
列1 月 日 カテゴリー 発表種目 学会名 場所 著者 題名

2005 4 地方会 口頭発表 山梨県眼科集談会 甲府 加茂純子、山本ひろ子、村松志保、海野明美 病棟･外来の眼科領域の細菌と感受性の動向2001-2005

7 8 全国学会 口頭発表 第42回日本眼感染症学会 横浜 加茂純子、山本ひろ子、村松志保、海野明美 病棟･外来の眼科領域の細菌と感受性の動向2001-2005

9 18 全国学会 口頭発表 第6回日本ロービジョン学会 神戸 加茂純子、佐宗真由美、海野明美、星野清司、矢崎三千代 視覚障害者5級取得目的の周辺視野は静的プログラムで悪化する 

10 3 国際学会 ポスター The fourth International Congress
 on Ocular Infecitions

Sapporo Kamo J,Yamamoto H, Asakawa Y Had the abuse of Ofloxacin resulted in bacteria becoming less susceptible?

11 地方会 口頭発表 山梨眼科研究会 甲府 加茂純子 眼筋麻痺による複視に対するフレネルプリズムの適応

2006 1 地方会 口頭発表 山梨農村医学会 甲府 加茂純子、鶴田真、佐宗真由美 ブスコパンなどで誘発された閉塞隅角緑内障アタック2連続症例

2 講演会 シンポジスト 山梨県勤務医部会 甲府 加茂純子 女性医師の主張　―引き回された人生から学んだことー
ー第一回山梨県医師会勤務医部会総会報告「明日の医療を支える勤務医の力を結集しよう」3 地方会 口頭発表 山梨医学会 甲府 佐宗真由美、角野加世子、加茂純子、大畑和義、柏木賢治 健康診断におけるSPAC

4 全国学会 口頭発表 第110回日本眼科学会 東京 加茂純子、佐宗真由美、角野加世子、柏木賢治 健診レベルでの周辺前房深度計測（SPAC)の意義

5 全国学会 ポスター ARVO Fort Lauderdale Kamo J, Saso M, Tsuruta M, Kashiwagi K An Experience using Scanning Peripheral Anterior Chamber Analyzer at our health screening center

9 全国学会 口頭発表 第47回人間ドック学会 沖縄 加茂純子、鶴田真、佐宗真由美、山梨大学眼科　柏木賢治 ブスコパンなどで誘発された閉塞隅角緑内障アタック2連続症例

9 全国学会 口頭発表 第47回人間ドック学会 沖縄 佐宗真由美、加茂純子、鶴田真、山梨大学眼科　柏木賢治 健診レベルでの周辺前房深度計測（SPAC)の意義

全国学会 口頭発表 第7回ロービジョン学会 東京 加茂純子、佐宗真由美、角野加世子、柏木賢治 障害者手帳の級にあわず就労継続できない症例

10 全国学会 ポスター 第60回日本臨床眼科学会 京都 加茂純子、鶴田真、細菌検査室　山本ひろ子、村松志保 感受性からみた年代別の眼科領域抗菌剤選択2006

12 全国学会 指名討論 神経眼科講習会 東京 加茂純子 （指名討論）神経眼科における身体障害者級の問題点

2007 4 全国学会 口頭発表 第111回日本眼科学会 大阪 加茂純子、喜瀬梢、柏木賢治 環境照度で前房深度計のグレードは影響されるか？

6 国際学会 ポスター 欧州眼科学会 Wien Kamo J, Kise K, Kashiwagi K Do different lightning conditions influence the grading scale provided
 by scanning peripheral anterior chamber depth analyzer?7 全国学会 口頭発表 第44回日本眼感染症学会 東京 加茂純子、斎藤徳仁、山本ひろ子 保険証がないがために受診が遅れた眼外傷による眼感染症の一例

9 全国学会 シンポジスト 第7回ロービジョン学会 東京 加茂純子 網膜色素変性症を知らずに運転免許が通ってしまった2例

10 全国学会 口頭発表 第61回日本臨床眼科学会 京都 加茂純子、海野明美、矢崎三千代、星野清司 眼瞼挙上術後の視野変化

2008 4 全国学会 口頭発表 第112回日本眼科学会 横浜 加茂純子、喜瀬梢、柏木賢治 走査型周辺前房深度計（SPAC)を用いた散瞳前後の部位別前房深度変化の検討

6 国際学会 ポスター World　Ophthalmology　Congress Hong　Kong Kamo K,  Kise K,  Kashiwagi K Grades by SPAC and IOP changes before and after mydriasis in glaucoma and non glaucoma patients

9 全国学会 招待講演 第8回日本ロービジョン学会 大阪 加茂純子 世界の運転免許と視野基準から日本の基準をどうするか？

10 全国学会 ポスター 第62回日本臨床眼科学会 東京 加茂純子、村松志保、山本ひろ子 2008年　年代別　感受性からみた眼科領域抗生剤の選択

11 講演会 特別講演 特別支援教育体制推進事業に係る、 甲府 加茂純子 世界の小児の視覚スクリーニングから

2009 4 全国学会 口頭発表 第113回日本眼科学会 東京 加茂純子　三戸秀哲 眼瞼下垂vs 眼瞼皮膚弛緩の術前後の視野変化

6 国際学会 口頭発表 欧州眼科学会 Amsterdam Kamo J, Hidenori M Can the German peripheral visual field standard for professional drivers be adopted
 as - is to the Japanese standard? 7 講演会 招待講演？ 南アルプス市公共交通推進委員会 南アルプス 加茂純子 アムステルダムの公共交通と自転車

