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子宮動脈塞栓術に引き続く経頸管摘除術 (TCR) で過大着床部
と診断後分娩に至った1例

七堂志津香、大久保理恵子、宮城香乃子、塩見真由、村上淳子、
桑鶴知一郎、浦上希吏、中川美生、吉岡恵美、鶴田智彦、田島里奈、
堀　謙輔、伊藤公彦、木村勇人、永野輝明、中塚伸一、棟方　哲

第 32回日本絨毛性疾患研究会 2014.10.3-4 京都市

講演会やテレビ出演

婦人科がんの標準治療
伊藤公彦

第 8回日本癌治療学会アップデート教育コース 2014.4.12 東京都

婦人科がん - 産婦人科にいこう-
伊藤公彦

MBS Jump Over Cancer もっと知ってほしいがんのこと2014 第 1回セミナー 
2014.4.22 大阪市

再発卵巣がん化学療法の現状について -Bevacizumab併用療
法とdose-dense TC 療法 -

伊藤公彦
Lilly インターネット講演会 2014.6.19 大阪市

妊娠分娩産褥期の異常とその対応
堀　謙輔

院内助産所・助産師外来開設のための研修事業 2014.9.3 神戸市

ライフスタイルに応じた子宮内膜症のマネジメント
堀　謙輔

第 20回尼崎地区産婦人科疾患勉強会 2014.11.6 尼崎市

子宮頸がんなどの婦人科のがん
伊藤公彦

MBS Jump Over Cancer もっと知ってほしいがんのこと2014 第 5回セミナー 
2014.12.23 大阪市

座長を務めた学会・研究会

卵巣腫瘍・症例 2
伊藤公彦

第 66回日本産科婦人科学会 2014.4.18-20 東京都

卵巣腫瘍 (9) 検討 2
伊藤公彦

第 56回日本婦人科腫瘍学会 2014.7.17-19 宇都宮市

がんサバイバー 妊孕性と就労
伊藤公彦

第 52回日本癌治療学会 2014.8.28-30 横浜市

【シンポジウム】16 働く女性の健康管理
矢本希夫、伊藤公彦

第 62回日本職業・災害医学会学術大会 2014.11.16-17 神戸市

論文・著書

Eff ect of diquafosol ophthalmic solution on the optical 
quality of the eyes in patients with aqueous-defi cient 
dry eye

Koh S, Maeda N, Ikeda C, Oie Y, Soma T, Tsujikawa M, 
Watanabe H, Nishida K

Acta Ophthalmol 92(8):e671-675,2014 

Clinical usefulness of diquafosol for real-world dry eye 
patients: a prospective, open-label, non-interventional, 
observational study
Yamaguchi M, Nishijima T, Shimazaki J, Takamura E, Yokoi N, 

Watanabe H, Ohashi Y
Adv Ther 31(11):1169-1181,2014

Tear fi lm oriented therapy
渡辺　仁

眼科 56:1233-1240,2014

日本発！ドライアイ点眼薬の使い方　
横井則彦、渡辺　仁、小幡博人、島崎　潤 

Frontiers in Dry Eye 9:8-16,2014

涙点プラグ挿入、コラーゲン注入
渡辺　仁

江口秀一郎（編） 眼科外来処置・小手術 クローズアップ p.172-175 メディカル
ビュー社 2014

周辺部角膜潰瘍に対する結膜切除術
渡辺　仁

眼手術学 4．角膜・結膜・屈折矯正 p.345-347 文光堂 2014

眼精疲労
渡辺　仁

今日の治療指針 p.1312-1313 医学書院 2014

角膜・角膜裂傷
渡辺　仁

専門医のための眼科診療クオリファイ 21．眼救急疾患スクランブル p.145-150 
中山書店 2014

斑状角膜ジストロフィ
渡辺　仁　

専門医のための眼科診療クオリファイ 25．角膜混濁のすべて p.81-84 中山書店 
2014

学会報告

Effi  cacy and safety of eiquafosol ophthalmic solution 
for dry eye in a prospective observational post-
marketing study in Japan

