
講演 

2月 8日 第 36回兵庫県緑内障研究会 （於：神戸） 

緑内障診断のジレンマ                         中村 誠 

 

2月 8日 第 17回 兵庫県黄斑疾患研究会 （於：兵庫） 

Foveola nonpeeling techniqueが奏効したMyopic foveoschisisの一例   今井 尚徳 

 

当院における近視性 CNV に対する抗 VEGF 薬の治療成績        三木 明子 

 

2月 15日 神戸市薬剤師講演会 

緑内障の治療と病態         金森 章泰 

 

2月 16日 第 18回細胞分子生物学会 （於：長崎） 

 ラット網膜神経節細胞死とアクアポリン 9 の発現変化の関連       三木 明子 

 

2月 22日 兵庫県眼科医会臨時総会 （於：神戸） 

 加齢黄斑変性の診療 up to date                     本田 茂 

 

2月 22日 第 13回近畿弱視斜視セミナー （於：大阪） 

乳児内斜視～本態性でもここまで直せる～         野村 耕治 

 

2月 22日 ムコスタ点眼液発売 2周年記念講演会 in神戸 （於：神戸） 

ムコスタ点眼の治療成績とムチン分泌促進薬の併用効果の検討       松宮 亘 

 

2月 23日 第 69回徳島眼科研究会 (於：徳島)  

１時間でわかる眼瞼の手術                      兼森 良和 

 

3月 1日 第 17回岡山眼科フォーラム （於：岡山）    

緑内障におけるOCTの有用性と限界                   中村 誠 

 

3月 15日 第 11回兵庫県オフサルミックセミナー （於：兵庫） 

Motorized IOL Injector “Autosert” の試用経験 -何がメリットか？     今井 尚徳 

 

4月 3日 日本眼科学会総会 （於：東京） 

特別企画：日本医学会総会 

日本医学会総会プログラム委員会からのメッセージ           根木 昭 



 

4月 19日 平成 26年度豊中市眼科医会学術研究会 （於：大阪） 

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

 

5月 4日 Glaucoma seminar  (於：オーランド，米国) 

The tip & strategy of imaging analyses in glaucoma        Akiyasu Kanamori 

 

5月 10日 第 56回筑波 TOC （於：筑波） 

視路疾患診断Revisited                          中村 誠 

 

5月 10日 神戸 YWCA学院主催「同行援護従事者養成研修」 （於：神戸） 

視覚障害・疾病の理解                        谷 恵美子 

 

5月24日、6月7日 梅花女子大学心理こども学部心理学科 (於：茨木) 

視覚障害者の心理・生理・病理                    谷 恵美子 

 

5月 24日 第 9回 神経眼科コロキウム～細雪の会～ （於：神戸） 

部分視神低形成の特徴と OCTによる診断          金森 章泰 

   

6月 1日 Pfizer Glaucoma Symposium （於：東京） 

眼圧検査のコツと落とし穴                      中村 誠 

 

6月 8日 第 30回日本視能訓練士協会講演会 （於：大阪） 

 小児眼科ならびに弱視斜視のアップデート       野村 耕治 

 

6月 21日(土) 第 12回兵庫県眼科オープンカンファレンス （於：神戸） 

小児緑内障治療の実際             山田 裕子 

 

6月 21日 第 9回 Gla-vitの会 （於：山口） 

視神経症における OCT活用の進歩          金森 章泰 

 

6月 21日 第 9回 S&Mの会 （於：愛知） 

MIVSのための、そしてMIVSを使ったさらなる低侵襲のための小さな工夫   

今井 尚徳 

6月 21日 淑瞳会 (於：神戸) 

 黄斑部疾患～臨床研究 up to date～       三木 明子 



 

6月 22日 コソプトシンポジウム （於：神戸） 

緑内障検査の王道                           中村 誠 

 

6月 28日 第 18回 兵庫県黄斑疾患研究会 （於：兵庫） 

当院における抗 VEGF 剤治療反応不良 AMD の検討           今井 尚徳 

 

神戸大学病院における抗 VEGF 製剤反応不良例の特徴          大塚 慶子 

 

6月 29日 第 3回日本視野学会 （於：品川） 

モーニングクルズス 

OCTの high & low                        金森 章泰 

 

7月 18日 第 6回埼玉臨床眼科セミナー （於：川越） 

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

 