10 全国学会 口頭発表 第63回　臨床眼科学会 福岡 加茂純子　三戸秀哲 眼瞼挙上術前後の視野とNEI VFQ25によるQuality of Life(QOL)変化の関連

11 講演会 特別講演 山梨盲学校　ロービジョンセミナー 甲府 加茂純子 眼科でできるロービジョンケア

2010 4 15 全国学会 口頭発表 第114回日本眼科学会総会 名古屋 加茂純子、原田亮、杉浦寅男、仲泊聡、平塚義宗、
松本長太、宇田川さち子、松本行弘

日本と米国の視覚障害者級比較

6 国際学会 口頭発表 World　Ophthalmology　Congress Berlin KAMO J, Harada R, Nakadomar S, 
Udagawa S, Matsumoto Y

Trial of Static program for AMA　Visual Field Score
 by Humphrey Custom Program compared to Goldmann measurement6 放送 口頭発表 ラジオライトハウス山梨放送 甲府 加茂純子　土橋涼　小林かおり 遮光眼鏡の疾患枠撤廃について

10 23 全国学会 ポスター 第11回日本ロービジョン学会 岡山 加茂純子、原田亮、杉浦寅男、仲泊聡、平塚義宗、
松本長太、宇田川さち子、松本行弘

AMAのFunctional Field Scoreと重みつけした面積スコアとの関連

全国学会 ポスター 第11回日本ロービジョン学会 岡山 原田亮、加茂純子 Goldmann　III4eによる日本人の正常視野

11 11 全国学会 口頭発表 第64回　臨床眼科学会 神戸 加茂純子、原田亮、　仲泊聡、宇田川さち子、松本行弘 AMAのFFS（Functional Field Score）が動的視野（Goldmann　III/4e）
III 10 B2011 1 30 放送 口頭発表 ラジオライトハウス山梨放送 甲府 加茂純子　土橋諒　小林かおり 「山梨県視覚障害を考える会ホームページの紹介」

2 3 地方会 口頭発表

第17回　山梨県緑内障研究会 甲府 加茂純子、原田亮、仲泊聡、
松本長太、宇田川さち子、松本行弘

Functional Field Score（FFS)とFunctional Vision Score（FVS）から見た
同名半盲と輪状暗点のある緑内障

2 22 国際学会 口頭発表

Vision 2011 （国際ロービジョン学会） Kuala　Lumpur KAMO J, Harada R,Sugiura T, Nakadomari S, Udagawa S, 
Matsumoto Y,  Hiratsuka Y,  Colenbrander A

Comparison of Visual Field Assessment between AMA(Colenbrander),
 Esterman and Japanese way

4 16 地方会 口頭発表

山梨県眼科集談会 甲府 加茂純子、原田亮、杉浦寅男、仲泊聡、
平塚義宗、松本長太、宇田川さち子、松本行弘

Colenbrander、Estermanグリッドと日本の身障者視野判定法の比較

5 12 全国学会 口頭発表

第115回日本眼科学会総会 東京 加茂純子、原田亮、杉浦寅男、仲泊聡、平塚義宗、
松本長太、宇田川さち子、松本行弘

Colenbrander、Estermanグリッドと日本の身障者視野判定法の比較

6 4 全国学会 セミナー演者

第12回日本ロービジョン学会　 北九州 加茂純子 セミナー 「身体障害者手帳の等級と視野の問題」
視野スコアVisual Field Score（VFS）とFunctional Vision Score（FVS）

6 4 全国学会 ポスター

第12回日本ロービジョン学会　 北九州 加茂純子、原田亮、仲泊聡、松本長太、
宇田川さち子、松本行弘

Functional Field Score（FFS)とFunctional Vision Score（FVS）から見た同名半盲と輪状暗点のある緑
内障

6 4 全国学会 ポスター

第12回日本ロービジョン学会　 北九州 原田亮、加茂純子、斎藤徳仁、望月優一、
野澤奈加子、穂阪和宏、佐田弘和、安山周平

山梨県版視覚障害者のための情報集作成を通じて

10 2 放送 口頭発表 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子、土橋諒、山田ゆう子 視覚リハビリ外来について



列1 月 日 カテゴリー 発表種目 学会名 場所 著者 題名

10 8 全国学会 ポスター 第65回　日本臨床眼科学会 東京都 加茂純子、原田亮 英国の運転免許視野の中心視野規定は厳しすぎるか？

2012 2 9 地方会 口頭発表 第18回　山梨県緑内障研究会 甲府 加茂純子、近野真由子、原田亮、角野加世子、柏木賢治 健診における閉塞隅角危険眼頻度と散瞳負荷試験による眼圧上昇例の検討

2 16 国際学会 口頭発表

WOC 2012 Abu Dabhi Kamo J, Ryo H, Udagawa S, Matsumoto Y, Colenbrander A The British drivers' license rule missed points in the central field,
 Is it too strict for Japanese glaucoma patients who are actually driving?

