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 三好輝行 業績（原著） 
ECCE+IOL implantation 

          三好輝行（岡山大学医学部眼科学教室同門会第 39 号 1986・12・P44-50） 

 

脈絡膜循環に及ぼす Nifedipine の影響 

 第１報 成熟家兎における脈絡膜血流量の変化 

                     三好輝行（眼紀 35(4):664,1984） 

 

老人性内反症に対する Iliff 手術 

 三好輝行、小山鉄郎、松尾信彦、白神史雄、大野敦史、坂口紀子、皿田勝久、児山 工 

                          （眼科 27(3):259,1985） 

 

脈絡膜循環に及ぼす Nifedipine の影響 

  第 2 報 猿眼における脈絡膜血流量の変化 

                     三好輝行（眼紀 36(8):1571,1985） 

 

脈絡膜微小循環に及ぼす血管拡張剤の作用―水素クリアランス法の利用価値について― 

 三好輝行、松尾信彦、小山鉄郎、大野敦史、藤本伸一、井上 康、政岡史子、辻 俊彦 

                      （Therapeutic Research 3(4):578,1985） 

 

水素クリアランス法による脈絡膜循環の研究 

           松尾信彦、大島浩一、坂口紀子、三好輝行、大野敦史、 

藤本伸一、政岡史子、江口晃二、井上 康、辻 俊彦 

（Therapeutic Research 5(4):718,1986） 

眼球離脱を合併した前頭部陥没骨折の１治験例 

         秋岡達郎、松尾信彦、三好輝行、大野敦史（日災医誌 35(9):573,1987） 

 

血管拡張剤による脈絡膜循環改善と喫煙 

 －プロスタグランジン I2及びニフェジピンと喫煙－ 

              井上 康、松尾信彦、藤本伸一、三好輝行、辻 俊彦 

                      （Therapeutic Research 7(4):789,1987） 

 

術中合併症を起こさないために 

         三好輝行、橋田正継、松岡里佳（あたらしい眼科（1994）11(3),351-358.） 
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私の選択 角膜切開用メス－ダイアモンドメス 

                         三好輝行（眼科手術(1994)7(4),596-597.） 

 

滅菌・消毒 

                      三好輝行（ナースネット(1996)1(1),1-6.） 

エメリー核硬度分類の細分化 

         下分章裕、三好輝行、小山鉄郎（臨床眼科（1996）50(6),1087-1089.） 

 

眼科診療プラクティス 29  

白内障手術の適応と進め方（分担執筆）使い捨て器具の功罪、問題点 

三好輝行（三宅謙作編、文光堂、東京（1997）,pp82-85. 

 

耳側角膜切開白内障手術および乱視矯正角膜切開同時手術 

                 三好輝行（日本眼科紀要(1997)48(9),1036-1041.） 

 

屈折矯正 Q&A  

術前倒乱視の症例に対する白内障手術の計画について教えてください（耳側切開） 

            三好輝行（あたらしい眼科(1997)14(臨時増刊号),70-72） 

強膜切開白内障手術 

                三好輝行（あたらしい眼科(1997)14(4),499-505） 

白内障術後乱視の経時的変化 

             湯浅久美、三好輝行(日本眼科紀要、39(10):1781-1785,1988) 

 

KPE and IOL Implantation 

                                                三好輝行（瞳青、41(12):56-62,1988） 

 

網膜剥離手術後に生じた前房レンズの pupil capture 

                         大野敦史、三好輝行（臨床眼科、43(11):1666-1667,1989） 

 

網膜静脈分枝閉塞症により発症した硝子体出血に対する硝子体切除術 

                             三好輝行（福山医学、（1）:167-170,1991） 

眼科手術と卓球と奇術と社交ダンス 

       三好輝行（岡山大学医学部眼科学教室同門会瞳青第44号1991・12・P-77-79） 
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小切開白内障のための切開器具について 

               三好輝行（眼科手術―今日の考え方 

         CURRENT INSIGHTS IN OPHTHALMIC SURGERY, Vo.4 No.2, 1992) 

 

薔薇のとげ眼内異物の１例 

       山岡昭宏、大野敦史、長谷部聡、三好輝行（臨床眼科、47(7),1332-1333,1993） 

 

VISCO-CCC と後囊破損時の処置 

三好輝行(The Recent Advance in Ophthalmic Surgery, NO. 3, 1993) 

超音波白内障手術手技に有用な新しい核硬度細分類法 

三好輝行 (NEW TREND OF OPHTHALMIC SURGERY vol.1, 1998) 

