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＜緑内障・神経眼科＞
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IcareONE rebound tonometer for self-measuring intraocular pressure. Acta Ophthalmol.
2014;92:243-8
Matsumoto Y, Fujihara M, Kanamori A, Yamada Y, Nakamura M. Effect of axial length
reduction after trabeculectomy on the development of hypotony maculopathy.
Jpn J Ophthalmol. 2014;58:267-75.
Nakamura M, Kato K, Kamata S, Ishikawa K, Nagai T. Effect of refractive errors on
multifocal VEP responses and standard automated perimetry tests in a single population.
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＜網膜・硝子体＞
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Kusuhara S, Negi A. Predicting Visual Outcome following Surgery for Idiopathic Macular
Holes. Ophthalmologica 2014;231:125-132.
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＜斜視・弱視＞
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＜和文＞
＜網膜・硝子体＞
金井美智子、今井 尚徳、藤井 彩加、大西 健、田上 瑞記、近藤 仁美、田口 浩司、安
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＜緑内障・神経眼科＞
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金森章泰：軸索障害 update
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松本佳子、中村 誠：視神経疾患・中枢性疾患の視野変化 あたらしい眼科;p969-975,2014
＜網膜・硝子体＞
Honda S, Matsumiya W, Negi A. Polypoidal choroidal vasculopathy: clinical features
and genetic predisposition. Ophthalmologica 2014;231:59-74.
本田 茂：近視性脈絡膜血管新生に対するビスフォスフォネート薬内服治療

あたらしい

眼科 31;p1487-1490, 2014
本田 茂：
【加齢黄斑変性-疫学から治療まで】加齢黄斑変性と遺伝子多型 Pharma Medica
32;p15-19, 2014

＜斜視・弱視＞
野村耕治：弱視・斜視と視機能 Q2 乳児内斜視の手術時期について教えて下さい あたら
しい眼科31;p180-181,2014
野村耕治：未熟児網膜症のアップデート 眼科的管理と光凝固 日本の眼科
85;p13-18,2014

著書
＜緑内障・神経眼科＞
中村 誠：遺伝性視神経症

三村 治編、オクリスタ No.13 視神経症のよりよい診療 全

日本病院出版会、東京、p41-50, 2014
中村 誠：緑内障患者に使えない薬 木内良明編、緑内障診療クローズアップ メジカル
ビュー社、東京、p100-102, 2014
中村 誠：妊婦・小児への点眼役処方 木内良明編、緑内障診療クローズアップ メジカ
ルビュー社、東京、p103-105, 2014
中村 誠：正常眼圧緑内障

概論 木内良明編、緑内障診療クローズアップ

メジカルビ

ュー社、東京、p180-183, 2014
中村 誠：視野―緑内障と間違えやすい視野異常 敷島敬悟編、神経眼科診断クローズアッ
プ メジカルビュー社、東京、p164-169,2014
金森章泰：緑内障診療の基本

OCT

眼科診療クローズアップ、木内良明編、メジカルビ

ュー社、東京、p70-75,2014
＜眼瞼＞
兼森良和：睫毛乱生、睫毛重生、電気分解法

村上正洋、鹿嶋友敬編、超アトラス眼瞼手

術、全日本病院出版会、東京、p132-136,2014
＜斜視・弱視＞
野村耕治：弱視・斜視診療のスタンダード A-V型斜視の手術と適応 眼科診療クオリファ
イ22、中山書店、東京、p203-209,2014

学会
1 月 17 日～19 日 第 37 回眼科手術学会 （於：京都）
インストラクションコース
眼形成手術 Vol.6 高周波メスによる様々な眼形成手術

兼森 良和

3 月 8 日 第 33 回神戸中央市民病院オープンカンファレンス （於：神戸）
Jones 変法と Lateral tarsal strip 法併用による加齢性下眼瞼内反症手術
兼森 良和
広義滲出型加齢黄斑変性に対するアフリベルセプト硝子体内注射の短期成績
藤井 彩加、今井 尚徳、別所 紘奈、大西 健、
田上 瑞記、近藤 仁美、田口浩司、安積 淳
3 月 2 日～6 日 World Ophthalmology Congress (WOC) （於：東京）
The association of elastin gene variants with two angiographic subtypes of
polypoidal choroidal asculopathy
Sigeru Honda, Suiho Yanagisawa, Akiko Miki, Wataru Matsumiya, Akira Negi
Comparison in the therapeutic outcome of intravitreal ranibizumab between typical
neovascular AMD and polypoidal choroidal vasculopathy over 24months of follow-up
Wataru Matsumiya, Shigeru Honda, Takayuki Nagai, Yasutomo Tsukahara
Long term outcomes of strabismus surgery in 2cases of Moebius syndrome.
Saya Nakano, Koji Nomura
4 月 3 日～7 日 第 118 回日本眼科学会総会 （於：東京）
サブスペシャルテイサンデー1．視神経症
視路疾患としての緑内障性視神経症

