日時：２００７年１０月１２日（金）
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場所：国立京都国際会館 RoomE
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「 今回の臨眼では、すべてのランチョンセミナ
ーとフェアウェルセミナーで、混雑を緩和する
ため整理券が 発行されます。整理券は、
セミナ
ー当日の午前７時半から１１時まで、
メインホー
ル前のランチョンセミナー整理券コーナーで
発行され、お一人様一枚限りです。整理券を
お持ちでないと、ご希望のセミナーに入場で
きないことがありますのでご注意ください。
なお、モーニングセミナー、アフタヌーンセミ
ナー、イブニングセミナーは従来どおりです。」
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片眼2枚撮影することによって簡単にス
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場所：RoomE

本講演では、
「緑内障は基本的には視神
経の病気である」との立場から、視神経乳

日時：
２００７年１０月１２日
（金）時間：
１２時２０分 〜１３時２０分

いかなる病型にせよ緑内障の基本病態