難症白内障への PEA-IOL手術（分担執筆）脆弱毛様小帯の所見、対処法 

三好輝行（上野聰樹、谷口重雄編、金原出版、東京（1998）、pp58-60） 

私の選択／鑷子シリーズ（２） 角膜／縫合鑷子 2-110（Duckworth & Kent社） 

三好輝行（眼科手術(1998)11(4), 444-445） 

デジタル眼科手術シリーズ 白内障手術-第 1巻 超音波乳化吸引（分担執筆） 

高知医大の先生方の思い出 

              三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳創刊号 1998） 

三好核分割フックによる Phaco Chop法 

三好輝行（三宅謙作、田野保雄編、文光堂、東京(1999), pp42-44.） 

硝子体手術始めました  

三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳第２号 1999、12.32P） 

 

LRI (Limbal Relaxing Incision) 

                    三好輝行（IOL&RS (1999) 13 (2), 118-119.） 
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白内障手術よもやま話「好きこそものの上手なれ」 

                    三好輝行（IOL&RS (1999) 13 (2), 123-124.） 

白内障手術よもやま話「術後眼内炎あれこれ」 

三好輝行（IOL&RS (1999) 13 (3), 221-223.） 

白内障手術よもやま話「後囊破損、硝脱あれこれ」 

                    三好輝行（IOL&RS (1999) 13 (4), 312-315.） 

 

眼内レンズセミナー 後円錐水晶体に対する白内障手術 

                三好輝行（あたらしい眼科（1999)16(10),1383-1384.） 

 

マエストロ三好の白内障手術上達法 

          三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳第 3号 1999、12・40-51） 

 

白内障手術よもやま話 「手術室人格豹変症候群」 

三好輝行（IOL&RS (2000) 14 (1), 90-91.） 

 

白内障手術よもやま話「学会貧乏について」 

三好輝行（IOL&RS (2000) 14 (2), 206-207.） 

 

白内障手術よもやま話「白内障術者が感じる他の手術」 

三好輝行（IOL&RS (2000) 14 (3), 328-329.） 

 

[眼科]術後管理トラの巻（分担執筆） 

三好輝行（大橋裕一、樋田哲夫編、メジカルビュー社、東京（2000),pp14-15,32-33,62-63） 

 

白内障手術よもやま話「母の白内障手術と妻の LASIK」 

 三好輝行（IOL&RS (2000) 14 (4), 443-445.） 

 

白内障手術よもやま話「幸せの王子と眼科手術医」 

三好輝行（IOL&RS (2001) 15 (1), 76-77.） 

 

白内障手術よもやま話「当世患者さん気質」 

三好輝行（IOL&RS (2001) 15 (2), 158-159.） 
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白内障手術よもやま話「灌流ボトルの液面高に関する再考察について―前編」 

三好輝行（IOL&RS (2001) 15 (3), 273-275.） 

 

眼科手術のテクニック 後囊破損時の処置 

三好輝行（臨床眼科（2001）55(12),1835-1837.） 

 

眼科手術のテクニック 硝子体脱出時の処置 

三好輝行（臨床眼科（2001）55(13),1950-1951.） 

 

 

白内障手術よもやま話「灌流ボトル（バッグ）の液面高に関する再考察についてー中編」 

三好輝行（IOL＆RS(2001)15(4),378-379.） 

 

「喘息発作、咳ヶ原の戦い partⅠ」   

          三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳第４号 2001・P88-90） 

 

「喘息発作、咳ヶ原の戦い partⅡ」   

          三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳第４号 2001・P94-96） 

 

眼科バブルを終えて   

          三好輝行（高知医科大学眼科学教室同門会豊瞳第 5 号 2002・P40-42） 

 

白内障手術よもやま話「灌流ボトル（バッグ）の液面高に関する再考察についてー後編」 

三好輝行（IOL＆RS(2002)16(1),96-99.） 

 

白内障手術よもやま話「ゼロ フェイコ タイム」 

三好輝行（IOL&RS(2002)16(2),233-234.） 

 

Sensar○R  AR40e 

三好輝行（眼科手術(2002)15(3),299-304.） 

 

白内障手術よもやま話「手術し過ぎは体に毒か？」 

三好輝行（IOL＆RS(2002)16(3),381-382.） 

 

白内障手術よもやま話「後囊破損はなぜなくならないか？」 

三好輝行（IOL＆RS(2002)16(4),498-500.） 
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術前にはこんなケアが必要だ！ 

三好輝行（眼科ケア(2003)5(9)780-784.） 

高知大学医学部白内障手術顛末記 

       三好輝行（高知大学医学部眼科学教室同門会豊瞳第６号 2003・12・P50-54 ） 

 