中村 誠

教育セミナー
緑内障における画像解析研究の組み立て方

金森 章泰

一般講演
視交叉における交叉性線維の乳頭周囲網膜神経線維層の分布の検討
上田 香織、金森 章泰、松本 佳子、
明石 梓、山田 裕子、中村 誠
ranibizumab から aflibercept 硝子体注射へ切り替えた加齢黄斑変性の
6 ヶ月治療成績
廣瀬 美樹、松宮 亘、柳沢 翠芳、三木 明子、長井 隆行、本田 茂、塚原 康友
4 月 13 日 第 117 回日本小児科学会 （於：名古屋）
教育講演２１ 小児の眼疾患で小児科医が知っておくべきこと

野村 耕治

5 月 3 日～8 日 ARVO （於：オーランド、米国）
Common variants in the complement factor H gene confer genetic susceptibility
to central serous chorioretinopathy
Akiko Miki, Naoshi Kondo, Suiho Yanagisawa, Hiroaki Bessho,
Sigeru Honda, Makoto Nakamura
The diagnostic ability of macular analysis by SD-OCT
to detect optic chiasmal compression neuropathy.
Azusa Akashi, Akiyasu Kanamori, Kaori Ueda, Yoshiko Matsumoto,
Yuko Yamada, Makoto Nakamura
Evaluation of circumpapillary retinal nerve fiber layer from nasal hemiretina
Kaori Ueda, Akiyasu Kanamori, Yoshiko Matsumoto, Azusa Akashi,
Mari Sakamoto, Yoko Kondo, Yuko Yamada, Makoto Nakamura
Prognosis of Lymphomas developed in the Ocular Adnexa: A Single-center Study
Yoshiko Matsumoto, Atsushi Adumi, Azusa Akashi, Mari Sakamoto,
Takayuki Nagai, Makoto Nakamura
7 月 4 日～6 日 第 48 回日本眼炎症学会
再発性多発軟骨炎に原田病様の重篤な脈絡膜炎を合併した一例
松本佳 子、藤原 雅史、三木 明子、松宮 亘、中村 誠
7 月 6 日 第 3 回涙道・涙液学会総会
前眼部 OCT による涙液メニスカス測定の標準化

坂井 譲

7 月 11 日～13 日 第 29 回 JSCRS 学術総会 （於：福岡）
Z 縫合した眼内レンズ毛様講逢着術後に生じた瞳孔捕獲に対する
縫合糸を用いた予防手術
中村 充利
2.2mm 経結膜強角膜一面切開白内障手術における
AutoSert®使用眼内レンズ挿入時の創口拡大量の検討
藤井 彩加、今井 尚徳、安積 淳
7 月 11 日～12 日 第 32 回日本眼腫瘍学会 （於：静岡）
腫瘍摘出した脈絡膜骨腫の 1 例

別所 紘奈、今井 尚徳、
（加瀬 諭）、安積 淳

9 月 13 日～17 日 European Society Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS)
（於：London、イギリス）
Less incision enlargement after the IOL implantation by using the motorized injector.
Ayaka Fujii, Hisanori Imai, Atsushi Azumi
9 月 20 日 第 25 回日本緑内障学会総会 （於：大阪）
シンポジウム 5．視野検査を活かして守る
周辺視野を守る

中村 誠

一般講演
アクアポリン 9 は乳酸輸送を介して網膜神経節細胞の生存を制御する
明石 梓、三木 明子、井上結香子、金森 章泰、山田 裕子、中村 誠
9 月 21 日 第 54 回日臨技近畿支部医学検査学会（於：神戸）
抗癌薬 TS-1®による眼瞼結膜杯細胞の経時的変化
松代 光代、金川 邦夫、神田 由佳、坂井 譲
9 月 13 日～17 日 Asia-Pacific Glaucoma Congress （於：香港）
Named Lecture Asia-Pacific Glaucoma Society Young Investigator Award
Visualization of axonal loss in clinical and laboratory researches
Akiyasu Kanamori

