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池田氏CCC鑷子

待望のNEW BEAKモデル発売



操作性抜群の池田氏 CCC鑷子の BEAKモデル。

NEW

先端部の開閉幅を大きくすること、及び先端部内側を大きく弧状に削ることにより視認
性と操作性の向上を図っております。更に先端部の爪は極小の逆エッジになっており、
きっかけを作り、そのまま把持ができるので、効率よくCCCを行うことが可能です。
また、ショートハンドルとショートシャフトの組み合わせにより、抜群の取り回しの良さ
とコシの強さによるブレのない安定した操作性を実現しました。

全長 118mm /シャフト 16mm /径 23G

池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
BEAK 23G ショートハンドル
DS-2020

専用
シリンジ
付属

池田氏。

圧倒的な支持を誇る「縦に切れる」剪刀。
刃先はシャープな切れ味を有し、前房内でシャフトを回
転させることなく垂直に開閉します。操作性に優れ、虹
彩・前嚢・硝子体など様々な切開に活躍する1 本です。

八重式剪刀  
全長 137mm /刃先 2mm /径 23GDS-088

Best
SellerBest
Seller

専用
シリンジ
付属

MOVIE
Action

Pressure

（通常￥158,000）￥110,600

（通常￥160,000）￥112,000
数量限定 特別価格

数量限定 特別価格

池田CCC鑷子
入荷次第順次発送！！

待望のNEW BEAKモデル
入荷次第順次発送！！入荷次第順次発送！！



全長 104mm / 先端 0.6×1.0mm ￥21,000
圧倒的ユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。
発売以来多くのユーザーを誇る核分割フックのベストセラー。溝掘り分割法において、
抜群の操作性を誇り、素早さ・確実性・安全性の三拍子揃った核分割フックの代名詞
的商品です。

分割君（徳田式核分割フック） 
M-136

Best
Seller

（通常￥30,000）

（通常￥35,000）

数量限定 特別価格

眼内異物を簡単吸着・除去。
先端にマグネットを内蔵しており、眼内異物を簡単に吸着・除去することが可能です。

M-582 全長 119mm / 磁石部 :先端 2mm ￥24,500
眼内マグネット 25G

数量限定 特別価格

数量限定 特別価格

圧倒的な人気を誇る睫毛鑷子の代名詞的商品。

ボープル氏睫毛鑷子
発売以来圧倒的な人気を誇るバネ式の睫毛鑷子。テンポラルアプローチスタイ
ルでの把持に適した形状をしているため、操作時の視認性にも優れ、患者さま
の余計な不安感も軽減することが可能です。把持の際は面でぴったりと捉えるた
め、軽い力でもノンスリップの把持が可能であり、抜去時の痛みも最小限に抑え
ることが可能です。

S-325 全長 100mm /鈎幅 0.5mm

Best
Seller

（通常￥42,000）￥29,400

（通常￥42,000）￥29,400

S-511C 全長 105mm /刃先 8mm

ベストセラーのユーティリティーマイクロ剪刀。スプリングハンドル式剪刀 反
汎用性の高さと使い勝手の良さで圧倒的な人気を誇るマイクロ剪刀の代名詞的商品。
組織の切開から、抜糸、ドレープや給水スポンジ、ガーゼなどの消耗品の切開まで、マ
イクロサージャリーにおいてなくてはならない存在です。

鋭

Best
Seller

数量限定 特別価格



目盛り位置：2.5mm 2.0mm 1.5mm目盛り位置：1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm

先端0.5mmφ 先端1.0mmφ

MOVIEPDIニードル
全長 30mm /シャフト 14mm / Φ0.6mm-Φ2.0mmM-2217

灌流と拡張を兼ね備えたイノベイティブな一本。

「本製品は涙管通水検査と涙道内薬液注入・涙点拡張の連続操作を可能とし
たものである。
洗浄針の全長が短く、支える手の固定も容易であり、初心者にも扱いやすい。
患者さんが座った状態での通水検査も容易な形状と言える。

利用する場面としては、通常の仰臥位での通水検査はもちろんのこと、座っ
た状態での通水検査、涙道内視鏡検査や涙道手術前の涙道内薬液注入から
涙点拡張の連続操作、また一時的に涙点拡張をして涙点狭窄がどの程度導涙
機能に影響を及ぼしていたかを調べることができる。

