原著
英文
＜緑内障＞
1.

Nakamura M, Darthad U, Tatsumi Y, Fujioka M, Kusuhara A, Maeda H, Negi
A：Agreement of rebound tonometer in measuring intraocular pressure with
three

types

of

applanation

tonometers.

Am

J

Ophthalmol.

Aug;142(2):332-334.2006.
2.

Kanamori A, Nagai-Kusuhara A, Escano MF, Maeda H, Nakamura M, Negi A：
Comparison of confocal scanning laser ophthalmoscopy, scanning laser
polarimetry and optical coherence tomography to discriminate ocular
hypertension and glaucoma at an early stage. Graefes Arch Clin Exp
Ophthalmol. Jan;244(1):58-68.2006.

3.

Nagai-Kusuhara A, Nakamura M, Mukuno H, Kanamori A, Negi A, (Gail M
Seigel)：cAMP-responsive element binding protein mediates a cGMP/protein kinase
G-dependent anti-apoptotic signal induced by nitric oxide in retinal neuro-glial
progenitor cells. Exp Eye Res. Jan;84(1), 152-162, 2007.

4.

Nakanishi Y, Nakamura M, Mukuno H, Kanamori A, (Seigel GM), Negi A：
Latanoprost rescues retinal neuro-glial cells from apoptosis by inhibiting
caspase-3, which is mediated by p44/p42 mitogen-activated protein kinase. Exp
Eye Res. Nov;83(5):1108-1117.2006.

＜神経眼科＞
1.

Kusuhara S, Nakamura M, Nagai-Kusuhara A, Nakanishi Y, Kanamori A, Negi
A：Macular thickness reduction in eyes with unilateral optic atrophy detected
with optical coherence tomography. Eye. Aug;20(8): 882-887.2006.

2.

Nakanishi Y, Nakamura M, Tatsumi Y, Nagai-Kusuhara A, Negi A ：
Quantification of retinal nerve fiber layer thickness reduction associated with a
relative

afferent

pupillary

defect.

Ophthalmol.Nov;244(11):1480-1484.2006.

Graefes

Arch

Clin

Exp

＜網膜・硝子体＞
1.

(Uemura A), Kusuhara S, (Wiegand SJ), (Yu RT), (Nishikawa S).：Tlx acts as a
proangiogenic switch by regulating extracellular assembly of fibronectin
matrices in retinal astrocytes. J Clin Invest. 116(2): 369-377.2006.

2.

(Uemura A), Kusuhara S, (Katsuta H), (Nishikawa S).：Angiogenesis in the
mouse retina: a model system for experimental manipulation. Exp Cell Res.
312(5): 676-683.2006.

3.

Imai H, Honda S, Nakanishi Y, Yamamoto H, Tsukahara Y, Negi A. ：Different
transitions of multifocal electroretinogram recordings between patients with
age-related macular degeneration and polypoidal choroidal vasculopathy after
photodynamic therapy. Br J Ophthalmol. Dec;90(12):1524-30.2006.

＜ぶどう膜＞
1.

(Sakuta T),(Morita Y), Sakai J,et al.：A case of Vogt-Koyanagi-Harada disease
that developed relapsing polychondritis. Mod Rheumatol 15 : 204-206.2006.

和文
＜緑内障＞
1. 金森章泰、楠原あづさ、辰巳康子、藤岡美幸、前田秀高、中村 誠、根木 昭：緑
内障眼における GDx-VCC，光干渉断層計，HRT ならびに視野障害に対する相関

日

本眼科学会雑誌 110：180-187、2006.

＜腫瘍、眼窩＞
1. （服部昌子）
、金森章泰、
（久保木香織、有馬由里子、西口 文、宮脇貴也、廣井佳
野、高木

均、栗山晶治、隈部洋平）：頭蓋内進展を伴ったアスペルギルス性眼窩

先端部症候群の 2 例 臨床眼科 60：769-773、2006.
2. 兼森良和：磁気共鳴画像（MRI）による眼瞼下垂術前挙筋機能評価

あたらしい眼

科 23：555-558、2006.
3. 椋野美津子、西崎雅也、野村耕治、山本節：兵庫県立こども病院における網膜芽細
胞腫に対する chemoreduction の治療成績

眼臨 100：479-483、2006.

4. 小西貴之、中筋康夫、井上正則：著名な眼症状を呈した眼窩腫瘍の２症例 あたら
しい眼科 23(4)：547-550、2006.

＜角膜、結膜、強膜、コンタクトレンズ＞
1. 利倉寛昌、椋野洋和、藤岡美幸、片上千加子：羊膜移植術が奏功しなかった Mooren
潰瘍の 1 例

眼科手術 19：393-396、2006.

＜網膜、硝子体＞
2. （鎌尾浩行）、坂井 譲、（渡邊一郎、作田建夫、柏原直樹、）田淵昭雄：多発性
後局部網膜色素上皮症を合併した再発性多発軟骨炎の１例

眼紀 56：842-846、

2005.
3. （鎌尾浩行）、坂井 譲、（加藤夕紀子、西村昌之、桐生純一、和田秀穂）：胞状
網膜剥離および脈絡膜剥離を呈した急性骨髄性白血病の１例

臨床眼科 60：

1781-1785、 2006.
4. 籠谷保明、金森敬子、近藤直士：硝子体トリプル手術後に膨隆虹彩をきたした 3 例
眼科手術 19(4)：529-533、2006.
5. 中西頼子、今井尚徳、本田

茂、山本博之、根木 昭：中心窩下脈絡膜新生血管に

対する経瞳孔温熱療法の治療成績 臨床眼科 60(4)：577-580、2006.

