講演
■お茶の水
● 井上賢治： 緑内障と薬物治療． 興和創薬株式会社 2010.4.5
● 若倉雅登： 緑内障診断と神経眼科． 第27 慈恵医大柏病院眼科症例検討会 2010.4.22 慈恵医大
柏病院
● 徳田芳浩： Take the A-VIT in 群馬

白内障トラブルシューティング．

第1 回猫の会

2010.4.24

マーキュリーホテル
● 若倉雅登： 眼精疲労<目の疲れのメカニズムと原因・治療・対策について>． 第21 回ひとみ・す
こやか研修会 2010.5.12 東京
● 若倉雅登： ドライアイとまちがえる眼瞼痙攣． 第253回広島眼科症例検討会・広島フォーラム2010
合同学会 2010.5 広島大学
● 徳田芳浩： 合併症対策：嚢死医療最前線． 第323 回関西眼疾患研究会特別講演 2010.6.2 京都
府立医科大学
● 井上賢治： 加齢黄斑変性症について． 中山式産業株式会社 2010.6.4 八重洲中山式健康センタ
ー
● 若倉雅登： 眼瞼けいれんの軽症例と瞬目． 第2回東日本眼瞼痙攣シンポジウム 2010.6.5 ベル
サール八重洲
● 井上賢治： 広義POAG における各種配合剤の位置付け． 日本アルコン社第2 回緑内障研究会
2010.6.30 フォーシーズンズホテル丸の内
● 若倉雅登： 目力アップの秘密． 自彊術普及会第23 回定例会 2010.6.30 京王プラザホテル
● 大音清香： 医療安全対策と感染予防について． 竹内眼科 特別講演会 2010.7.7 札幌
● 大音清香： 医療安全対策と感染予防について． 山田眼科 特別講演会 2010.7.7 旭川
● 若倉雅登： ドライアイと間違える眼瞼痙攣． 第1回相模眼科フォーラム 2010.7.15 相模大野
● 若倉雅登： 最近の井上眼科病院神経眼科外来の傾向． 第73 回中央眼科集団会 特別講演
2010.7.16 聖路加国際病院
● 若倉雅登： 人体の構造と機能及び心身の発達． 2010 年度生涯教育制度基礎教育プログラムⅠ（専
門基礎分野・専門分野） 2010.7.17 東京慈恵会医科大学
● 徳田芳浩： 難症例の白内障手術． Refractive Surgery Update Seminar in Kyoto 2010.8.21

ウ

ェスティンホテル京都
● 徳田芳浩： 眼内レンズ交換・ピギーバック． Refractive Surgery Update Seminar in Kyoto
2010.8.21 ウェスティンホテル京都
● 若倉雅登： 神経眼科の最近の進歩－原因を同定しにくい愁訴の神経眼科的アプローチ－． 岡山ア
ップデートセミナー in 岡山 2010.8.29 岡山
● 大音清香： 視機能障害者への看護職の関わり－医師の説明に関する理解を深めるために－． 第26
回日本眼科看護研究会 2010.9.11 福島
● 若倉雅登： 強度近視に伴う神経眼科の諸問題． 札幌眼科医会ブロック講習会 2010.9.18 札幌
医師会館
● 徳田芳浩： 白内障IOL 手術トラブルシューティング． 第1回いわき眼科手術学術講演会

