
平成 24年度業績 

 

「原書論文」 

1) 松島博之, 並木滋人, 塙本宰, 妹尾正: 眼内レンズ縫着術(ab externo 法)におけるポケットフラップ埋没法の

効果. 臨床眼科 66(4): 433-436, 2012. 

2) 松島博之: 摘出眼内レンズの解析. 眼科手術 25(2): 159-166, 2012. 

3) 松島博之, 後藤憲仁: フェムトセカンドレーザー白内障手術. 眼科手術 25(2): 231-234, 2012. 

4) 大沼恵理, 向井公一郎, 寺田理, 千葉桂三, 石井康雄, 妹尾正: 各種生体接着剤の角膜裂傷への応用. 日本眼

科学会雑誌 116(5): 467-475, 2012. 

5) 永田万由美: 眼内レンズ偏位、前嚢収縮および後発白内障の解析. 日本白内障学会誌 24: 10-19, 2012. 

6) 鈴木重成, 須田雄三: アトピー白内障. アレルギーの臨床 32(3): 226-230, 2012. 

7) 並木滋土, 松島博之, 勝木陽子, 日高次郎, 向井公一郎, 妹尾正: YAG レーザーによる眼内レンズ損傷の視機

能に対する影響. 臨床眼科66(9): 1331-1335, 2012. 

8) 松島博之: 硬い核（G4～5）. IOL & RS 26(3): 272-275, 2012. 

9) 妹尾正: 深層層状角膜移植（DALK）による内皮温存. 特集: 角膜内皮細胞の病態. 眼科 54(13): 1883-1889, 

2012. 

 

「症例報告」 

1) 藤掛福美: 虹彩結節. 眼科ケア 13(7): 621, 2011. 

2) 鈴木重成: 症例②. 第2回栃木ぶどう膜炎カンファレンス. 2012.10.5. 

 

「総説等」 

1) 妹尾正: 眼アレルギーの最先端. アレルギーの臨床 32(3): 214, 2012. 

2) 松島博之: 手術器具 Speedy-i. IOL & RS 26(2): 207-209, 2012. 

 

「その他の学術論文」 

1） 松島博之, 井上真: 論点. 眼科手術 25(2): 153, 2012. 

2） 大沼修: 眼科医局での男女共同参画の取り組みについて. 日本の眼科 83(5): 613-614, 2012. 

3） 松島博之: 白内障手術の進歩. 栃木県医学会会誌 42: 130-133, 2012. 

4） 松島博之: 眼科 後発白内障と再発. 日本医事新報 No.4631: 56-57, 2013.1.26. 

 

「その他」 

1) 後藤憲仁, 小早川信一郎: 印象記 2012 International conference on the lens. IOL & RS 26(2): 240-241, 2012. 

2) 妹尾正: つぶやきコーナー「眼科学への憧れ」. 眼科手術 25(3): 405, 2012. 

3) 松島博之, 永田万由美, 後藤憲仁, 青瀬雅資: 粘弾性物質を用いた白内障手術のコツ No.3. Lecture and 

discussion on cataract surgery with an expert, 参天製薬, 2012.10. 

4) 永田万由美: 期待のホープ. IOL & RS 26(3): 335-337, 2012. 

5) 寺内渉: スリットランプ. JSCRS, ESCRS, AAO,各展示会2012. 

 



「学術書・著書」 

1) 松島博之: 眼内レンズ挿入. 若倉雅登 監修, 徳田芳浩, 比嘉利沙子 編集: イラスト眼科手術シリーズⅠ 白

内障, 金原出版, pp53-57, 2012.4.2. 

2) 永田万由美: 虹彩への侵襲を低減する工夫. ビッセン宮島弘子, 門之園一明 編集: 新ES NOW No.11 低侵襲

手術 患者さんにやさしい手術を行うためのコツ, メジカルビュー社, pp24-29, 2012.8.10. 

3) 松島博之: 切開創への侵襲を低減する工夫. ビッセン宮島弘子, 門之園一明 編集: 新ES NOW No.11 低侵襲

手術 患者さんにやさしい手術を行うためのコツ, メジカルビュー社, pp46-53, 2012.8.10. 

4) 鈴木重成: 4. 治療非ステロイド性抗炎症薬の可能性. 園田康平 編集, 大鹿哲郎, 大橋裕一 シリーズ総編集: 

眼科医のための眼科診療クオリファイ13 ぶどう膜炎を斬る, 中山書店, pp143-147, 2012.8.10. 

5) 妹尾正: フェムト秒レーザーを用いた角膜移植. 臨床眼科66(11) 増刊号「オキュラーサーフェス診療アップ

デート」: 92-98, 2012. 