4 5 全国学会 口頭発表 第116回　日本眼科学会 東京 加茂純子、近野真由子、原田亮、角野加世子、柏木賢治 健診における閉塞隅角危険眼頻度と散瞳負荷試験による眼圧上昇例の検討

5 27 講演会 オーガナイザー第1回社会適応訓練講習会 甲府 加茂純子、穂阪和宏、望月弘嗣、吉田朋子、早川佑騎、安山周平、高橋
広

視覚における医療とリハビリの連携の必要性に関するシンポジウム　

7 28 地方会 口頭発表 第5回ロービジョン勉強会 函館 加茂純子、原田亮、　仲泊聡、宇田川さち子、松本行弘 AMAのFFS（Functional Field Score）が動的視野（Goldmann　III/4e）
III 10 B9 1 全国学会 ポスター 第53回人間ドック学会 東京 加茂純子、近野真由子、原田亮、角野加世子、柏木賢治 健診における閉塞隅角危険眼頻度と散瞳負荷試験による眼圧上昇例の検討

9 22 講演会 オーガナイザー第2回社会適応訓練講習会 東京 加茂純子、田辺直彦、山中幸宏 拡大鏡について（拡大するロービジョンエイド）

10 6 全国学会 口頭発表 第13回ロービジョン学会学術総会 東京 加茂純子、原田亮、松本行弘 緑内障のある運転手の両眼開放EstermanスコアとFunctional Field Scoreと25-item National Eye 
Institute Visual Function Questionnaire

10 28 全国学会 オーガナイザー

第66回日本臨床眼科学会 京都 加茂純子、杉浦寅男、平塚義宗、宇田川さち子、小野峰子、
瀬戸寛子、原田亮、柳澤美衣子

インストラクションコース　WOC2014にむけて国際的視機能スコア　Functional Vision Scoreをマス
ターしよう

2013 2 17 講演会 オーガナイザー

第3回社会適応訓練講習会 甲府 加茂純子、田辺直彦、安山周平、小林久寿館長、野澤奈加子次長 山梨ﾗｲﾄﾊｳｽの紹介

3 23 講演会 招待講演？

二丁目いきいきクラブ講演会 南アルプス市 加茂純子 加齢と眼

4 5 全国学会 ポスター

第117回日本眼科学会 東京 加茂純子　荘子万可　村松志保　赤澤博美　阿部水穂　山本ひろ子 結膜炎の眼脂培養による2008年から2011年の抗菌薬感受性率の変化

6 9 講演会 口頭発表

山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　渡辺尚 第4回社会適応訓練講習会の宣伝

6 15 講演会 オーガナイザー

第4回社会適応訓練講習会 甲府 加茂純子　田辺直彦　三宅琢 ロービジョンエイドとしてのデジタルデバイスの活用

8 30 講演会 ポスター

第54回人間ドック学会 浜松 加茂純子、三森幹生、　萩原昌栄 甲府共立病院における眼底写真撮影不能率

9 21 講演会 オーガナイザー

第5回社会適応訓練講習会 甲府 加茂純子　田辺直彦　鈴木孝一　堀江智子　森英雄 視覚障害者が歩くとき（ICタグつき点字ブロック、盲導犬、歩行ガイドロボットニューひとみなど）

10 13 全国学会 口頭発表

第14回日本ロービジョン学会 倉敷 原田亮、加茂純子、瀬戸寛子、大島裕司 動的・静的Functional Field Scoreと両眼開放静的スコアの関係

11 2 全国学会 ポスター

第66回臨床眼科学会 横浜 原田亮、加茂純子、瀬戸寛子、大島裕司 Colenbranderグリッドスコアの右左合成両眼と両眼開放、FFS の関係

11 17 全国学会 口頭発表

第54回日本視能矯正学会 福岡 原田亮、加茂純子、瀬戸寛子、大島裕司 Visual Field Score 動的視野と静的視野の　　相関

2014 2 22 講演会 オーガナイザー

第6回社会適応訓練講習会 甲府 加茂純子、原田亮、田辺直彦 Functional Vision Score学習会＠甲府

4 2～6 国際学会 ポスター

World　Ophthalmology　Congress　2014 Tokyo Junko Kamo　Motohiro Kiyosawa　Senami Watanabe　Ryo Harada PO-786　Botulinum A Toxin Injection to Blepharospasm Patients Improve Contrast Sensitivity, 
Functional Field Score, and the National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire - 25(VFQ-25)

5 国際学会 口頭発表

World　Ophthalmology　Congress　2014 Tokyo Junko Kamo　Ryo Harada　Hiroko Seto　Yuji Oshima FP-SA-55-1　The Relation Between Colenbrander Grid Score, Visual Field Score (VFS) ou, Binocular 
VFS, and FFS

5 国際学会 口頭発表

World　Ophthalmology　Congress　2014 Tokyo Hiroko Seto　Junko Kamo　Ryo Harada　Yuji Oshima FP-SA-55-2Correlation Between Vision-Related Quality of Life and Scoring of Visual Field

6 7 全国研究会 講演

第3回JBSS in Kanto &第8回心療眼科研究会ジョイ
ントミーティング

東京 清澤源弘、加茂純子、原田亮、神谷めぐみ、渡辺瀬奈美 眼瞼痙攣とクオリティー・オブ・ヴィジョン

15 講演会 オーガナイザー

第7回社会適応訓練講習会 甲府 原田敦史、城野仁志

田辺直彦、加茂純子、原田亮、吉田朋子、穂阪和宏

障害者が震災に遭ったとき

8 23 講演会 口頭発表

第9回ロービジョン勉強会 東京大学 加茂純子　柴智子　原田亮 黄斑疾患の中心視野を Functional Field Scoreで評価すると  
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9 4 講演会 座長