＜白内障＞
1. （鈴木克彦）、坂井譲、（舩田雅之）：80 歳以上の高齢者に対する白内障手術―
術後視力についての検討―

眼臨 100：1-3、2006.

総説
＜緑内障＞
1. 根木

昭：血管新生緑内障の病態と管理 日本の眼科 77(8)、p957-962、2006

2. 野村耕治：緑内障の原因と治療

周産期医学 36(4)

特集：新生児の眼科疾患、

p463-467、東京医学社、東京、2006
3. 中村

誠：トラベクレクトミーの実際

Frontiers in Glaucoma 7(4)、p164-173、

2006
4. 中村

誠：真性小眼球症に関連した続発緑内障 眼科手術 19(3)、p305-308、2006

5. 中村

誠：緑内障セミナー

73. 新しい眼圧計アイケア

あたらしい眼科 23(7)、

p893-894、2006
6. 中村

誠：緑内障セミナー

75. 新しい眼圧計 PASCAL あたらしい眼科 23(9)、

p1185-1186、2006
7. 中村

誠：今月の話題 新しい眼圧計 臨床眼科 60(9)、p1557-1561、2006

8. 中村

誠：どこまで進んだ分子病態の解明と標的治療

緑内障性視神経症 臨床眼

科 60(2)、p144-151、2006
9. 山田裕子：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

疾患・検

査・治療についての正しい知識を身に付ける！ 緑内障ではこんな治療を行う

眼

科ケア 9 巻 2 号、p154-164、2007
10. 金森章泰：目でみるシリーズ

緑内障手術の実践

トラベクロトミーの実際

Frontiers in Glaucoma 7、p119-125、メディカルレビュー社、東京、2006

＜神経眼科＞
1. 根木

昭：眼科疾患と頭痛

2. 中村

誠：形態検査による視神経乳頭部の診かた 3. 光干渉断層計

p1347-1354、2006

Medicina43(11)、p1874-1875、2006
眼科 48(10)、

3. 中村

誠：Leber 病の対光反応・中心フリッカー所見

日本医事新報 4272、p113、

2006

＜小児眼科、斜視、弱視、屈折＞
1. 山本

節：小児眼科症例から学ぶ 眼臨 100、p252-254、2006

2. 山本

節：小児眼科の救急疾患 小児歯科臨床 11(12)、p29-33、2006

3. 野村耕治：交代性上斜位の治療法 あたらしい眼科 23(6)

特集：もっと知りたい、

斜視・弱視、p749-754、メディカル葵出版、東京、2006
4. 野村耕治：乳幼児の眼底検査

沈静・抑制薬 日本医事新報 4304、p97、日本医事

新報社、東京、2006
5. 野村耕治：視力はどのように発育し完成していくのでしょうか

小児歯科臨床

11(12) 特集：子どもの健康管理－1.眼－ 月刊小児歯科臨床、p12-17、東京、2006
6. 野村耕治：アレルギーによる眼の病気

小児歯科臨床 11(12)

特集：子どもの健

康管理－1.眼－ 月刊小児歯科臨床、p18-22、東京、2006

＜角膜、結膜、強膜、コンタクトレンズ＞
1. 片上千加子：目の生活習慣病

ドライアイ・眼精疲労

小児歯科臨床 第 11 巻第

12 号、東京臨床出版、ｐ23-28、東京、2006
2. 片上千加子、中真衣子：生涯教育講座

角結膜疾患

Mooren 潰瘍

兵庫県眼科医

会報 170、2006
3. 片上千加子：生涯教育講座

角結膜疾患

帯状角膜変性

兵庫県眼科医会報 171、

2006
4. 片上千加子：生涯教育講座

角結膜疾患 羊膜移植

兵庫県眼科医会報 172、2006

5. 片上千加子：生涯教育講座

角結膜疾患 強膜軟化症

兵庫県眼科医会報 173、
2006

6. 坂井

譲：流行性角結膜炎対策 院内感染べからず集、寺田喜平、二木芳人 編集、

p34-39、中外医学社、2006
7. 田口浩司：各種中心角膜厚測定の比較 あたらしい眼科 23(4)、p477-478、2006
藤岡美幸：眼科講座 角膜形状異常について クラーリヒト平成 18 年度

＜網膜、硝子体＞
1. 渡辺弥生：飛蚊症

兵庫県医師会広報誌 Pulse Vol.8(10)、2006

著書
<神経眼科>
1. 井上正則：糖尿病視神経症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編

集、p303、文光堂、東京、2006
2. 井上正則：劣性遺伝性視神経症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保

雄 編集、p309、文光堂、東京、2006
3. 野村耕治：結節性硬化症 眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編集、
p277、文光堂、東京、2006
4. 野村耕治：脳三叉神経血管腫症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保

