
第28回日本緑内障学会　出展品一覧

会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

アキュラ株式会社 ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 Avanti with AngioVue Optovue社

視野検査機器 自動視野計 Octopus900 ハーグストレイト社

視野検査機器 自動視野計 Octopus600 ハーグストレイト社

眼圧計 眼圧計 ORA G3 ライカート社

前眼部診断機器 スリットランプ Keeler　スリットランプ Keeler社

前眼部診断機器 ポータブルスリットランプ PSL Keeler社

視力表・屈折検査機器オートレフラクトメーター SVS (スポットビジョンスクリーナー) ウェルチアレン社

株式会社 イナミ 手術治療用器具類 眼科鋼製小物一般 イナミ

レーザー手術装置類 YAG/SLT コンビネーション眼科用レーザー機器 Tango オフサルミックレーザー

レーザー手術装置類 スキャンパターンレーザー光凝固装置 Integre Proscan 

手術治療用機器類 眼科用カテーテル iTrack【薬機法未承認品】

エイエムオー・ジャパン 株式会社 手術治療用器具類 眼内ドレーン バルベルト 緑内障 インプラント

眼圧計 手持眼圧計 アイケアic100 手持眼圧計【新製品】 ICARE FINLAND

眼圧計 手持眼圧計 アイケアHOME 手持眼圧計 ICARE FINLAND

眼圧計 手持眼圧計 アイケアPRO 手持眼圧計 ICARE FINLAND

直像鏡・倒像鏡 双眼倒像鏡 オメガ500LED 双眼倒像鏡 HEINE

手術治療用器具類 手術用鋼製器具 手術用鋼製器具 GEUDER、Duckworth＆Kent、eye technology

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影機器 シラス HD-OCT plus with AngioPlex

視野検査機器 検眼用器具 ハンフリーフィールドアナライザー HFAⅢ

ワークステーション
疾病診断用プログラム
自動視野・眼撮影装置用プログラム

データマネジメントシステム FORUM

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ KAI眼科メス  『匠創』シリーズ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ サイドポートナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ ブレブナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ リビジョン スリットナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ セーフティーナイフ カイインダストリーズ(株)

手術治療用器具類 単回使用眼科用ナイフ カイインダストリーズ(株)

花王 株式会社 その他 アイマスク めぐりズム　蒸気でホットアイマスク 花王株式会社

手術治療用器具類 手術用隅角観察レンズ ＴＶＧサージカルゴニオレンズＡＣＳ【新製品】 ボルク社

眼底診断機器その他 隅角観察レンズ ミニ４ミラー ボルク社

眼底カメラ 手持ち眼底カメラ ピクタープラス ボルク社

眼底カメラ 眼底観察用レンズ インビュー(iPhone/iPod専用） ボルク社

手術治療用器具類 ＰＶＡ製手術用スポンジ クリーンタッチサージカルスポンジ【新製品】 メディロジックス社

その他 特殊治療用レンズ（スーチャライシス） ブルメンサルスーチャーレンズ ボルク社

ＳＬＯ・ＯＣＴ 光干渉断層計 OCT-HS100 光干渉断層計 OCT-HS100 キヤノン株式会社

眼底カメラ デジタル眼底カメラ CR-2 Plus AF デジタル眼底カメラ CR-2 Plus AF キヤノン株式会社

株式会社 クリュートメディカルシステムズ 視野検査機器 ヘッドマウント型視野計 アイモ 株式会社クリュートメディカルシステムズ

眼底カメラ 2D/3D 無散瞳眼底カメラ・解析システム コーワ　nonmyd WX 興和（株）

手術治療用器具類 緑内障手術器具 TRABECTOME NeoMedix

視野検査機器 自動視野計 コーワ　AP-7700 興和（株）

医薬品 リパスジル塩酸塩水和物点眼液 グラナテック点眼液0.4％ 興和（株）

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ アバンシィ　プリロード1P YP2.2 興和（株）

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ アバンシィプリセット　PN6A 興和（株）

株式会社 コーナン・メディカル 電気生理診断器械 視覚誘発脳波検査装置 EvokeDx  【薬機法未承認品】 Konan Medical USA, Inc.

