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座長を務めた学会・研究会

応用編 私ならこうしている（コツと対処法） 
前層処理・後層処理、PLN、PAN

伊藤公彦
平成 29 年度腹腔鏡下子宮悪性腫瘍セミナー 2018.2.25 大阪市

卵巣がんの予防と早期発見
伊藤公彦

尼崎市産婦人科医会学術講演会 2018.5.26 尼崎市

病理診断における化学療法の効果判定
伊藤公彦

第 15 回日本婦人科がん会議 2018.6.29-30 福岡県

卵巣がん・腹膜がんの手術
伊藤公彦

第 5 回日本婦人科腫瘍学会研修会 2018.7.14 東京都

教育プログラム B
伊藤公彦

第 60 回日本婦人科腫瘍学会 2018.9.14-16 京都市

HBOC 関連症例報告ならびに近畿地区における HBOC 地域連
携に向けての取り組み

堀　謙輔
第 139 回近畿産科婦人科学会 2018.10.7 大阪市

臓器別シンポジウム 19 
卵巣がんに対する新たな治療戦略 — 分子標的療法の有用性と
その展望

伊藤公彦
第 56 回日本癌治療学会 2018.10.18-20 横浜市

アバスチンはこう使え！ 
卵巣癌の適応や問題点

伊藤公彦
Kansai Cervical and Ovarian cancer Gynecologic seminar 2018.12.1 

大阪市

論文・著書

単純ヘルペスウィルス性角膜輪部炎の再発についての検討
神田慶介、大矢史香、森　弓夏、中田　亙、渡邉　仁

あたらしい眼科 Vol.35 No.10 P.1411-1414

Medical Treatment for Dry Eye in Japan
Watanabe H

Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018.59 :DES116-DES120

高齢者のドライアイ治療のコツを教えてください
渡辺　仁

あたらしい眼科 35：（臨増）281-283,2018

単純ヘルペスウィルス性角膜輪部炎の再発形態について
神田慶介、大矢史香、森　弓夏、中田　亙、渡辺　仁

あたらしい眼科 35 :99-102,2018

学会発表

涙点径に基づいた選択による涙点プラグのドライアイに対する
臨床治療効果

森　弓夏、神田慶介、中田　亙、渡辺　仁
角膜カンファランス 2018 第 42 回日本角膜学会 2018.2.16 広島市

ドライアイ あたらしい定義・診断法について
渡辺　仁

日本眼科学会専門医制度第 67 回講習会 2018.4.30 大阪市 

抗精神薬内服による角膜内皮障害
渡辺　仁

尼崎・伊丹眼科合同カンファランス 2018 2018.5.12 伊丹市

ドライアイ診療のパラダイム・シフト
渡辺　仁

ＷＥＢ講演会 日本のドライアイ診療に起きているパラダイム・シフトに 
あなたは気づいていらっしゃいますか？ 2018.5.22 

Dry eye treatment in Asia
Watanabe H

7th Asia Cornea Society 2018.11.17 Tokyo, Japan

講演会やテレビ出演

特別講演 ドライアイ診断／治療 up date 2018
渡辺　仁

第 6 回仙台ドライアイセミナー 2018.3.3 仙台市

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

フォーサム 2018、ランチョンセミナー 2018.7.16 東京都

特別講演 ドライアイ治療－現在あるべき治療とは？－
渡辺　仁

奈良オキュラーサーフェスセミナー 2018.10.4 奈良市

●●
●● 眼科
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主催した研究会

渡辺　仁
兵庫 Cornea 塾 2018.1.18 神戸市

渡辺　仁
箱根ドライアイクラブ 2018.6.22-23 神奈川県

渡辺　仁
第 15 回兵庫県オキュラーサーフェス研究会 2018.9.1 神戸市

渡辺　仁
第 14 回武庫川眼科アカデミー 2018.9.28 西宮市

座長を務めた学会・研究会

渡辺　仁
阪神アレルギーセミナー 2018.2.1 芦屋市

渡辺　仁
第 122 回日本眼科学会総会 2018.4.19 大阪市

渡辺　仁
第 122 回日本眼科学会総会 2018.4.20 大阪市

渡辺　仁
第 72 回日本臨床眼科学会 2018.10.11 東京都

論文・著書

Vertical head impulse and caloric are complementary 
but react opposite to Meniere's disease hydrops
Fukushima M, Oya R, Nozaki K, Eguchi H, Akahani S, Inohara H, 

Takeda N
Laryngoscope, Dec 4, 2018, in press

Secondary endolymphatic hydrops associated with 
spontaneous intracranial hypotension.

Fukushima M, Matsukawa N, Akahani S , Inohara H
JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, Nov 21, 2018, in press

鼻内視鏡手術後に診断された悪性腫瘍症例の臨床的検討と術
前検査に関するアンケート調査

江口博孝、端山昌樹、前田陽平、武田和也、津田　武、猪原秀典
日本耳鼻咽喉科学会会報誌 121 : 899-904, 2018

学会発表

メニエール病患者における VOR gain の変動
福嶋宗久、野崎謙吾、伊賀順平、江口博孝、赤埴詩朗

第 188 回日耳鼻兵庫県地方部会 2018.4.1 尼崎市

ESS 術後に MRSA 感染による視力低下を来した 1 例
野﨑謙吾、伊賀順平、江口博孝、福嶋宗久、赤埴詩朗

第 188 回日耳鼻兵庫県地方部会 2018.4.1 尼崎市

Transmanubrial Approach により摘出した甲状腺癌頸部リン
パ節転移の 1 例

江口博孝、伊賀順平、野﨑謙吾、福嶋宗久、赤埴詩朗
第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2018.5.30-6.2 横浜市

甲状腺乳頭癌治療後に未分化転化し、GM-CSF 産生が疑われ
た 1 例

伊賀順平、野﨑謙吾、江口博孝、福嶋宗久、赤埴詩朗
第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2018.5.30-6.2 横浜市

ESS 術後に MRSA 感染による視力低下を来した 1 例
野﨑謙吾、伊賀順平、江口博孝、福嶋宗久、赤埴詩朗

第 119 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会 2018.5.30-6.2 横浜市

頭頸部扁平上皮癌の根治的放射線治療時の経管栄養使用と急
性期有害事象

香川一史、赤埴詩朗
第 42 回日本頭頸部癌学会 2018.6.14-15 東京都

頭頸部扁平上皮癌に対する Bioradiotherapy・
Chemoradiotherapy 症例の治療成績

赤埴詩朗、香川一史
第 42 回日本頭頸部癌学会 2018.6.14-15 東京都

当科でのラバー負荷重心動揺検査
福嶋宗久、松川奈々央、野崎謙吾、江口博孝、赤埴詩朗

第 189 回日耳鼻兵庫県地方部会 2018.7.14 神戸市
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