雄 編集、p279、文光堂、東京、2006
5. 中村

誠：神経眼科的合併症

2. 視神経症

眼科プラクティス７－糖尿病眼合併

症の診療指針－、樋田哲夫 編集、p200-203、文光堂、東京、2006
6. 中村

誠：網膜有髄神経線維

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、
田野保雄 編

集、p273、文光堂、東京、2006
7. 中村

誠：SSOH

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編集、p292、

文光堂、東京、2006
8. 中村

誠：前部虚血性視神経症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保

雄 編集、p297-298、文光堂、東京、2006
9. 中村

誠：後部虚血性視神経症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保

雄 編集、p299、文光堂、東京、2006
10. 中村

誠：視神経網膜炎 眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編集、

p300、文光堂、東京、2006
11. 中村

誠：中毒性視神経症

①エタンブトール

眼科プラクティス 12－眼底アト

ラス－、田野保雄 編集、p305、文光堂、東京、2006

12. 中村

誠：Leber 遺伝性視神経症 眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保

雄 編集、p308、文光堂、東京、2006
13. 中村

誠：若年性優性遺伝性視神経症

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、

田野保雄 編集、p309、文光堂、東京、2006
14. 中村

誠：うっ血乳頭

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編集、

p310-311、文光堂、東京、2006
15. 中村

誠：頭蓋内圧亢進を伴わない乳頭腫脹

眼科プラクティス 12－眼底アトラ

ス－、田野保雄 編集、p312、文光堂、東京、2006
16. 中村

誠：単性視神経萎縮

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編

集、p313、文光堂、東京、2006
17. 中村

誠：炎性視神経萎縮・網膜性視神経萎縮

眼科プラクティス 12－眼底アト

ラス－、田野保雄 編集、p314、文光堂、東京、2006

<小児眼科、斜視、弱視、屈折>
1. 山本

節：先天白内障 今日の小児治療指針 第 14 版 大関武彦、古川

斬、横

田俊一郎編集、医学書院、東京、2006
2. 野村耕治：視能障害学 視能訓練士－スペシャリストへの道

第 4 版－、山本 節

編集、p161-171、メディカル葵出版、東京、2006
3. 野村耕治：眼疾患
古川

鼻涙管閉塞・流涙 今日の小児治療指針 第 14 版、大関武彦、

斬、横田俊一郎 編集、p642、医学書院、東京、2006

<緑内障>
1. 根木

昭：先天緑内障 今日の小児治療指針 第 14 版 大関武彦、古川

斬、横

田俊一郎編集、p644-645、医学書院、東京、2006
2. 根木
根木

昭：緑内障診療の進め方 眼科プラクティス 11－緑内障診療の進めかた－、
昭編集、p2-27、文光堂、東京、2006

3. 野村耕治：他の先天異常を伴う発達緑内障

眼科プラクティス 11－緑内障診療の

進めかた－、根木
4. 中村

昭 編集、p116-119、文光堂、東京、2006

誠：眼圧測定に関連した角膜上皮障害と院内感染を防ごう！

ラクションコース

7.緑内障

眼科インスト

－細隙灯顕微鏡診断完全マスター－、谷原秀信 編

集、p124-127、メジカルビュー社、東京、2006
5. 中村

誠：前眼部の発達・構造異常を伴う緑内障

緑内障３分診療を科学する！、

吉川啓司、松元 俊 編集、p158-159、中山書店、東京、2006
6. 中村

誠：早発型発達緑内障．2. 診断と管理 眼科プラクティス 11－緑内障診療

の進めかた－、根木 昭 編集、p110-112、文光堂、東京、2006
7. 中村

誠：小児緑内障の術後視機能評価のポイント

障診療の進めかた－、根木
8. 中村

眼科プラクティス 11－緑内

昭 編集、p124、文光堂、東京、2006

誠：緑内障と complementary medicine 眼科プラクティス 11－緑内障診療

の進めかた－、根木 昭 編集、p285、文光堂、東京、2006
9. 中村
根木

誠：羊膜を用いた修復

眼科プラクティス 11－緑内障診療の進めかた－、

昭 編集、p333、文光堂、東京、2006

10. 山田裕子：無作為化比較試験から得たエビデンス

EGPS

眼科プラクティス 11－

緑内障診療の進めかた－、根木 昭 編集、p428-431、文光党、東京、2006
11. 田口浩司：無作為化比較試験から得たエビデンス CNTGS

眼科プラクティス 11－

緑内障診療の進めかた－、根木 昭 編集、p425-428、文光党、東京、2006
12. 金森章泰：無作為化比較試験から得たエビデンス AGIS
内障診療の進めかた－、根木
13. 金森章泰：One Point Advice

眼科プラクティス 11－緑

昭 編集、p414-416、文光堂、東京、2006
非典型的視野障害

眼科プラクティス 11－緑内障

診療の進めかた－、根木 昭 編集、p234-236、文光堂、東京、2006
14. 金森章泰：検査の実際と評価のポイント 眼圧測定

その他の眼圧測定法 眼科プ

ラクティス 11－緑内障診療の進めかた－、根木 昭 編集、p130-131、文光堂、東
京、2006

15. 金森章泰：病型別診断と治療

続発緑内障

11－緑内障診療の進めかた－、根木

水晶体起因緑内障 眼科プラクティス

昭 編集、p63-65、文光堂、東京、2006

16. 楠原あづさ：無作為化比較試験から得たエビデンス EMGT 眼科プラクティス 11－
緑内障診療の進めかた－、根木 昭 編集、p419-422、文光堂、東京、2006
17. 藤岡美幸：無作為化比較試験から得たエビデンス OHTS 眼科プラクティス 11－緑
内障診療の進めかた－、根木

