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卵巣腫瘍 診断 1 画像
伊藤公彦

第 67 回日本産科婦人科学会 2015.4.9-12 横浜市

卵巣癌におけるアバスチン療法 ～いかに症例を選択するか～
伊藤公彦

Chugai Ovarian Cancer Symposium in Kobe 2015.6.5 神戸市

婦人科 1
伊藤公彦

第 89 回兵庫県産科婦人科学会 2015.6.7 神戸市

子宮頸癌の化学療法の進歩
伊藤公彦

第 56 回日本臨床細胞学会 【ランチョンセミナー】 2015.6.12-14 松江市

術中迅速病理診断の臨床的意義
伊藤公彦

第 12 回婦人科がん会議 2015.6.26-27 長野県

腫瘍 6
伊藤公彦

第 132 回近畿産科婦人科学会 2015.6.27-28 神戸市

English Oral Surgery
伊藤公彦

第 57 回日本婦人科腫瘍学会 2015.8.7-9 盛岡市

卵巣腫瘍・その他
伊藤公彦

第 16 回 JSAWI 2015.9.4-5 淡路市

セッションⅢ
伊藤公彦

第 133 回近畿産科婦人科学会 2015.10.25 西宮市

【FACO International Workshop 14】 Gynecologic 
Cancer 2

伊藤公彦
第 53 回日本癌治療学会 2015.10.29-31 京都市

卵巣癌治療におけるアバスチンの役割
伊藤公彦

Chugai Ovarian Cancer Symposium in Hanshin 2015.11.13 西宮市

論文・著書

Prolonged increase in tear meniscus height by 3% 
diquafosol ophthalmic solution in eyes with contact 
lenses

Nagahara Y, Koh S, Nishida K, Watanabe H 
Clin Ophthalmol 9:1029-1031,2015

Prominent decrease of tear meniscus height with 
contact lens wear and efficacy of eye drop instillation

Nagahara Y, Koh S, Maeda N, Nishida K, Watanabe H
Eye Contact Lens 41(5):318-322,2015 

Effect of non-invasive tear stability assessment on tear 
meniscus height

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

Acta Ophthalmol 93(2):e135-139,2015

Real-world assessment of diquafosol in dry eye 
patients with risk factors such as contact lens, 
meibomian gland dysfunction, and conjunctivochalasis: 
subgroup analysis from a prospective observational 
study

Yamaguchi M, Nishijima T, Shimazaki J, Takamura E,
 Yokoi N, Watanabe H, Ohashi Y

Clin Ophthalmol 9:2251-2256,2015 

学会報告

Case Study : TFOD
Watanabe H

3rd Asia Dry Eye Society 2015.10.30 Tokyo,Japan

新しい涙点プラグ“イーグルプラグ One “の特性と適応、そ
の治療効果について

渡辺　仁、大矢史香、南　高正、中田　亙
角膜カンファランス 2015 2015.2.11 高知市

症例から学ぶ角膜診療
渡辺　仁　

角膜カンファランスランチョンセミナー角膜カンファランス 2015.2.11 高知市

コンタクトレンズを科学する
渡辺　仁

第 119 回日本眼科学会総会 フェアウェルセミナー患者満足を科学する 2015.4.19 
札幌市　

CL 装用時の涙液動態を探る
渡辺　仁

フォーサム 2015 大阪モーニングセミナー 患者満足を高めるドライアイ診療とは？ 
2015.7.11 大阪市

CL 装用眼の涙液動態に対するジクアス点眼の効果―ウサギ眼
での検討

永原裕紀子、大下善弘、長野　敬、真野英俊、高　静花、渡辺　仁、
西田幸二

第 58 回日本コンタクトレンズ学会 2015.7.11 大阪市
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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 69 回日本眼科臨床眼科学会インストラクションコース 33 2015.10.23 東京都