10 月 23 日 神戸大学眼科オープンカンファレンス （於：神戸）
神戸大学における糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体手術成績
徳永 敬司、楠原仙太郎、三木 明子、松宮 亘、
長井 隆行、今井 尚徳、本田 茂、中村 誠
神戸大学ぶどう膜外来における続発緑内障に対する手術成績
藤井 彩加、楠原仙太郎、松本 佳子、三木 明子、松宮 亘、今井 尚徳、中村 誠
11 月 13 日～16 日 第 68 回日本臨床眼科学会 （於：神戸）
インストラクションコース 眼形成の基本 Vol.12 内反症・外反症

兼森 良和

2.0mm 経結膜強角膜一面切開白内障手術における
AutoSert®使用眼内レンズ挿入時の創口拡大量の検討
近藤 仁美、今井 尚徳、藤井 彩加、安積 淳
シンポジウム 10 濾過手術による生体反応
羊膜併用濾過手術の濾過胞内部構造と眼圧コントロールの関連

中村 誠

ポスター発表
視神経乳頭腫脹を契機として発見された肺腺癌の一例
金井 友範、田邊 益美、西崎 雅也、金森 章泰、山田 裕子、
（金森 斎修）
、中村 誠
無治療の加齢黄斑変性に対する必要時投与による
Aflibercept 硝子体注射の 6 カ月成績
大塚 慶子、松宮 亘、三木 明子、長井 隆行、本田 茂、中村 誠
11 月 14 日 Ophthalmic Surgery Film Award 2014 （於：神戸）
映像タイトル：29 ゲージシャンデリア照明用 30 ゲージガイダンスニードル
今井 尚徳
11 月 28 日～30 日
第 53 回日本網膜硝子体学会・第 31 回日本眼循環学会合同学会（於：大阪）
ポリープ状脈絡膜血管症に対するアフリベルセプト併用光線力学療法の 6 カ月成績
松宮 亘、本田 茂、大塚 慶子、三木 明子、長井 隆行、
今井 尚徳、楠原仙太郎、中村 誠

重症未熟児網膜症発症における酸素管理の影響に関する統計学的検討
榎本 寛子、本田 茂、三木 明子、中村 誠
11 月 29 日～12 月 1 日 AAPOS-JAPO-JASA Joint Meeting in Kyoto
第 70 回日本弱視斜視学会総会・
第 39 回日本小児眼科学会総会・アメリカ小児眼科斜視学会 合同学会（於：京都）
Syposium 2. Glaucoma
Assessment of infants with congenital glaucoma

Makoto Nakamura

シンポジウム 2
健診と学校保健を考える：外傷

野村 耕治

一般講演
Progress of enucleated eye in retionoblastoma: Case report
Suiho Yanagisawa, Koji Nomura, Yoshifumi Maeda, Miki Hirose
Intracranial hypertension associated with all-trans retinoic acid treatment
in a young adult patient with acute promyelocytic leukemia
Miki Hirose, Yuko Yamada,(Akira Hayakawa), Azusa Akashi, Yoshiko Matsumoto,
Akiko Miki, Yukako Inoue, Akiyasu Kanamori, Makoto Nakamura
11 月 29 日 視能矯正学会 （於：京都）シンポジウム
OCT up to date

金森 章泰

12 月 1 日 Ⅻ Meeting of the International Strabismological Association （於：京都）
Long term outcome of Anderson procedure for nystagmus with abnormal head posture
Yoshifumi Maeda, Koji Nomura, Suiho Yanagisawa, Miki Hirose
12 月 12 日～13 日 第 52 回日本神経眼科学会 （於：千葉）
教育セミナー
視神経炎の診断と治療．Up to date

中村 誠

シンポジウム
NMO ラットモデルによる病態解析

金森 章泰

一般講演
視神経脊髄炎関連視神経炎ラットに対するヒト免疫グロブリンの効果
延吉 章、金森 章泰、松本 佳子、中村 誠

講演
2 月 8 日 第 36 回兵庫県緑内障研究会 （於：神戸）
緑内障診断のジレンマ

中村 誠

2 月 8 日 第 17 回 兵庫県黄斑疾患研究会 （於：兵庫）
Foveola nonpeeling technique が奏効した Myopic foveoschisis の一例

