著書
＜神経眼科＞
1.

根木

昭：視野を読む基本

眼科プラクティス 15 視野、根木 昭 編集、p2-22、

文光堂、東京、2007
2.

3.

中村

誠：視索・外側膝状体・視放線疾患と視野

根木

昭 編集、p214-218、文光堂、東京、2007

中村

誠：屈折異常と視神経乳頭

眼科プラクティス 15 視野、

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野保雄、樋

田哲夫 編集、p383、医学書院、東京、2007
4.

中村

誠：視神経・視路疾患

コロボーマ

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野

保雄、樋田哲夫 編集、p383、医学書院、東京、2007
5.

中村

誠：朝顔症候群 今日の眼疾患治療指針 第二版 田野保雄、樋田哲夫 編集、

p384、医学書院、東京、2007
6.

中村

誠：乳頭周囲ぶどう腫

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野保雄、樋田哲

夫 編集、p385、医学書院、東京、2007
7.

中村

誠：先天乳頭上膜、Bergmeister 乳頭遺残

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野保雄、樋田哲夫 編集、p387、医学書院、東京、2007
8.

中村

誠：乳頭部第一次硝子体過形成遺残

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野

保雄、樋田哲夫 編集、p387、医学書院、東京、2007
9.

中村

誠：虚血性視神経症

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野保雄、樋田哲夫

編集、p397、医学書院、東京、2007
10. 中村

誠：糖尿病と視神経萎縮

今日の眼疾患治療指針 第二版

田野保雄、樋田

哲夫 編集、p400、医学書院、東京、2007
11. 中村

誠：視神経萎縮 今日の眼疾患治療指針 第二版 田野保雄、樋田哲夫 編集、

p402、医学書院、東京、2007
12. 金森章泰：One Point Advice

半側空間無視

眼科プラクティス 15、根木

昭 編

集、p230-231、文光堂、東京、2007
13. 金森章泰：Topics OCT 解析と視野の相関

眼科プラクティス 15、根木 昭 編集、

p171-173、文光堂、東京、2007
14. 金森章泰：Topics HfaFiles

眼科プラクティス 15、根木 昭 編集、p158-159、

文光堂、東京、2007
15. 楠原あづさ：HRT 解析と視野の相関

眼科プラクティス 15、根木

昭 編集、

p174-175、文光堂、東京、2007

＜緑内障＞
1. 根木 昭：緑内障 標準眼科学 第 10 版、大野重昭、木下 茂 編集、p79-105、
医学書院、東京、2007
2.

根木

昭：緑内障 手術治療

今日の治療指針、山口

徹、北原光夫、福井次矢 編

集、p1019-1020、医学書院、東京、2007
3.

根木

昭：緑内障手術

眼科手術入門－絵で見る基本手技－、河野真一郎 編集、

p157-201、南江堂、東京、2007
4.

中村

誠：視神経乳頭形状・視神経周囲組織と視野異常の対応をどう同定するか？

眼科インストラクションコース 10 診療ガイドラインに準拠した視神経と視野に
よる緑内障診断完全マスター、谷原秀信 編集、p138-142、メジカルビュー社、東
京、2007
5.

中村

誠：実例で観る緑内障性視神経症の形状と機能(6)

性視神経症）

偽緑内障の鑑別（虚血

眼科インストラクションコース 10 診療ガイドラインに準拠した

視神経と視野による緑内障診断完全マスター、谷原秀信 編集、p162-165、メジカ
ルビュー社、東京、2007
6.

中村

誠：術翌日の診察ではここに注意しておこう！

眼科インストラクションコ

ース 14 トラベクレクトミー完全マスター、谷原秀信 編集、p138-139、メジカル
ビュー社、東京、2007
7.

中村

誠：緑内障は転倒・自動車事故の確率を増す？

眼科プラクティス 15 視

野、根木 昭 編集、p289、文光堂、東京、2007
8.

金森章泰：緑内障管理と視野

視野から見た病期分類

AGIS スコア 眼科プラク

ティス 15、根木 昭 編集、p132-133、文光堂、東京、2007
9.

金森章泰：緑内障の患者説明

正しい知識を伝えるための 3 ステップ

重要な関連

用語を押さえる！緑内障を理解するためのキーワード 18 眼科ケア 9、p118-129、
メディカ出版、東京、2007

＜網膜、硝子体＞
1.

井上正則：眼の合併症

糖尿病で失明しないために

糖尿病と上手に付き合おう、

老籾宗忠 監修、p26-33、燃焼社、2007
2.

本田

茂：網膜剥離、網膜分離症の視野

眼科プラクティス 15、根木

昭 編集、

p243-247、文光堂、東京、2007

＜白内障、水晶体＞
1.

金森章泰：球状水晶体 眼科プラクティス 18、p397、文光堂、東京、2007

＜角膜、結膜、強膜、コンタクトレンズ＞
1.

片上千加子：翼状片．眼科プラクティス 18

前眼部アトラス，大鹿哲郎

編集，

ｐ71－72，文光堂，東京，2007
2.

片上千加子：強膜軟化症．眼科プラクティス 18 前眼部アトラス，大鹿哲郎

編

集，ｐ113－114，文光堂，東京，2007
3.

片上千加子：palisades of
哲郎

4.

編集，ｐ135－138，文光堂，東京，2007

片上千加子：spheroid 角膜変性．眼科プラクティス 18 前眼部アトラス，大鹿哲
郎

5.

Vogt．眼科プラクティス 18 前眼部アトラス，大鹿

編集，ｐ237，文光堂，東京，2007

片上千加子：white limbal girdle．眼科プラクティス 18 前眼部アトラス，大
鹿哲郎 編集，ｐ239，文光堂，東京，2007

＜編集＞
1.

根木

昭：眼科プラクティス 15 視野、文光堂、東京、2007

2.

根木

昭：とっても身近な神経眼科

3.

山本

節：視能訓練士－スペシャリストへの道 第 5 版－、メディカル葵出版、東

あたらしい眼科 24(2)、p1551-1617、2007

京、2007

＜責任編集＞
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田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 13 角

膜外科のエッセンス、文光堂、東京、2007
2.

田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 14 ロ

ービジョンケアーガイド、文光堂、東京、2007
3.

田野保雄，樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 16 眼

内炎症疾患、文光堂、東京、2007
4.

田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 17 み

ん名の硝子体手術、文光堂、東京、2007
5.

田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科プラクティス 18 前

眼部アトラス、文光堂、東京、2007

