2001年（平成13年）1月〜12月
【一般口演】
月 日

学会、講習会、講演会名

会 場

4月1日（日）

第97回 山口県眼科集談会

4月1日（日）

第97回 山口県眼科集談会

演題等
当眼科におけるコンタクトレンズによる眼障
害調査
遠近両用ソフトコンタクトレンズの特性

6月30日（土）

第44回 日本コンタクトレンズ学会
一般口演

デザインの異なる遠近両用ソフトコンタクトレ
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール
ンズのコントラスト視力

【一般口演（その他）】
月 日

学会、講習会、講演会名

3月11日（日） 第12回 CL Fitting研究会
【シンポジウム】
月 日

学会、講習会、講演会名

第44回 日本コンタクトレンズ学会
シンポジウム
第55回 日本臨床眼科学会
10月12日（金）
シンポジウム
6月30日（土）

【講習会】
月 日
7月1日（日）

学会、講習会、講演会名
第44回 日本コンタクトレンズ学会
コンタクトレンズ講習会

【講 演】
月 日

学会、講習会、講演会名

3月17日（土）

北海道眼科医会 生涯教育講座
札幌眼科集談会

8月25日（土）

第17回 目の健康講座 （福岡県眼科医
会）

演題等
遠近両用ソフトコンタクトレンズの特性

演題等
眼障害の実態と対策
コンタクトレンズの使用に関する問題点
コンタクトレンズ臨床−2001アップデート
遠近両用コンタクトレンズ

演題等
トーリックレンズの処方

演題等
コンタクトレンズ処方に必要な知識

小郡町：ホテルみやけ
小郡町：ホテルみやけ

会 場
京都市：ぱるるプラザ京都 ルーム３

会 場
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール
京都市：国立京都国際会館

会 場
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール

会 場
札幌市：札幌グランドホテル

9月29日（土） 京都眼科集談会 （京都府眼科医会）

正しく使っていますか？目ぐすりとコンタクト
レンズ
「コンタクトレンズを効果的に安全 福岡市：明治生命ホール
に快適に使用するために」
京都市：ぱるるプラザ京都
コンタクトレンズ最近の動向について

１０月14日（日）第2回 岡山県コンタクトレンズ研修会

遠近両用コンタクトレンズの処方

岡山市：岡山国際交流センター

12月1日（土） 第2回 静岡県コンタクトレンズセミナー

トーリックコンタクトレンズの処方

静岡市：静岡音楽館AOI ７F講堂

【一般口演（ポスター）】
月 日
学会、講習会、講演会名
６月30日（土）

第44回 日本コンタクトレンズ学会
学術展示

【メーカーセミナー】
月 日

学会、講習会、講演会名

演題等
コンタクトレンズによる眼障害調査

演題等

会 場
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール

会 場

新しい頻回交換バイフォーカルCL
〜フォーカス プログレッシブ〜
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール
「遠近両用SCLの種類と特徴」
第44回 日本コンタクトレンズ学会
新しい頻回交換トーリックSCL
「２ウィー
7月1日（日）
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール
モーニングセミナー（J&J）
クアキュビュートーリックの特徴と使用経験」
コンタクトレンズ新世紀シリーズ
より高いQuality Of Vision(QOV)を考える
第55回 日本臨床眼科学会
10月13日（土）
より高いQOVのためのソフトトーリックによる 京都市：国立京都国際会館 アネックス１別館１F
イブニングセミナー（ボシュロム・ジャパン）
乱視矯正を考える 「より高いQOVを実現で
きる トーリックソフトコンタクトレンズとは」
7月1日（日）

第44回 日本コンタクトレンズ学会
ランチョンセミナー（チバビジョン）

【講演（社会活動）】
月 日
学会、講習会、講演会名
下関市立勝山小学校
11月15日（木）
第2回 学校保健委員会
9月22日（土） 平成13年度 目の健康講座 下関
【パネラー】
月 日

学会、講習会、講演会名

2月15日（木） オプティ・フリー発売5周年記念講演会

【座 長】
月 日

11月10日（土）

学会、講習会、講演会名
サンコンタクトレンズ
第9回 コンタクトレンズ技術フォーラム

【座談会】
月 日
2月8日（木）

学会、講習会、講演会名
Wide View ALLERGAN 特別号 座談会

会 場
演題等
子どもの目の健康について
下関市：下関市立勝山小学校
視力低下とメガネ
コンタクトレンズを効果的に安全に快適に使
下関市：海峡メッセ下関 １０F
用するために

演題等

ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ
−Yesterday,Today
and Tomorrow- 「SCL装用者のレンズケアに 大橋裕一
関するコンプライアンス」

「眼科村上医院 ドジ集」（村上正健）
「バイフォーカルコンタクトレンズの選択と処
方上の注意点」（小玉裕司）
各眼科のCL取り扱いについての発表（三宅
健史、早川秀繁、佐藤里沙、藤沢修平）

演題等

第44回 日本コンタクトレンズ学会
一般口演
第44回 日本コンタクトレンズ学会
6月30日（土）
学術展示
サンコンタクトレンズ
11月10日（土）
第9回 コンタクトレンズ技術フォーラム
サンコンタクトレンズ
11月10日（土）
第9回 コンタクトレンズ技術フォーラム

ディスポ−ザブルレンズ・頻回交換レンズ装
用者の視力とレンズ度数変化
ソフトコンタクトレンズ装用者のレンズケアに
関するコンプライアンス
同時視型遠近両用ソフトコンタクトレンズの有
効加入度数
同時視型遠近両用ソフトコンタクトレンズのコ
ントラスト視力

6月30日（土）

学会、講習会、講演会名

第44回 日本コンタクトレンズ学会
一般口演

演者：糸井素純、小玉裕司
パネラー：植田喜一、渡邉 潔

講 師

演題等

会 場
目黒区：ウェスティン東京

会 場

村上正健、小玉裕司

京都市：ぱるるプラザ京都 ５F会議室

座 長

21世紀のコンタクトレンズ〜直面した問題と
大野重昭
今後の展望〜

演題等

【一般口演（山大）】
月 日

パネラー

演題等

【一般口演（スタッフ）】
月 日
学会、講習会、講演会名、学術展示
6月30日（土）

座 長

パネラー

会 場

佐野七郎、植田喜一、小玉裕司、大橋裕
大阪：全日空ゲートタワーホテル大阪
一

講 師

会 場

佐藤里沙、植田喜一

千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール

佐藤里沙、植田喜一

千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール

佐藤里沙

京都市：ぱるるプラザ京都 ５F会議室

佐藤里沙

京都市：ぱるるプラザ京都 ５F会議室

講 師

デザインの異なる同時視型遠近両用ソフトコ
柳井亮二、西田輝夫、植田喜一、佐藤里沙、稲垣恭子
ンタクトレンズの有効加入度数

会 場
千代田区：日本都市センター会館 コスモスホール