使用法は、用途に応じて生理食塩水もしくは、薬液等を充填した 2.5mlシリ
ンジに PDIニードルをつける。ガーゼをあて、瞼縁に対して垂直に涙点へと
挿入する。上涙点アプローチであれば耳上側に、下涙点アプローチであれば
耳下側に指で牽引をかけた状態で、PDIニードルを瞼縁に対して水平に倒し、
涙小管水平部へと PDIニードルの先を少し進めた状態で、通水を行う。涙点
拡張を行う場合は、逆流した薬液等を拭き、再度牽引をかけた状態で行う。

涙点拡張の際に問題になるのは涙小管水平部における仮道形成であるが、薬
液等で涙小管管腔を灌流して拡張した後に、連続して先端形状が鈍の PDI
ニードルで涙点を拡張するため、仮道形成の可能性が低くなる。

下涙点から通水検査を行った場合の結果の解釈の例を挙げる。通水不能か下
涙点のみから逆流がある場合は下涙小管閉塞であり、上涙点からの逆流があ
る場合は総涙小管以降の閉塞となる。逆流までのタイムラグ、逆流内容物に
よって、総涙小管閉塞か鼻涙管閉塞かを判断する。確定診断のためにはさら
に涙道内視鏡検査を行うこととなる。」

ご考案者　藤本 雅大 先生　コメント

「涙道内視鏡手術や涙管チューブ挿入術などの経涙小管操作の際に、安全かつ正確な涙点拡張は、
術者のストレスを軽減し、手術成功の鍵を握ります。本拡張針には以下の特徴があります。

鋭端の最初の目盛り（直径 1㎜）まで涙点を拡張すれば、涙道内視鏡（直径 0.9㎜）は挿入で
きます。それより大きな拡張は、鈍端も利用できます。ご自身の術式や使用する器具に合わせて、
ベストサイズの安定した涙点拡張が可能です。涙道手術の教育にも最適です。」

①直径 0.5㎜から 2.5㎜まで、0.5㎜単位のゲージを参考に、正確で過不足のない涙点拡張が
可能。

②鋭端・鈍端ともに先端が研磨されて丸みがあり、涙小管内を傷つけにくい。

③従来品より短距離の挿入で涙点拡張が可能なため、大き目の拡張が必要な場合や、涙小管閉
塞で奥まで拡張針を挿入しづらい場合なども、より安全に涙点拡張が可能。

④涙点ならびに直径 0.5～ 2.5㎜の小孔の、内径の計測ゲージとして使用可能（涙点プラグの
サイズ測定など）。

ご考案者　松村 望　先生
（横浜市 横浜相鉄ビル眼科医院 / 神奈川県立こども医療センター眼科）コメント

安全・正確な手術をサポートするガイド付き拡張針。

涙点を自在にコントロール。

MOVIE

三村氏涙点形成パンチ 23G
全長 134mm /シャフト 15mm / 23G ￥115,500DS-301

「涙小管を損傷することなく、涙点形成ができる涙点拡張用パンチです。涙点閉塞の症例で
も容易に拡張できます。
涙点形成術から涙道内視鏡などの太い器具の挿入時にいたるまで、切除する回数を調整す
ることで涙点の大きさを自由にコントロールできます。」

ご考案者　三村 真士 先生（大阪医科大学病院 眼科）コメント

松村・大高式涙道手術用拡張針
全長 117mm /円錐部 20mm / 17mm ￥14,000S-189 （通常￥20,000）

（通常￥165,000）

￥18,900 （通常￥27,000）

数量限定 特別価格

NEW

NEW

NEW

数量限定 特別価格

数量限定 特別価格



この角板、曲げて置くと安定します。

「眼瞼や結膜の手術時に最も注意すべき合併症は、麻酔時の注射針や術中のメスによる角
膜や強膜の穿孔である。この事故を未然に防ぐための器具として以前から角板があるが、
従来のシンプルな形状では術者が一人でこれを把持して注射等の操作を行うには難があっ
た。今回考案された固定式角板は、可変部を頬骨の形状に合わせて湾曲させることによっ
て顔 (瞼 )部に留置できるように工夫されているため、助手の手を煩わせることなく確実
に角板先端部を結膜円蓋部に挿入、固定することが可能となっており、より安定性、安全
性の高い製品となっている。」

