
講演 

 

1月 10日 広島眼科症例検討会 （於：広島） 

OCTの視神経症での活用 〜OCTの進歩とは〜      金森 章泰 

 

1月 12日 第 19回やまぐち眼科フォーラム （於：山口） 

屈折異常に起因する弱視の診断と治療       野村 耕治 

   

2月 2日 緑内障薬物療法の EBMの実際 アイファガン点眼液発売記念講演会(於：神戸) 

            中村 誠 

2月 2日 アイファガン発売記念講演会 （於：神戸） 

新しい眼圧測定器 IcareONE         金森 章泰 

 

2月 9日 兵庫県緑内障研究会 （於：神戸） 

OCTによる進行判定          金森 章泰 

 

2月 24日 全身疾患と神経眼科．日本眼科医会 第 65回生涯教育講座 （於：東京） 

神経眼科のすべて           中村 誠 

 

3月 3日 全身疾患と神経眼科．日本眼科医会 第 65回生涯教育講座 （於：福岡） 

神経眼科のすべて           中村 誠 

 

3月 13日 関西医科大学眼科学教室勉強会特別講演 （於：大阪） 

小児眼科の pitfall         野村 耕治 

 

3月 15日 第 25回Network Glaucomaの会 （於：神奈川） 

視覚経路症としての緑内障 II                      中村 誠 

 

3月 17日 鳥取県眼科医会講習会 （於：米子） 

緑内障診療における OCTの有用性と限界                 中村 誠 

 

3月 17日 第 24回 徳島眼科医療フォーラム （於：徳島） 

遠視に起因する弱視の治療ならびに眼位管理      野村 耕治 

 

 



3月 23日 第 17回千葉緑内障研究会 （於：東京） 

視神経症における OCT活用の進歩          金森 章泰 

 

3月 24日 日本眼科医会 第 65回生涯教育講座．神経眼科のすべて （於：神戸） 

全身疾患と神経眼科       中村 誠 

3月 30日 高知眼科最新治療セミナー （於：高知） 

眼瞼内反症と眼瞼下垂症の手術治療        兼森 良和 

4月 21日 日本眼科医会第 65回生涯教育講座．神経眼科のすべて （於：名古屋） 

全身疾患と神経眼科       中村 誠 

5月 12日 ．三重眼科アカデミー2013 （於：津） 

視路疾患診断 Revisited       中村 誠 

5月 25日 第 8回 神経眼科コロキウム～細雪の会～ （芦屋） 

両側視神経乳頭腫脹の症例         金森 章泰 

 

5月 25日 第 64回 神戸市学校医研修会 （於：神戸） 

みんなで守ろうこどもの眼        野村 耕治 

 

6月 8日 南大阪眼科検査勉強会 （於：堺） 

OCTの撮り方と緑内障所見の読み方           金森 章泰 

 

6月 15日 神戸市眼科医会長田区勉強会 （於：神戸） 

白内障手術の話題           椋野 洋和 

 

6月 16日 ファイザー緑内障シンポジウム （於：神戸） 

緑内障の構造と機能．謎の相関関係     中村 誠 

 

6月 28日 興和新薬社内勉強会 （於：神戸） 

緑内障について          金森 章泰 

 

7月 15日  第 5回日本眼科看護研究会地方分科会  

小児緑内障～診断と治療の要点～       山田 裕子 

  



7月 20日 宝塚市眼科医会勉強 （於：宝塚） 

OCTの読み方 緑内障応用編         金森 章泰 

 

7月 20日～21日  第 26回近畿神経眼科セミナー 

小児にみられる視神経・網膜疾患       山田 裕子 

 

8月 3日 アイファガン１周年・ルミガン３周年記念講演会 （於：名古屋） 

神経保護治療 To be or not to be．        中村 誠 

 

9月 7日 第 26回眼科医療フォーラム （於：徳島） 

緑内障・視路疾患診療における OCTの有用性と限界      中村 誠 

 

9月 14日 第 11回兵庫県眼科オープンカンファレンス （於：神戸） 

緑内障・薬物治療のアップデート        山田 裕子 

 

OCTの緑内障診断技術をあげよう！        金森 章泰 

 

9月 15日 日本視能訓練士協会 生涯教育制度 基礎教育プログラム II （於：大阪） 

視能障害学 緑内障の病態と治療法        中村 誠 

 

9月 21日 第 24回日本緑内障学会 （於：東京） 

ランチョンセミナーII 緑内障のNew論 Vol.3.「神経科学」としての緑内障 

アクアポリンと視神経変性         中村 誠 

   

9月 23日 教育講演 2．症例で学ぶー視野の味わい方 （於：東京）   

この視野の症例は緑内障でしょうか？        中村 誠 

 

9月 25日 ファイザーWeb Symposium （於：神戸） 

視路疾患診断 Revisited．          中村 誠 

 

10月 19日  姫路市薬剤師会勉強会 （於：姫路）  

緑内障治療のアップデート        山田 裕子 

11月 3日 第 6７回臨床眼科学会 （於：横浜）  

モーニングクルズス 眼瞼下垂・腱膜前転術       兼森 良和 



11月 7日 兵庫区眼科懇話会 （於：神戸） 

OCTによる緑内障診断          金森 章泰 

 

11月 9日 第２回緑内障角膜研究会 （於：神戸）  

IFISの傾向と対策           椋野 洋和 

 

11月 16日 第一回阪神アイケアを考える会 （於：神戸） 

日常診療に役立つ眼瞼小手術         兼森 良和 

11月 23日 第 24回 コンタクトレンズ技術フォーラム （於：京都） 

コンタクトレンズが有用な小児眼疾患       野村 耕治 

 

11月 30日 第 11回樋田メモリアル網膜ラウンジ特別講演 （於：東京） 

網膜・脈絡膜の剥離病態         根木 昭 

 

12月 12 日 ガジャマダ大学眼科招待講演 （於：Yogyakarta, Indonesia） 

Management of pediatric glaucoma       Akira Negi 

 