7月 19日 第 21回千葉臨床眼科フォーラム （於：千葉） 

緑内障診断のジレンマ                         中村 誠 

 

7月 19日 第１回播州眼科セミナー （於：姫路） 

弱視の診断と治療                          野村 耕治 

 

7月 19日 近畿神経眼科セミナー （於：大阪） 

教育セミナー NMO の基礎的病態                  金森 章泰 

 

7月 20日 兵庫県難病連主催 第７１回「医療・生活」無料相談会 （於：淡路） 

  網膜色素変性症 Q&A                        山本 博之 

 

8月 1日 アイファガン点眼発売 2周年記念講演会 （於：宇都宮） 

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

 

8月 2日 第二回関東 Glaucoma meet the specialist （於：東京） 

緑内障鑑別疾患と治療の EBM                      中村 誠 

 

 

 



8月 2日 神戸市眼科医会北区講演会（於：兵庫） 

神戸大学眼科と北神/三田地区の今後の病診/病病連携～網膜硝子体疾患を中心に～   

今井 尚徳 

 

8月 16日 第 3回 近畿ビッツの会 （於：兵庫） 

各種眼内レンズ haptics の特性について                 今井 尚徳 

  

8月 23日 糖尿病三大合併症を考える会～網膜症編～ （於：神戸） 

糖尿病の眼所見、検査と治療の進歩                  井上 正則 

 

8月 23日 第２回呉西眼疾患研究会 （於：高岡） 

 遠視に起因する弱視の治療ならびに眼位管理            野村 耕治 

 

8月 30日 第 12回兵庫県東部緑内障を考える会 （於：芦屋） 

緑内障における OCT アップデート                  金森 章泰 

 

8月 30日 第 8回北播眼科研究会 

LipiViewの使用経験                             坂井 譲 

 

8月 31日 近畿眼科医会連合夏季講習会 （於：神戸） 

遠視に起因する弱視の診断と治療             野村 耕治 

 

9月 6日 第 242回鹿児島眼科集談会 （於：鹿児島） 

視路疾患診断 Revisited                         中村 誠 

  

9月 6日  眼科臨床勉強会 IN宮崎 (於：宮崎)  

一時間でわかる眼瞼下垂の手術                    兼森 良和 

 

9月 6日 第 21回兵庫県網膜硝子体研究会『電気羊の会』（於：兵庫） 

私の硝子体手術教育                         今井 尚徳 

 

9月 13日 第 6回福島眼科シンポジウム（於：福島） 

緑内障診断のジレンマ                         中村 誠 

 

9月 14日 2014年度基礎教育プログラム I（日本視能訓練士協会生涯教育制度）（於：大阪） 

視能の基礎 II～視覚機能を評価するための視覚生理学の基礎～      山田 裕子 



 

9月 17日 神戸市中央区医師会学術講演会 （於：神戸） 

 加齢黄斑変性の診断と治療                       本田 茂 

 

9月 19日～21日 第 25回日本緑内障学会総会 （於：大阪） 

ランチョンセミナー3 

ある Clinician scientist が想起する緑内障性視神経症の病態       中村 誠 

 

ランチョンセミナー 

緑内障カンファレンス～私の診断・治療は正しかったのでしょうか？～ 

薬物治療の選択に悩むとき～どれを使えばよいのでしょうか？～    山田 裕子 

 

 イブニングセミナー  

立体眼底写真で診断する緑内障性陥凹                金森 章泰 

 

9月 25日 ロービジョン座談会 （於：神戸） 

 加齢黄斑変性による視覚障害                      本田 茂 

 

9月 25日 5区合同カンファレンズ （於：兵庫） 

硝子体手術トピックス～システムとテクニック～             今井 尚徳 

 

9月 28日 三田市眼の愛護デー （於：三田） 

みんなで救おう子どもの眼           野村 耕治 

 

10月 2日 糖尿病合併症懇話会 （於：神戸） 

 糖尿病黄斑症 病態と治療                       本田 茂 

 

10月 4日 第 6回神戸市西部 小児科 JOINT会 （於：神戸） 

小児の眼疾患で小児科医が知っておくべきこと      野村 耕治 

 

10月 4日 第 1回 Kobe Ophthalmic Resident Salon （於：兵庫）  

硝子体手術について                         今井 尚徳 

 

