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リフラクティブ関西研究会は、白内障と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、白内障と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 2014 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。

●交通のご案内
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

●ホテルバス（無料）のご案内
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（ご宿泊者車用）
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。

日時 ５月24日 土 講　演　会： ９：00～17：45（予定）
情報交換会： 17：45～19：30（予定）

会場

会費

ウェスティン都ホテル京都 西館４階 瑞穂の間
〒605-0052 京都市東山区三条けあげ　TEL：075-771-7111

医師 5,000円／コメディカル 1,000円（予定）

定員100名

参加申し込み

お問い合わせ

http://www.lasik.gr.jp/

Email：refractive@ics-inc.co.jp

LASIK関西ホームページ上にて

リフラクティブ関西研究会

2014リフラクティブ関西研究会プログラム
（日眼生涯教育認定事業番号：22081）

白内障 & リフラクティブ

主催：関西眼疾患研究会　後援：リフラクティブ関西研究会
協賛：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 / エレックス株式会社 / 大塚製薬株式会社 / 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 / 千寿製薬株式会社 / 中央産業貿易株式会社 / 株式会社トーメーコーポレーション /
株式会社トプコン メディカルジャパン / 株式会社ニデック / 日本アルコン株式会社 / ノバルティスファーマ株式会社 / HOYA株式会社 / 株式会社モリア・ジャパン



第一部／教育セミナー

ランチョンセミナー

第二部／シンポジウム

第三部／症例検討

情報交換会

◎屈折検査	 座長	 前田	直之	先生（大阪大学）

◎もっと知りたい
　レーザー屈折白内障手術	 座長	 真野	富也	先生（多根記念眼科病院）

◎ JSCRS シンポジウム
　「多焦点眼内レンズアップデート」	 　オーガナイザー　根岸	一乃	先生

◎レーシック後 IOL決定の極意	 座長　稗田　	牧	先生（京都府立医科大学）

◎白内障手術器械の進化	 座長　下村	嘉一	先生（近畿大学）

１．調節機能検査、周辺屈折検査	 長谷川	奈美	先生（京都府立医科大学）
２．最新の屈折検査（仮題）	 神谷	和孝	先生（北里大学）
３．角膜上皮OCT	 稗田　	牧	先生（京都府立医科大学）

１．メリット	 市川	一夫	先生（中京眼科）
２．メリット	 小室	　青	先生（四条烏丸眼科	小室クリニック）
３．難症例	 ビッセン宮島	弘子	先生
	 （東京歯科大学水道橋病院）
４．パネルディスカッション

１．総論およびHaigis-L	 須藤	史子	先生（東京女子医科大学）
２．カメリンおよびhistory法	 栗林	洋子	先生（大津市民病院）
３．OKULIX（OCT法含む）	 宮田	和典	先生（宮田眼科病院）
４．A-P法はスタンダードとなるか？	 根岸	一乃	先生（慶應義塾大学病院）

１．新しい眼内レンズ挿入法について	 大内	雅之	先生（大内眼科）
２．白内障手術器機について	 稲村	幹夫	先生（稲村眼科）
（共催：日本アルコン株式会社）

１．レストアトーリックの適応と成績	 ビッセン宮島	弘子	先生
	 （東京歯科大学水道橋病院）
２．Mplus（Mplus	X含む）の適応と成績	 荒井	宏幸	先生（みなとみらいアイクリニック）
３．回折型多焦点眼内レンズの	 福岡	佐知子	先生（多根記念眼科病院）
　	不満例とその対処
４．屈折型多焦点眼内レンズの	 稲村	幹夫	先生（稲村眼科クリニック）
　	不満例とその対処

症例から考える白内障・屈折矯正手術	 座長	真野 富也	先生（多根記念眼科病院）

Refractive Surgery Update Seminar 2014 in Kyoto
白内障 & リフラクティブ
2014リフラクティブ関西研究会プログラム（日眼生涯教育認定事業番号：22081）

日時：５月24日（土）９：00〜17：45（予定）／会場：ウェスティン都ホテル京都 西館４階 瑞穂の間
会費：医師 5,000円／コメディカル 1,000円（予定）

