2006年（平成18年）1月〜12月講演・パネラー・座長のまとめ
【一般口演】
月 日
7月8日（土）

学会、講習会、講演会名
第49回日本コンタクトレンズ学会

7月8日（土） 第49回日本コンタクトレンズ学会
【シンポジウム】
月 日
6月16日（金）

会 場

演題等

ソフトコンタクトレンズへの防腐剤の吸着と放
米子：米子コンベンションセンターBIG SHIP
出
化学消毒剤による角膜ステイニングの発生 米子市：米子コンベンションセンターBIG SHIP

学会、講習会、講演会名

会 場

演題等

第45回日本白内障学会総会・第21回日本眼 monovision
内レンズ屈折手術学会総会
ン」

「コンタクトレンズとモノビジョ

東京：東京国際フォーラム

7月9日（日） 第49回日本コンタクトレンズ学会

到来したシリコーンハイドロゲルレンズの時
代
「シリコーンハイドロゲルレンズの基 米子市：米子コンベンションセンターBIG SHIP
礎」

10月7日（土） 第60回日本臨床眼科学会

CL処方箋問題について 「CL処方箋の意義
京都市：国立京都国際会館
について」

【講 演】
月 日

学会、講習会、講演会名

1月14日（土） 第108回広島県眼科医会講習会
平成18年度鳥取県眼科医会総会

3月19日（日） 鳥取県眼科医会講習会

会 場

演題等
遠近両用コンタクトレンズの処方のコツ

シリコーンハイドロゲルコンタクトレンズの最
米子市：
米子ワシントンホテルプラザ
新臨床情報

平成18年度医療機器・販売業等の管理者に 医療機器の情報提供 3.コンタクトレンズ処
方箋

10月8日（日） 対する継続的研修
【メーカーセミナー】
月 日

学会、講習会、講演会名

広島市：ホテルセンチュリー21広島

京都市：国立京都国際会館

会 場

演題等

2月16日（木） コンタクトレンズセミナー（ロート）

遠近両用コンタクトレンズの処方のコツ

静岡市：ホテルセンチュリー静岡

2月19日（日） コンタクトレンズセミナー（ロート）

遠近両用コンタクトレンズの処方のコツ

さいたま市：

3月18日（土） コンタクトレンズセミナー（ロート）

遠近両用コンタクトレンズの処方のコツ

東京都：

「ワンデー アキュビュー」乱視用

3月23日（木） 会

製品発表 「ワンデーアキュビュー」乱視用の特徴と臨
床評価

大阪市：
リッツカールトン大阪

3月30日（木） コンタクトレンズセミナー（ロート）

遠近両用コンタクトレンズの処方のコツ

大阪市：

4月6日（木） 新製品「エピカコールド」発表会

エピカコールド臨床報告
の面から

福岡市：
ホテル日航福岡

角膜への安全性

4月9日（日） 新製品「エピカコールド」発表会

エピカコールド臨床報告
の面から

角膜への安全性

4月20日（木） 新製品「エピカコールド」発表会

エピカコールド臨床報告
の面から

角膜への安全性

4月27日（木） 新製品「エピカコールド」発表会

エピカコールド臨床報告
の面から

角膜への安全性

「ワンデー アキュビュー」乱視用

5月17日（水） 会

製品発表 「ワンデーアキュビュー」乱視用の特徴と臨
床評価

第49回日本コンタクトレンズ学会 モーニング

7月9日（日） セミナー1 （メニコン）

第49回日本コンタクトレンズ学会 ランチョン

7月9日（日） セミナー10（ロート）

第60回日本臨床眼科学会 アフタヌーンセミ

10月6日（金） ナー4（ロート）

第60回日本臨床眼科学会 ランチョンセミ

10月7日（土） ナー23（ボシュロム）

第60回日本臨床眼科学会 アフタヌーンセミ

名古屋市：
全日空ホテル
大阪市：
ヒルトン大阪
東京都：
京王プラザホテル
熊本市：

そこが知りたい！MPSに求められるもの 〜
消毒効果と安全性の両立〜 「エピカコー 米子市：米子コンベンションセンターBIG SHIP
ルド臨床報告 角膜への安全性の面から」
遠近両用ソフトコンタクトレンズの実践 「新
しい遠近両用ソフトコンタクトレンズ（ロート 米子市：米子コンベンションセンターBIG SHIP
i.Q.14バイフォーカル）の臨床経験」
遠近両用ソフトコンタクトレンズの実践 「新
しい遠近両用ソフトコンタクトレンズ（ロート 京都市：国立京都国際会館
i.Q.14バイフォーカル）の臨床経験」
老視矯正新時代到来! 「ボシュロムメダリス
京都市：国立京都国際会館
トマルチフォーカル処方成功のコツ」

10月7日（土） ナー15（メニコン）

ソフトコンタクトレンズケアの基礎と臨床

京都市：国立京都国際会館

10月29日（日）ビジョンケアセミナー2006 （
J&J）

コンタクトレンズによる乱視矯正「私の処方
手順とコツ」

東京：
ホテル日航東京

【座長】
月 日

学会、講習会、講演会名

【講演（社会活動）】
月 日

学会、講習会、講演会名

演者

セッション

第49回日本コンタクトレンズ学会 ランチョン
新発想の乱視用ソフトコンタクトレンズ
7月8日（土） セミナー3 （J&J）

稲葉 昌丸，塩谷 浩

会 場

演題等

2月23日（木） 健康相談

加齢にともなう目の病気

下関市：勝山公民館

7月25日（火） 勝山小学校保健委員会

眼の外傷について

下関市：
勝山小学校

10月20日（金） 一の宮小学校保健委員会

視力低下を起こさないために

下関市：
一の宮小学校

11月9日（木） 下関中央工業高等学校

救急処置に関すること

下関市：
中央工業高等学校

【パネラー】
月 日
7月8日（土）

学会、講習会、講演会名

演題等

座 長

第49回日本コンタクトレンズ学会 3学会合同 第二部 緊急パネルディスカッション：診療報 大橋 裕一
懇親会 （チバビジョン）
酬改定徹底検証！
井上 幸次

【一般口演（山大）】
月 日

学会、講習会、講演会名

演題等

パネラー

会 場

稲葉 昌丸，植田 喜一，小玉 裕司 米子市：米子全日空ホテル

演 者

会 場

7月8日（土）

第49回日本コンタクトレンズ学会

リバースジオメトリーレンズ装用前後におけ 小林泰子，柳井亮二，近本信彦，近間泰一郎，植田喜
一，西田輝夫
るコントラスト感度の変化

7月8日（土）

第49回日本コンタクトレンズ学会

遠近両用ソフトコンタクトレンズのデザイ 石田康仁，柳井亮二，植田喜一，西田輝夫
ンの違いによる波面収差への影響

米子：米子コンベンションセンターBIG SHIP

7月8日（土）

第49回日本コンタクトレンズ学会

溶液中のイオンバランスによる塩酸ポリ
ヘキサニド（
PHMB）
の消毒効果への影 柳井亮二，石田康仁，植田喜一，西田輝夫，森 理
響

米子：米子コンベンションセンターBIG SHIP

7月9日（日）

第49回日本コンタクトレンズ学会

角膜移植後角膜に対する多段カーブ
ハードコンタクトレンズの有用性

米子：米子コンベンションセンターBIG SHIP

柳井亮二，石田康仁，植田喜一，西田輝夫

米子：米子コンベンションセンターBIG SHIP

