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開催にあたって
第4回眼抗加齢医学研究会講習会を開催いたします。

東京ステーションコンファレンス

前回と同様に「講習会から帰ってすぐに使える内容」を基本として、日
常の眼科診療に役立つ実践的な講習会を企画しています。新しいエビデ
ンスが次々に出されているフードファクターと眼疾患、アンチエイジン

新大手町
ビル

朝日生命
大手町ビル
東京メトロ東西線

グについての基礎と臨床のアップデイトのほか、昨今話題となっている
老眼治療については、本年6月の第25回日本眼内レンズ屈折手術学会
で開催された第3回老眼研究会モーニングセミナーの報告も交えて最
新情報をお伝えしていきたいと思います。老眼治療では、アキュフォー
カスや多焦点眼内レンズの最新の動向など、興味深いテーマが目白押し

JR東京駅

日本橋口

八重洲北口

です。
さらに、高齢者に多いマイボーム腺疾患、見た目の「眼」のアンチエイ
ジングなども、明日の診療にすぐに役立てていただける内容と思います。
日々、地域医療にとりくんでいらっしゃる開業の先生方にも今年もた

JR東京駅
新幹線専用改札口（日本橋口）から徒歩1分
八重洲北口改札口から2分

くさんご参加いただければうれしく思います。一日、いっしょに勉強し
ましょう。

慶應義塾大学医学部眼科学教室

坪田 一男
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10:00 〜 10:05

開会の言葉

10:05 〜 11:00

マイボーム腺〜加齢に伴う不定愁訴を科学する〜

坪田

プログラム

一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室・世話人代表 ）

55 分

座長：高村 悦子（東京女子医科大学眼科）
有田 玲子（伊藤医院）
小幡 博人（自治医科大学眼科学講座）
島﨑
潤（東京歯科大学市川総合病院眼科）

マイボーム腺関連疾患の診断 15 分
マイボーム腺の病理と加齢変化 15 分
マイボーム腺機能不全の治療 15 分
質疑応答 10 分
11:00 〜 12:10

フードファクター（眼に良い食べ物） 70 分
白内障（アスタキサンチンを含めて） 20 分
網膜（ルテインを含めて） 20 分
緑内障性視神経症への可能性 20 分
質疑応答 10 分

12:15 〜 13:00

ランチョンセミナー（協賛：株式会社わかさ生活） 45 分

13:10 〜 13:55

特別講演

13:55 〜 14:50

老眼へのアプローチ〜あたらしい治療法〜 55 分 座長：米谷
新（埼玉医科大学眼科学教室）
モノビジョン 25 分
清水 公也（北里大学医学部眼科学教室）
角膜アプローチによる新しい老視治療 25 分
坪田 一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
質疑応答 5 分

15:00 〜 16:10

見た目の「眼」のアンチエイジング 70 分
眼瞼疾患 20 分
目の周りのしわ（アスタキサンチンを含めて）
まつ毛 20 分
質疑応答 10 分

16:10 〜 16:55

抗加齢医学の実際 45 分
水素水の実際の使い方

アンチエイジング Update: 糖尿病・動脈硬化への介入と展望

45 分

座長：増田寛次郎（日本赤十字医療センター名誉院長・増田記念アイケアクリニック院長）
久保
明（高輪メディカルクリニック）

チオラの実際の使い方
質疑応答 5 分
16:55 〜 17:00

座長：小沢 洋子（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
佐々木 洋（金沢医科大学眼科学）
佐々木真理子（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
相原
一（東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚運動機能医学講座眼科学）

座長：張野 正誉（淀川キリスト教病院眼科）
出田 真二（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
20 分
市橋 正光（同志社大学スキンエイジング・アンド・フォトエイジングリサーチセンター）
真島 行彦（慶應義塾大学医学部眼科学教室）

20 分

座長：石田
朝田

20 分

澤登

閉会の言葉

晋（北海道大学大学院医学研究科眼科学分野）
隆（筑波大学大学院人間総合科学研究科（臨床医学系）
疾患制御医学専攻精神病態医学分野）

雅一（三番町ごきげんクリニック）

増田寛次郎（日本赤十字医療センター名誉院長・増田記念アイケアクリニック院長）

以下の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申込みください。
メールでお申込みをされる場合には、件名を「眼抗加齢医学研究会講習会」として、必要事項を eye@anti-aging.gr.jp まで
お送りください。お振り込みが確認できました時点でお申し込み完了となり、事務局より参加確認証をお送りいたします。
【お振込先】
三井住友銀行

参加申込書

麹町支店

普通口座

８７４４５６７

口座名義

眼抗加齢医学研究会

代表

坪田一男

※お一人一枚にご記入をお願いします。
（会員のみ）

（フリガナ）

お名前
所

属

ご専門

ご連絡先
該当する項目に
チェックしてください
□ 勤務先
□ ご自宅

眼抗加齢医学研究会へのご入会について

□１．入会済み

◆眼抗加齢医学研究会へのご入会にあたり、入会費・年会費はございません。
◆日本抗加齢医学会の会員の方のみ、ご入会が可能です。

□２．入会を希望する
□３．入会をしない

上記個人情報につきましては、眼抗加齢医学研究会事務局にて管理し、第三者へ譲渡することは一切ございません。

お 問合 わ せ

眼抗加齢医学研究会事務局
107‒0062 東京都港区南青山 4‒1‒12‒203 TEL 03‒5775‒2075
E-mail eye@anti-aging.gr.jp http://anti-aging.gr.jp/eye/

FAX 03‒5775‒2076

