
学術業績集　関西労災病院　41

論文・著書

Validation of the distress and impact thermometer 
and the changes of mood during the first 6 months of 
treatment in gynecological cancer patients: a Kansai 
Clinical Oncology Group (KCOG)-G1103 prospective 
study
Itani Y, Arakawa A, Tsubamoto H, Ito K, Nishikawa R, Inoue K, 

Yamamoto S, Miyagi Y, Hori K, Furukawa N
Arch Gynecol Obstet 294(6):1273-1281,2016

Gynandroblastoma of postmenopausal women: a case 
report

Shichido S, Tashima L, Hori K, Kimura H, Nakatsuka S, 
Hoshida Y, Ito K

Eur J Gynaecol Oncol 37(4):581-583,2016

A phase II study of postoperative concurrent 
carboplatin and paclitaxel combined with intensity-
modulated pelvic radiotherapy followed by 
consolidation chemotherapy in surgically treated 
cervical cancer patients with positive pelvic lymph 
nodes

Mabuchi S, Isohashi F, Yokoi T, Takemura M, Yoshino K, 
Shiki Y, Ito K, Enomoto T, Ogawa K, Kimura T

Gynecol Oncol 141(2):240-246,2016

Optimal cytoreductive surgery in patients with 
advanced uterine carcinosarcoma: A multi-institutional 
retrospective study from the Japanese gynecologic 
oncology group

Harano K, Hirakawa A, Yunokawa M, Nakamura T, Satoh T, 
Nishikawa T, Aoki D, Ito K, Ito K, Nakanishi T, Susumu N, 

Takehara K, Watanabe Y, Watari H, Saito T
Gynecol Oncol 141(3):447-453,2016

Prognostic factors in patients with uterine 
carcinosarcoma: a multi-institutional retrospective 
study from the Japanese Gynecologic Oncology Group

Harano K, Hirakawa A, Yunokawa M, Nakamura T, Satoh T, 
Nishikawa T, Aoki D, Ito K, Ito K, Nakanishi T, Susumu N, 

Takehara K, Watanabe Y, Watari H, Saito T
Int J Clin Oncol 21(1):168-176,2016

Treatment and prognosis of bone metastasis from 
cervical cancer (KCOG-G1202s)

Makino H, Nishio S, Tsubamoto H, Shimada M, Nishikawa R, 
Kai K, Ito K, Mizuno T, Ushijima K, Morishige K

J Obstet Gynaecol Res 42(6):701-706,2016

Efficacy and safety of olanzapine combined with 
aprepitant, palonosetron, and dexamethasone for 
preventing nausea and vomiting induced by cisplatin-
based chemotherapy in gynecological cancer: 
KCOG-G1301 phase II trial
Abe M, Hirashima Y, Kasamatsu Y, Kado N, Komeda S, Kuji S, 

Tanaka A, Takahashi N, Takekuma M, Hirata H, Ichikawa Y, 
Itonaga Y, Hirakawa T, Nasu K, Miyagi K, Murakami J, Ito K

Support Care Cancer 24(2):675-682,2016

化学療法が著効し両側気胸を来した子宮平滑筋肉腫の 1 例
村上淳子、堀　謙輔、大久保理恵子、宮城香乃子、塩見真由、浦上希吏、

中川美生、吉岡恵美、鶴田智彦、田島里奈、伊藤公彦
癌と化学療法 43(2):259-261,2016

再発卵巣がん患者に対する Bevacizumab 投与例の後方視的
検討
堀　謙輔、鶴田智彦、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、

村上淳子、中川美生、田島里奈、伊藤公彦
癌と化学療法 43(10):1197-1200,2016

発症翌日に死亡した周産期心筋症の 1 例
村上淳子、田島里奈、桑鶴知一郎、浦上希吏、安藤亮介、武井和佳子、

七堂志津香、吉岡恵美、尾崎公章、堀　謙輔、伊藤公彦
産科と婦人科 83(1):101-104,2016

3. 上皮性卵巣癌の再発（プラチナ非感受性）
伊藤公彦

産婦人科処方実践マニュアル 83(Suppl.):156-159,2016

就労が女性特有の疾患の手術時期におよぼす影響（労働者健
康安全機構が有する病職歴データから）

宮内文久、大角尚子、香川秀之、星野寛美、松江陽一、中山昌樹、
藤原多子、志岐保彦、伊藤公彦、辰田仁美、東矢俊光

日職災医誌 64:349-357,2016

学会報告

Mental mood of gynecologic cancer patients assessed 
by distress and impact thermometer (DIT) and hospital 
anxiety and depression scale (HADS): KCOG-G1103 
study

