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NEW

操作性の良い鑷子タイプの眼筋クランプ。先端には片側３つの突起と穴があり、
把持した際に勘合します。
結膜ミュラー筋切除術 MMCR（Müller's muscle-conjunctival resection）
が可能です。

柴式 FLACS I/Aチップ
全長 22.6mm /シャフト 16mm /内径 0.55外径 0.85mmφ

材質 :Ti　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:38749000  入数 1

￥200,000A-011

FLACS におけるゼロフェイコをサポートする I/A チップ

「FLACSは、レーザーを用いて水晶体を細分化することによって、その後の超音波発
振を軽減させることが可能ですが、その分より吸引圧を上げる必要があります。超音
波チップを用いると吸引口が後嚢側に近いため後嚢破損のリスクがあり、従来の I/Aチッ
プを用いると吸引口が小さく超音波発振がないため水晶体の吸引除去を行うには非力
です。これらを解決すべく本チップを開発しました。FLACSにおけるゼロフェイコを行
うために有用なツールです。」

ご考案者  柴 琢也 先生 コメント（東京慈恵会医科大学 眼科）

MOVIE

“つかめる”“やぶれない”を両立。

DS-900 全長 147mm /シャフト 28mm / 径 27G

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

JAN:4547451332657

JAN:4547451332718

￥230,000

ご考案者　岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科） コメント
「既存の 25GILM鑷子は、ILMに接する面積が小さく把持力が弱く、また把持した
ILMが破れやすかった。この鑷子は ILMを把持する面を大きくし、丸みをもたすこと
で破れにくくしています。把持力が増しているので網膜を把持すると危険ですので注
意を。」

家鴨嘴型鑷子 細み

専用
シリンジ
付属

MOVIE

S-495 全長 96mm / 先端 3mm×25mm / 突起 0.9mmφ×1.1mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:35801000  入数 1

JAN:4547451332893￥42,000

パターマン氏眼筋クランプ

眼瞼下垂手術に便利な眼筋クランプ

MOVIE

器具を立てれば、ILMのきっかけ作りが容易 器具を寝かせれば、ILMを面でとらえて、広範囲に剥離することが可能

眼瞼下垂に便利な眼筋クランプ
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M-2215SS 3本セットは滅菌トレー付き

 滅菌トレー 3本用 （参考価格 25,500円）
M-2700A

M-2215S

M-2215L

直

左

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32761000  入数 1

JAN:4547451332404 

JAN:4547451332398

￥30,000

￥30,000

全長 101mm

全長 100mm

M-2215R

右

3種セット

JAN:4547451332381

JAN:4547451332411

￥30,000

￥88,000

全長 100mm

谷戸氏 ab interno
トラベクロトミーマイクロフック

トラベクロトミーを眼内アプローチで行う専用フック。

「眼内アプローチでトラベクロトミーを行うための専用フックである。耳側・上方からのアプロー
チに適したストレートタイプと鼻側からのアプローチに適した左右向きのアングルドタイプがあ
る。隅角プリズム観察下に、フック先端を、線維柱帯色素帯に沿って滑らせるようにシュレム氏
管内に刺入する事で、そのままトラベクロトミーに移行できる。フック先端が線維柱帯に透けて
見える深さが適切である。シュレム氏管外壁の損傷を避けるために、フック先端の刺入が深す
ぎる場合に線維柱帯切開時の抵抗を感じる先端デザインとなっており、その場合には、やや浅
い位置にフック先端を引いて、抵抗の無い深さでトラベクロトミーを行う。」

MOVIE

ご考案者  谷戸 正樹 先生 コメント（松江市 松江赤十字病院 眼科）

M-2215S
M-2215L
M-2215R
M-2215SS

M-2215SS

滅菌
トレイ
付属

Best
Seller

材質 :Ti　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32761000  入数 1

JAN:4547451329794￥12,00015mm 曲率 7.5R / 径 0.24mmφ

操作性抜群の取っ手付きゾンデ。

トラベクロトミーにおけるシュレム管内壁切開に使用します。強膜フラップを作成し、シュ
レム管内壁を露出後、左右それぞれの角膜輪部に沿わせ、シュレム管に平行に挿入させ、
回転させます。本製品には、ゾンデの把持をより容易にするため、取っ手が取り付けて
あり、ゾンデの挿入、回旋操作がより確実に行えます。また、材質にチタニウムを採用
することで、耐久性、耐食性が向上しております。

永田氏トラベクロトミープローベ取手付 15mm
M-80T-15



3

糸を切る、縫うをこの一本でこなすハイブリット製品。

全長 120mm / 先端 1.5×3.5mm

材質 :Ti　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:35327001  入数 1

JAN:4547451332480￥135,000

チタン製の「安全・快適」を追求したマイクロプレチョッパー。

マイクロプレチョッパー
先端の形状を小型、ブレード状にすることで、穿刺時の摩擦抵抗が大幅に軽減され、核
の硬度に関わらずスムーズな穿刺が可能になりました。チタニウム製のため、軽量であ
り操作性にも優れております。