昭 編集、p422-425、文光堂、東京、2006

18. 辰巳康子：無作為化比較試験から得たエビデンス CIGTS

眼科プラクティス 11－

緑内障診療の進めかた－、根木 昭 編集、p417-419、文光堂、東京、2006

<網膜、硝子体>
1. 根木

昭：網膜光障害

眼科プラクティス 12－眼底アトラス－、田野保雄 編集、

p337、文光堂、東京、2006
2. 井上正則：糖尿病と眼動脈血流 眼科プラクティス７－糖尿病眼合併症の治療指針
－、樋田哲夫 編集、p38-40、文光堂、東京、2006

＜編集＞
1. 根木

昭：緑内障診療の進めかた 眼科プラクティス 11、文光堂、東京、2006

2. 山本

節

編集、鵜飼一彦、関谷善文、初川嘉一 編集協力：視能訓練士－スペシ

ャリストへの道 第 4 版－、メディカル葵出版、東京、2006

＜責任編集＞
1. 田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：糖尿病眼合併症の診療指針

眼科プラクティス７、文光堂、東京、2006
2. 田野保雄、樋田哲夫、根木
病理

昭、坪田一男、大鹿哲郎、石橋達朗：今すぐ役立つ眼

眼科プラクティス 8、文光堂、東京、2006

3. 田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：屈折矯正完全版 眼科プラ

クティス 9、文光堂、東京、2006

4. 田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼科外来必携

眼科プラク

ティス 10、文光堂、東京、2006
5. 田野保雄、樋田哲夫、根木

昭、坪田一男、大鹿哲郎：眼底アトラス

ティス 12、文光堂、東京、2006

眼科プラク

学会・研究会発表
1 月 21 日 第 28 回兵庫県緑内障研究会（於：神戸市）
Rebound tonometer（アイケア）と applanation tonometer の一致性
中村 誠、辰巳康子、藤岡美幸、
楠原あづさ、田口浩司、根木 昭
1 月 27－29 日 第 29 回日本眼科手術学会（於：東京都）
教育セミナー 緑内障手術－代表的な術式の適応と基本手技－
トラベクロトミー
根木 昭
教育セミナー 小児白内障手術の術後管理
山本 節
インストラクションコース

羊膜移植 疾患別治療戦略 緑内障
片上千加子、中村 誠、
（島崎 潤、田 聖花、
五十嵐羊羽、外園千恵、小林 顕）

一般講演
前頭筋吊り上げ術による先天眼瞼垂成人例の治療
兼森良和
漏出濾過胞に対する羊膜併用濾過胞修復術の術後経過
楠原あづさ、辰巳康子、藤岡美幸、
田口浩司、中村 誠、根木 昭
滲出型加齢黄斑変性に対する経瞳孔温熱療法と光線力学療法の治療効果の比較
今井尚徳、平林宏章、近藤直士、中西頼子、
本田 茂、山本博之、塚原康友、根木 昭
黄斑浮腫に対するトリアムシノロン後部テノン嚢下反復投与の検討
近藤直士、今井尚徳、中西頼子、本田 茂、
山本博之、塚原康友、根木 昭
2 月 9－11 日 第 30 回角膜カンファレンス・第 22 回日本角膜移植学会（於：東京都）
全層角膜移植前後における国内提供角膜内皮細胞の変化
藤岡美幸 平林宏章、
（石原香織、渡邊和誉）
、
椋野洋和、田口浩司、片上千加子
モーレン潰瘍穿孔に対する表層角膜移植術後に強膜潰瘍を生じた１例
中真衣子、
（森井香織）
、水澤志保子、

安澄衛一郎、片上千加子
2 月 10 日 第 8 回兵庫県網膜硝子体研究会（於：兵庫県）
硝子体手術セッティング編 Part2
塚原康友
2 月 11 日 第 17 回眼瞼・義眼床手術研究会（於：神戸市）
眼瞼 MRI による眼瞼の解剖と眼瞼下垂手術への応用
兼森良和
2 月 17 日 R175 眼科勉強会（於：兵庫県）
当科での黄斑上膜に対する硝子体手術の成績
籠谷保明、金森敬子
2 月 23 日 World Ophthalmology Congress ,
XXX International Congress of Ophthalmology (於：San Paulo)
Symposium: Basic and clinical aspects of open-angle glaucoma
Genetic studies for POAG in Japan
Akira Negi
3 月 10－12 日 第 12 回日本糖尿病眼学会総会（於：東京都）
自然発症糖尿病ラット網膜の glial fibrillary acidic protein の発現様式
中村 誠、中西頼子、根木 昭
血管新生緑内障に対するトラベクレクトミーの工夫
金森章泰、（久保木香織、服部昌子、有馬由里子、
西口 文、大音壮太郎、宮本紀子、高木 均）
3 月 11 日 第 25 回神戸中央市民病院眼科オープンカンファレンス（於：神戸市）
顔面神経麻痺に伴う眼瞼の障害とその手術治療
兼森良和
滲出型加齢黄斑変性に対する経瞳孔温熱療法と光線力学療法の治療効果の比較
今井尚徳、平林宏章、近藤直士、中西頼子、
本田茂、山本博之、塚原康友、根木昭
4 月 13 日 第 11 回眼創傷治癒研究会（於：大阪府）
外科的治療を要した重症春季カタルの一例

