
第32回眼腫瘍学会採択一覧

演題番号 受付番号 セッション名 発表日 時間 演題名 所属名 1

01 011 眼付属器の壊疽性膿皮症 久保田 敏信 名古屋医療センター

02 014 眼球に変形をきたした結膜扁平上皮癌の1例 柏木 広哉 静岡県立がんセンター

03 031 涙嚢原発の小細胞癌の1例 陳 邦洋 東京大 眼科

04 026 当科で経験した眼窩筋円錐部悪性腫瘍の3例 上田 幸典 京都府医大

05 033 化学療法中に髄膜播種した視神経膠腫の1例 柳澤 隆昭 東京慈恵医大　脳神経外科

06 032 小児視神経膠腫に対する治療 柳澤 隆昭 東京慈恵医大　脳神経外科

07 003 成人眼窩capillary hemangiomaに対してβ blocker点眼液が奏功した一例 田上 瑞記 神戸海星

08 015 視神経鞘髄膜腫に対する強度変調放射線治療の効果 笹野 紘之 東京慈恵医大

09 040 眼窩の形質細胞腫と診断された1症例 阪口 仁一 金沢大

10 042 緩和的放射線治療が有用だった涙腺原発脂腺癌の一例 三野 亜希子 徳島大

11 036 両側の上下円蓋部と涙道に生じた濾胞性リンパ腫の一症例
 大島 浩一 岡山医療セ

12 008 両側結膜に限局した濾胞性リンパ腫の一例 大湊 絢 新潟大

13 030 IgG4関連眼疾患にびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(DLBCL)を合併した一例 大口 泰治 福島県医大

14 016 結膜MALTリンパ腫に対する結膜冷凍凝固術の検討 高木 健一 九州大

15 010 瞼板内IgG4関連病変 久保田 敏信 名古屋医療センター

16 007 インターフェロンβ 局所注射が奏功したと考えられる眼瞼結膜悪性黒色腫の1例 鈴木 茂伸 国立がんセンター 眼腫瘍科

17 027 再発脂腺癌に対する疼痛緩和目的に手術を施行した一例 石嶋 漢 北海道大

18 017 眼瞼の扁平上皮癌の４例 小幡 博人 自治医大

19 012 当院における脂腺癌59例の検討 張 大行 新潟大

20 002 15年間にわたり眼内腫瘍と診断されていたIgG4関連眼疾患 後藤　 浩 東京医大

21 013 著明な滲出性変化がみられた視神経乳頭黒色細胞腫の3例 木村 圭介 東京医大

22 018 多発性眼内腫瘍性病変の一例 兒玉 達夫 島根大

23 039 無色素上皮由来の毛様体腺種の一例 冨山 浩志 中頭病院

24 001 悪性リンパ腫類似の網脈絡萎縮を残して治癒した網膜炎の１例 佐藤 章子 大館市立総合病院

25 025 経強膜腫瘍切除術を施行した小児巨大毛様体黒色細胞腫の１例 相原 由季子 国立がんセンター　眼腫瘍科

26 034 限局性脈絡膜血管腫に対する光線力学的療法 古田 実 福島県医大

27 035 炭素イオン線照射後に黄斑円孔を生じた2症例 小田垣 馨 帝京大

28 037 重粒子線治療後に局所再発をきたし、眼球摘出に至った脈絡膜悪性黒色腫の1例 小竹 修 東京医大

29 041 腫瘍摘出した脈絡膜骨腫の１例 別所 紘奈 神戸海星病院

30 022 脈絡膜悪性黒色腫に対するサイバーナイフ治療予後の検討 有田 量一 九州大

31 020 免疫抑制薬の内服・点眼中に発症した結膜腫瘍の2症例 李 亜美 順天大・浦安

32 006 結膜リンパ増殖性疾患におけるIgG4陽性細胞の有無 上田 俊一郎 東京医大

33 009 インターフェロンα -2b結膜下注射が有効であった浸潤型結膜扁平上皮癌の1例 安達 功武 大館市立総合病院

34 023 HPVが検出されなかった結膜乳頭腫の5例 塩瀬 聡美 九州大

35 038 重瞼切開アプローチによる涙腺腫瘍手術：A Quick Approach 高橋 靖弘 愛知医大

36 004 Neurofibromatosis type-1患者の眼瞼下垂症手術 加瀬 諭 手稲渓仁会病院

37 005 Intratarsal keratinous cyst (IKC)の本邦第一例 大塚 壽 済生会今治第二病院 形成外科

38 019 霰粒腫と鑑別が難しかった汗孔癌の1例 児玉 俊夫 松山日赤

39 021 放射線治療後切除を行った眼瞼メルケル細胞癌の3例 藤川 佳奈子 九州大

発表者　氏名

一 般 講 演（1）
眼　窩　Ⅰ

7月11日（金） 9：00～9：55

一 般 講 演（2）
眼　窩　Ⅱ

7月11日（金） 9：55～10：50

一 般 講 演（3）
リンパ増殖性疾患

7月11日（金） 11：05～11：49

一 般 講 演（4）
眼　瞼　Ⅰ

7月11日（金） 13：00～13：55

一 般 講 演（5）
眼　内　Ⅰ

7月11日（金） 13：55～14：50

一 般 講 演（6）
眼　内　Ⅱ

7月11日（金） 15：00～16：06

一 般 講 演（7）
眼表面· 涙腺

7月12日（土） 9：00～9：55

一 般 講 演（8）
眼瞼Ⅱ

7月12日（土） 9：55～10：39


