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Refractive Surgery 
Update Seminar in Kyoto

日時： 7月21日（土）講演会：9:00～18:00  情報交換会：18：00～19：30
会場： ウェスティン都ホテル京都  西館３F コスモスホール
 〒605-0052 京都市東山区三条けあげ  TEL:075-771-7159  

会費： 医師5000円／コメディカル1000円
定員： 150名
参加申し込み：LASIK関西ホームページ上にて　http://www.lasik.gr.jp/
お問い合わせ： LASIK関西事務局　Email： eueno@koto.kpu-m.ac.jp

共　催
アールイーメディカル株式会社／エイエムオー・ジャパン株式会社／カールツァイスメディテック株式会社

参天製薬株式会社／株式会社JFCセールスプラン／スター・ジャパン株式会社／中央産業貿易株式会社／株式会社ニデック

日本アルコン株式会社／ボシュロムジャパン株式会社／HOYA株式会社／株式会社モリア・ジャパン

京都駅から地下鉄 (烏丸線・東西線 )で約 15分、地下鉄東西線「蹴上駅」下車すぐ

京都駅八条口からホテルバスで約20分 (9時00分～18時30分の間、30分おきに発車 )

名神京都東 ICから三条方面へ約 15分

関西国際空港から京都駅へ JR特急「はるか」で 75分

大阪空港から京都駅へ空港バスで約 50分

中部国際空港セントレアから京都駅へ名古屋鉄道、新幹線で約 80分

京都駅八条口とホテル間を往復いたします

（約 20分）

運行ルート

＜ウェスティン都ホテル京都発＞

ホテル→三条京阪→祇園四条→京都駅八条口

（８～17時毎時 15分、45分発）

＜京都駅八条口発＞

京都駅→四条南座向い→ウェスティン都ホテル京都 

（9～20時毎時 0分、30分発）

※途中の停車位置（三条京阪・祇園四条・四条南座向い）

は、降車のみとなります。ご乗車はご遠慮ください。

サテライトコンシェルジュ

京都駅八条口にある「サテライトコンシェルジュ」

にてお荷物をお預かりいたします

お預かりしたお荷物はホテルまでお届けいたします

お帰りの際もお荷物をホテルから京都駅までお届

けいたします

料金：お荷物 1つあたり 300円

受付時間：9時 00分～18時 30分

※貴重品・われもの・電子機器は、お取扱い致しか

ねます。予めご了承ください。

後援：日本白内障屈折矯正手術学会後援主催：リフラクティブ関西研究会

2012リフラクティブ関西研究会プログラム（日眼生涯教育事業認定番号申請中）

リフラクティブ関西研究会は、屈折矯正治療を学術的な見地から解析研究し、確かな技術と実績を背景に診療に携わ
る眼科専門医による研究会です。本会は、屈折矯正手術領域の基礎・臨床の研究および最新の情報交換、会員相互の
研鑚と患者さん向け情報発信を目的としています。
リフラクティブ関西研究会「Refractive Surgery Update Seminar in Kyoto」を、下記日程にて開催しますの
で、多くの先生方、コメディカルの皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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Refractive Surgery Update Seminar in Kyoto

日時：7月 21日（土）9:00～18:00 　会場：ウェスティン都ホテル京都　会費：医師 5000円／コメディカル 1000円

第一部　教育セミナー　9：00-12：00

第二部　シンポジウム　13：00-18：00

特別講演　12:00-13:00（ランチョン）　座長 木下　茂 先生（京都府立医科大学）

情報交換会　18:00-19:30

　屈折矯正検査　角膜前・後面形状の評価
　　座長 下村 嘉一 先生（近畿大学） 

 TMS-5  平岡 孝浩 先生（筑波大学）

 Pentacam  根岸 一乃 先生（慶應義塾大学）

 カシア  渕端　睦 先生（大阪大学）

 角膜形状解析とコンタクトレンズ 森　秀樹 先生（東京医科大学・厚生中央病院）

　白内障手術　眼内レンズ、水晶体嚢　縫着術
　　座長 真野 富也 先生（多根記念眼科病院）　

 通常の縫着  竹中　久 先生（竹中眼科クリニック）

 特殊な縫着  谷口 重雄 先生（昭和大学藤が丘病院）

 眼内レンズ強膜内固定  太田 俊彦 先生（順天堂大学附属静岡病院）

　屈折矯正手術 Update 
　　座長 稗田　牧 先生（京都府立医科大学）

 クロスリンキング  加藤 直子 先生（防衛医科大学校）

 多焦点 IOLのUpdate  荒井 宏幸 先生（みなとみらいアイクリニック）

 サージカル・ガイダンス  福岡 佐知子 先生（多根記念眼科病院）

 Phakic IOLの新しい展開 神谷 和孝 先生（北里大学）

 フェムトセカンド白内障手術 木下　茂 先生（京都府立医科大学）

　JSCRSシンポジウム：白内障手術と乱視矯正
　　オーガナイザー　宮田 和典 先生（宮田眼科病院）　根岸 一乃 先生（慶應義塾大学）

 眼鏡による矯正  湖崎　淳 先生（湖崎眼科）

 エキシマレーザーによる矯正 神谷 和孝 先生（北里大学）

 LRIによる矯正（フェムト含む） 宮田 和典 先生（宮田眼科病院）

 トーリック IOLによる矯正  根岸 一乃 先生（慶應義塾大学）

　症例から考える白内障・屈折矯正手術
　　座長 前田 直之 先生（大阪大学）

欧米の屈折矯正手術事情  稗田　牧 先生（京都府立医科大学）

後援：日本白内障屈折矯正手術学会後援：主催：リフラクティブ関西研究会
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