今井 尚徳

当院における近視性 CNV に対する抗 VEGF 薬の治療成績

三木 明子

2 月 15 日 神戸市薬剤師講演会
緑内障の治療と病態

金森

章泰

2 月 16 日 第 18 回細胞分子生物学会 （於：長崎）
ラット網膜神経節細胞死とアクアポリン 9 の発現変化の関連

三木 明子

2 月 22 日 兵庫県眼科医会臨時総会 （於：神戸）
加齢黄斑変性の診療 up to date

本田 茂

2 月 22 日 第 13 回近畿弱視斜視セミナー （於：大阪）
乳児内斜視～本態性でもここまで直せる～

野村

耕治

2 月 22 日 ムコスタ点眼液発売 2 周年記念講演会 in 神戸 （於：神戸）
ムコスタ点眼の治療成績とムチン分泌促進薬の併用効果の検討

松宮 亘

2 月 23 日 第 69 回徳島眼科研究会 (於：徳島)
１時間でわかる眼瞼の手術

兼森

良和

3 月 1 日 第 17 回岡山眼科フォーラム （於：岡山）
緑内障における OCT の有用性と限界
3 月 15 日 第 11 回兵庫県オフサルミックセミナー

中村 誠
（於：兵庫）

Motorized IOL Injector “Autosert” の試用経験 -何がメリットか？

今井 尚徳

4 月 3 日 日本眼科学会総会 （於：東京）
特別企画：日本医学会総会
日本医学会総会プログラム委員会からのメッセージ

根木

昭

4 月 19 日 平成 26 年度豊中市眼科医会学術研究会

（於：大阪）

神経保護治療 To be or not to be
5 月 4 日 Glaucoma seminar

中村 誠

(於：オーランド，米国)

The tip & strategy of imaging analyses in glaucoma

Akiyasu Kanamori

5 月 10 日 第 56 回筑波 TOC （於：筑波）
視路疾患診断 Revisited

中村 誠

5 月 10 日 神戸 YWCA 学院主催「同行援護従事者養成研修」 （於：神戸）
視覚障害・疾病の理解
5月24日、6月7日 梅花女子大学心理こども学部心理学科

谷

恵美子

谷

恵美子

(於：茨木)

視覚障害者の心理・生理・病理
5 月 24 日 第 9 回 神経眼科コロキウム～細雪の会～ （於：神戸）
部分視神低形成の特徴と OCT による診断

金森

章泰

6 月 1 日 Pfizer Glaucoma Symposium （於：東京）
眼圧検査のコツと落とし穴

中村

誠

6 月 8 日 第 30 回日本視能訓練士協会講演会 （於：大阪）
小児眼科ならびに弱視斜視のアップデート

野村

耕治

山田

裕子

金森

章泰

今井

尚徳

三木

明子

6 月 21 日(土) 第 12 回兵庫県眼科オープンカンファレンス （於：神戸）
小児緑内障治療の実際
6 月 21 日 第 9 回 Gla-vit の会 （於：山口）
視神経症における OCT 活用の進歩
6 月 21 日 第 9 回 S&M の会 （於：愛知）
MIVS のための、そして MIVS を使ったさらなる低侵襲のための小さな工夫
6 月 21 日 淑瞳会 (於：神戸)
黄斑部疾患～臨床研究 up to date～