第55回日本人間ドック学会学術大会 福岡

9 21 全国学会 眼科スタッフプログラム

第25回緑内障学会 大阪 瀬戸寛子　加茂純子　原田亮 国際的視機能評価Functional Vision ScoreとQOLの関係

講演会 オーガナイザー

第8回社会適応訓練講習会 甲府 村上美紀、福本康之　

田辺直彦、加茂純子、原田亮、吉田朋子、穂阪和宏

11 1 全国学会 口頭発表

第15回日本ロービジョン学会 大宮 加茂純子 視覚のインペアメントをスコア化できる米国と韓国の制度から日本の制度を考える

2 全国学会 ポスター発表

第15回日本ロービジョン学会 大宮 原田亮　加茂純子 日本の身体障碍者認定基準とFunctional Vision Scoreで検討した黄斑疾患例

2 全国学会 ポスター発表

第15回日本ロービジョン学会 大宮 鶴岡三恵子　加茂純子　井上賢治 視覚障害の身体障障害者手帳の該当がない症例のFunctional Vision Scoreでの評価

2015 4 17 全国学会 ポスター発表 第119回日本眼科学会総会 札幌 加茂純子　原田亮　上田聡美　三森幹生　柏木賢治 走査型前房深度計（SPAC),　細隙灯所見と光干渉断層計による隅角計測の比較
4 18 講演会 口頭発表 第10回眼科ロービジョン勉強会 札幌 加茂純子 両耳側半盲は、身障者として認められるべきかもしれない

6 25 講演会 オーガナイザー

第9回社会適応訓練講習会 甲府 安西飛呂　安西直樹　白倉宏一　田辺直彦　加茂純子　　原田亮

吉田朋子　穂阪和宏

視覚障害とスポーツ

7 12 講演会
山梨県視能訓練士の会　勉強会 原田亮 同名半盲症例へのプリズムの利用法

7 30 全国学会 口頭発表 第56回日本人間ドック学会学術大会 横浜 加茂純子　原田亮　上田聡美　三森幹生　柏木賢治 走査型前房深度計（SPAC),　細隙灯所見と光干渉断層計による隅角計測の比較
8 20 講演会 講演 相生一丁目自治会 甲府 加茂純子

9 27 講演会 オーガナイザー

第10回社会適応訓練講習会 甲府 氏間和仁、薬袋愛、佐田弘和、
田辺直彦、加茂純子、原田亮、酒井弘充、吉田朋子、穂阪和宏

視覚障害と教育

11 20 講演会 演者 第１回FVSの基礎と発展学習会 東京 加茂純子、村上美紀、鶴岡三恵子、斉之平真弓

11 22 全国学会 ポスター

第16回日本ロービジョン学会学術総会 東京 加茂純子　田辺直彦　原田亮　五味梨恵子　穂阪和宏　吉田朋子
酒井弘充　萱沼祐輔　福本康之　佐野尚子　大塚恵

視覚障害者に対する複雑な日本の制度vs.シンプルな英国の制度

2016 2 20 講演会 オーガナイザー

第11回社会適応訓練講習会 甲斐市 原田亮　加茂純子　林知茂　田辺直彦　吉田朋子　酒井弘充 ロービジョンケアマインドをもとう　

2016 3 6 地方会 共同演者

山梨総合医学会 中央市 浦田陽一郎　加茂純子　石倉慶彦　森岡未千子　原田亮　
和知えり子　萩原一美

甲府共立診療所における糖尿病患者の眼科受診状況

2016 3 29 地方会 講演

民医連奨学生会議 中央市 加茂純子 山梨県視覚障害を考える会のあゆみ

2016 4 7 全国学会 ポスター発表

第120回日本眼科学会総会 仙台市 加茂純子　浦田陽一郎　石倉慶彦　森岡未千子　原田亮　
和知えり子　萩原一美

甲府共立診療所の糖尿病網膜症スクリーニング率2015

2016 5 14 全国学会 口演 第5回　日本視野学会 神戸市 加茂純子　原田亮 異名半盲はFunctional Field Scoreで評価するとロービジョンとなる
2016 5 29 講演会 オーガナイザー第12回日本ロービジョン学会　社会適応訓練講 甲府 穂阪和宏　安田直樹　酒井弘充　後藤久樹　中西良成　細川純子 整理整頓と清掃

2016 7 10 地方会 講演 山梨県視能訓練士協会 甲府 加茂純子 山梨県視覚障害を考える会のあゆみとFVSの概要
2016 7 28 全国学会 ポスター発表 第57回日本人間ドック学会学術大会 松本 加茂純子　　三森　幹生　　萩原　昌栄 甲府共立病院における左眼の眼底撮影不能率

2016 8 25 講演会 講演 第2回FVSの基礎と発展学習会 新潟 加茂純子　斉之平真弓　村上美紀 FVS勉強会
2016 8 26 全国学会 ポスター発表 第17回　日本ロービジョン学会 新潟 加茂純子　原田亮　安山周平　金山佐保 P23ロービジョン（LV）外来・視覚リハビリ外来を振り返って(概要）

2016 8 26 全国学会 ポスター発表
第17回　日本ロービジョン学会 新潟 原田亮　加茂純子　安山周平金山佐保 P.24ロービジョンLV外来・視覚リハビリ外来を振り返って（2.FAS.FFS,FVSの観点から）