片上千加子

4 月 13 日－16 日 第 110 回日本眼科学会総会（於：大阪府）
シンポジウム
視覚の発生・再生と神経保護
網膜内インスリン/IGF-1 シグナル情報伝達と神経保護作用
中村 誠
一般講演
自己血由来プラスミンを使用した Stage5 未熟児網膜症に対する硝子体手術
塚原康友、本田 茂、今井尚徳、近藤直士、根木 昭、
藤井繁樹、
（横山直樹、平田 憲、谷原秀信）
自然発症糖尿病ラットにおける初期網膜変化
中西頼子、中村 誠、根木 昭
Bisphosphonate による培養ヒト網膜色素上皮細胞の血管新生遺伝子発現の制御
今井尚徳、近藤直士、本田 茂、塚原康友、根木 昭
前房深度に対する機種間中心角膜厚の一致性
藤岡美幸、辰巳康子、楠原あづさ、
前田秀高、中村 誠、根木 昭
Fibronectin による培養ヒト網膜色素上皮細胞（ARPE-19）の遺伝子発現様式の変化
近藤直士、本田 茂、今井尚徳、塚原康友、根木 昭
4 月 30 日－5 月 4 日 ARVO2006（於：Fort Lauderdale）
Autologous Plasmin Assisted Vitrectomy for Stage 5 Retinopathy of Prematurity
Yasutomo Tsukahara, Shigeru Honda, Hisanori Imai,
Naoshi Kondo,Shigeki Fujii,(Naoki Yokoyama,
Akira Hirata, Hidenobu Tanihara), Akira Negi
Nitric oxide rescues retinal neurons from apoptosis through a cGMP / protein kinase
G pathway that activates cAMP-responsive element binding protein
Azusa Kusuhara, Makoto Nakamura, Hirokazu Mukuno,
Akiyasu Kanamori, Akira Negi, (Gail M. Seigel)
Neural and Glial Change at Early Stage in Spontaneous Diabetes Torii rats
Yoriko Nakanishi, Makoto Nakamura, Akira Negi
Bisphosphonate Regulates the Angiogenetic Gene Expression of the ARPE19
Hisanori Imai, Shigeru Honda, Naoshi Kondo,
Yasutomo Tsukahara, Akira Negi
Agreement of three types of instruments in measuring central corneal thickness and
the association with the anterior depth.

Miyuki Fujioka, Yasuko Tatsumi, Azusa Kusuhara, Koji Taguchi,
Hidetaka Maeda, Makoto Nakamura, Akira Negi
The Alteration of Gene Expression Profiles of Cultured Retinal Pigment Epithelial
Cells Grown on Fibronectin
Naoshi Kondo, Shigeru Honda, Hisanori Imai,
Yasutomo Tukahara, Akira Negi
5 月 13 日 第 109 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：兵庫県）
自己血由来プラスミンを使用した Stage5 未熟児網膜症に対する硝子体手術
塚原康友、本田 茂、今井尚徳、近藤直士、根木 昭、
藤井繁樹、
（横山直樹、平田 憲、谷原秀信）
血管新生緑内障に対するトラベクレクトミーの工夫
金森章泰、（久保木香織、服部昌子、糸井恭子、
大音壮太郎、宮本紀子、高木 均）
41 歳で発症したポリープ状脈絡膜血管症（PCV）の１例
永井隆史、金森敬子、籠谷保明
5 月 19 日 R175 眼科勉強会（於：兵庫県）
当科での特発性黄斑円孔に対する硝子体手術の成績
籠谷保明、金森敬子、永井隆史
6 月 2－4 日 第 62 回日本弱視斜視学会（於：静岡県）
先天および発達白内障に合併する斜視の発症時期
（飯塚久美子）
、大島冨太郎、西崎雅也、野村耕治、
（広田和美、佐伯多賀子）
、山本節
6 月 2－4 日 第 31 回日本小児眼科学会総会（於：静岡県）
ランチョンセミナー 小児 optic neuropathy こぼれ話
中村 誠
一般講演
先天性無眼球症児における Hydrogel Tissue Expander の使用経験
野村耕治、大島富太郎、西崎雅也
片眼性小児白内障の手術時期の検討
大島富太郎、西崎雅也、野村耕治、
（飯塚久美子、
広田和美、佐伯多賀子）
、山本 節