CL 装用ドライアイ
渡辺　仁

ドライアイ治療のパラダイムシフト～ジクアス点眼液 3％の可能性に迫る～第 69 回
日本臨床眼科学会フェアウェルセミナー名古屋 2015.10.25 名古屋市

講演会やテレビ出演

特別講演　ドライアイおよびその関連疾患における効果から見
る治療の賢明な選択とは？

渡辺　仁
大阪大学関連オキュラーサーフェス研究会 2015.1.22 大阪市

ワンパターン治療から一歩ステップアップできる治療選択とは？
－緑内障。ドライアイおよにその関連疾患治療を中心に？　

渡辺　仁
ムコスタ点眼液 UD2％発売 3 周年記念講演会 in Kobe 2015.1.24 神戸市

ムコスタ点眼薬はドライアイ患者の悩みをどれほど救えるか？
渡辺　仁

ムコスタ点眼液 UD2％発売 3 周年記念講演会 in Osaka 2015.2.28 大阪市

特別講演　ドライアイおよびその関連疾患において臨床症状か
ら治療選択はどう行うべきか？

渡辺　仁
阪神 Ophtalmology セミナー 2015.3.7 西宮市

特別講演　新しいドライアイ点眼治療―こう使えば効果的！？そ
の処方の秘訣とは？

渡辺　仁　
第 78 回和歌山眼科談話会 2015.3.19 和歌山市

特別講演　ドライアイおよびその関連疾患において臨床症状か
ら治療選択はどう行うべきか？　

渡辺　仁
奈良コンタクトレンズ＆ドライアイセミナー 2015.3.26 奈良市

マイボーム腺閉塞に伴う後部眼瞼炎に対するクラリスロマイシ
ンの治療効果　

大矢史香、渡辺　仁
尼崎・伊丹眼科合同カンファランス 2015 2015.3.28 伊丹市

糸状角膜炎に対するムコスタ点眼液の効果　
大矢史香、渡辺　仁

第 2 回涙液を考える会 2015.4.4 京都市

特別講演　涙点プラグと涙点閉鎖術 up date　
渡辺　仁

ドライアイ研究会主催講習会 2015.4.26 東京都

テーマを選べる角結膜疾患セミナー 2015
渡辺　仁

第 7 回東邦大学佐倉病院眼科フォーラム 2015.5.16 千葉県

Break patter　Case Series (1)　
渡辺　仁

第 9 回箱根ドライアイクラブ TFOD PLUS 2015.6.5 長野県

今、知っておきたいドライアイ診察における新常識
渡辺　仁

平成 27 年度道北眼科医会学術講演会 2015.6.6 北海道

治療効果から導かれるドライアイ点眼薬に使い分け　
渡辺　仁

第 11 回青森市眼科懇話会 2015.6.10 青森市

特別講演 今、知っておきたいドライアイ診察における新常識
渡辺　仁

第 4 回大分 Ocular Surface Seminar 2015.7.4 大分県

治療を極める！　ドライアイ診療を極める
渡辺　仁

ジクアス発売 5 周年記念講演会 2015.8.9 東京都

症例から学ぶ角結膜疾患
渡辺　仁

長野県眼科医会集談会 2015.9.13 長野県

ドライアイ診療で今。知っておきたい新常識
渡辺　仁

第 2 回函館ドライアイセミナー 2015.9.26 北海道

誰にでもできる目の自己判断～７つのポイント～
渡辺　仁

第 27 回目の愛護デー記念健康講座 2015.10.3 尼崎市

今、知っておきたいドライアイ診察における新常識
渡辺　仁

第 3 回 Senju Ophthalmic Seminar in　岡山 2015.10.31 岡山市

特別講演　ドライアイ診察で今知っておきたい新常識
渡辺　仁

佐賀オキュラーサーフェス学術講演会 2015.11.14 佐賀県

粘膜修復からみたドライアイ治療
渡辺　仁

第 3 回 Mucosal Conference 大阪 2015.12.10 大阪市

主催した研究会

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾　Study 7 2015．5.21 神戸市

渡辺　仁
第 12 回兵庫県オキュラーサーフェス研究会 2015.9.5 神戸市

渡辺　仁
第 11 回武庫川眼科アカデミー 2015.10.2 西宮市
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渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾　Study 8 2015.11.11 神戸市

座長を務めた学会・研究会

渡辺　仁、西田幸二
大阪大学関連オキュラーサーフェス研究会 2015.1.22 大阪市

渡辺　仁
ムコスタ「点眼液 UD2％ 発売 3 周年記念講演会 in Kobe 2015.1.24 神戸市

渡辺　仁
尼崎・伊丹眼科合同カンファランス 2014 2015.3.28 伊丹市

渡辺　仁
第 2 回涙液を考える会 糸状角膜炎に対するムコスタ点眼薬の効果 2015.4.4 京都

市

渡辺　仁
日本眼科学会総会ドライアイ 2015.4.16 札幌市

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾　Study 7 2015.5.21 神戸市

渡辺　仁
第 11 回武庫川眼科アカデミー 2015.10.2 西宮市

渡辺　仁
日本眼科学会総会 屈折・視機能 : 屈折矯正・視機能 3 2015.10.24 名古屋市

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾　Study 8 2015.11.11 神戸市

渡辺　仁
第 48 回日本薬剤師学会フェアウェルセミナードライアイ治療と服薬指導 

2015.11.22 鹿児島県

学会報告

当科で施行する内リンパ水腫疾患に対する内リンパ嚢開放術
福嶋宗久、平井崇士、宮口真一、伊藤理恵、赤埴詩朗
179 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.3.29 姫路市

喉頭癌に対してセツキシマブ併用放射線治療を行った血液透析
症例

平井崇士、赤埴詩朗、福嶋宗久、伊藤理恵、宮口真一
179 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.3.29 姫路市

当院めまい難聴外来を受診する患者の抑うつ傾向
福嶋宗久、太田見祐介、宮口真一、伊藤理恵

第 116 回日本耳鼻咽喉科学会 2015.5.20-23 東京都

喉頭癌に対してセツキシマブ併用放射線治療を行った血液透析
症例

平井崇士、赤埴詩朗、福嶋宗久、伊藤理恵、宮口真一
第 116 回日本耳鼻咽喉科学会 2015.5.20-23 東京都

当科における Cetuximab 併用放射線療法症例の経験
伊藤理恵、平井崇士、赤埴詩朗

第 39 回日本頭頸部癌学会 2015.6.3-6 神戸市

当院めまい難聴外来を受診する患者の抑うつ傾向
福嶋宗久、太田見祐介、宮口真一、伊藤理恵、赤埴詩朗

180 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.7.11 神戸市

癒着性中耳炎に対し Perichondrium-cartilage island flap を
用いた鼓室形成術の 1 例

太田見祐介、福嶋宗久、宮口真一、伊藤理恵、赤埴詩朗
180 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.7.11 神戸市

二次性 BPPV と内リンパ水腫の関係にかかる一考察
福嶋宗久

第 74 回日本めまい平衡医学会 2015.11.26-27 岐阜市

内リンパ水腫と二次性良性発作性頭位めまい症との関わり
福嶋宗久、伊藤理恵、宮口真一、太田見祐介、赤埴詩朗
181 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.12.20 西宮市

セツキシマブ投与 5 回目で Infusion Reaction を起こした中咽
頭癌の 1 例

太田見祐介、伊藤理恵、宮口真一、福嶋宗久、赤埴詩朗
181 回日本耳鼻咽喉科学会兵庫県地方部会 2015.12.20 西宮市
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