白神教授就任の祝辞 

          三好輝行（岡山大学医学部眼科学教室同門会瞳青第５５号 2003.3.P9-10） 

 

白内障手術よもやま話「Cats」 

三好輝行（IOL&RS(2003)17(4),480-481.） 

 

ポンプシステムの選択肢 

Teruyuki Miyoshi（OCULAR SURGERY NEWS JAPAN EDITION(2004)4(9),P.3） 

 

Consultation section- cataract surgical problem-edited by Samuel Masket,MD 

Teruyuki Miyoshi(Journal of Cataract & Refractive Surgery(2004)30(10),2038-2039) 

 

白内障手術よもやま話「苦節 16 回目の挑戦：2005 ASCRS Film Festival GRAND PRIZE を

受賞して」 

三好輝行（IOL&RS(2005)19(2),255-258.） 

 

核乳化吸引の超高速度撮影 

三好輝行 吉田博則（あたらしい眼科(2005),22(12),1639-1640.） 

 

耳側角膜切開白内障手術における術後眼内炎の発症頻度について 

井上 康、三好輝行、藤田善史、稲村幹夫、杉浦 毅（眼科(2005),47(12), 4853-1857） 

 

CVL(cilio-vitreo-lenticular)ブロックの 7例 

福田恒輝、佐々木元子、吉田博則、横山光伸、三好輝行（臨眼(2005),59(10),1679-1684） 

 

2005年間グランドスラム（下記）を達成して 

三好輝行、吉田博則（豊瞳（2005）8, 55-63） 

 

2005年間グランドスラム（下記）を達成して 

三好輝行（米子同窓だより（2006）80,18-21） 
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超高速度デジタルビデオカメラによる超音波チップの観察 

三好輝行、吉田博則（眼科手術（2006）19(2)193-197） 

 

超音波水晶体乳化吸引におけるマイクロパルスモードの優位性 

三好輝行、吉田博則（臨眼（2006）60（5）725-731）  

 

Wieger靭帯の術中観察 

三好輝行 吉田博則(あたらしい眼科(2006)23(7),889-890.) 

 

Infusion Misdirection Syndrome(IMS)対策 

三好輝行 吉田博則（あたらしい眼科(2006)23(12),1571-1572.） 

 

内眼手術予定患者を対象とした Moxifloxacin点眼液の眼科周術期の無菌化（滅菌化）療法

試験 

吉田博則、広田篤、江口秀一郎、三好輝行、若倉雅登、松本光希、臼井正彦、宮永嘉隆、

北野周作（あたらしい眼科（2007）24（12）1675-1683） 

 

0.1％塩酸オロパタジン点眼液の有効性の評価 

角 環、福島敦樹、澤田 桂、吉田 理、吉田博則、三好輝行、上野脩幸（臨眼（2008）

62（3）313-317） 

 

Ultra-high-speed digital video images of vibrations of an ultrasonic tip and 

phacoemulsification 

Teruyuki Miyoshi, MD, Hironori Yoshida, MD (J CATARACT REFRACT SURG (2008) 34(JUNE) 

1024-1028) 

 

 

白色白内障：私の攻略法 

三好輝行（IOL&RS(2008)22(4),455-459.） 

 

Emulsification action of longitudinal and torsional ultrasound tips and the effect on treatment of 

the nucleus during phacoemulsification 

Teruyuki Miyoshi  Hironori Yoshida 

(JOURNAL OF CATARACT&REFRACTIVE SURGERY(2010)36(7),1201-1206) 

 

高吸引圧設定 
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三好輝行(IOL&RS (2010)24(3), 417-421) 

 

最近落ち込んだことと嬉しかったこと  ― 人の口に戸はたてられない ー 

三好輝行(IOL&RS (2011)25(3), 449-451) 

 

「白内障術後眼内レンズの脱臼・亜脱臼頻度」 

岩本浩 三好輝行 吉田博則 横山光伸 山根貴司 國方彦志 

（IOL&RS（2012）26（1）,73-79.） 

 

「toxic anterior segment syndrome」 

三好輝行 

（眼科専門医のための眼科診療クオリファイ１２角膜内皮障害 to the Rescue （2012）,153－155.） 

 

水晶体嚢と眼内レンズは密着している 

松浦一貴 三好輝行 吉田博則 井上幸次 松尾 聡(IOL&RS (2013)27(1), 63-66) 

 

― 先輩からのメッセージ ー 

三好輝行(IOL&RS (2013)27(1), 130-132) 

 

EDOF技術を用いた IOL Symfony および MINI WELL RAEDYの早期術後成績 

藤江周平 三好輝行 吉田博則 

(眼科手術 第 32 巻第 1 号(2019年 1月),117-121) 

 

 