10月 10日 目の愛護デー （於：神戸） 

緑内障と診断されたら                        金森 章泰 

 



10月 11日 第 16回教育フォーラム （於：福岡） 

視神経・視路疾患診療における最近の話題                中村 誠 

 

10月 16日 加古川・高砂眼科医会勉強会（於：加古川） 

OCTを用いた黄斑疾患の鑑別                      本田 茂 

10月 16日 兵庫区眼科懇話会 （於：神戸） 

病態から考える網膜血管病変の治療法                 楠原仙太郎 

 

10月 30日 第 16回和歌山眼科フォーラム （於：和歌山） 

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

 

10月30日 兵庫県救急救命士養成所 （於：三木） 

視覚器の構造・機能と外傷・疾病                   谷 恵美子 

 

11月 1日 第 39回インドネシア眼科学会 （於：Yogyakarta, Indonesia） 

招待講演 

Diagnostic examination of pediatric glaucoma 

   Surgical management of pediatric glaucoma             Akira Negi 

 

11月 1日 第 31回広島緑内障研究会 （於：広島） 

 緑内障鑑別疾患と治療の EBM                      中村 誠 

 

11月 1日 黄斑フォーラム in Kobe ～アイリーア発売 2周年＆適応追加記念講演会～ 

未治療 AMDに対する必要時投与による aflibercept単独治療成績 

大塚 慶子 

 

11月 2日  兵庫県難病連主催 第７２回「医療・生活」無料相談会 （於：加東） 

  網膜色素変性症 Q&A                       山本 博之 

 

 

11月 6日 神戸市民大学 （於：神戸） 

目がかすむと思ったら～超高齢時代の眼の病気～             中村 誠 

 

11月 8日 第 8回Midland seminar of Ophthalmology （於：名古屋） 

緑内障診断のジレンマ                         中村 誠 

 



11月 8日 兵庫県東部地区眼科医会学術講演会 （於：芦屋） 

 画像を用いた眼底疾患の鑑別                     本田 茂 

 

11月 8日 大阪府保険医協会 （於：大阪） 

進化する緑内障検査機器                       金森 章泰 

 

11月 11日 明石医療センター勉強会 （於：明石） 

未熟児網膜症の病態と治療                       本田 茂 

 

11月 14日 第 68会日本臨床眼科学会 （於：神戸） 

モーニングセミナー 後期緑内障の機能と構造の相応性                金森 章泰 

 

11月 14日 東西対抗緑内障研究会 （於：神戸） 

手術時の IC                              金森 章泰 

 

11月 15日 GRAYの会 （於：神戸）  

緑内障における画像解析研究の組み立て方            金森 章泰 

 

11月 16日 第 68回日本臨床眼科学会市民公開講座 （於：神戸） 

 緑内障と言われたら                          中村 誠 

 

11月 21日 第１回 Kobe Ophthalmic Research and Clinical Conference （於：神戸） 

エビデンスからみる糖尿病網膜症             楠原仙太郎 

 

11月 23日 神戸アイライト協会主催 ロービジョンケア研修会 （於：神戸） 

   網膜色素変性症患者さんへのロービジョンケア           山本 博之 

  

11月 23日 平成 26年度尼崎市難病連医療相談会 （於：尼崎） 

眼ベーチェット病の治療法        楠原仙太郎 

 

12月 4日 眼科コールドケース （於：神戸） 

治療に迷う症例 視神経乳頭部血管腫                  本田 茂 

 

12月 7日 神戸市難病連主催第 62回医療相談会 （於：神戸） 

眼ベーチェット病の治療法        楠原仙太郎 

 



12月 13日 第 52回日本神経眼科学会（於：千葉） 

ランチョンセミナー 

視神経疾患の謎を紐解く                       中村 誠 

 

12月 14日 埼玉緑内障講習会 （於：大宮） 

 緑内障におけるOCTの有用性と限界                   中村 誠 

 

12月 14日 第 203回長崎眼科集談会 

 iris captureに対するに対する革新的整復術スパイダーマン法（capture編）の概念と手

技                                中村 充利 

 

12月 14日 第 97回秋田県眼科集談会 （於：秋田） 

遠視に起因する弱視の治療ならびに眼位管理              野村 耕治 

 