Watanabe H,  Shimazaki J, Takamura E, Yamaguchi M, 
Yokoi｠N, Osaki H, Ohashi Y

World Opthalmology Congress 2014 4.5 Tokyo,Japan

Clinical research of dry eye in China, Korea and Japan
Watanabe H

3rd Asia Dry Eye Society 2014.11.21-22 Tokyo,Japan

●●
●● 眼科
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New era in dry eye treatment has com; It's diquafosol!!
Watanabe H

34th Royal College of Ophthalmology of Thailand Meeting 2014.12.8 
Bankok,Thailand

【シンポジウム】 1.Controvercies in Cornea ドライアイに抗
炎症は重要か？

渡辺　仁
角膜カンファランス2014 第 38回日本角膜学会 2014.1.30 沖縄県

Keratographを用いたBUT測定（NIKBUT)とFL-BUT の違
い

大塚茉由莉、南　高正、中田　亙、渡辺　仁
角膜カンファランス2014 第 38回日本角膜学会 2014.1.30 沖縄県

非侵襲的涙液安定性評価がメニスカス測定に及ぼす影響
池田知佳子、高　静花、渡辺真矢、渡辺　仁、辻川元一、前田直之、

西田幸二
角膜カンファランス2014 第 38回日本角膜学会 2014.1.30 沖縄県

ドライアイ患者に対するジクアホソル点眼液の効果 -ジクアホソ
ル前向き観察研究 -
高村悦子、島崎　潤、山口昌彦、横井則彦、渡辺　仁、大嵜浩孝、

大橋裕一
角膜カンファランス2014 第 38回日本角膜学会 2014.1.30 沖縄県

ドライアイ -STOP｠THE ダラダラ 治療 - 今、現在あるべき治療
とは？

渡辺　仁
第 84回九州眼科学会 2014.6.27 福岡県

眼表面上皮の健全化で涙液の安定化・動態はどう変わる？
渡辺　仁

第 3回日本涙道・涙液学会総会 フォーサム2014 2014.7.6 東京都

TS-1 長期投与による結膜上皮角膜侵入に対する外科的治療
渡辺　仁、大矢史香、大塚茉由莉、南　高正、中田　亙

第 68回日本眼科臨床眼科学会 2014.11.13 神戸市

ドライアイスペシャリストの老舗こだわり講座
渡辺　仁、島崎　潤、横井則彦、堀　裕一

第 68回日本眼科臨床眼科学会インストラクションコース33 2014.11.15 東京都

講演会やテレビ出演

【特別講演】最近、そしてこれからのドライアイ治療
渡辺　仁

三重県眼科講習会 2014.1.13 津市

【特別講演】ドライアイ治療 up date 2014
渡辺　仁

霧島ドライアイセミナー 2014.2.6 鹿児島県

【特別講演】ドライアイ治療に対する新しい点眼薬の賢い使い
方

渡辺　仁
Dry Eye Seminar in Nagoya 2014.2.20 名古屋市

【特別講演】症例から学ぶ角結膜疾患の考え方とその治療
渡辺　仁

尼崎・伊丹眼科合同カンファランス2014 2014.3.8 伊丹市

【特別講演】ドライアイ治療に対する新しい点眼薬の賢い使い
方

渡辺　仁
秋田眼科臨床懇話会 2014.3.20 秋田市

【特別講演】ドライアイ治療 - 現在あるべき治療とは？-
渡辺　仁

NOSCの会 2014.6.26 奈良市

ドライアイ -STOP THE ダラダラ 治療 - 今、現在あるべき治療
とは？

渡辺　仁
第 84回九州眼科学会イブニングセミナー 2014.6.27 福岡県

