2007年（平成19年）1月〜12月講演・パネラー・座長のまとめ
【一般口演】
月 日

学会、講習会、講演会名

7月8日（日）

第50回日本コンタクトレンズ学会総会

7月8日（日）

第50回日本コンタクトレンズ学会総会

【シンポジウム】
月 日

学会、講習会、講演会名

4月22日（日） 第111回日本眼科学会総会

【講 演】
月 日

学会、講習会、講演会名

3月25日（日） 眼科診療アップデートセミナー2007 in京都
第50回日本コンタクトレンズ学会総会
市民公開講座

7月8日（日）

会 場
演題等
累進屈折力ソフトコンタクトレンズの有効加入度
東京：東京国際フォーラム
数
平成18年度コンタクトレンズによる眼障害アン
ケート調査

シンポジウム19
診療報酬改定のしくみと眼科医療
大阪市：大阪国際会議場
「コンタクトレンズ検査料導入後のコンタクトレン
ズ診療」

学会、講習会、講演会名

2月22日（木） 07サンコンセミナーin福岡

会 場

演題等
コンタクトレンズ日常臨床の心得

京都市：国立京都国際会館

上手なコンタクトレンズの使い方
「コンタクトレンズの最新情報」

東京：東京国際フォーラム

平成19年度福岡県眼科医会「医療機器・販
コンタクトレンズの種類と特徴
売業等の管理者に対する継続的研修」

【メーカーセミナー】
月 日

会 場

演題等

11月18日（日）

12月1日（土） 第17回宮城県コンタクトレンズ研修会

東京：東京国際フォーラム

シリコーンハイドロゲルレンズの基礎

演題等
HCLの処方に必要な知識

福岡市：博多パークホテル

仙台市：宮城県医師会館

座 長
西田 輝夫

演者・パネラー

会 場

植田 喜一，小玉 裕司

福岡市：博多都ホテル

ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

シリコーンハイドロゲルソフトコンタクトレンズによ
せる期待

植田 喜一

福岡市：グランドハイアット福岡

ボシュロム メダリストマルチフォーカル

遠近両用コンタクトレンズの処方テクニックと
「ボシュロム メダリストマルチフォーカル」の処方

植田 喜一

和歌山市：ホテルアバローム紀の
国

スリーサム・イン東京
モーニングセミナー5（参天製薬）

コンタクトレンズ診療の 今 を探る!!
「コンタクトレンズ眼障害の実態と問題点」

三宅 謙作
種田 芳郎

植田 喜一，吉田 博

東京：東京国際フォーラム

第61回日本臨床眼科学会
フェアウェルセミナー4（J&J）

こどものコンタクトレンズを考える
こどもにコンタクトレンズはタブー？

宮浦 徹

宇津見 義一，植田 喜一

京都市：国立京都国際会館

4月18日（木） 新製品発表会

4月26日（木） 発売記念勉強会
7月8日（日）
10月14日（日）

第61回日本臨床眼科学会
10月14日（日）
フェアウェルセミナー5（メニコン）

【座長】
月 日
7月8日（日）

学会、講習会、講演会名
第50回日本コンタクトレンズ学会総会

シリコーンハイドロゲルソフトコンタクトレンズを科
学する〜待望のシリコーンハイドロゲルソフトコン
小玉 裕司
タクトレンズの評価〜
シリコーンハイドロゲルレンズの基礎知識

