏林アイセンタ

ーにおけるアトピー白内障の手術成績．第 39 回北日本眼科学会，札幌，2001 年 7 月

13~14 日． 	 

	 

39.  戸松千春，高間直彦，永本敏之，藤原隆明：水晶体偏位に対する前部硝子体膜温存を

意図した小切開水晶体全摘出＋IOL 縫着術．第 39 回北日本眼科学会，札幌，2001 年

7 月 13~14 日． 	 

	 

40.  三木大二郎：硝子体・網膜．平成 13 年度東京基礎眼科講習会，東京，平成１３年 7

月 21 日． 	 

	 

41.  吉野啓：細隙灯顕微鏡の使い方の実習（オーガナイザー），第 5 回多摩緑内障症例検

討会，三鷹，2001 年 8 月 4 日． 	 

	 

42.  高島直子，忍足和浩，平形明人，藤原隆明，後藤明輝 1，前川傑 1，藤岡保範 1，（1

杏林大学医学部病理学教室）：眼症状が初発であった natural	 killer	 cell	 lymphoma

の 1 例．第 19 回日本眼腫瘍研究会，東京，2001 年 9 月 1 日． 	 

	 

43.  岡田アナベルあやめ（招請講演）：眼炎症クリニックで遭遇する勘違い．慶応義塾大

学医学部眼科，東京，2001 年 9 月 13 日． 	 

	 

44.  吉野啓：緑内障の薬物治療．江東区眼科医会臨床懇話会，東京，2001 年 9 月 20 日．	 

	 

45.  扇谷晋,	 齋藤博,	 平形明人,	 藤原隆明,	 前川傑 1,	 藤岡保範 1，（1 杏林大学医学部病

理学教室）	 :	 基底細胞癌と鑑別を要した上眼瞼毛包上皮腫の 1 例.	 第 36 回眼回臨床

病理組織研究会，金沢，2001 年 9 月 21 日． 	 

	 

46.  扇谷晋，齋藤博，平形明人，藤原隆明，前川傑 1,	 藤岡保範 1，（1 杏林大学医学部病

理学教室）：上眼瞼毛包上皮腫の１例．第３６回眼科臨床病理組織研究会，金沢，2001

年９月２１日． 	 

	 



47.  樋田哲夫：網膜硝子体境界面病変の診断と手術．第２回城東地区眼疾患セミナー．東

京，2001 年９月 2１日． 	 

	 

48.  樋田哲夫：硝子体手術教育・手術手抜のコツと使用器具．第 6７回日本中部眼科学会，

金沢，2001 年 9 月 22 日． 	 

	 

49.  石垣純子,	 井之川宗右,	 三木大二郎,	 平形明人,	 忍足和浩,	 樋田哲夫：網膜剥離外来

手術の経験.	 第 36 回東京多摩地区眼科集談会,	 三鷹,	 2001 年 9 月 29 日.	 

	 

50.  平形明人（教育講演）：硝子体手術講習会．Advanced	 Vitreous	 Surgery	 Course	 In	 

Tokyo	 ，東京，2001 年 10 月 5 日－６日． 	 

	 

51.  平形明人：後部ぶどう腫に合併する牽引性黄斑剥離あるいは黄斑分離に対する硝子体

手術．硝子体手術講習会，東京，2001 年 10 月 5 日-６日． 	 

	 

52.  永本敏之（特別講演）：難症例の白内障手術．第 25 回眼科手術勉強会，郡山，2001

年 10 月６日． 	 

	 

53.  平形明人（シンポジウム）：内境界膜と網膜硝子体手術－内境界膜の役割̶．第 55 回日

本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14 日． 	 

	 

54.  永本敏之（シンポジウム）：正常房水で後発白内障を予防できる．第 55 回日本臨床眼

科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14 日． 	 

	 

55.  中野敦雄，永本敏之，浜由起子，藤原隆明，宮田和典 1，鮫島智一 1（1 宮田眼科）：

トリパンブルー前嚢染色を用いた白色白内障の手術成績と角膜内皮細胞減少率．第

55 回日本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14 日． 	 

	 

56.  御子柴伸彦，山本晃，忍足和浩，田中恵津子，樋田哲夫：大学病院眼科における新し

い情報処理システムの構．第 55 回日本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14

日． 	 

	 

57.  平形明人：術後急性眼内炎への対応・間に合った症状と間に合わなかった症例．第



55 回日本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14 日． 	 

	 

58.  岡田アナベルあやめ，森村佳弘，河原澄枝，宮本裕子，平形明人，樋田哲夫：加齢黄

斑変性の中心窩脈絡膜新生血管に対する経瞳孔的温熱療法：平均 1 年間の経過．第

55 回日本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 11 日-14 日． 	 

	 

	 

59.  若林俊子，河原澄枝，森村佳弘，宮本祐子，岡田アナベルあやめ，樋田哲夫：杏林ア

イセンターにおける眼炎症疾患の臨床検討．第 55 回日本臨床眼科学会，京都，2001

年 10 月 12 日． 	 

	 

60.  岡田アナベルあやめ，森村佳弘，河原澄枝，宮本祐子，平形明人，樋田哲夫：加齢黄

斑変性の中心窩下脈絡膜新生血管に対する経瞳孔的温熱療法：平均１年間の経過．第

55 回日本臨床眼科学会，京都，2001 年 10 月 12 日． 	 

	 

61.  川瀬英理子，東範行 1，塩田曜子２、熊谷昌明２，（1 国立小児眼科，２国立小児血液

腫瘍科）：乳児に認められた骨髄移植後網膜症の一例．日本臨床眼科学会総会，2001

年 10 月 13 日． 	 

	 

	 

	 

62.  若林俊子,	 森村佳弘,	 宮本裕子,	 岡田アナベルあやめ 	 :当科における涙小管断裂の

術後成績.	 第 3 回西東京眼科フォーラム,	 三鷹,	 2001 年 10 月 27 日.	 