6) 松島博之: 創口作製と前嚢切開. 眼科グラフィック, メディカ出版, 1(1): 58-66, 2012. 

7) 松島博之: 白内障手術④. 山本哲也, 江口秀一郎, ビッセン宮島弘子, 門之園一明 編集: 新 ES NOW No.12 

眼科手術のトラブルシューティング, メジカルビュー社,  pp80-85, 2012.11.10. 

8) 松島博之: 創口作製と前嚢切開. 眼科グラフィック 1(1): 58－66, 2012. 

9) 松島博之: 白内障手術（超音波乳化吸引術）. 眼科ケア 冬季増刊: 98－104, 2012. 

10) 松島博之: 白内障. 今日の診療のために ガイドライン外来診療 2013 感覚器疾患, 日経メディカル開発, 

pp530-533, 2013.3.25. 

 

「学会発表・特別講演」 

1) Matsushima H: Tianjin International Ophthalmology Forum 2012, Tianjin, 2012.8.3-5. 

2) 妹尾正: 前眼部疾患 角膜移植：最近の進歩. 第116回日本眼科学会, 東京, 2012.4.8. 

3) 松島博之: 眼内レンズ混濁と対処法の実際. 第3回北関東眼科病院研究会, 宇都宮市, 2012.4.11. 

4) 松島博之: 白内障手術のちょっとしたコツ. 水戸眼科診療セミナー, 水戸市, 2012.4.13. 

5) 後藤憲仁: 眼科領域におけるフェムトセカンドレーザーの応用. 東邦大学眼科学術研究会, 東京, 2012.5.16. 

6) 千葉桂三: マイボーム腺機能不全（MGD）について. 栃木ドライアイの集い, 宇都宮市, 2012.5.25. 

7) 鈴木重成: 知ってほしい眼疾患. 塩谷郡市医師会学術講演会, さくら市, 2012.6.19. 

8) 妹尾正: ランチョンセミナー. 第30回日本眼腫瘍学会, 宇都宮市, 2012.6.30. 

9) 妹尾正: 角膜穿孔への対応―外傷性と内因性. 第17回Tokyo Ocular Surface Forum, 東京, 2012.7.6. 

10) 鈴木重成: 障害各論（視覚障害）. 平成24年度中級スポーツ指導員養成講習会, 伊勢崎市, 2012.7.12. 

11) 松島博之: 再考白内障手術 基礎から応用まで. 小松クリニカルサージカルカンファレンス, 小松市, 

2012.7.21. 

12) 鈴木重成: 視覚障害者の医学的リスクファクター. 平成 24年度障害者スポーツトレーナー養成講習会, 横浜

市, 2012.7.27. 

13) 妹尾正: フェムトセコンドレーザーによる眼科手術. 北海道眼科医会生涯教育講演会, 旭川市, 2012.8.25. 

14) 妹尾正: がん外傷の対応. 栃木オフサルミックセミナー, 宇都宮市, 2012.8.31. 

15) 鈴木重成: ぶどう膜炎診療における連携医療. 第1回栃眼医獨協眼科病診連携の会, 宇都宮, 2012.9.21. 

16) 鈴木重成: 症例② 結核性ぶどう膜炎. 第2回栃木ぶどう膜炎カンファレンス, 宇都宮市, 2012.10.5. 

17) 松井英一郎: 水晶体の酸化と白内障. 第6回下都賀眼科診療セミナー, 宇都宮市, 2012.10.12. 

18) 妹尾正: フェムト秒レーザーを用いた眼科手術. 第27回千葉県眼科手術懇話会, 千葉市, 2012.10.13. 

19) 松島博之: 白内障. 平成24年度目の愛護デー講座. 秋田市, 2 012.10.14. 

20) 松島博之: 眼内レンズ混濁の診断と対処法. 城南白内障講演会, 東京, 2012.11.6. 

21) 松島博之: 眼内レンズ混濁と対処法の実際. 第3回北関東眼科病院研究会, 宇都宮市, 2012.11.7. 



22) 千葉桂三: 献眼・献血・献腎・糖尿病予防セミナー, 宇都宮市, 2012.11.18. 

23) 松島博之: すぐに役立つ白内障手術トピックス. 第39回天理眼科臨床懇話会, 天理市, 2012.11.22. 

24) 松島博之: えっ!? エタニティーの新モデルはMICS対応なんですって!?. 第1回JSCRSウィンターセミナー 

ウェルカムセミナー, 東京, 2012.12.8. 

25) 松島博之: みんなで解決！合併症対策. 第1回JSCRSウィンターセミナー シンポジウム, 東京, 2012.12.9. 