2016 10 22 講演会 オーガナイザー

第13回　社会適応訓練講習会 甲府 大野建治　高平千世　
加茂純子、田辺直彦、原田亮、酒井弘充、吉田朋子、穂阪和宏

「視覚障害スポーツ・ヨガの実践」視覚障害者スポーツを応援しよう！

クラス分けに関連した視機能判定 とヨガの実践

2017 3 2 地方会 口演 網膜研究会 甲府 加茂純子　桐戸敬太　伊東篤志 免疫性血小板減少症再燃時の黄斑下出血の自然経過

2017 11 講演会 講演

第14回　社会適応訓練講習会 甲斐市 林知茂　加茂純子　金山佐保
原田亮　　田辺直彦　吉田朋子

英国の視覚喪アドバイザーの講習会に参加して

2017 3 12 地方会 口演 山梨総合医学会 中央市 加茂純子　桐戸敬太　伊東篤志 免疫性血小板減少症再燃時の黄斑下出血の自然経過

2017 4 9 ラジオ 口頭発表 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤美香 英国の視覚喪アドバイザーの講習会に参加して

2017 5 19 講演会 講演
第3回FVS研究会 岐阜 加茂純子　斉之平真弓　村上美紀 鶴岡三惠子　原田亮 　「ロービジョンなのに、あなたは日本では視覚障害ではないと言われないために」

2017 6 4 講演会 オーガナイザー

第15回　社会適応訓練講習会 甲府市 奥秋曜子　滝澤清江　白濱顕子　

加茂純子、田辺直彦、原田亮、吉田朋子、穂阪和宏

視覚障害と食材の調達、食材の管理、料理

2017 6 25 国際学会 ポスター Vision 2017 Hague Junko Kamo, Keita Kirito, Atsushi Ito Natural course of submacular hemorrhage in recurrence of Immune thrombocytopenia



列1 月 日 カテゴリー 発表種目 学会名 場所 著者 題名

2017 7 4 講演会 講演 山梨県立盲学校PTA研修会 甲府市 原田亮 　「視能訓練士さんと学ぼう！」

2017 7 9 講演会 「始めよう！ロービジョンケア」

2017 9 30 講演会 オーガナイザー

第16回　社会適応訓練講習会
（糖尿病で失明する人をなくそう）

甲府市 多和田眞人、大城智洋、金山佐保、加茂純子

田辺直彦、吉田朋子

糖尿病で失明する人をなくそう！内科、網膜症スクリーニング、手術、視覚リハビリ

2018 2 10 講演会 オーガナイザー

第17回　社会適応訓練講習会 甲斐市 　加茂純子　田辺直彦　金山佐保　穗阪和宏　酒井弘充、

原田亮　吉田朋子

（症例検討会・移動など）

2018 4 8 ラジオ 口頭発表

山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤未佳 第18回講習会　視覚障害と化粧の広報

2018 4 14 地方会 口演 第69回山梨県眼科医会集談会 加茂純子　原田亮 自殺未遂後にV5領域の機能不全により眼が開瞼不能となった症例
2018  甲府共立病院 初期研修医 赤木孝匡、神経内科 瀧瀬康洋　

2018 4 21 口演

第16回ロービジョン勉強会 大阪 加茂純子 英国の視覚障害者制度について
　－中途失明者のためのパスウェイと視覚喪失アドバイザー」

2018 5 17 講演会 座長

山梨県視覚障害を考える会第5回総会特別講演 甲府 久保田絢女　加茂純子　田辺直彦　金山佐保　
穗阪和宏　酒井弘充、原田亮　吉田朋子

当事者が作業療法士になって気づいた輝きの源

2018 5 19 講演会 オーガナイザー

第18回　社会適応訓練講習会 甲府 円地ともこ　加茂純子　田辺直彦　金山佐保　穗阪和宏　酒井弘充、
原田亮　吉田朋子

視覚障害と身だしなみとしての化粧　

2018 5 25 口演 ポスター

第61回日本糖尿病学会年次学術集会 東京

2018 6 2 講演会 講演 タートル総会記念講演 東京 加茂純子  「視覚障害の認定基準はどう変わるのか、今後めざすべきFVSとは」

2018 6 16 全国学会 ポスター

第19回ロービジョン学会 旭川 加茂純子　原田亮甲府共立病院 初期研修医 赤木孝匡、神経内科 瀧瀬
康洋　
山梨ライトハウス　金山佐保、

自殺未遂後にV5領域の機能不全により眼が開瞼不能となった症例

2018 6 16 講演会 講演 第4回FVS研究会 旭川 加茂純子　斉之平真弓　村上美紀 鶴岡三惠子　原田亮　平塚義宗 「新しい視覚の身障者認定基準をFVSで考えることができるか？」
2018 8 23 ラジオ 口頭発表 山梨放送　ラジオライトハウス　 甲府 加茂純子　NYT（那由多　哲）　志村かしわ　塩澤未佳 第19回講習会　視覚障害と音楽の広報
2018 8 29 全国学会 第59回日本人間ドック学術大会 新潟 加茂純子　伊東篤志　原田亮 非散瞳眼でpoorな画像しか撮れなかった眼への光干渉断層撮影OCTの有用性について

2018 9 29 講演会 オーガナイザー

第19回　社会適応訓練講習会 甲府 　松田東　NYT　志村かしわ　加茂純子　田辺直彦　
金山佐保　穗阪和宏　酒井弘充、原田亮　吉田朋子

視覚障害と音楽　和洋

2018 10 11 全国学会 ポスター

第72回臨床眼科学会 東京 斉之平真弓1.2、山下高明1、寺崎寛人1、園田祥三1、加茂純子3、森本
壮５、遠藤高生５、村上祐介４、池田康博4、宮田和典2、不二門尚5、坂
本泰二1
1)鹿児島大学、2宮田眼科病院、3)甲府共立病院、4）九州大学、5）大阪
大学