Itani Y, Arakawa A, Tsubamoto H, Ito K, Nishikawa R, 
Shichido S, Miyagi Y, Furukawa N, Inoue K

第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

子宮体部原発大細胞癌の 1 例
鶴田智彦、小谷知紘、小野ひとみ、下地香乃子、大久保理恵子、村上淳子、

中川美生、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

卵巣明細胞腺癌における GPB 療法の有用性
中川美生、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、村上淳子、

鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

シスプラチンを含む高度催吐性化学療法に対する化学療法誘発
性悪心・嘔吐に対する標準制吐療法＋オランザピン併用の有効
性・安全性の検討：前向き第 2 相試験

安部正和、平嶋泰之、武隈宗孝、高橋伸卓、田中　晶、市川義一、
糸永由衣、平川東望子、奈須家栄、下地香乃子、村上淳子、伊藤公彦

第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

●●
●● 産婦人科
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婦人科悪性腫瘍終末期における治療の差し控えへの意思決定支
援に多職種カンファレンスを通して関与した 2 症例
堀　謙輔、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、村上淳子、

中川美生、鶴田智彦、田島里奈、伊藤公彦
第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

卵巣癌 pT1 期での系統的後腹膜リンパ節郭清の検討
大久保理恵子、小谷知紘、小野ひとみ、下地香乃子、村上淳子、中川美生、

鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 134 回近畿産科婦人科学会 2016.6.4-5 京都市

後腹膜に発生し尿管を巻き込んで発育したデスモイド型線維腫
症の 1 例
小野ひとみ、堀　謙輔、小谷知紘、大久保理恵子、下地香乃子、村上淳子、

中川美生、鶴田智彦、田島里奈、伊藤公彦
第 134 回近畿産科婦人科学会 2016.6.4-5 京都市

後腹膜に発生し尿管を巻き込んで発育したデスモイド型線維腫
症の 1 例
小野ひとみ、堀　謙輔、小谷知紘、大久保理恵子、下地香乃子、村上淳子、

中川美生、鶴田智彦、田島里奈、伊藤公彦
第 39 回大阪大学産婦人科オープンクリニカルカンファレンス 2016.7.2 大阪市

卵巣癌 III-IV 期に対する Primary debulking surgery (PDS)
と Neoadjuvant chemotherapy(NAC) 後の Interval 
debulking surgery (IDS) の比較
下地香乃子、伊藤公彦、八木太郎、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、

中川美生、後藤摩耶子、鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔
第 90 回兵庫県産科婦人科学会 2016.7.3 神戸市

【ワークショップ 2　婦人科希少疾患の治療：成熟嚢胞性奇形腫
の悪性転化について】　卵巣成熟奇形腫の悪性転化に対する治
療法・予後についての後方視的研究 (KCOG-G1305s study)

杉浦　敦、井谷嘉男、荒川敦志、伊東史学、井上佳代、小貫麻美子、
庄子忠宏、竹井裕二、竹原和宏、田畑　務、長野浩昭、中村俊昭、

棟方　哲、山田隆司、古川直人、喜多恒和、伊藤公彦
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

子宮癌肉腫 Stage IA に対する術後補助療法の有用性：多施設
共同後方視的研究 JGOG2048s による検討

原野謙一、平川晃弘、温泉川真由、中村俊昭、佐藤豊実、西川忠暁、
青木大輔、伊藤公彦、伊藤　潔、中西　透、進　伸幸、竹原和宏、

渡部　洋、渡利英道、齋藤俊章
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

卵巣粘液性腺癌 pT1 期例の系統的後腹膜リンパ節郭清は省略
可能か？
大久保理恵子、小野ひとみ、小谷知紘、下地香乃子、村上淳子、中川美生、

鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

がん終末期における治療の差し控えへの意思決定支援に多職種
カンファレンスにより関与した 2 例
堀　謙輔、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、村上淳子、

中川美生、鶴田智彦、田島里奈、伊藤公彦
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

子宮体部原発大細胞性神経内分泌癌 (large cell 
neuroendocrine carcinoma) の 1 例
鶴田智彦、堀　謙輔、小野ひとみ、大久保理恵子、村上淳子、中川美生、

田島里奈、小谷知紘、伊藤公彦
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

【痛恨の症例】卵巣癌の術後リンパ嚢胞で対応に苦慮した 1 例
伊藤公彦

第 3 回卵巣がん Sparkling Surgery 研究会 2016.7.30 東京都

当院における早期子宮体癌に対して TLH を施行した 24 例の検
討
八木太郎、小野ひとみ、小谷知紘、下地香乃子、大久保理恵子、中川美生、

鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 34 回武庫川産婦人科セミナー 2016.8.6 西宮市

