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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

●●
●● 耳鼻咽喉科
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内リンパ水腫変化からみたメニエール病症例（保存的治療の場
合）

福嶋宗久、太田見祐介、伊賀順平、宮口真一、赤埴詩朗
第 183 回日耳鼻兵庫県地方部会 2016.7.9 神戸市

内リンパ水腫変化からみたメニエール病症例（保存的治療と外
科的治療）

福嶋宗久、北原　糺、武田憲昭
第 75 回日本めまい平衡医学会 2016.10.28 大阪市

内リンパ水腫変化からみたメニエール病症例（外科的治療の場
合）

福嶋宗久、太田見祐介、伊賀順平、宮口真一、赤埴詩朗
第 184 回日耳鼻兵庫県地方部会 2016.11.27 尼崎市

講演会やテレビ出演

「聴く力」検診で守る
福嶋宗久

神戸新聞社 2016.2.21

学会報告

「ひょうご失語症者の会」の活動について
石塚君予

第 17 回兵庫県総合リハビリテーションケア研究大会 2016.1.31 明石市

人工股関節全置換術前後における股関節可動域・歩行能力と股
関節疾患評価質問票 (JHEQ) を用いた患者満足度との関係

福井浩之、安藤　渉、橋本佳周、安井広彦、小山　毅、山本健吾、
大園健二

第 43 回日本股関節学会学術集会 2016.11.4-5 大阪市

●●
●● 中央リハビリテーション部