2010.9.18 いわきワシントンホテル椿山荘
● 若倉雅登： 眼と視覚の愁訴への神経眼科的アプローチ． 静岡県遠州眼科医会放談会 2010.9.25
オークラアクトシティーホテル浜松
● 井上賢治： 緑内障治療の最近の話題－合剤の使用経験をもとに－． 葛南地区眼科勉強会
2010.9.30 浦安ブライトンホテル
● 井上賢治： 飛蚊症について． 中山式産業株式会社 2010.10.1 八重洲中山式健康センター
● 井上賢治： ザラカムの眼圧下降効果． ザラカム東京講演会2010 2010.10.2 京王プラザホテル
● 徳田芳浩： 白内障手術：トラブルシューティング． 第4回A．A．A（Akita Alcon Academy）
2010.10.2 ホテルメトロポリタン秋田
● 若倉雅登： 眼瞼異常の診断と治療について． 第1回北海道眼科臨床セミナー 2010.10.3 札幌グ
ランドホテル
● 井上賢治： 合剤・ジェネリックをどう使っていますか？ 第3回平成緑内障倶楽部@marunouchi
2010.10.9 マンダリンオリエンタル東京
● 大音清香： 糖尿病網膜症患者に寄り添う関わり，糖尿病合併症のこころのケア． 第25 回日本糖
尿病合併症学会 2010.10.23 大津
● 井上賢治： 緑内障－治療を中心に－． 第39回目の病気の話と相談会 2010.10.31 西葛西・井上
眼科病院
● 徳田芳浩： 難症例＋トラブルシューティング対処法． 第1 回福島臨床眼科講演会 2010.11.20
ホテルハマツ
● 大音清香： 医療安全対策と感染予防について． 黒滝眼科 特別講演会 2010.11.27 八戸
● 井上賢治： 緑内障． カシスセミナー（日本カシス協会主催） 2010.11.30 丸ビルコンファレン
ススクエア
● 井上賢治： Duotrava の臨床成績． 第3 回緑内障研究会 2010.12.1 日本アルコン社
● 大音清香： 医療安全対策と感染予防について． 細川内科・外科・眼科 特別講演会 2010.12.3
栃木
● 井上賢治： ザラカムの臨床効果． 第12回Japan Glaucoma Council 2010.12.11 シェラトン都ホ
テル東京
● 若倉雅登： 眼瞼痙攣患者はドライアイ患者の中に紛れている． 第5回神奈川Ocular Surface
symposium 2011.1.8

ホテルキャメロットジャパン

● 若倉雅登： まぶたの病気、心療眼科． 静岡県眼科医会 眼科医療従事者講習会 2011.1.22 静
岡パルシェ
● 大音清香： 医療安全対策と感染予防について， 中津川倶楽部 特別講演会 2011.1.26 盛岡
● 大音清香： 滅菌管理士・受託責任者に望む事． 第3 回統一継続研修会 日本滅菌協議会
2011.2.19 東京
● 井上賢治： 緑内障配合点眼剤． 第14 回緑内障懇談会 2011.2.4 山の上ホテル
● 若倉雅登： 実感的眼科診療の光と影． 第9回お茶の水セミナー 2011.2.5 三笠会館
● 井上賢治： 最近の緑内障点眼薬． 大塚製薬株式会社エリアマネージャー会議 2011.2.9 大塚製
薬社
● 若倉雅登： 不定愁訴と神経眼科． 第9 回新宿眼科講演会 2011.2.10 野村コンファレンスプラ
ザ（新宿）

● 井上賢治： あなたの眼お悩みについて－その対処と治療法－． 明治大学紫明会春の交遊セミナー
2011.2.12 KKR ホテル東京
● 若倉雅登： 心療眼科で解決できること． 第19 回西三河関連病院臨床懇話会 2011.2.17 刈谷プ
ラザホテル
● 若倉雅登： ボツリヌス療法と瞬目解析． 座長 眼瞼痙攣コアミーティング 2011.2.26 ベルサ
ール八重洲

講演
■西葛西
● 宮永嘉隆： 点眼薬の防腐剤－どう考える－． 日本アルコン講演会 2010.4.7 日本アルコン株式
会社内
● 勝海修，加藤隆治： 抗加齢における健康食品をどう考える－カシスアントシアニンを中心に－． 第
10 回日本抗加齢医学会 2010.5.12 国立京都国際会館
● 宮永嘉隆： アレルギー疾患の今を考える－アレルギー性結膜疾患の位置づけと治療－． 日本点眼
薬研究所社内講演会 2010.7.7 日本点眼薬研究所内
● 宮永嘉隆： 小児の眼のケアと医療連携． 加南小児科医会講演会 2010.7.22 小松市民病院会議
室
● 鶴岡三惠子： ロービジョンってなに． 千葉ロービジョンセミナー 2010.10.16 視覚障害者総合
支援センターちば
● 宮永嘉隆： 眼の健康． 新宿山吹高校講演会 2010.10.27 新宿山吹高校内
● 宮永嘉隆： 子どもの視力の発達とそれにまつわる諸問題． 茨城県立盲学校研修会 2010.12.8 茨
城県立盲学校内
● 宮永嘉隆： 加齢に伴う目の病気． ファミリーヘルス健康講座 2011.1.13 清新町健康サポート
センター
● 宮永嘉隆： 小児の眼のケアと医療連携． 愛知県小児科医会講演会 2011.3.21 愛知県医師会館