6 月 3 日 第 2 回兵庫県黄斑疾患研究会（於：兵庫県）
Miscellaneous cases (AMD 関連の３例)
永井隆史、金森敬子、籠谷保明
6 月 10 日 山の手眼科カンファレンス（於：神戸市）
強膜炎に合併した続発性網膜剥離の１例
（早川公章）、近藤仁美、松原 令、井上正則
帯状疱疹ウイルスによる視神経炎の 1 例
（窪谷日奈子、森井香織）、水澤志保子、
安澄衛一郎、片上千加子
6 月 14 日 ERS&ISIAN（於：Tampere）
A New Technique for Reconstruction of Orbital Floor Fractures:
Transantral Introduction of Antral Bone Grafts into the Orbit.
(Nishiike S, Aihara T, Uno M,
Fukuthuji K, Harada T) , Sakai J
6 月 24 日 県尼眼科臨床フォーラム（於：兵庫県）
当院におけるトラベクロトミーとレクトミーの実際
金森章泰
見逃せない！！神経眼科疾患
金森章泰
7 月 1 日 第 1 回セコム提携病院関西地区合同研究発表会（於：大阪府）
当院における輸入角膜移植
（窪谷日奈子、森井香織）、水澤志保子、
安澄衛一郎、片上千加子
7 月 8 日 第 7 回兵庫県網膜硝子体研究会（於：兵庫県）
硝子体手術時のリカバリー
塚原康友
7 月 7－9 日 第 40 回日本眼炎症学会（スリーサム）（於：鳥取県）
地図状脈絡膜炎と診断した 1 例
関向大介、今後充代、福田昌秀、
今井尚徳、中西頼子、安積 淳

7 月 9－11 日 第 42 回日本周産期・新生児医学会（於：宮崎県）
自己血由来プラスミンを使用した Stage5 未熟児網膜症に対する硝子体手術
塚原康友、本田 茂、
（横山直樹）
7 月 29 日 Summer Eye Summit（於：神戸市)
長期経過を経てポリープ状脈絡膜血管症を発症した中心性奨液性脈絡網膜症の１例
今井尚徳、福田昌秀、平林宏章、近藤直士、中西頼子、
楠原仙太郎、石橋一樹、本田 茂、塚原康友、根木 昭
7 月 29 日 第 24 回眼腫瘍研究会（於：北海道）
自然消退した眼中枢神経悪性リンパ腫の 1 例
関向大介、別所弘朗、井上結香子、安積 淳
8 月 19 日 1st OWHS Summer School（於：山口県）
Mooren 潰瘍穿孔に対する表層角膜移植後に強膜潰瘍を生じた 1 例
片上千加子
8 月 26 日 兵庫県東部緑内障を考える会 （於：兵庫県）
23 ゲージ硝子体手術と非穿孔性トラベクレクトミーの同時手術を行った
血管新生緑内障症例
金森章泰、
（高木 均）
8 月 26 日 第７回上方黄斑研究会（於：大阪府）
浮腫？分離？
今井尚徳、中西頼子、楠原仙太郎、石橋一樹、
本田 茂、塚原康友、根木 昭
9 月 2 日 第 3 回兵庫県オキュラーサーフェス研究会（於：神戸市）
帯状疱疹ウイルスによる視神経炎の 1 例
（窪谷日奈子、森井香織）
、水澤志保子、片上千加子
移植した羊膜上に地図状潰瘍を認めた 1 例
椋野洋和、田邊益美、長井知子、薄木佳子
経口抗がん剤TS-1による角膜上皮障害
平林宏章、藤岡美幸、田口浩司
財団法人兵庫アイバンクの活動報告

（渡邉和誉、石原香織）
、片上千加子、山本 節
9 月 8 日－10 日 第 17 回日本緑内障学会（於：神戸市）
正常眼における OCT3 と HRT による網膜神経線維層厚測定値と視神経乳頭面積、眼軸長
との相関
楠原あづさ、藤岡美幸、辰巳康子、中村 誠、根木

昭

Dynamic Contour Tonometer により測定された Ocular Pulse Amplitude の検討
藤岡美幸、辰巳康子、楠原あづさ、田口浩司、
山田裕子、中村 誠、根木 昭
9 月 15 日 R175 眼科勉強会（於：兵庫県）
当科での糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体手術の成績
籠谷保明、牛嶋美和、永井隆史
10 月 4 日 第 110 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：神戸市）
23 ゲージ硝子体手術の経過
楠原仙太郎、
（久保木香織、服部昌子、糸井恭子、
大音壮太郎、宮本紀子、秋元正行、高木均
10 月 5－8 日 第 60 回日本臨床眼科学会（於：京都府）
専門別研究会－目の形成外科－
磁気共鳴画像（MRI）による眼瞼下垂術前挙筋機能評価
兼森良和
インストラクションコース 小児眼内レンズの問題点
山本 節
インストラクションコース やさしい角結膜感染症クリニック
見逃すな！古くて新しい感染症
片上千加子、
（高村悦子、篠崎和美、
佐々木香る、神野早苗、外園千恵）
インストラクションコース Neo Surgeon Fight Club：裂孔不明例への対応
塚原康友
インストラクションコース