網膜色素変性患者における不安、うつ、視覚関連QOLの検討

2018 10 22 地方会 口演 第69回山梨県眼科医会集談会 甲府 加茂純子　原田亮　杉田貴仁 初雪草樹液で広範な角膜びらんを起こした1症例
2018 12 8 講演会 講演 眼と心の相談室中級講座 東京　成城クラブ 加茂純子 英国の視覚喪アドバイザーの講習会に参加して

2019 2 9 講演会 オーガナイザー第20回　社会適応訓練講習会 甲斐市 加茂純子　田辺直彦　山田明子 2018年改訂の身体障害者基準について
2019 3 17 地方会 座長 第３１回山梨県臨床研修医合同研究発表会 甲府市　山梨県医師

会館
小暮千桜　須田美嘉　井口亜以里発表分

2019 3 24 地方会 ポスター 第45回山梨総合医学会 甲府市　山梨県医師
会館

加茂純子、矢野文彬、原田亮、太田陽子、武藤浩子、羽田拓也 フレネルプリズムで読書可能となったParinaud症候群の一例
2019 4 19 全国学会 ポスター 第１２３回日本眼科学会 東京 加茂純子、村松志保、赤澤博美、阿部水穂 感受性からみた眼科領域抗菌薬選択2018

2019 5 国際学会

2019 ARVO Annual Meeting Vancouver, Canada Sainohira M, Yamashita T, Terasaki H, Sonoda S, Miyata K, 
Murakami Y, Ikeda Y, Morimoto T, Endo T, Fujikado T, Kamo J, Sakamoto 
T.

Starting point of visual rehabilitation for patients with retinitis pigmentosa 
based on visual function and vision-related quality of life.

2019 5 19 講演会 オーガナイザー

第21回　社会適応訓練講習会（就労） 甲府・山梨県立図書
館

加茂純子　田辺直彦　酒井弘充、日高幸徳、石原純子、松坂治男
金山佐保　穗阪和宏　原田亮　吉田朋子

視覚障害と就労

2019 5 23 全国学会 口演 第２０回　ロービジョン学会 東京 加茂純子、遠藤勝久、原田亮 Colenbrander-Endoh-Kamo FVS計算シートの試用
2019 5 24 第5回FVS研究会 東京 加茂純子　斉之平真弓　村上美紀 鶴岡三惠子　原田亮　平塚義宗 FVSの伝達
2019 7 27 全国学会 ポスター 視覚リハビリ協会研究発表大会 盛岡 加茂純子、原田亮、山田洋二、萩原妃里子、藤田大輔、濱田悠太 病院、介護施設でリハビリ、介護を受ける患者の視機能測定に要する時間

2019 9 28 講演会 オーガナイザー

第22回　社会適応訓練講習会（教育） 甲府・山梨県立図書
館

加茂純子　田辺直彦　原田亮　酒井弘充、石井知恵、瑠惟、野澤みゆ
き、野澤幸男、　穗阪和宏　　吉田朋子

視覚障害と教育

2019 10 24 全国学会 口演

第73回　臨床眼科学会 京都国際会議場 斉之平真弓、山下高明、寺崎寛人、園田祥三、宮田和典、加茂純子、
森本壮、遠藤髙生、不二門尚、村上祐介、池田康博、坂本泰二

網膜色素変性患者におけるロービジョンケア開始時期の検討

2019 24 全国学会 ポスター 第73回　臨床眼科学会 京都国際会議場 原吉幸、玉木光子、原育子、加茂純子 はつゆき草樹液による眼障害の3例



列1 月 日 カテゴリー 発表種目 学会名 場所 著者 題名

2019 全国学会 ポスター 第73回　臨床眼科学会 京都国際会議場 加茂純子、原田亮 Functional Field Score自動計算octopus900視野計とGoldmannIII4/eとの一致

2019 11 3 講習会 講習

ロービジョン・健診研究会in多摩 シャルマン赤坂 加茂純子 FVSの伝達

2019 12 4 講習会 講演

山梨県保険医協会　第30回かかりつけ医になる
ための

山梨県保険医協会 加茂純子 糖尿病で失明しないために　年一回の眼科受診、最近の治療から

2020 1 11 講演会 オーガナイザー

第23回　社会適応訓練講習会（発達障害と視覚） 甲府共立病院 加茂純子　田辺直彦　酒井弘充、松久充子 発達障害と視覚

2020 金山佐保　穗阪和宏　原田亮　吉田朋子

2020 2 29 全国学会 モーニングセミナー角膜カンファランス（コロナで4月末ウェブ開催に 東京ドームホテル 加茂純子 角結膜炎における抗菌薬の感受性　2018　vs.2008
2020 5 2 講演会 オーガナイザー第24回　社会適応訓練講習会（衣服の管理・お web 加茂純子　田辺直彦　奈良里紗　相羽大輔 衣服の管理、おしゃれ