26) 須田雄三: AMDの治療戦略について. 参天製薬株式会社社内研修会, 宇都宮市, 2012.12.12. 

27) 鈴木重成: 知っておきたい眼疾患. 大塚製薬株式会社内研修会, 宇都宮市, 2012.12.26. 

28) 松島博之: すぐに役立つ白内障手術トピックス. 第48回栃木県眼科医会研究会, 宇都宮市, 2013.1.18. 

29) 松島博之: どこが違うの？眼内レンズ～「本質と付加価値」～. 第 36 回日本眼科手術学会 イブニングセミ

ナー2, 福岡市, 2013.1.25. 

30) 松島博之: 白内障手術. 第1回若手眼科手術道場, 宇都宮市, 2013.2.7. 

31) 妹尾正: フェムト秒レーザーを用いた眼科手術. 第1回福岡コルネアフォーラム, 福岡市, 2013.3.30. 

32) 鈴木重成: 点滴時間を短縮したインフリキシマブ投与患者の意識調査. 第 27 回ぶどう膜縁カンファレンス, 

東京, 2013.3.1. 

33) 宮下博行, 向井公一郎, 松島博之, 妹尾正: 残存粘弾性物質による術後眼圧上昇の実験的検討. 第 117 回日本

眼科学会, 第66回日本臨床眼科学会学術展示優秀賞受賞講演, 東京国際フォーラム, 2013.4.5. 

 

「学会発表・シンポジウム」 

1) 松島博之: 白内障手術装置の設定. 第 116 回日本眼科学会 サブスペシャリティサンデー7. 東京国際フォー

ラム, 2012.4.8. 

2) 妹尾正: 深層表層角膜移植術. 第 116 回日本眼科学会 サブスペシャリティサンデー9. 東京国際フォーラム, 

2012.4.8. 

3) 松島博之: 瞳孔拡張法. 第27回日本白内障屈折矯正手術学会, シンポジウム1 白内障手術器具アップデート, 

東京国際フォーラム, 2012.6.15. 

4) 松島博之: OQASによるIOL評価とSpeedy-iによる後発白内障解析. 第27回日本白内障屈折矯正手術学会, シ

ンポジウ10 新しい測定装置を極める, 東京国際フォーラム, 2012.6.16. 

5) 松島博之: モデレーター. 第 27回日本白内障屈折矯正手術学会, 教育セミナー1 付加価値眼内レンズの基礎

知識, 東京国際フォーラム, 2012.6.16. 

6) 松島博之: アバンシィの生体内長期安定性について. 第 27回日本白内障屈折矯正手術学会, ランションセミ

ナー, 東京国際フォーラム, 2012.6.16. 

7) 後藤憲仁: みんなで考える白内障手術：手術教育. 第 27回日本白内障屈折矯正手術学会, インストラクショ

ンコース, 東京国際フォーラム, 2012.6.16. 

8) 松島博之: 核の診方と手術戦略. 第51回日本白内障学会, シンポジウム2 安全な白内障手術のための水晶体

術前診察, 東京国際フォーラム, 2012.6.15. 

9) 松島博之: IOL表面性状と後発白内障抑制. 第51回日本白内障学会, シンポジウム4 後発白内障予防と治療

の進歩, 東京国際フォーラム, 2012.6.16. 

10) 後藤憲仁: 外傷眼の前眼部治療. 第 66 回日本臨床眼科学会, シンポジウム 10 眼外傷治療の進歩と課題, 京

都市, 2012.10.26. 

11) 松島博之: 前嚢収縮・後発白内障対策. 第 66 回日本臨床眼科学会, シンポジウム 18 白内障手術の周術期管

理, 京都市, 2012.10.27. 

12) 妹尾正: 私の深部表層角膜移植（DALK）へのこだわり. 第36回日本眼科手術学会, シンポジウム6 私の角

膜手術へのこだわり, 福岡市, 2013.1.26. 

13) 松島博之: ウェットラボ施設の有効活用. 第36回日本眼科手術学会, シンポジウム5 新しい白内障手術教育, 

福岡市, 2013.1.26. 



14) 松島博之: 創口作成と前嚢切開. 第 36 回日本眼科手術学会, 教育セミナー1 白内障手術の基本手技, 福岡市, 

2013.1.25. 

15) 永田万由美: 切開創作成時のトラブル. 第 36 回日本眼科手術学会, 教育セミナー2 白内障術中トラブル対処

法, 福岡市, 2013.1.25. 

16) 妹尾正: 角膜疾患がある症例の白内障手術. 第 36 回日本眼科手術学会, 教育セミナー13 難症例に対する白

内障手術, 福岡市, 2013.1.26. 