	 

63.  西脇友紀，田中恵津子，小田浩一 1，金井あずさ 1，平形明人，樋田哲夫，藤原隆明

（1 東京女子大）：ロービジョンから見たバリアフリーの病院建築．第 3 回西東京眼

科フォーラム,	 東京,	 2001 年 10 月 27 日． 	 

	 

64.  根間千秋，高島直子，忍足和浩：当科における涙小管断裂の術後成績．第 3 回西東京

眼科フォーラム，東京，2001 年 10 月 27 日． 	 

	 

65.  永本敏之（招請講演）：アトピー白内障．東京都眼科医会卒後研修研究会，東京，2001

年 10 月 27 日． 	 



	 

66.  田村智則：診断に苦慮した視神経症の１例．第 3 回西東京眼科フォーラム，東京，2001

年 10 月 27 日． 	 

	 

67.  西脇友紀，田中恵津子，金井あずさ 1，小田浩一 1，樋田哲夫，藤原隆明（1 東京女

子大）：ロービジョン 	 からみたバリアフリーの病院建築 2．弟 55 回日本臨床眼科学

会,	 京都,	 2001 年 10 月． 	 

	 

68.  永本敏之（特別講演）：難症例の白内障手術．第 2 回亀田総合病院眼科学術講演会，

千葉，2001 年 11 月 10 日． 	 

	 

69.  Tanaka	 E,	 Oda	 K,	 Nishiwaki	 Y,	 Oshitari	 K,	 Okada	 AA,	 Hirakata	 A:	 Scotomoa	 location	 

and	 reading	 ability	 in	 patients	 with	 parafoveal	 telangiectasia.	 American	 

Academy	 of	 Ophthalmology,	 New	 Orleans,	 Nov	 11,	 2001.	 

	 

70.  Okada	 AA,	 Takashima	 N,	 Wakabayashi	 T,	 Kawahara	 S,	 Morimura	 Y:	 Sympathetic	 

ophthalmia	 after	 retinal	 detachment	 surgery.	 American	 Uveitis	 Society,	 New	 

Orleans,	 Nov	 11,	 2001.	 

	 

71.  Shiraga	 F,	 Hirakata	 A,	 Ogura	 Y,	 Ohji	 M,	 Okada	 AA,	 Tano	 Y,	 Kokame	 GT,	 McCuen	 BW	 :	 

Frontiers	 in	 the	 management	 of	 macular	 disorders	 in	 Japan.	 105th	 Annual	 Meeting	 

of	 the	 American	 Academy	 of	 Ophthalmology,	 New	 Orleans	 LA	 ，Nov	 12,	 2001.	 
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18.  野編．東京，文光堂，72~75，2001 年． 	 

	 

19.  齋藤博 	 :	 角膜移植の術後管理 	 A.免疫抑制薬の使い方 	 ２シクロスポリンの使用法

（内服・点眼） 	 角膜移植ガイダンス．坪田一男,	 島崎潤,	 新村重人編 	 ．南江堂，



2001 年． 	 

	 

20.  小田仁，平形明人：裂孔原性網膜剥離．硝子体手術 ABC	 ．池田恒彦（編）．東京，

MEDICAL	 VIEW， 84-89,	 2001 年． 	 

	 

21.  小田仁，	 平形明人：網膜剥離、増殖性硝子体網膜症．	 眼科診療プラクティス Vol.5	 

No4： 70-73,	 2002 年． 	 

	 

22.  川瀬英理子，東範行：眼科診療プラクティス 69 裂孔原性網膜剥離．治療の原点「乳

幼児の裂孔原性網膜剥離への対応」．東京，文光堂，97，2001 年． 	 

	 

	 

Ⅳ．その他 	 

	 

1.  平形明人：Eye	 Surgery	 バトルロイヤル 	 網膜硝子体手術シリーズ 	 第 6 回 	 眼内炎．

眼紀 	 ，52:75-79,	 2001 年． 	 

	 

2.  平形明人：眼の病気「網膜剥離」．陸奥新報，2001 年 5 月 16 日． 	 

	 

3.  平形明人：家庭で役立つ医学「網膜剥離：アトピー性皮膚炎も一因」．民報，2001 年

5 月 22 日． 	 

	 

4.  平形明人：眼の病気「網膜剥離」．徳島新聞，2001 年 6 月 3 日． 	 

	 

5.  平形明人：眼の病気「網膜剥離」．鹿児島新報，2001 年 7 月 22 日． 	 

	 

6.  平形明人：NHK	 BS2「健康ほっとライン」．眼の病気，2001 年 7 月 25 日． 	 

	 

7.  永本敏之：TV 出演、健康ホットライン「お答えします眼の病気」．NHK 衛星放送第 2，
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8.  岡田アナベルあやめ：「30~40 代、目に異常」．夕刊フジインタビュー，2001 年 11
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9.  永本敏之：アトピー性白内障．週刊文春，2002 年 1 月 24 日号，134，2002 年． 	 

	 

10.  岡田アナベルあやめ：「Listening	 to	 an	 Interview」．NHK ラジオ英会話インタビュ
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