2020 6 6 ラジオ 口頭発表 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤未佳子 zoomによるロービジョンケア講習会について
2020 6 20 講習会 オーガナイザー第7回FVS研究会（第1回Webinar) zoom 加茂純子　原田亮　田辺直彦 zoomによるFVS研修会
2020 9 10 講演会 インタビュー RNIB　社員総会Relationships Town Hall Agenda zoom（London) Junko Kamo　,Sophie Castelle,Philip Smith ,Brittney Jenkins ECLOを日本に紹介することについて Bringing the ECLO service to Japan:
2020 9 26 講習会 オーガナイザー第7回FVS研究会（第2回Webinar) zoom 加茂純子　原田亮　田辺直彦 zoomによるFVS研修会
2020 10 3 講演会 オーガナイザー第25回ロービジョンケア講習会（パラスポーツ） 甲府　zoom 加茂純子田辺直彦　澤田優蘭　三浦真珠　酒井弘充　吉田朋子　原田

亮
パラリンピックを見据えて　パラアスリートを育てた経験から

2020 10 15 全国学会 ポスター 第74回臨床眼科学会 東京zoom 原田亮　加茂純子　濱田悠太 動的視野と静的視野による身体障害者等級判定、FFSとの比較
2020 11 7 全国学会 口頭発表 第53回神経眼科学会 名古屋　zoom 加茂純子　原田亮　濱田悠太　瀧瀬康洋 両眼視で中心暗点のある脳梁離断症候群の一例

2020 12 26 講演会 講演
山梨民医連医師総会 甲府　zoom 加茂純子 眼球使用困難症と制度の谷間

2021 1 10 ラジオ インタビュー

山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤未佳子 第26回ロービジョンケア講習会 （制度の谷間と英国の制度）

2021 1 16 講演会 オーガナイザー

第26回ロービジョンケア講習会
（制度の谷間と英国の制度）

甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　立川くるみ　奈良里紗　
酒井弘充　吉田朋子　原田亮　穂阪和宏　金山佐保

眼球使用困難症など制度の谷間と英国の視覚障害者に対する制度

2021 2 20 講習会 オーガナイザー第8回FVS研究会（第3回Webinar) zoom 加茂純子　原田亮　田辺直彦 zoomによるFVS研修会
2021 3 4 地方会 口頭発表 第27回　山梨緑内障研究会 甲府　zoom 加茂純子　谷本裕太　原田亮　柏木賢治 一般健診における周辺前深度の１２年間の変化とその関連因子

2021 3 10 講習会 講演 サイバー眼科研究会 東京　zoom 加茂純子 感受性からみた眼科領域抗菌薬選択2018　vs 2008
2021 3 14 地方会 口頭発表 山梨医学会 甲府　zoom 谷本裕太　加茂純子  原田亮 柏木賢治 一般健診における周辺前深度の１２年間の変化とその関連因子

2021 3 14 地方会 口頭発表 山梨医学会 甲府　zoom 中土居祐太　瀧瀬康洋　新村浩透　加茂純子　米山征吾 片側眼部帯状疱疹により両側眼球運動障害を呈した一例

2021 3 31 講演会 講演 サイバー眼科研究会 東京　zoom 加茂純子 眼球使用困難症について

2021 5 7 全国学会 座長 第22回日本ロービジョン学会 浜松　zoom 加茂純子 必要な人をロービジョンケアにつなげるために　～日英のロービジョンケア講習会の違い

2021 5 8 全国学会 座長 第22回日本ロービジョン学会 浜松　zoom 加茂純子　不二門尚　柏倉秀克 英国における中途視覚障害者支援の動向

2021 9 全国学会 オーガナイザー第22回日本ロービジョン学会 浜松　zoom 平塚義宗　加茂純子　斉之平真弓　鶴岡三恵子　村上美紀　小野峰子　
原田亮

国際基準であるFunctional Vision Score (FVS)の普及を目指して

2021 5 16 ラジオ インタビュー

山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤未佳子 糖尿病で目や足を失わないために　講習会の予告

2021 5 23 講演会 オーガナイザー
第27回ロービジョンケア講習会 糖尿病で眼や足
を失わないために

甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　飯窪護　菊島渉　日高寿美
酒井弘充　吉田朋子　原田亮　穂阪和宏　金山佐保

糖尿病や腎不全で目や足を失わないために）

2021 6 29 講演会 講演 参天製薬社内研修会 甲府 zoom 加茂純子　島健一郎 英国からみた日本の視覚障害者への制度と社会

2021 7 2 国際学会 e-poster the 9th World Glaucoma e-Congress  Tokyo zoom Kamo J, Tanimoto Y, Harada R, Kashiwagi K Changes in peripheral anterior chamber depth over ten years in health examinees
2021 7 31 講習会 講習会 第9回FVS研究会（Webinar) 甲府 zoom 加茂純子　原田亮　鶴岡三恵子　斉之平真弓 zoomによるFVS研修会

2021 8 12 全国学会 口頭発表 第29回視覚リハビリテーション研究発表大会　in 
岡山

岡山 zoom 加茂純子　濱田悠太　酒井弘充　兜山高宏 リモートでの見えない　見えにくい方のためのiPhone,iPad教室の試み

2021 12 全国学会 口頭発表 第29回視覚リハビリテーション研究発表大会　in 岡山 zoom 道面由利香　小倉芳枝　加藤陽子　加茂純子　内記郁　藤井絢子 「見えない・見えにくい人のためのメイクレッスンヒント集」の完成

2021 9 10 ラジオ 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 田辺直彦　加茂純子　塩澤未佳子 目と遺伝の講習会の予告

2021 10 2　 講演会 オーガナイザー第28回ロービジョンケア講習会 甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　岩田文乃　田村智英子 目と遺伝