小児 IOL の問題点
西崎雅也、山本節

インストラクションコース

眼形成の基本 vol.4
兼森良和、
（三戸秀哲、柿崎裕彦、嘉鳥信忠、
木下慎介、高橋靖弘、渡辺彰英）

スキルトランスファーコース 屈折・視機能
野村耕治
スキルトランスファーコース 検影法実技指導
野村耕治
一般講演
反跳式眼圧計の圧平眼圧計に対する眼圧測定の一致性と角膜厚の及ぼす影響
中村 誠、ダハルド・ウルトグト、藤岡美幸、
辰巳康子、楠原あづさ、前田秀高、根木 昭
Mooren 潰瘍穿孔に対する表層角膜移植術後に強膜潰瘍を生じた１例
安澄衛一郎、中 真衣子、
（森井香織）
、
水澤志保子、片上千加子
線維柱帯切開術＋advanced deep sclerectomy+シュレム菅内皮網除去術の術後短期成績
金森章泰、（久保木香織、服部昌子、糸井恭子、
大音壮太郎、宮本紀子、高木 均）
Levator system の total repositioning による眼瞼下垂手術
兼森良和
8 歳より幼児用教材を使用し著明に視機能が向上した未熟児網膜症術後症例
大島富太郎、塚原康友、
（宮浦 望、
調

廣子）
、根木 昭

バセドウ病眼症の眼瞼後退に対するトリアムシノロン結膜円蓋部注入の短期成績
関向大介、長井隆行、安積 淳
黄体・卵胞ホルモン製剤投与後に大発作を起こして失明したベーチェット病の 1 例
関向大介、別所弘朗、安積 淳、根木 昭
ポリコナゾール（ブイフェンド R）で加療した侵襲性アスペルギルス症による眼窩先端
部症候群の 2 症例
中真衣子、安積 淳、
（金澤健司、石田晴彦、苅田典生）
10 月 14 日 第 110 回兵庫県眼科医会学術集談会（於：神戸市）
眼窩蜂窩織炎を呈したスイート病
（早川公章、河村真美）
、近藤仁美、松原 令、井上正則
神戸海星病院における輸入角膜移植
片上千加子、水澤志保子、（窪谷日奈子、森井香織）、田口浩司
角膜上皮掻爬とヒビテン GⓇ点眼が奏効したアカントアメーバ角膜炎の 1 例
（窪谷日奈子、森井香織）
、水澤志保子、片上千加子
ポリープ状脈絡膜血管症の病型による光線力学療法の治療効果の比較
福田昌秀、平林宏章、近藤直士、今井尚徳、中西頼子、

石橋一樹、本田 茂、塚原康友、根木 昭
10 月 18 日 灘区眼科医会（於：神戸市）
APMPPE の 1 例
水澤志保子、（窪谷日奈子、森井香織）、片上千加子
当院における輸入角膜移植
片上千加子、（窪谷日奈子、森井香織）、水澤志保子
アカントアメーバ角膜炎の 1 例
（窪谷日奈子、森井香織）
、水澤志保子、片上千加子
BRVO に対する soft sheathotomy
（森井香織、窪谷日奈子）
、水澤志保子、
片上千加子、山中昭夫
10 月 21 日 兵庫県西部地区眼科医会勤務医部会（於：兵庫県）
Idiopathic CNV or AMD（classic）or PCV（pseudo-classic）
永井隆史、牛嶋美和、籠谷保明
12 月 1 日 第 45 回日本網膜硝子体学会総会（於：東京都）
ポリープ状脈絡膜血管症の病型による光線力学療法の治療効果の比較
福田昌秀、今井尚徳、中西頼子、楠原仙太郎、
石橋一樹、本田 茂、塚原康友、根木 昭
12 月 2 日 第 87 回日本形成外科学会関西支部学術集会（於：奈良県）
Levator system の total repositioning による眼瞼下垂手術
兼森良和
12 月 17 日 第 54 回川崎医科大学眼科学術会（於：兵庫県）
著明な前房蓄膿を呈した真菌性角膜炎の１例
坂井 譲、
（渡邊一郎）

講演
1 月 14 日 垂水区歯科医師会平成 17 年度総会（於：神戸市）
特別講演 視力矯正方法の選択の難しさ－ごきげんな視力を保つために－
関谷善文
2 月 9 日 兵庫県救急救命士養成研修（於：兵庫県）
視覚器の構造・機能と外傷・疾患

谷恵美子

2 月 16 日 川崎医大看護部勉強会（於：兵庫県）
点眼について

坂井 譲

2 月 25 日 兵庫県眼科医会総会特別講演会（於：兵庫県）
硝子体手術の現状

塚原康友

2 月 25 日 第 13 回 SH の回（於：大阪府）
正常眼圧緑内障 pros and cons

中村 誠

3 月 3 日 灘区眼科医会（於：神戸市）
角膜感染症

片上千加子

3 月 12 日 第 17 回コメディカル講習会（於：広島県）
眼位・輻輳

高山昇三

3 月 18 日 第 21 回須磨区医師会学術集談会（於：神戸市）
乳幼児の流涙

山本 節

3 月 18 日 東海緑内障研究会（於：愛知県）
正常眼圧緑内障における手術適応

根木 昭

3 月 23 日 第 100 回北大阪眼科セミナー（於：大阪府）
Low teens でも進む NTG の管理

根木 昭

3 月 25 日 兵庫県西部眼科医会（於：兵庫県）
特別講演

ぶどう膜炎について

坂井 譲

3 月 25 日 アイバンク慰霊祭（於：神戸市）
基調講演

角膜移植 その適応と合併症

田口浩司

4 月 10 日 2nd COE Evaluation Board Meeting（於:神戸市）
Neurodegeneration of experimentary diabetic retinopathy
Nakamura M, Nakanishi Y, Negi A
5 月 6 日 神戸 YMCA 主催、障害者ガイドヘルパー養成講座
視覚障害者移動介護従業者養成研修（於：神戸市）
視覚障害の概念と視覚障害者の疾病

