
44　関西労災病院　学術業績集

「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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TFOD / TFOT concept 
Watanabe H, Yokoi N

Asia Dry Eye Summit 2016 2016.11.19 Xiamen,China

TS-1投与による結膜上皮角膜侵入に対する外科的治療の長期
的観察

渡辺　仁、大矢史香、穂積隆太、南　高正、中田　亙
角膜カンファランス 2016（第 40 回日本角膜学会総会 第 32 回日本角膜移植学会） 

2016.2.19 長野県

アレルギー性結膜炎をもつ若年者での角膜ヘルペスの発症およ
び症状の特徴について　

大矢史香、穂積隆太、中田　亙、渡辺　仁
角膜カンファランス 2016（第 40 回日本角膜学会総会 第 32 回日本角膜移植学会） 

2016.2.19 長野県

眼表面に優しい治療を目指して～ドライアイ～症例から学ぶ角
膜診療

渡辺　仁
角膜カンファランス 2016 モーニングセミナー 眼表面に優しい治療を目指して 

2016.2.19 長野県

角結膜疾患　プロの視点～症例から学ぶ～
西田幸二、前田直之、渡辺　仁　

第 120 回日本眼科学会 2016.4.10 仙台市

CL 装用下でのジクアス ® 点眼で見られる CL 上および CL 下
の涙液量変動とその関連性　フ

大矢史香、永原裕紀子、高　静花、渡辺　仁、大下義弘、長野　敬、
真野英俊、西田幸二

フォーサム 2016（第 59 回日本コンタクトレンズ学会 ) 2016.7.3 東京都

ドライアイスペシャリストの老舗こだわり講座～ CL　オフィス
ワーカーを中心に～

渡辺　仁、島崎　潤、横井則彦、山田昌和
第 70 回日本眼科臨床眼科学会 インストラクションコース 58 2016.11.6 京都市

講演会やテレビ出演

特別講演 臨床における角膜専門医ならではの考え方、および治
療について

渡辺　仁
第 7 回角膜よろず相談所 2016.1.16 神戸市 

コンタクトレンズとドライアイ
渡辺　仁

大阪薬剤師会勉強会 2016 2016.1.20 大阪市

特別講演 BAK フリーとなったジクアス点眼液 3％ これまでの使
い方・これからの使い方　

渡辺　仁
Ocular Surface Symposium 2016.1.23 名古屋市

ドライアイ診察の新潮流～粘膜治療のススメ～
渡辺　仁

大塚 e 講演会 2016.2.4 大阪市

特別講演ドライアイおよびその関連疾患におけるベストな治療
選択とは？

渡辺　仁
第 37 回大阪眼科セミナー 2016.2.6 大阪市

特別講演 BAK フリーとなったジクアス点眼液 3％ これまでの使
い方・これからの使い方　

渡辺　仁
Kansai Ocular Surface Forum 2016.2.11 大阪市

パネルディスカッション　より良くみえる翼状片手術 ：再発防止
から視機能と整容の時代へ

渡辺　仁
第 240 回 O.C.C. 2016.3.4 大阪市

糸状角膜炎 ultimate resolution  
大矢史香、渡辺　仁

第 240 回 O.C.C. 2016.3.4 大阪市

特別講演 BAK フリーとなったジクアス点眼液 3％　これまでの
使い方・これからの使い方　

渡辺　仁
宝塚市眼科医会学術講演会 2016.4.2 宝塚市

特別講演 教科書に載っていない角結膜の知見とその応用
渡辺　仁

第 8 回大阪大学眼科拡大医局会 2016.5.18 尼崎市

ムチン研究 日本人の貢献
渡辺　仁

第 10 回箱根ドライアイクラブ 2016.5.20 神奈川県

特別講演 ドライアイおよび関連疾患におけるベストな治療と
は？　

渡辺　仁
第 19 回和歌山眼科フォーラム 2016.6.16 和歌山市

特別講演 点眼薬の特性を生かしたドライアイ治療～特に CL 装
用ドライアイでは同対応するべきか

渡辺　仁
第 7 回 Next Generation Dry Eye Medical Seminar in Nagoya 2016.7.7 

名古屋市

ドライアイ治療における点眼薬の使い方　～特に CL 装用者に
対する治療法～

渡辺　仁
富山 Ocular Surface シンポジウム 2016.7.15 富山市

ドライアイ治療の新展開―Stop The　ダラダラ治療！－
渡辺　仁

東京都練馬区眼科講演会 2016 2016.7.23 東京都

CL 装用者でのドライアイ症状の要因とその治療
渡辺　仁

兵庫県眼科医会 医療機器・販売業等管理者に対する継続的研修 2016 
2016.10.29 神戸市
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主催した研究会