【ワークショップ 54　卵巣 1：卵巣がん手術療法】　卵巣癌Ⅲ-
Ⅳ期に対する PDS と NAC 後の IDS の比較
下地香乃子、伊藤公彦、八木太郎、小谷千紘、小野ひとみ、大久保理恵子、

中川美生、後藤摩耶子、鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔
第 54 回日本癌治療学会 2016.10.20-22 横浜市

終末期における積極的治療の差し控えに関する意志決定支援の
新たな手法

堀　謙輔、渡部昌子、藤原明子、下川福子、池田和世、辻本　浩
第 54 回日本癌治療学会 2016.10.20-22 横浜市

リンパ節郭清術後の下肢リンパ浮腫に対する当院での取り組み
八木太郎、小谷知紘、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、中川美生、

後藤摩耶子、鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 135 回近畿産科婦人科学会 2016.10.23 京都市

帝王切開術後の大量出血にて子宮全摘術を施行し、病理診断に
て子宮型羊水塞栓症と診断し得た 1 例
小谷知紘、八木太郎、小野ひとみ、大久保理恵子、下地香乃子、中川美生、

後藤摩耶子、鶴田智彦、田島里奈、堀　謙輔、伊藤公彦
第 135 回近畿産科婦人科学会 2016.10.23 京都市

講演会やテレビ出演

特別講演会「これからの臨床試験の遂行」、分科会
伊藤公彦

NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 冬季総会 2016.1.16 大阪市

分娩介助の実際
田島里奈

阪神地区消防長会救急隊員研修会 2016.2.18 西宮市

ミニレクチャー「Gynecologic oncology における鏡視下手術
の問題点と展望～ cadaveric hands on を経験して～」

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.3.4 大阪市

分娩介助の実際
田島里奈

阪神地区消防長会救急隊員研修会 2016.3.10 西宮市



学術業績集　関西労災病院　43

ミニレクチャー「臨床試験の実施に必要な生物統計学」
伊藤公彦

NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.5.14 大阪市

卵巣がん・子宮がん治療の最前線
伊藤公彦

第 22 回関西ろうさい病院市民公開講座 2016.6.18 宝塚市

腹腔鏡手術でできること、できないこと
鶴田智彦

第 22 回関西ろうさい病院市民公開講座 2016.6.18 宝塚市

いまどきの痛くないお産 " 無痛分娩 " という選択肢
田島里奈

第 22 回関西ろうさい病院市民公開講座 2016.6.18 宝塚市

特別講演会「婦人科領域腫瘍 / 疾患の現状 第 1 部 :WHO 分
類改訂がもたらした理論と実践 第 2 部 : 当センターにおける転
移性肺腫瘍の紹介」、分科会

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 夏季総会 2016.7.2 大阪市

子宮肉腫に対する治療戦略
伊藤公彦

第 58 回日本婦人科腫瘍学会（ランチョンセミナー） 2016.7.10 松江市

「もしも産婦人科医が緩和ケアチームに入ったら」 ～産婦人科疾
患における緩和ケアの特徴～

堀　謙輔
第 17 回西宮緩和医療研究会 2016.7.30 西宮市

妊娠分娩産褥期の異常及び対処方法
堀　謙輔

平成 28 年度周産期に携わる方のための研修プログラム（院内助産所等開設支援
事業研修） 2016.9.12 神戸市

ミニレクチャー「ASCO2016 報告」
伊藤公彦

NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.9.16 京都市

卵巣癌の術後にリンパ嚢胞の対応で苦慮した 1 例
下地香乃子

関西ろうさい病院産婦人科セミナー 2016.10.6 尼崎市

当院の全腹腔鏡下子宮全摘術 (TLH) の現状
堀　謙輔

関西ろうさい病院産婦人科セミナー 2016.10.6 尼崎市

子宮平滑筋肉腫治療の最前線
伊藤公彦

関西ろうさい病院産婦人科セミナー 2016.10.6 尼崎市

院内助産開設にあたり知っておきたいエビデンス　～本邦にお
けるガイドラインを中心に～

堀　謙輔
院内助産所、助産師外来の開設・運営に関する研修会 2016.10.18 尼崎市

ミニレクチャー「第 13 回日本婦人科がん会議の報告 ( ディベー
ト・セミナーのエッセンス )」

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.11.4 大阪市

カルテ Q&A 「婦人科がん手術後の合併症」
伊藤公彦

神戸新聞 2016.12.8

主催した研究会

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 冬季総会 2016.1.16 大阪市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.3.4 大阪市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.5.14 大阪市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 夏季総会 2016.7.2 大阪市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.9.16 京都市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.11.4 大阪市