シンポジウム3 涙液とコンタクトレンズ

学会、講習会、講演会名

Gary N Foulks，横井 則彦，山口 昌彦，高橋 康造，山
田 昌和
小玉 裕司

会 場

演題等

11月6日（火） 内日小学校 保健委員会

子供の視力について
目のけがについて

下関市：内日小学校

11月27日（火）一の宮小学校「目の健康教室」

ものの見え方について

下関市：
一の宮小学校

12月4日（火）勝山小学校 保健委員会

ものの見え方について

下関市：
勝山小学校

【パネラー】
月 日

学会、講習会、講演会名

演題等

京都市：国立京都国際会館

演者

セッション

日本眼科医会・日本コンタクトレンズ学会共
10月14日（日）催
コンタクトレンズの基礎
コンタクトレンズ販売管理者継続的研修

【講演（社会活動）】
月 日

植田喜一，稲葉 昌丸

座 長

パネラー

会 場

ボシュロム メダリストマルチフォーカル
発売記念勉強会

遠近両用コンタクトレンズの処方テクニックと
小玉 裕司
「ボシュロム メダリストマルチフォーカル」の処方

稲葉 昌丸，植田 喜一

大阪市：スイスホテル南海大阪

ボシュロム メダリストマルチフォーカル

遠近両用コンタクトレンズの処方テクニックと
小玉 裕司
「ボシュロム メダリストマルチフォーカル」の処方

植田 喜一，塩谷 浩

東京：都市センターホテル

ボシュロム メダリストマルチフォーカル

遠近両用コンタクトレンズの処方テクニックと
「ボシュロム メダリストマルチフォーカル」の処方

植田 喜一，梶田 雅義

福岡市：アクロス福岡イベントホー
ル

西田 輝夫

柳井 亮二，稲田 紀子，土至田
宏，植田 喜一

大阪市：大阪国際会議場

5月24日（木） ボシュロム 新製品発売記念勉強会

小玉 裕司

植田 喜一，梶田 雅義，塩谷 浩

東京：ウエスティンホテル東京
「ギャラクシールーム」

6月21日（木） ボシュロム 新製品発売記念勉強会

小玉 裕司

植田 喜一，梶田 雅義，塩谷 浩

大阪市：毎日新聞ビル
「オーバルホール」

所 敬

梶田 雅義，植田 喜一，塩谷 浩

東京：東京国際フォーラム

1月18日（木）

1月25日（木） 発売記念勉強会
2月8日（木） 発売記念勉強会
4月21日（土）

7月7日（土）

第111回日本眼科学会総会
ランチョンセミナー22（J&J）

スリーサム・イン東京
ランチョンセミナー6（ロート）

コンタクトレンズ診療の進め方Ⅳ

老視矯正！メガネ vs コンタクト

スリーサム・イン東京
ランチョンセミナー10（ボシュロム）

より高いQOVを考える
次世代の遠近両用ソフトコンタクトレンズ実践的 小玉 裕司
処方セミナー

植田 喜一,梶田 雅義，塩谷 浩

東京：東京国際フォーラム

第61回日本臨床眼科学会
ランチョンセミナー27（ロート）

遠近両用コンタクト！
メガネV.S.コンタクト

西田 輝夫

梶田 雅義，植田 喜一，塩谷 浩

京都市：国立京都国際会館

第61回日本臨床眼科学会
アフタヌーンセミナー4（ボシュロム）

より高いQOVを考える
素朴な疑問に答えます
「連続装用って安全なの？」

小玉 裕司

稲葉 昌丸，植田 喜一，梶田 雅
義，佐野 研二，塩谷 浩

京都市：国立京都国際会館

第61回日本臨床眼科学会
モーニングセミナー７（ボシュロム）

より高いQOVを考える
皆でやろう 失敗しない遠近両用SCLの処方

小玉 裕司

稲葉 昌丸，植田 喜一，梶田 雅
義，塩谷 浩

京都市：国立京都国際会館

7月8日（日）

10月13日（土）

10月13日（土）

10月14日（日）

【一般口演（共同演者）】
月 日
学会、講習会、講演会名

演題等

演 者

会 場

7月8日（日）

第50回日本コンタクトレンズ学会総会

コンタクトレンズ装用眼に生じた重症角膜感染症 近藤由樹子，原田大輔，石田康仁，柳井亮二，植田喜
一，近間泰一郎，西田輝夫
11例の比較検討

東京：東京国際フォーラム

7月8日（日）

第50回日本コンタクトレンズ学会総会

塩酸ポリヘキサニド（
PHMB）
の消毒効果およ
柳井亮二，植田喜一，西田輝夫，森
び細胞毒性に対する緩衝剤の影響

東京：東京国際フォーラム

7月8日（日）

第50回日本コンタクトレンズ学会総会

平成18年度学校現場でのコンタクトレンズの
宮浦 徹，宇津見義一，植田喜一，吉田 博，三宅謙作 東京：東京国際フォーラム
使用状況

理，豊原 恵

