
９)国内招待講演 Domestic Symposiums  

１）西田幸二. 瘢痕性結膜疾患（急性期・瘢痕期を含む）. 第 31 回角膜カンファランス・

第 23 回日本角膜移植学会,東京.2006/2/10. 

２) 西田幸二. 培養細胞を用いた角膜内皮再生. シンポジウム４-角膜内皮を考える- 第

110 回日本眼科学会総会,大阪, 2006/4/13. 

３) 西田幸二. 細胞シート工学による眼組織再生. 第 110 回日本眼科学会総会ランチョン

セミナー24,大阪, 2006/4/15. 

４）西田幸二. 実用化されている角膜の再生医療. 第 4 回未来医療交流会 未来医療公開

市民シンポジウム,大阪, 2006/4/19. 

５）西田幸二. 角膜手術の現状と未来. 第７６回九州眼科学会,長崎, 2006/5/12. 

６）西田幸二. 角膜の再生医療. 東北大学医学部眼科学教室 教授就任記念講演 ,仙

台,2006/5/19. 

７）西田幸二. 前眼部の再生工学：自家培養上皮細胞シート移植法. COSMOS（Cornea and 

Ocular Surface Meeting Of Saitama) ,大宮,2006/5/19. 

８）西田幸二. 角膜手術の進歩. 第 209 回鹿児島眼科集談会特別講演 ,鹿児島,2006/5/20. 

９）西田幸二. 角膜の最新の話題. 第 7 回群馬眼科フォーラム学術講演会,群馬, 2006/6/2. 

10) 西田幸二. 角膜再生. 第 48 回日本老年医学会学術集会 ,金沢,2006/6/7-9. 

11) 西田幸二. 角膜移植手術の進歩－再生医療の導入－ 第 7回愛知眼科アカデミー,名古

屋, 2006/6/20. 

12) 西田幸二. 眼科領域の再生医療. 日耳鼻宮城県地方部会 第 83 回臨床懇話会 ,仙台

2006/6/21. 

13) 西田幸二. 眼の健康. 超茶寿の会 ,仙台,2006/6/23. 

14) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 28 回宮城臨床輸血研究会 ,仙台, 2006/6/24. 

15) 西田幸二. 実用化されている角膜の再生医療. 白石市医師会学術講演 ,白石蔵王, 

2006/6/27. 

16) 西田幸二. 治療用コンタクトレンズと眼表面疾患. スリーサムイン米子 第 49 回日本

コンタクトレンズ学会総会 ,米子,2006/7/7-9. 

17) 西田幸二. 細胞シート工学による眼組織再生. 第 27 回炎症・再生医学会,東京, 

2006/7/20. 

18) 西田幸二. 角膜移植手術の最近の流れ. 第 44 回北日本眼科学会,秋田,2006/7/14. 

19) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 1 回 COE 相互交流、若手研究者の会 ,大崎,2006/7/14. 

20) 西田幸二. ここまで進んでる眼科手術. 仙台医師会 学術部勉強会 ,仙台,2006/7/19. 

21) 西田幸二. 細胞シートによる角膜の再生. 再生医療本格化のための細胞シート工学,                

東京,2006/7/20. 

22) 西田幸二. 角膜手術の現状と未来. 第 68 回岡山大学眼科研究会/第 38 回岡山角膜移植

研究会,岡山, 2006/7/27. 



23) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 9 回オフタルモニューロプロテクション研究会,東京, 

2006/7/29. 

24) 西田幸二. 再生医療と眼科診療. 眼科診療アップデートセミナー2006,東京, 

2006/7/30.  

25) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 58 回発生工学疾患モデル研究会定例会,東京, 

2006/8/9. 

26) 西田幸二. 角膜治療、最近の話題. 平成 18 年度学術研修会,名古屋, 2006/8/26. 

27) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 9 回日本組織工学会,京都, 2006/9/7. 

28) 西田幸二. 再生角膜移植. 2006 年度幹細胞移植フォーラム,東京, 2006/9/21. 

29) 西田幸二. 角膜疾患に対する治療の進歩. 第 5 回オキュラーサーフェス研究会,山形, 

2006/9/22. 

30) 西田幸二. 角膜の再生医療. 第 17 回愛知眼科フォーラム ,愛知,2006/9/23. 

31) 西田幸二. 眼科の先端医療. 宮城県医師会夏期医学講座 ,仙台,2006/9/30. 

32) 西田幸二. 角膜クリニック. 第 60 回日本臨床眼科学会 ,京都,2006/10/8. 

33) 西田幸二. 一般医に役立つ眼科疾患. 石巻医師会・桃生郡医師会学術講演会 ,石

巻,2006/10/12. 

34) 西田幸二. 角膜手術の進歩. 第 6 回東北屈折矯正研究会 ,仙台,2006/10/15. 

35) 西田幸二. 角膜疾患の外科的治療の進歩. 平成 18 年度兵庫県眼科医会秋期定時総会・

特別講演会, 神戸,2006/10/21. 

36) 西田幸二. 角膜疾患の最近の話題. 第 77 回福島眼科集談会,会津若松, 2006/10/22. 

37) 西田幸二. 角膜再生医療の実用化、ＴＲの課題克服. 近未来医療研究会,東京, 

2006/10/23. 

38) 西田幸二. 角膜手術の進歩. 第 8 回教育フォーラム ,福岡,2006/10/28. 

39) 西田幸二. 点眼薬毒性. ビジョンケアセミナー2006 ,東京, 2006/10/28. 

40) 西田幸二. 角膜パーツ移植. 宮城県セミナー,仙台, 2006/11/18. 

41) 西田幸二. 角膜再生医療. 帝京大学附属市原病院眼科講演会,千葉, 2006/11/19. 

42) 西田幸二. 実用化がはじまった角膜再生. かわさきサイエンス＆テクノロジーフォー

ラム,川崎, 2006/11/21. 

43) 西田幸二. 角膜診療のステップアップ講座. 第1回東北6大学眼科Ｓｔｅｐ Upセミナ

ープログラム,仙台, 2006/11/26 

44) 西田幸二.  Stem cells of Stratified Epithelia and the Ocular Surface The 12th 

Annual Meeting of the Kyoto Cornea Club.Tokyo, 2006/12/2. 

45) 西田幸二. 眼表面疾患と再生治療. 大阪大学医学部学生講義,大阪, 2006/12/18. 

46) 布施昇男：緑内障 3分診療を科学する！－youngster の乳頭を見る－（ランチョンセミ

ナー5）第 17 回日本緑内障学会、神戸 2006/9. 

47) 和田裕子：遺伝子解析. スキルトランスファーⅠ,第 110 回日本眼科学会、大阪, 



2006/4/14. 

 