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾 Study9 2016.6.2 神戸市　

渡辺　仁
第 13 回兵庫オキュラーサーフェス研究会 2016.9.3 神戸市　

渡辺　仁
第 12 回武庫川眼科アカデミー 2016.10.21 西宮市

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾 Study10 2016.11.30 神戸市　

座長を務めた学会・研究会

渡辺　仁
尼崎・伊丹眼科合同カンファランス 2016 2016.3.12 尼崎市

一般口演　角膜臨床研究　
渡辺　仁

第 120 回日本眼科学会総会 2016.4.7 仙台市　

渡辺　仁
Ocular Surface Symposium 2016.5.15 東京都

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾 Study9 2016.6.2 神戸市　

渡辺　仁
第 13 回兵庫オキュラーサーフェス研究会 2016.9.3 神戸市　

渡辺　仁
第 12 回武庫川眼科アカデミー 2016.10.21 西宮市

一般口演　涙液
渡辺　仁

第 70 回日本臨床眼科学会総会 2016.11.4 京都市

ドライアイリサーチアワード
渡辺　仁

第 70 回日本眼科臨床眼科学会 イブニングセミナー 2016.11.4 京都市　

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾 Study10 2016.11.30 神戸市　

論文・著書

Gadolinium-enhanced inner ear magnetic resonance 
imaging for evaluation of delayed endolymphatic 
hydrops, including a bilateral case

Fukushima M, Oya R, Akazawa H, Tsuruta Y, Inohara H
Acta Otolaryngol 136(5):451-455,2016

Preceding profound deafness and cofactors promote 
development of endolymphatic hydrops in preliminary 
patients with delayed endolymphatic hydrops

Fukushima M, Ito R, Miyaguchi S, Otami Y, Akahani S, 
Takeda N, Inohara H

Acta Otolaryngol 136(12):1304-1308,2016

A two-year randomized trial of interventions to 
decrease stress hormone vasopressin production in 
patients with Meniere’s disease-A pilot study

Kitahara T, Okamoto H, Fukushima M, Sakagami M, Ito T, 
Yamashita A, Ota I, Yamanaka T

PLoS One 11(6):e0158309,2016 doi: 10.1371/journal.pone.0158309

めまいの薬物療法
福嶋宗久

ENTONI (189):53-57,2016

外リンパ瘻と内リンパ水腫
福嶋宗久、北原　糺

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 88(10):751-757,2016

学会報告

遅発性内リンパ水腫症例に対する内耳造影MRIの有用性
福嶋宗久、太田見祐介、伊藤理恵、宮口真一、赤埴詩朗

第 14 回阪神めまい難聴研究会 2016.2.6 尼崎市

遅発性内リンパ水腫症例に対する内耳造影 MRI の有用性
福嶋宗久

日本医療研究開発機構研究費（AMED）難治性疾患実用化研究事業難治性めまい
疾患の診療の質を高める研究班平成 27 年度研究成果報告会 2016.2.20 東京都

めまいの心理テストと臨床的所見との相関に関する検討
福嶋宗久、伊藤理恵、太田見祐介、宮口真一、赤埴詩朗

第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会 2016.3.27 尼崎市

DTX＋CDDP＋5-FU（TPF）による導入化学療法が有効であっ
た篩骨洞癌症例

太田見祐介、赤埴詩朗、福嶋宗久、伊藤理恵、宮口真一
第 182 回日耳鼻兵庫県地方部会 2016.3.27 尼崎市

鰓性癌が疑われた原発不明癌頸部リンパ節転移の 1 例
宮口真一、赤埴詩朗、福嶋宗久、伊藤理恵、太田見祐介

117 回日本耳鼻咽喉科学会 2016.5.18-21 名古屋市

DTX＋CDDP＋5-FU（TPF）による導入化学療法が有効であっ
た篩骨洞癌症例

赤埴詩朗、伊藤理恵、香川一史
40 回日本頭頸部癌学会 2016.6.9-10 さいたま市
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