伊藤公彦
NPO 法人関西臨床腫瘍研究会 (KCOG) 婦人科分科会 2016.12.10 大阪市

座長を務めた学会・研究会

HRTの具体的な工夫 ～リスク・ベネフィットから考える～
伊藤公彦

第 14 回阪神婦人科・内分泌研究会 2016.4.2 西宮市

Group 15 卵巣腫瘍・診断
伊藤公彦

第 68 回日本産科婦人科学会 2016.4.21-24 東京都

「卵巣がん・子宮がん治療の最前線」、「腹腔鏡手術でできること、
できないこと」、「いまどきの痛くないお産 " 無痛分娩 " という選
択肢」

伊藤公彦
第 22 回関西ろうさい病院市民公開講座 2016.6.18 宝塚市
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「婦人科がん治療　根治性と QOL」、「婦人科悪性腫瘍手術に
おける後腹膜リンパ節郭清術」

伊藤公彦
婦人科腫瘍阪神地区講演会 2016.7.1 尼崎市

次世代飛翔プログラム：スーパードクター G：Gynecologic 
Oncologist を目指して

伊藤公彦
第 58 回日本婦人科腫瘍学会 2016.7.8-10 松江市

血管機能改善によるがん悪性化の抑制
伊藤公彦

アバスチン子宮頸がん適応拡大記念講演会 2016.7.15 神戸市

「骨盤臨床解剖学からみた広汎子宮全摘術」、「子宮頸癌におけ
る神経温存手術について」、「子宮頸部 Bulky Tumor に対する
広汎子宮全摘術」

伊藤公彦
子宮頸癌勉強会 2016.8.6 名古屋市

「HBOC 総論」、「当科における HBOC 診療の現状と取り組み」、
「HBOC の連携と実際」

伊藤公彦
Scientific Exchange Meeting in HYOGO 2016.9.9 神戸市

クリニカルセミナー 「Clinical trials in Fudan University, 
Shanghai Cancer Center」、「Clinical trial of adjuvant 
therapy for endometrial cancer-collaboration between 
FUSCC and KCOG」

伊藤公彦
第 13 回日本婦人科がん会議 2016.9.30-10.1 三重県

「卵巣癌の術後にリンパ嚢胞の対応で苦慮した 1 例」、「当院の
全腹腔鏡下子宮全摘術 (TLH) の現状」、「当院の院内助産の実
際」

田島里奈
関西ろうさい病院産婦人科セミナー 2016.10.6 尼崎市

子宮平滑筋肉腫治療の最前線
堀　謙輔

関西ろうさい病院産婦人科セミナー 2016.10.6 尼崎市

ミニシンポジウム 60　子宮 7：子宮体がんの治療戦略
伊藤公彦

第 54 回日本癌治療学会 2016.10.20-22 横浜市

子宮頸癌における薬物治療
伊藤公彦

Kansai Cervical and Ovarian cancer Gynecologic seminar 2016.12.10 
大阪市

論文・著書

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 9:2251-2256,2016

ドライアイでの CL 装用
渡辺　仁

日本コンタクトレンズ学会　雑誌

ドライアイ　テラーメイドの時代　
渡辺　仁

大橋裕一、白神史雄、村上晶編 . 眼科疾患 最新の治療 2016－2018 p.1-4 
南江堂 2016

輪部疲弊症
渡辺　仁

大路正人、後藤浩、山田昌和、野田徹編集．今日の眼疾患治療指針 p.369 
医学書院 2016

角膜軟化症
渡辺　仁

大路正人、後藤浩、山田昌和、野田徹編集．今日の眼疾患治療指針 p.369 
医学書院 2016

鉗子分娩外傷　
渡辺　仁

大路正人、後藤浩、山田昌和、野田徹編集．今日の眼疾患治療指針 p.369 
医学書院 2016

薬剤毒性角膜症　表層角膜炎　
渡辺　仁

一目でわかる眼疾患の見分け方 角結膜疾患、緑内障 p.59 メディカルビュー社 
2016　

結核による角膜実質炎
渡辺　仁

一目でわかる眼疾患の見分け方 角結膜疾患、緑内障 p.81 メディカルビュー社 
2016　

鉗子分娩外傷　
渡辺　仁

今日の眼疾患治療指針　（編集　大路正人　後藤浩　山田昌和　野田徹）　
pp369  医学書院　2016　東京

学会報告

Diquafosol ophthalmic solution increases pre- and 
postlens tear film during contact lens wear in rabbit 
eyes　

Nagahara Y, Koh b, Nagahara Y, Koh S, Oshita Y, Nagano T, 
Mano H, Nishida K, Watanabe H　

ARVO 2016.5.5 Seattle,WA
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