DS-502

前嚢下残留皮質をワイパーのごとくこそぎ取る優れもの。

ご考案者 堀井 崇弘 先生（静岡市静岡市立静岡病院眼科）コメント

「白内障手術時の残留上皮細胞や残留皮質は、術後の後発白内障、前嚢混濁、前嚢収
縮の一因であり、それらが視機能低下をもたらし、さらに眼底検査、眼底治療を困難
にします。この前嚢下ワイパーは、サイドポートより挿入でき、全周の前嚢下残留皮質
をこそぎ取ることで、よりきれいな白内障術後となります。手順は、I/A 終了後、嚢内
に粘弾性物質を満たしてから、この前嚢下ワイパーで前嚢下残留皮質を除去し、眼内
レンズを挿入後 I/A にて前房洗浄すれば、ほとんど手間はかかりません。」

全長 116mm /先端 1.8×0.65mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:11701001  入数 1

JAN:4547451330639￥32,000

前嚢下ワイパー

Best
Seller

M-2023

全長 103mm / 先端 1.0×0.7mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32767000  入数 1

JAN:4547451328537￥34,000

状況に応じて D&C とチョップを使い分けられる二刀流。

二刀流チョッパー
（加藤式核分割チョッパー）

ご考案者 加藤 浩晃 先生
（京都府立医科大学附属病院 眼科 / 京都市 左京区 バプテスト眼科クリニック）コメント

先端部の片側（側面）に設けられたエッジにより水晶体核のチョップが可能です。エッ
ジと反対側の核分割部は、ディバイド＆コンカー法での核分割に適した形状となっており
ます。チョッパー・核分割フック兼用可能なハイブリッドな１本です。

「特にUS 時に分割君でチョップをしていたり、分割君とフェイコチョッパーの 2 本を使
用されている場合は、この 1 本で今よりも手術がスムーズになります。」

M-2212

MOVIE

後藤式剪刀付持針器
先端部が把持する部分と糸を切る部分に分かれているため、縫合時に器具を持ち替えの
必要がなく、この一本で行うことが可能です。先端は汎用性のある 5-0～ 7-0に適した
サイズとなっており、結膜や眼瞼皮膚の縫合、外眼部手術に最適です。

全長 120mm /先端 3.5mm / 刃 4mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:12726010  入数 1

JAN:4547451331148￥55,000止無M-1901
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小児、若年者症例にも適応。

0.2㎜の間隙のある大きなヘッド：剥離網膜を押さえやすい
尖った部分がなく、表裏がない head design：剥離網膜に対して安全
大きく平坦なプラットフォーム：柔らかい膜が千切れになりにくい
チタン製：高剛性で、難症例やハードな使用に耐える
25G reusable forceps：MIVS対応かつ経済的

DS-029 全長 151.5mm /シャフト 32.5mm / 径 25G

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:10861001  入数 1

JAN:4547451329282￥230,000

MV-091 全長 148.5mm /シャフト 31.7mm / 径 25G

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

JAN:4547451329275￥230,000

双手法にて安全に効率よく膜処理を行うための眼内鉗子。

増殖膜剥離鉗子 25G “メンブレンストリッパー W”

ご考案者　高須 逸平 先生（岡山市 北区 高須眼科） コメント
「MIVSを用いて複雑な網膜剥離（PVR）を手術するスペシャリスト向けの眼内鉗子
です。双手法を用いる際に、カッターとこの鉗子、もしくは両手にこの鉗子をもって、
安全に効率よく膜処理をするために考案しました。

⑦

⑥
⑤
④
③
②
①

2本使用（bimanual use)により、片方で膜を把持し、他方で網膜を押さえる。
開いた間隙から strandを引き出す。

複雑な網膜剥離症例に対する双手法

特徴

鉗子とカッターを用いた硝子体切除
・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッターで硝子体を切除する。
・開いた鉗子の間や、サイドからはみ出してくる硝子体を切除する。
・鉗子で剥離網膜を押さえつつ、カッター吸引で PVDを進める。

鉗子と鉗子を用いた膜処理
・片方の鉗子で剥離網膜を押さえながら、他方の鉗子で近くの膜をはがす。
・両方の鉗子ではがしつつある膜を把持し、中から外方向にテンションをかけて、
  膜を分割剥離する。
・両方の鉗子を用いて、交互に引っ張って subretinal strandを抜き出す。」

初心者でも安全に ILM 剥離が可能なノンセレーション鑷子。

ILM をしっかりと把持することが可能な家鴨嘴型の ILM 鑷子。

森井式 ILM鑷子 25G 
“かおりのノンセレーション”

