2002年（平成14年）1月〜12月
【一般口演】
月 日

学会、講習会、講演会名

6月9日（日）

第99回 山口県眼科集談会
第45回 日本コンタクトレンズ学会
7月6日（土）
一般口演
10月12日（土） 第11回 山口県西部医学会
【一般口演（その他）】
月 日
7月6日（土）

学会、講習会、講演会名

第13回 コンタクトレンズを考える会

【シンポジウム】
月 日

学会、講習会、講演会名

4月25日（木） 第29回 国際眼科学会
第56回 日本臨床眼科学会
シンポジウム
第56回 日本臨床眼科学会
9月28日（土）
シンポジウム
9月28日（土）

【講習会】
月 日
9月26日（木）

学会、講習会、講演会名
第56回 日本臨床眼科学会
専門別研究会 屈折調節研究会

【講 演】
月 日

学会、講習会、講演会名
ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ
7月13日（土）
（静岡県眼科医会）
7月27日（土） 第175回 高知県眼科集談会
ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ
8月3日（土）
第14回 北海道眼科医療従事者講習会
9月2日（月） 宇部市医師会 第3回生涯教育講座
サンコンタクトレンズ
10月26日（土）
第10回 コンタクトレンズ技術フォーラム
ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ
10月27日（日）
第3回 岡山県コンタクトレンズ研修会
ｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞﾌﾟﾗｸﾃｨｽｻﾎﾟｰﾄｾﾐﾅｰ
11月9日（土）
（愛知県眼科医会）

演題等

会 場

当眼科で経験したオルソケラトロジーの２例 下関市：下関海峡メッセ 国際会議場
新しい多段カーブレンズの試作

松山市：愛媛県県民文化会館 メインホール

コンタクトレンズによる眼障害アンケート調査 下関市：海峡メッセ下関 １０F 国際会議場

演題等

会 場

当眼科で経験したオルソケラトロジーの２例 松山市：大和屋 クラブ「天鼓」

会 場
演題等
Toric Contact Lens Fitting
Sydney Convention＆Exhibition Cente
Toric Soft Contact Lens Fitting
コンタクトレンズプラクティスーRequired
盛岡市：盛岡市民文化ホール（マリオス） B1F小ホール
Minimum
バイフォーカルレンズ処方
どうなる新時代の開業形態
盛岡市：ホテルメトロポリタン盛岡 ４Ｆ東西
コンタクトレンズ診療を中心とした開業

演題等
老視に対する屈折矯正をマスターする
コンタクトレンズ：
バイフォーカルソフトレンズ処方のコツ

演題等

会 場
盛岡市：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW ＷＩ
ＮＧ ４Ｆ西

会 場

トーリックコンタクトレンズの基礎と臨床

静岡市：静岡県労政会館ホール

コンタクトﾚﾝｽﾞの最近の動向について

高知市：高知県医師会館 3Fホール

トーリックコンタクトレンズの基礎と臨床

札幌市：武田薬品工業㈱ 札幌支店2F会議室

近視矯正〜最近の知見〜

宇部市：宇部市医師会館 2階 第２・３会議室

コンタクトレンズの選択と処方の実際

京都市：ぱるるプラザ京都 ５F会議室

トーリックコンタクトレンズの基礎と臨床

岡山市：岡山コンベンションセンター（ままかりフォーラム）

トーリックコンタクトレンズの基礎と臨床

名古屋市：東別院会館 東別院ホール

11月17日（日） 第13回 中四国眼科スタッフ教育講習会

「最近のコンタクトの話題」 〜トーリック・遠
近両用・オルソKって、どんなレンズ？〜

広島市：広島県民文化センター

12月7日（土） 第12回 宮城県コンタクトレンズ研修会

トーリックコンタクトレンズの基礎と臨床

仙台市：宮城県医師会館 ５F 大ホール

【メーカーセミナー】
月 日
5月30日（木）

学会、講習会、講演会名

ジョンソン・エンド・ジョンソン
2ウィークアキュビュートーリックセミナー

演題等
トーリックソフトコンタクトレンズ総論

会 場
福岡市：ホテルオークラ福岡 ３F「メイフェア」

6月13日（木）

ジョンソン・エンド・ジョンソン
2ウィークアキュビュートーリックセミナー

7月6日（土）

第45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）

7月6日（土）

第45回 日本コンタクトレンズ学会
アフタヌーンセミナー（ボシュロム・ジャパ
ン）

7月6日（土）

第45回 日本コンタクトレンズ学会
ティータイムセミナー（ロート製薬）

ボシュロム・ジャパン
メダリスト６６トーリック勉強会
ボシュロム・ジャパン
10月31日（木）
メダリスト６６トーリック勉強会
ボシュロム・ジャパン
11月21日（木）
メダリスト６６トーリック勉強会
10月17日（木）

【講演（社会活動）】
月 日

学会、講習会、講演会名

10月10日（木） 平成14年度 目の健康講座 岩国
【パネラー】
月 日

学会、講習会、講演会名

ボシュロム・ジャパン
2月17日（日）
「メダリスト６６トーリック」新製品発表会
ボシュロム・ジャパン
2月19日（火）
「メダリスト６６トーリック」新製品発表会
ボシュロム・ジャパン
2月21日（木）
「メダリスト６６トーリック」新製品発表会