6 月 22 日 コソプトシンポジウム （於：神戸）
緑内障検査の王道

中村 誠

6 月 28 日 第 18 回 兵庫県黄斑疾患研究会 （於：兵庫）
当院における抗 VEGF 剤治療反応不良 AMD の検討

今井 尚徳

神戸大学病院における抗 VEGF 製剤反応不良例の特徴

大塚 慶子

6 月 29 日 第 3 回日本視野学会 （於：品川）
モーニングクルズス
OCT の high & low

金森

章泰

7 月 18 日 第 6 回埼玉臨床眼科セミナー （於：川越）
神経保護治療 To be or not to be

中村 誠

7 月 19 日 第 21 回千葉臨床眼科フォーラム （於：千葉）
緑内障診断のジレンマ

中村 誠

7 月 19 日 第１回播州眼科セミナー （於：姫路）
弱視の診断と治療

野村

耕治

金森

章泰

7 月 19 日 近畿神経眼科セミナー （於：大阪）
教育セミナー

NMO の基礎的病態

7 月 20 日 兵庫県難病連主催 第７１回「医療・生活」無料相談会 （於：淡路）
網膜色素変性症

Q&A

8 月 1 日 アイファガン点眼発売 2 周年記念講演会

山本
（於：宇都宮）

神経保護治療 To be or not to be
8 月 2 日 第二回関東 Glaucoma meet the specialist
緑内障鑑別疾患と治療の EBM

博之

中村 誠
（於：東京）
中村 誠

8 月 2 日 神戸市眼科医会北区講演会（於：兵庫）
神戸大学眼科と北神/三田地区の今後の病診/病病連携～網膜硝子体疾患を中心に～
今井 尚徳
8 月 16 日 第 3 回 近畿ビッツの会 （於：兵庫）
各種眼内レンズ haptics の特性について

今井 尚徳

8 月 23 日 糖尿病三大合併症を考える会～網膜症編～ （於：神戸）
糖尿病の眼所見、検査と治療の進歩

井上

正則

野村

耕治

金森

章泰

8 月 23 日 第２回呉西眼疾患研究会 （於：高岡）
遠視に起因する弱視の治療ならびに眼位管理
8 月 30 日 第 12 回兵庫県東部緑内障を考える会 （於：芦屋）
緑内障における OCT アップデート
8 月 30 日 第 8 回北播眼科研究会
LipiView の使用経験

坂井 譲

8 月 31 日 近畿眼科医会連合夏季講習会 （於：神戸）
遠視に起因する弱視の診断と治療

野村 耕治

9 月 6 日 第 242 回鹿児島眼科集談会 （於：鹿児島）
視路疾患診断 Revisited
9月6日

中村 誠

眼科臨床勉強会 IN 宮崎 (於：宮崎)

一時間でわかる眼瞼下垂の手術

兼森 良和

9 月 6 日 第 21 回兵庫県網膜硝子体研究会『電気羊の会』（於：兵庫）
私の硝子体手術教育

今井

尚徳

9 月 13 日 第 6 回福島眼科シンポジウム（於：福島）
緑内障診断のジレンマ

中村 誠

9 月 14 日 2014 年度基礎教育プログラム I（日本視能訓練士協会生涯教育制度）
（於：大阪）
視能の基礎 II～視覚機能を評価するための視覚生理学の基礎～

山田

裕子

9 月 17 日 神戸市中央区医師会学術講演会 （於：神戸）
加齢黄斑変性の診断と治療

本田 茂

9 月 19 日～21 日 第 25 回日本緑内障学会総会 （於：大阪）
ランチョンセミナー3
ある Clinician scientist が想起する緑内障性視神経症の病態

中村 誠

ランチョンセミナー
緑内障カンファレンス～私の診断・治療は正しかったのでしょうか？～
薬物治療の選択に悩むとき～どれを使えばよいのでしょうか？～

山田

裕子

金森

章泰

イブニングセミナー
立体眼底写真で診断する緑内障性陥凹
9 月 25 日 ロービジョン座談会 （於：神戸）
加齢黄斑変性による視覚障害

本田 茂

9 月 25 日 5 区合同カンファレンズ （於：兵庫）
硝子体手術トピックス～システムとテクニック～

今井

尚徳

野村

耕治

9 月 28 日 三田市眼の愛護デー （於：三田）
みんなで救おう子どもの眼
10 月 2 日 糖尿病合併症懇話会 （於：神戸）
糖尿病黄斑症

病態と治療

本田 茂

10 月 4 日 第 6 回神戸市西部 小児科 JOINT 会 （於：神戸）
小児の眼疾患で小児科医が知っておくべきこと

野村

耕治

今井

尚徳

金森

章泰

10 月 4 日 第 1 回 Kobe Ophthalmic Resident Salon （於：兵庫）
硝子体手術について
10 月 10 日 目の愛護デー
緑内障と診断されたら