17) 松島博之: 白内障. 第36回日本眼科手術学会, スキルトランスファー, 福岡市, 2013.1.25. 

18) 松島博之: 白内障手術に対する手術機器・周辺機器の有効な活用法（難症例編）. 第36回日本眼科手術学会,

インストラクションコース, 福岡市, 2013.1.27. 

19) 妹尾正: フェムトセカンドレーザーを用いた角膜移植. 角膜カンファランス 2013, 和歌山県白浜町, 

2013.2.14. 

20) 後藤憲仁: フェムトセカンドレーザーと白内障手術. 第 117 回日本眼科学会, サブスペシャリティサンデー6 

白内障治療－温故知新－, 東京国際フォーラム, 2013.4.7. 

 

「学会発表・一般講演」 

1) Nagata M, Matsushima H, Senoo T: Relationship between anterior capsulorhexis and posterior capsulaer 

opacification after cataract surgery. ASCRS 2012, Chicago, 2012.4.22. 

2) Gotoh N, Matsushima H, Senoo T: Changes in anterior chamber pressure during injection of different IOL types 

through microincision. ASCRS 2012, Chicago, 2012.4.22. 

3) Matsushima H: New concept to prevent anterior capsulorhexis contraction. ASCRS 2012, Chicago, 2012.4.24. 

4) Senoo T, Ishimaru S, Gotoh N, Yoshizawa T, Terada O: Qualit of lamellar surgery by intraLase femtosecond laser 

150kHz(FSL). XXX Congress of the ESCRS 2012, Milan, 2012.9.8. 

5) Gotoh N, Matsushima H, Senoo T: Influence on anterior chamber pressure by injection of microincision intraocular 

lenses. XXX Congress of the ESCRS 2012, Milan, 2012.9.8. 

6) Ishimaru S, Gotoh N, Chiba K, Senoo T: Thickness of femtosecond laser-dissected grafts in patients who underwent 

Descemet’s stripping automated endothelial keratoplasty. XXX Congress of the ESCRS 2012, Milan, 2012.9.8. 

7) Nagata M, Matsushima H, Senoo T: Accurate continuous circular capsulorhexis is important to prevent posterior 

capsular opacification. XXX Congress of the ESCRS 2012, Milan, 2012.9.8. 

8) Matsushima H, Nagata M, Mukai K, Katsuki Y, Hidaka J, Motono S, Senoo T: New concept to prevent anterior 

capsulorhexis contraction. XXX Congress of the ESCRS 2012, Milan, 2012.9.8. 

9) 高山良, 向井公一郎, 松島博之, 妹尾正: レーザー虹彩切開術後角膜内皮細胞障害へのフリーラジカルの関与. 

第116回日本眼科学会, 東京国際フォーラム, 2012.4.5. 

10) 松島博之, 向井公一郎, 勝木陽子, 妹尾正: 眼内レンズ表面細胞接着性の解析. 第116回日本眼科学会, 東京国

際フォーラム, 2012.4.5. 

11) 後藤憲仁, 松島博之, 向井公一郎, 石井康雄, 妹尾正: フェムトセカンドレーザーによる前嚢切開の有用性. 

第116回日本眼科学会, 東京国際フォーラム, 2012.4.5. 

12) 青瀬雅資, 松島博之, 後藤憲仁, 寺内渉, 妹尾正: OQASを用いた白内障術後の眼内レンズの評価. 第116回日

本眼科学会, 東京国際フォーラム, 2012.4.5. 

13) 永田万由美, 松島博之, 妹尾正: 摘出された眼内レンズの光学部光線透過率の変化. 第 116 回日本眼科学会, 

東京国際フォーラム, 2012.4.5. 

14) 渡邉智子, 鈴木重成, 妹尾正: 結核性ぶどう膜炎症例の臨床経過の検討. 第 116 回日本眼科学会, 東京国際フ

ォーラム, 2012.4.5. 

15) 渡邉智子, 鈴木重成, 妹尾正: 結核性ぶどう膜炎が疑われた症例の臨床経過の検討. 第 63 回栃木県眼科集談

会, 自治医大, 2012.4.15. 



16) 青瀬雅資, 松島博之, 後藤憲仁, 寺内渉, 妹尾正: OQASⅡを用いた白内障手術後の眼内レンズの評価. 第 63

回栃木県眼科集談会, 自治医大, 2012.4.15. 

17) 鈴木重成, 妹尾正: 栃木県におけるロービジョンの現状. 第63回栃木県眼科集談会, 自治医大, 2012.4.15. 

18) 吉澤哲也, 青瀬雅資, 妹尾正: 粘弾性物質の違いによる超音波乳化吸引術中の創口熱傷発生メカニズムの実
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