2021 12 18 全国学会 口頭発表 第54回神経眼科学会 東京 加茂純子　若倉雅登 非眼球性羞明に対する医師への意識調査

2022 1 9 ラジオ インタビュー 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　塩澤未佳子 ITリテラシーとAIスピーカー講習会の予告
2022 1 15 講演会 オーガナイザー第29回ロービジョンケア講習会 甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　金山佐保　園順一 ITリテラシーとAIスピーカー
2022 2 10 地方会 口演 第28回山梨緑内障研究会 中央 zoom 原田 亮, 岡部 夏樹, 高橋 亜以里, 重本 有実, 小暮 千桜, 葛西 友香, 小

 ,  ,  
子供の健康と環境に関する全国調査の追加調査における8歳児の網膜厚,屈折,眼軸の関連

2022 3 6 地方会 口頭発表 第48回 山梨総合医学会 演題番号64 甲府　zoom 中土居祐太1) 加茂純子1) 木戸美之2) 野沢みなり3) 当院の定期透析患者を対象とした視機能と基礎疾患、四肢欠損の関連性の検討

2022 3 26 講演会 講演

日本視覚障害者団体連合（日視連） 東京　zoom 加茂純子 日本版ECLOを考える調査事業（英国と日本の医療の違い、ECLOの視覚取得について、ECLOの資
質、
日本における医療から福祉への早期相談について）

2022 4 14 全国学会 口頭発表 第126回日本眼科学会 大阪 zoom 原田 亮, 岡部 夏樹, 高橋 亜以里, 重本 有実, 小暮 千桜, 葛西 友香, 小 子供の健康と環境に関する全国調査の追加調査における8歳児の網膜厚,屈折,眼軸の関連
2022 5 21 全国学会 座長 第23回ロービジョン学会 鹿児島　zoom August Colenbrander　（座長　加茂純子、斉之平真弓、鶴岡三恵子） Perspective of Vision（教育講演　日本語ナレーション、Q＆A通訳）
2022 6 18 講演会 オーガナイザー第30回ロービジョンケア講習会 甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　酒井弘充　岡田雅人　吉川典雄　 就労　盲学校卒業生の進路、　職業センター、あまねく届け　光！

2022 6 25 研究会 口頭発表 第15回 日本心療眼科研究会 東京　zoom 加茂 純子（甲府共立病院眼科） 眼球使用困難症患者がエビリファイ中止で著明改善

2022 7 8 国際学会 口頭発表 Vision 2020+2 Dublin Dublin　zoom Kamo J 1 , Harada R 2 Takeda D Automatic Functional Vision Score（FVS）calculation after measuring Visual Field Score,VFS by 
2022 7 5~8 国際学会 poster Vision 2020+2 Dublin Dublin　zoom Kamo J 1 , Endoh 2 , Ono M 3 , Sainohira 4 , Tsuruoka M, Harada R 5, Trial of Colenbrander -Endoh- Kamo Functional Vision Score calculating sheet



列1 月 日 カテゴリー 発表種目 学会名 場所 著者 題名

2022 16 全国学会 poster 第30回視覚リハビリ研究発表会 名古屋　zoom 加茂純子　中土居祐太 透析室での１m 視力表と眼科での視力について
2022 10 9 講演会 講演 岡山県視覚障害を考える会 特別講演会 zoom 原田亮 山梨県視覚障害を考える会の活動報告

2022 10 16 ラジオ インタビュー 山梨放送　ラジオライトハウス 甲府 加茂純子　水越千尋 パラスポーツ講演会の告知

2022 10 22 全国学会 口頭発表 第37回日本糖尿病合併学会 京都　zoom 加茂純子　中土居祐太 透析患者のDM有無と視機能、四肢欠損の関連（W18-4)

2022 23 講演会 オーガナイザー

第31回ロービジョンケア講習会 甲府　zoom 加茂純子　田辺直彦　酒井弘充　澤田優欄　鳥居健人 パラスポーツ　鳥居健人（とりい　けんと　参天製薬）「スポーツとの出会い～挑戦は世界を広げ、
そして混ざり合う～」

2022
2022 11 6 講演会 講演 南アルプス市　視覚障害者協会　特別講演 櫛形社会福祉会館 加茂純子　 ECLOについて
2022 11 22 全国学会 口頭発表 第60回　日本神経眼科学会 倉敷　zoom 加茂純子　佐藤琢也　齊藤徳仁 向精神薬中止により羞明が著明改善した若年女性2例
2022 12 4 全国学会 口頭発表 第45回全国腎疾患管理懇話会学術大会 in やま 甲府　zoom 加茂純子　木戸美之 震災で糖尿病合併症が悪化した症例

2023 1 6 講演会 オーガナイザー

第32回ロービジョンケア講習会 甲府　zoom 中津大介　福場将太　加茂純子　田辺直彦　金山佐保　吉田朋子　酒井
弘充
穂阪和宏

視覚障碍者の心理について

2023 3 5 地方会 口頭発表 第49回　山梨総合医学会 甲府　zoom 加茂純子　小倉恵美　原田亮　細川恵理子　米山征吾 急性骨髄性白血病　で両黄斑出血へのロービジョンケア

2023 3 9 地方会 口頭発表 山梨網膜研究会 甲府　zoom 加茂純子　小倉恵美　原田亮　細川恵理子　米山征吾 急性骨髄性白血病　で両黄斑出血へのロービジョンケア