（於：神戸）

10 月 11 日 第 16 回教育フォーラム （於：福岡）
視神経・視路疾患診療における最近の話題

中村 誠

10 月 16 日 加古川・高砂眼科医会勉強会（於：加古川）
OCT を用いた黄斑疾患の鑑別

本田 茂

10 月 16 日 兵庫区眼科懇話会 （於：神戸）
病態から考える網膜血管病変の治療法

楠原仙太郎

10 月 30 日 第 16 回和歌山眼科フォーラム （於：和歌山）
神経保護治療 To be or not to be

中村 誠

10月30日 兵庫県救急救命士養成所 （於：三木）
視覚器の構造・機能と外傷・疾病

谷

恵美子

11 月 1 日 第 39 回インドネシア眼科学会 （於：Yogyakarta, Indonesia）
招待講演
Diagnostic examination of pediatric glaucoma
Surgical management of pediatric glaucoma

Akira Negi

11 月 1 日 第 31 回広島緑内障研究会 （於：広島）
緑内障鑑別疾患と治療の EBM

中村 誠

11 月 1 日 黄斑フォーラム in Kobe ～アイリーア発売 2 周年＆適応追加記念講演会～
未治療 AMD に対する必要時投与による aflibercept 単独治療成績
大塚 慶子
11 月 2 日

兵庫県難病連主催 第７２回「医療・生活」無料相談会 （於：加東）

網膜色素変性症

Q&A

山本

博之

11 月 6 日 神戸市民大学 （於：神戸）
目がかすむと思ったら～超高齢時代の眼の病気～

中村 誠

11 月 8 日 第 8 回 Midland seminar of Ophthalmology （於：名古屋）
緑内障診断のジレンマ

中村 誠

11 月 8 日 兵庫県東部地区眼科医会学術講演会 （於：芦屋）
画像を用いた眼底疾患の鑑別

本田

茂

11 月 8 日 大阪府保険医協会 （於：大阪）
進化する緑内障検査機器

金森

章泰

11 月 11 日 明石医療センター勉強会 （於：明石）
未熟児網膜症の病態と治療

本田 茂

11 月 14 日 第 68 会日本臨床眼科学会 （於：神戸）
モーニングセミナー

後期緑内障の機能と構造の相応性

金森

章泰

11 月 14 日 東西対抗緑内障研究会 （於：神戸）
手術時の IC
11 月 15 日

金森 章泰

GRAY の会 （於：神戸）

緑内障における画像解析研究の組み立て方
11 月 16 日 第 68 回日本臨床眼科学会市民公開講座

金森

章泰

（於：神戸）

緑内障と言われたら

中村 誠

11 月 21 日 第１回 Kobe Ophthalmic Research and Clinical Conference （於：神戸）
エビデンスからみる糖尿病網膜症

楠原仙太郎

11 月 23 日 神戸アイライト協会主催 ロービジョンケア研修会 （於：神戸）
網膜色素変性症患者さんへのロービジョンケア

山本

博之

11 月 23 日 平成 26 年度尼崎市難病連医療相談会 （於：尼崎）
眼ベーチェット病の治療法

楠原仙太郎

12 月 4 日 眼科コールドケース （於：神戸）
治療に迷う症例 視神経乳頭部血管腫

本田 茂

12 月 7 日 神戸市難病連主催第 62 回医療相談会 （於：神戸）
眼ベーチェット病の治療法

楠原仙太郎

12 月 13 日 第 52 回日本神経眼科学会（於：千葉）
ランチョンセミナー
視神経疾患の謎を紐解く

中村

誠

12 月 14 日 埼玉緑内障講習会 （於：大宮）
緑内障における OCT の有用性と限界

中村 誠

12 月 14 日 第 203 回長崎眼科集談会
iris capture に対するに対する革新的整復術スパイダーマン法（capture 編）の概念と手
技

中村 充利

12 月 14 日 第 97 回秋田県眼科集談会 （於：秋田）
遠視に起因する弱視の治療ならびに眼位管理

野村

耕治

雑文 その他
根木 昭：書評 眼科臨床エキスパート All about 開放隅角緑内障 山本哲也、谷原秀信
編集 医学書院． 臨眼 68：361, 2014
根木 昭：目のしくみ大研究～なぜみえる？ トラブルを防ぐには～
PHP 研究所 東京,2014
中村 誠：教室運営にあたって 銀海 229: 21, 2014
谷 恵美子：神戸新聞「ひょうごの医療」シリーズ 36 目の病気 II ドライアイ