【特別講演】ドライアイ治療 - 現在あるべき治療とは？-
渡辺　仁

第 3回なんかい眼科フォーラム 2014.7.26 堺市

実践！ドライアイ診療 外科的治療
渡辺　仁

眼科臨床実践講座 2014 2014.8.2-3 東京都

【特別講演】緑内障点眼の角膜上皮への障害は後発品、合剤で
どう変わったか？

渡辺　仁
第 12回兵庫県緑内障を考える会 2014.8.30 芦屋市

【特別講演】ドライアイの診断と治療 2014 - 今あるべき治療と
は？-

渡辺　仁
八戸眼科医会学術講演会 2014.9.13 青森県

ドライアイの診断と治療 2014 - 現在あるべき治療とは？-
渡辺　仁

宮崎眼疾患フォーラム 2014.9.17 宮崎市

【特別講演】ドライアイの診断と治療 2014 - 今あるべき治療と
は？-

渡辺　仁
長崎 県央・中地区眼科学術講演会 2014.9.25 長崎県

ドライアイを知って豊かな視覚を維持しよう
渡辺　仁

目の愛護デー講座 秋田 2014.9.28 秋田市 

【特別講演】ドライアイの治療における新展開 -STOP THE ダ
ラダラ治療 -

渡辺　仁
Otsuka Dry Eye Symposium in Kumamoto 2014.10.18 熊本市

【特別講演】ドライアイにおける最近の考え方及び診断・治療
渡辺　仁

筑豊眼科フォーラム 2014.10.31 福岡県
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明日から役立つ角結膜疾患・診断治療のヒント
渡辺　仁

第 16回大阪赤十字眼科フォーラム 2014.11.8 大阪市

ドライアイと糸状角膜炎　
渡辺　仁

ラジオ関西 みんなの健康相談 2014.11.15

糸状角膜炎に対するムコスタ点眼液の効果
大矢史香

兵庫Cornea 塾 Study 6 2014.11.26 神戸市

【特別講演】ドライアイ治療 - 現在あるべき治療とは？-
渡辺　仁

第 16回前眼部疾患研究会 2014.12.7 岡山市

主催した研究会

渡辺　仁
兵庫Cornea 塾 2014.5.28 神戸市

渡辺　仁
箱根ドライアイクラブ箱根 2014.6.20 神奈川県

渡辺　仁
第 11回兵庫県オキュラーサーフェス研究会 2014.9.6 神戸市

渡辺　仁
第 10回武庫川眼科アカデミー 2014.10.3 西宮市

渡辺　仁
第 68回日本臨床眼科学会 ドライアイ研究会共催セミナー 2014.11.14 神戸市

渡辺　仁
兵庫Cornea 塾 2014.11.26 神戸市

座長を務めた学会・研究会

ドライアイの自覚症状を考える
渡辺　仁

ムコスタ点眼液発売 2周年記念講演会 2014.2.22 神戸市

ドライアイ
渡辺　仁

第 118回日本眼科学会総会 2014.4.16 東京都

Study 5
渡辺　仁

兵庫Cornea 塾 2014.5.28 神戸市

瞬目時摩擦亢進と自覚症状
渡辺　仁

箱根ドライアイクラブ箱根 2014.6.20 神奈川県

渡辺　仁
第 11回兵庫県オキュラーサーフェス研究会 2014.9.6 神戸市

渡辺　仁
第 10回武庫川眼科アカデミー 2014.10.3 西宮市

渡辺　仁
第 68回日本臨床眼科学会 ドライアイ研究会共催セミナー 2014.11.14 神戸市

Dry Eye Research Award
渡辺　仁

第 68回日本眼科臨床眼科学会 イブニングセミナー 2014.11.14 神戸市

ドライアイ
渡辺　仁

第 68回日本臨床眼科学会総会 2014.11.16 神戸市

Study 6
渡辺　仁

兵庫Cornea 塾 2014.11.26 神戸市
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