谷恵美子

5 月 12 日 赤穂医師会生涯教育講座（於：兵庫県）
高齢社会における視機能管理

根木 昭

5 月 18 日 参天製薬講習会（於：大阪府）
緑内障の薬物治療

中村 誠

5 月 25 日 須磨区医師会学術講演会（於：神戸市）
アトピー性皮膚炎と眼合併症

山本 節

5 月 25 日 千寿製薬勉強会（於：神戸市）
角膜感染症について

片上千加子

5 月 27 日 芦屋神経眼科コロキウム（於：兵庫県）
私の忘れられない症例達

中村 誠

6 月 1 日 神戸市北区医師会・社会保険神戸中央病院合同学術講演会（於：神戸市）
高齢社会における視機能管理

根木 昭

6 月 8 日 Neo Surgeon Fight Club（於：大阪府）
20G vs 23G vs 25G 硝子体システム-生き残るのはどれか-

塚原康友

6 月 15 日 科研製薬勉強会（於：神戸市）
角膜・結膜疾患
6 月 24 日 第 6 回近畿眼科オープンフォーラム（於：大阪府）

片上千加子

緑内障様視野欠損をみたら

中村 誠

7 月 1 日 尼崎眼科医会学術講演会（於：兵庫県）
正常眼圧緑内障 pros and cons

中村 誠

7 月 2 日 近畿神経眼科セミナー2006（於：大阪府）
視神経疾患に対する画像解析装置の応用

中村 誠

7 月 12 日 神戸新聞文化センター主催、第 32 期リフレッシュサロン（於：兵庫県）
老化と眼の健康

渡辺弥生

7 月 13 日 第 4 回高砂市医師会生涯教育研修会（於：兵庫県）
高齢社会における視機能管理

根木 昭

7 月 13 日 神戸市西区眼科医会講演会（於：神戸市）
硝子体手術-その変遷-

塚原康友

7 月 15 日 第 27 回東海緑内障の会（於：岐阜県）
正常眼圧緑内障 pros and cons

中村 誠

8 月 20 日 眼科アップデートセミナー（於：岡山県）
視神経症診断 revisited

中村 誠

8 月 24 日 東灘区眼科医会（於：神戸市）
角膜感染症

片上千加子

9 月 7 日 神戸市婦人団体協議会主催、子育て研究実行委員会講義（於：神戸市）
子どもの目の病気

谷恵美子

9 月 20 日 COE ワーキング・グループ（於：神戸市）
実験的糖尿病網膜に対する神経保護治療

中村 誠

9 月 30 日 垂水区眼科医会（於：神戸市）
角膜感染症
10 月 1 日 目の愛護デー教育講演（於：神戸市）

片上千加子

見えるってすばらしい－ここまでよくなる角膜移植―
糖尿病による失明を避けるには

片上千加子
塚原康友

10 月 5 日 神戸市医師会健康講座（於：神戸市）
目の健康

山本 節

10 月 7 日 専門医制度講習会（於：京都府）
神経保護治療の現状と展望
10 月 12 日

灘区医師会健康教育部出前トーク 原田地区婦人会（於：神戸市）

眼底出血のはなし
10 月 19 日

中村 誠

谷恵美子

玉野市医師会（於：岡山県）

特別講演 ぶどう膜炎－他科のために－

坂井 譲

11 月 2 日 高知眼底読影研究会（於：高知県）
緑内障診断のための眼底読影のポイント
11 月 16 日

中村 誠

神戸市介護サービス協会主催、神戸市ケアマネージャー連絡会後援
H17 ケアマネージャーの知っておきたい医学知識研修会（於：神戸市）

高齢者の眼疾患
11 月 18 日

神戸海星病院新病院竣工式（於：神戸市）

神戸海星病院眼科・角膜センター
11 月 18 日

谷恵美子

片上千加子

札幌緑内障研究会（於：北海道）

緑内障神経保護治療の rasion d’etre

中村 誠

12 月 6 日 平成 18 年度新規採用用養護教員研修会（於：神戸市）
児童生徒期の視力障害について

西崎雅也

12 月 18 日 千寿製薬勉強会（於：神戸市）
緑内障診療の実際

金森章泰

雑文・インターネット・放送・その他
＜雑文＞
1. 根木

昭：glaucoma top 10 news 2005

Frontiers in glaucoma7(2)、p110-113、

2006.
2. 根木

昭：理事会から 日眼会誌 110、p253、2006.

3. 根木

昭：平成１７年度日本眼科学会雑誌最優秀論文

4. 坂井

譲：川崎医科大学眼科学教室紹介 日本の眼科 77：667-668、2006.

日眼会誌 110、p318、2006.

＜インターネット＞
根木 昭：目の奥の病気—緑内障 ひとみ学園 http://www.aki-net.co.jp/hitomi/

＜放送＞
田口浩司：ラジオ

みんなの健康相談 白内障 3 月 30 日

＜その他＞
1. 関谷善文：施設訪問 関谷眼科クリニック
出版、大阪、2006.
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