トーリックソフトコンタクトレンズ総論

広島市：リーガロイヤルホテル広島 ３F「音戸の間」

スペシャリティーレンズ〜処方のコツ〜
松山市：愛媛県県民文化会館 メインホール
トーリックソフトコンタクトレンズ
〜成功をつかむテクニック
より高いQuality of Vision(QOV)を考える
より高いQOVのための最新の乱視矯正
松山市：愛媛県県民文化会館 メインホール
「メダリスト66トーリック」臨床評価
トーリックソフトコンタクトレンズ初歩の初歩〜
間違いだらけのレンズ処方〜「トーリックソフ 松山市：愛媛県県民文化会館 メインホール
トコンタクトレンズによる乱視矯正の進め方」
ソフトトーリックによる乱視矯正のコツ

神戸市：新神戸オリエンタルホテル ９F「須磨」

ソフトトーリックによる乱視矯正のコツ

広島市：広島国際会議場 地下２F 「コスモス」

ソフトトーリックによる乱視矯正のコツ

名古屋市：ホテルキャッスルプラザ ４F「梓」

会 場

演題等

コンタクトレンズを効果的に安全に快適に使
岩国市：シンフォニア岩国 大会議室
用するために

演題等

座 長

ソフトトーリックレンズ 今後の動向について 小玉裕司
ソフトトーリックレンズ 今後の動向について 小玉裕司
ソフトトーリックレンズ 今後の動向について 小玉裕司

より高いQuality of Vision (QOV）を考える
第56回 日本臨床眼科学会
小玉裕司
最新の乱視矯正
ランチョンセミナー（ボシュロム・ジャパン）
「トーリックレンズの実践的処方」
サンコンタクトレンズ
10月26日（土）
処方困難なコンタクトレンズの処方について 小玉裕司
第10回 コンタクトレンズ技術フォーラム
ボシュロム・ジャパン
11月28日（木）
ソフトトーリックによる乱視矯正のコツ
メダリスト６６トーリック勉強会
9月28日（土）

【座長】
月 日
3月15日（金）
7月6日（土）

学会、講習会、講演会名
下関市医師会
平成13年度 学校医・学校保健研修会
第45回 日本コンタクトレンズ学会
コンタクトレンズ講習会

【一般口演（スタッフ）】
月 日
学会、講習会、講演会名
10月26日（土）

サンコンタクトレンズ
第10回 コンタクトレンズ技術フォーラム

処方困難なコンタクトレンズの処方について 小玉裕司

福岡市：ホテル日航福岡 「都久志の間」
名古屋市：ホテルグランコート名古屋 「ザ・グランコート」

植田喜一、佐野研二、藤沢修平、
北浦孝一、山本達也、山内直樹

京都市：ぱるるプラザ京都 ５F 会議室

梶田雅義、植田喜一

福岡市：ホテル クリオコート博多 ４F「バロック」

会 場

梶田雅義

座 長

千代田区：ホテルニューオオタニ 「芙蓉の間」

盛岡市：ホテルメトロポリタン盛岡 NEW ＷＩ
ＮＧ ４F南

下関市：下関市医師会 5階 講堂

コンタクトレンズ診療におけるインフォームド・
野入輝美、武田桜子高橋康造、岩崎直樹
コンセント

演題等

会 場

植田喜一、稲葉昌丸、梶田雅義

講 師

演題等
子供の視力低下と屈折異常について

パネラー
植田喜一、梶田雅義、稲葉昌丸、
佐野研二、塩谷浩、亀井裕子、稲富勉
植田喜一、梶田雅義、稲葉昌丸、
佐野研二、塩谷浩、亀井裕子、稲富勉
植田喜一、梶田雅義、稲葉昌丸、
佐野研二、塩谷浩、亀井裕子、稲富勉

パネラー

松山市：愛媛県県民文化会館

会 場

植田喜一、佐野研二、藤沢修平、北浦孝
京都市：ぱるるプラザ京都 ５F 会議室
一、山本達也、山内直樹

月 日
7月6日（土）

学会、講習会、講演会名
第45回 日本コンタクトレンズ学会
一般口演

【一般口演（山大）】
月 日

学会、講習会、講演会名

7月6日（土）

第45回 日本コンタクトレンズ学会
一般口演

9月27（金）

第56回 日本臨床眼科学会
一般口演

演題等

演 者

眼鏡処方からみたトーリックソフトコンタクトレ
佐藤里沙
ンズの適応者

演題等

会 場
松山市：愛媛県県民文化会館

講 師

新しい概念で作られた強度近視用RGPレン
柳井亮二、西田輝夫、植田喜一、崎元 卓、森田悦朗
ズAphex（アフェックス）HDの使用経験
角膜感染症、CL 「円錐角膜に対する非球
面ハードコンタクトレンズの臨床的有用性に 柳井亮二、植田喜一、山本達也、森田悦朗、西田輝夫
ついて」

会 場
盛岡市：ホテルメトロポリタン盛岡 本館４F
松山市：愛媛県県民文化会館 メインホール