主催：関西眼疾患研究会／後援：リフラクティブ関西研究会
協賛：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 / エレックス株式会社 / 大塚製薬株式会社 / 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 / 千寿製薬株式会社 / 中央産業貿易株式会社 / 
株式会社トーメーコーポレーション / 株式会社トプコン メディカルジャパン / 株式会社ニデック / 日本アルコン株式会社 / 
ノバルティスファーマ株式会社 / HOYA 株式会社 / 株式会社モリア・ジャパン



 

 

開催日：2014 年 5 月 24 日（土） 9：00-17：15 

会場：ウェスティン都ホテル 西館 4F「瑞穂の間」   主催：関西眼疾患研究会 / リフラクティブ関西研究会 

第一部 教育セミナー 9:00-11:55 

9:00-10:10 屈折検査             座長：前田 直之先生（大阪大学）  

1. 調節機能検査、周辺屈折検査 長谷川 奈美先生 京都府立医科大学 9:00-9:20（20 分） 

2. 最新の屈折検査（仮題） 神谷 和孝先生 北里大学 9:20-9:40（20 分） 

3. 角膜上皮 OCT 稗田 牧先生 京都府立医科大学 9:40-10:00（20 分） 

Q&A 10:00-10:10（10 分） 

休憩 10:10-10:25（15 分） 

10:25-11:55 レーシック後 IOL 決定の極意   座長：稗田 牧先生（京都府立医科大学） 

1. 総論および Haigis-L 須藤 史子先生 東京女子医科大学 10:25-10:45（20 分） 

2. カメリンおよび history 法  栗林 洋子先生 大津市民病院 10:45-11:05（20 分） 

3. OKULIX（OCT 法含む）  宮田 和典先生 宮田眼科病院 11:05-11:25（20 分） 

4. A-P 法はスタンダードとなるか？  根岸 一乃先生 慶應義塾大学 11:25-11:45（20 分） 

Q & A 11:45-11:55（10 分） 

休憩 11:55-12:15（20 分） 

ランチョンセミナー 「白内障手術器械の進化」（日本アルコン株式会社）            12:15-13:05 

   座長： 下村 嘉一 先生 （近畿大学） 

   演者： 稲村 幹夫 先生 （稲村眼科） 「白内障手術器械について（仮）」 

大内 雅之 先生 （大内眼科） 「新しい眼内レンズ挿入法について（仮）」 

展示ブース見学   （別室で世話人会）                                13:05-13:30 

第二部 シンポジウム  13:30- 15:00 

13:30-15:00 もっと知りたいレーザー屈折白内障手術       座長：真野 富也先生（多根記念眼科病院） 

1. メリット 市川 一夫先生 中京眼科 13:30-13:50（20 分） 

2. メリット 小室 青先生 小室クリニック 13:50-14:10（20 分） 

3. 難症例 ビッセン宮島  弘子

先生 

東京歯科大学水道橋

病院 

14:10-14:30（20 分） 

 市川先生、木下先生、ビッセン宮島先生 14:30-15:00（30 分） 

休憩 15:00-15:15（15 分） 

15:15-16:15 JSCRS シンポジウム      オーガナイザー：根岸 一乃先生（慶應義塾大学） 

1. レストアトーリックの適応と成績 ビッセン宮島  弘子

先生 

東京歯科大学水道橋

病院 

15:15-15:30（15 分） 

2. Mplus (Mplus X 含む）の適応と成績 荒井 宏幸先生 みなとみらいアイクリニッ

ク 

15:30-15:45（15 分） 

3. 回折型多焦点眼内レンズの不満例

とその対処 

福岡 佐知子先生 多根記念眼科病院 15:45-16:00（15 分） 

4. 屈折型多焦点眼内レンズの不満例

とその対処 

稲村 幹夫先生 稲村眼科クリニック 16:00-16:15（15 分） 

第三部 症例検討  16:15- 17:15 

16:15-17:15 症例から考える白内障・屈折矯正手術  座長：真野 富也先生（多根記念眼科病院） 

情報交換会  17:15- 19:00 

 

Refractive Surgery Update Seminar in Kyoto 2014 