DS-800 全長 151.8mm /シャフト 34.6mm / 径 25G

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

JAN:4547451329084￥208,000

先端部が無鈎・扁平にデザインされた新しいタイプの ILM鑷子です。

ご考案者　森井 香織 先生（兵庫県 明石市 あさぎり病院 眼科） コメント
「他の ILM鑷子とは異なり、先端を無鈎にしていますが、先端に特殊なサンドブラスト
コーティングが施されており、ILMのみを簡単に把持することが可能です。鑷子の先
端が、把持によっても位置が変わらないため（ひっこまないということ）、目標 ILMの
把持を確実にしています。また、シャフト（先端部含む）が 31.7mmと長いため、長
眼軸眼にも対応できます。無鈎であることで他の組織を傷めるリスクも低く、初心者に
も安全に ILM剥離を行うことができる鑷子であると考えます。」

ご考案者　岡田 和久 先生（大分市 おかだ眼科） コメント
「既存の 25GILM鑷子は、ILMに接する面積が小さく把持力が弱く、また把持した
ILMが破れやすかった。この鑷子は ILMを把持する面を大きくし、丸みをもたすこと
で破れにくくしています。把持力が増しているので網膜を把持すると危険ですので注意
を。」

家鴨嘴型 ILM鑷子

専用
シリンジ
付属

専用
シリンジ
付属

専用
シリンジ
付属

MOVIE MOVIE

MOVIE MOVIE

MOVIE MOVIE
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27G極小切開硝子体手術に対応するバックフラッシュハンドピース。

DS-805 全長 156mm /シャフト 37.5mm / 径 25G

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

JAN:4547451331308￥250,000

ロストラル ILM鑷子 25G
ロングタイプ シャフトを長くデザインしているため、長眼軸の場合においてもより処置がしやすくなっ

ております。また先端にはサンドブラスト加工を施しているため、ILMを滑らずしっかり
と把持することが可能です。

長眼軸にも対応可能な 25G ILM 鑷子。 専用
シリンジ
付属

M-562B

シリコンパーツ 5ケ入（交換用）

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット

ブラッシュニードル 3本入（交換用）

27G

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:38749000  入数 1

JAN:4547451327899￥43,000全長 145mm / 先端 1mm

27G

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:38749000  入数 3

JAN:4547451327875￥30,000全長 49mm / 先端 1mm

エクストルージョン用

材質 :シリコン　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:38749000  入数 5

JAN:4547451032465

JAN:4547451032496

￥6,800
￥10,000

バックフラッシュハンドピース ハンドル付きセット
エクストルージョンタイプ

27G

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:38749000  入数 1

JAN:4547451327882￥43,000全長 145mm / 先端 1mm

【交換用ニードル】 【交換用シリコンパーツ】

M-562D

-

眼内液や血液の確実な受動または能動吸引が可能です。また、先端のシリコンチップが、
網膜を安全に擦過し、残存硝子体皮質を効率的に除去します。その他には後部硝子体
剥離のきっかけづくりにも活用できます。3回までのリユースが可能なコストパフォーマ
ンスに優れている点も魅力です。

エクストルージョンタイプ

M-562A-27B M-562C-27B

M-562E-27B M-562B
M-562D



新しい自動排液のご提案

自動点眼装置 キャタップ<CaTap>

自動排液装置 ソリフィス<Solifis>

素早い排液で液体貯留を防ぐため、創口の汚染リスクを低減します。

U/S時など創口から眼内灌流液が大量漏出する際の液面上昇を抑制し
術野の清明性を保ちます。

※煩雑な機械操作などは必要ありません。
ソリフィスを載せるだけで排液が開始されます。

簡単なセッテイング

創口の汚染防止

清明な術野の確保

使用後のメンテナンスが不要です。

常に清潔な状態で使用できます。

シングルユース

各社顕微鏡に付属品なく装着が可能です。

フリーサイズ

手術助手は、水掛け以外の作業に集中できます。

術者の水掛け指示が減り、ストレスが軽減されます。

安定した点眼タイミング

センタリングの確認が容易です。
最小限の点線で清明な術野を確保します。

片手操作で簡単に角膜頂点への点眼が可能

新しい自動点眼のご提案

標準小売価格 ￥39,800 ￥7,000 ￥9,620標準小売価格
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v1.0

※本カタログ記載価格は、すべて2017年10月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のＱＲコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。

イナミのウェブサイトが新しくなりました。

イナミ 検 索

www.inami.co.jp

データベースを刷新し、より見やすく、製品を探しやすいサイトになりました。

手術動画や器具先端のインタラクティブな3D表示など、

業界トップクラスの情報量を盛り込んでいます。

また、コンテンツは随時アップデートされますのでぜひご期待ください。

スマートフォンでも最適化されたページをご覧いただけます。

3Dview QRコード製品動画 QRコード

Quick
Service

NEW

滅菌
トレー
付属

新製品

Best
Seller ベスト

セラー

フラッパービットブロス

W2C タングステン
カーバイド

PICK
UP

注目商品

専用
シリンジ
付属

シリンジ
付属

滅菌トレー
付属

クイック
サービス

製品コード 寸法や仕様など 税別参考価格 JANコード

入数JMDN分類クラス分類主な素材受注生産
アイコン

全長 110mm S-360C JAN:4547451043812￥30,000
材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

止付受
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