キヤノンマーケティングジャパン 株式会社

興和 株式会社

アールイーメディカル 株式会社

エレックス 株式会社

株式会社 エムイーテクニカ

カールツァイスメディテック 株式会社

カイインダストリーズ 株式会社

株式会社 キーラー・アンド・ワイナー



会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

手術治療用器具類 眼科用針 メッシュワークシェーバー針　30G×16ｍｍ ㈱二プロ

手術治療用器具類 眼科用針 テノン麻酔針27G、25G、眼内注射針32G、27G×32mm鋭針、ビット針25G×35mm ㈱二プロ

その他 ビデオアダプターレンズ
HDカメラ用高解像度Cマウントアダプター

ｆ＝37、43、55、75ｍｍ
サイメンデザイン

その他 ビデオアダプターレンズ １眼レフカメラ用顕微鏡アダプター、ホームビデオカメラ用顕微鏡アダプター サイメンデザイン

医薬品 タフルプロスト点眼液 タプロス点眼液0.0015％／ タプロスミニ点眼液0.0015％ 参天製薬株式会社

医薬品 タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩点眼液 タプコム配合点眼液 参天製薬株式会社

医薬品 ドルゾラミド塩酸塩／チモロールマレイン酸塩 コソプト配合点眼液／コソプトミニ配合点眼液 参天製薬株式会社

手術治療用器具類 単回使用眼科用鋭ひ カフーク デュアルブレード ニューワールドメディカル社 ドライラボ開催中です

手術治療用器具類 眼内ドレーン アーメド緑内障バルブ ニューワールドメディカル社

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 ハイデルベルクスペクトラリス　OCTアンジオグラフィ 【新製品】 ハイデルベルグエンジニアリング社

前眼部診断機器 細隙灯顕微鏡 スリットランプBP900・BQ900 ハーグストレイト社

手術治療用器具類 開瞼器　他 手術用鋼製小物 カテーナ社

株式会社 タカギセイコー 前眼部診断機器 スリットランプ 700GL タカギセイコー

前眼部診断機器
眼撮影装置
光学式眼内寸法測定装置

ペンタカムAXL【新製品】 OCULUS

眼圧計
眼圧計
光学式角膜厚さ計

コルビスST OCULUS

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 パノラミック　オフサルモスコープ　カリフォルニア 【新製品】 Optos

超音波診断装置
眼科用超音波画像診断・
眼軸長測定装置

眼科用超音波画像診断装置VuPad 【新製品】 Sonomed Escalon

レーザー手術装置類 眼科用レーザ光凝固装置 半導体レーザー装置　CYCLO　G6 【新製品】
IRIDEX　CORPORATION
株式会社トーメーコーポレーション

前眼部診断機器 前眼部OCT CASIA2 株式会社トーメーコーポレーション

レーザー手術装置類 ピュアイエロー・レーザー光凝固装置+パターンスキャン・レーザーデリバリIQ577+TxCell IRIDEX　CORPORATION
株式会社トーメーコーポレーション

ＳＬＯ・ＯＣＴ 3次元眼底像撮影装置 スウェプトソースOCT    "DRI OCT Triton","株式会社 トプコン

ＳＬＯ・ＯＣＴ 3次元眼底像撮影装置 スウェプトソースOCT    "DRI OCT Triton Plus","株式会社 トプコン

手術治療用器具類 眼内ドレーン アルコン® エクスプレス® 緑内障フィルトレーションデバイス 日本アルコン株式会社

コンタクトレンズ関連 単回使用視力補正用コンタクトレンズ デイリーズ　トータル　ワン®遠近両用 日本アルコン株式会社

レーザー手術装置類 マルチカラーレーザ光凝固装置　 ライトラスTruScan ライトメッド社

レーザー手術装置類 オフサルミック　ヤグレーザ ライトラス　セレクター ライトメッド社

ＳＬＯ・ＯＣＴ 眼撮影装置 光干渉断層計 RS-3000 Advance OCT-Angiography搭載

視野検査機器 自動視野・眼撮影装置 マイクロペリメータ　MP-3

眼底診断機器その他 眼撮影装置 レーザースペックルフローグラフィー　LSFG-NAVI ソフトケア有限会社

ワークステーション 緑内障経過観察ソフトウェア NAVIS Glaucoma Package

前眼部診断機器 細隙灯顕微鏡 スリットランプ SL-2000

前眼部診断機器 眼撮影装置 ゴニオスコープ　GS-1 【薬機法未承認品】

株式会社 はんだや 手術治療用器具類 眼科手術用鋼製器具類 多数　【新製品】 株式会社半田屋商店

ワークステーション 電子カルテ 眼科専用電子カルテ　MediUS

ワークステーション ファイリングシステム トータルファイリングシステム　EyeBaseNetSystem

ワークステーション ファイリングシステム 画像ファイリングシステム　LucinaImageFiling

ワークステーション
ファイリングシステム

視野計データファイリングシステム　BeeFiles

ワークステーション コンタクトレンズ販売管理システム コンタクトレンズ販売管理システム　waveye

ワークステーション 画像ファイリングシステム Claio 株式会社ファインデックス

ワークステーション 電子カルテ REMORA 株式会社ファインデックス

ワークステーション 診療記事記載システム C-Note 株式会社ファインデックス

ワークステーション 視野統合ビューア C-Peri 株式会社ファインデックス

株式会社 ファインデックス

株式会社 トーメーコーポレーション

株式会社 トプコン

日本アルコン 株式会社

株式会社日本ライトメッド

株式会社 ニデック

株式会社 ビーライン

サイメンデザイン 有限会社

参天製薬株式会社

株式会社 ＪＦＣセールスプラン・ジャパンフォーカス 株式会社

中央産業貿易 株式会社



会社名 分類 出展品の一般名称 出展品の商品名 メーカー名 備考

手術治療用機器類 光源装置 ３LED光源装置　FL-301 ファイバーテック㈱

手術治療用機器類 カメラ・プロセッサ装置 ３CMOS HDカメラ　FC-304 ファイバーテック㈱

手術治療用機器類 眼内内視鏡 プレビット ファイバーテック㈱

手術治療用機器類 眼内内視鏡 ソリッドファイバカテーテル　AS-611 フィアバーテック㈱

レーザー手術装置類 レーザー付き内視鏡 眼内内視鏡　AS-611ECP（仮称） 【薬機法未承認品】
フィアバーテック㈱

手術治療用器具類 アイステント把持用鑷子 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ　Ahmed Stent Forceps 【新製品】 MST アイステント位置調節用

手術治療用器具類 IOLレンズカッター ディスポーザブル　IOLカッター MST

手術治療用器具類 虹彩切除用剪刀 ディスポーザブル　カプセル水平剪刀 MST

手術治療用器具類 瞳孔拡張器 マリュージンリング　2,0【新製品】 MST

手術治療用器具類 ディスポーザブル　I/Aハンドピース アレグロI/Aハンドピース【新製品】 MST

滅菌・消毒器具 ハンドピース内腔リンス器機 クイックリンス【新製品】 AOI

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ
Vivinex iSert
モデル XY1

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ
Vivinex iSert Clear
モデル XC1

眼内レンズ関連 挿入器付後房レンズ
iSert Micro Toric
モデル 355T3/T4/T5

その他 単回使用開瞼器
ディスポ開瞼器
EzSpec

ワークステーション カルテビューアシステム iカルテ ㈱京葉電子工業

その他 涙道トレーニングモデル iシミュレーター ㈱京都科学

調節・両眼視検査機器両眼視機能検査装置 ポケモン・ステレオテスト【新製品】 ヤグチ電子工業㈱

レーザー手術装置類 眼科用パルスレーザー装置 セレクタ デュエット 株式会社日本ルミナス

その他
検査用コンタクトレンズ　レーザー用/手術用コンタクトレンズ

検査用コンタクトレンズ　診断用コンタクトレンズ
ラティナSLTレーザーレンズ　他 オキュラーインスツルメンツ

わかもと製薬株式会社 その他 栄養機能食品 オプティエイドDE

Body Organ Biomedical Corporation その他 OlOgen Collagen Matrix 【薬機法未承認品】

ファイバーテック 株式会社

株式会社 ホワイトメディカル

ＨＯＹＡ 株式会社　メディカル事業部

株式会社 リィツメディカル

株式会社 日本ルミナス