ご考案者 後藤 浩 先生　（東京医科大学病院 眼科）コメント

後藤氏固定式角板
size:図参照右眼用

左眼用

M-2216R

M-2216R

size:図参照M-2216L

M-2216L

S-813R 開瞼部 14mm

開瞼部 14mmS-813L
右眼用

左眼用

バンガーター氏開瞼器 大

開瞼力と広い術野の確保が可能なプレートタイプ。

スライディング方式で開閉し、横のネジで任意に開瞼幅を調節できます。開瞼力が強く術
野を広く確保できるのが特長です。斜視手術や強膜内陥術などの眼球深部の手術には特
に有用と評価されております。
開瞼部は、プレートタイプで、睫毛や弛緩した皮膚などをしっかりと巻きこむことが可能で
す。眼瞼縁と手術野の接触がプレートで遮蔽されるため、感染予防効果も期待できます。
外眼部の外来小手術等にお勧めです。

￥14,000 （通常￥20,000）

￥8,400 （通常￥12,000）

￥8,400 （通常￥12,000）

￥14,000 （通常￥20,000）

数量限定 特別価格

数量限定 特別価格

開瞼部 14.5mm ￥50,400両眼用

マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付 結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付マイクロ開瞼器。
清水 努 先生ご考案の結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔タイプを、人気の
「マイクロ開瞼器」に採用いたしました。

M-951 （通常￥72,000）

数量限定 特別価格



S-88STL

￥42,000（通常￥60,000）数量限定
特別価格

更に力強くなったスティックタイプで操作性、安定性が飛躍。
M.Q.A.のスティックタイプ。鑷子などで把持して使用する必要がなく開封後速やかに使
用することが可能です。スティックはあらゆるM.Q.A.の使用シーンを想定した最適な剛
性になっており、吸水などのオペレーションはもちろん、眼球展開などの使用の際にも
安定かつ優れたパフォーマンスを発揮いたします。

吸水前 吸水後

吸水率は自重の約 20 倍

85.0mm

17.0mm



いつでもそこにある。

それはドクターと患者が接するときにその間には、当たり前にあるような存在でありたい、

そういう製品になってもらいたいという願いを込めた思いです。

（メディオ）

スライディングテーブル[タクタスメディオ]

製品仕様表
製品名

最低地上高

最大荷重
重量
電源
消費電力

最高地上高
上下ストローク
スライドストローク
ケアテーブル
ケアテーブル寸法
ケアテーブルスライド幅
検眼鏡ボックス
モニターアーム
カスタムファンクションスイッチ
標準カラー

テーブル寸法 D: 865mm x W: 400mm
662mm

D: 865mm x W: 400mmx H: 27mm

942mm
280mm
500mm

80mm

30kg
AB-16

92kg
AC100V　50/60Hz
150VA

K-1750
スライディングテーブル タクタス メディオ

オプション

オプション
オプション
オプション

全48色
カラーアップは別料金



高純度

強力な
除菌・消臭力 身体に安全

長期間
保管可能

漂泊の
心配なし



抗ウィルスHEPAフィルターを
前後に設置しているため、
より高いウイルス・細菌の除去を実現

ウイルス
細菌など

ウイルス予防対策は万全ですか？

ERASENEO 1000ppm 
バックインボックスタイプ
容量 ： 5L / 10L / 18L
オープン価格

高純度

強力な
除菌・消臭力 身体に安全

長期間
保管可能

漂泊の
心配なし高純度

強力な
除菌・消臭力 身体に安全

長期間
保管可能

漂泊の
心配なし

高純度の弱酸性次亜塩素酸水
「ERASE NEO」は厚生労働省が使用を推奨している「次亜塩素酸」を
多量に含んだ　　　　　　　　　　　　　　　です。

専用超音波噴霧器（加湿器）や
スプレー等でご使用ください。



MGD・DRY EYE の新スタンダード

マイボーム腺の形態を赤外線にて
撮影し、脱落エリアを自動測定す
るとともに、MGDを４段階のマ
イボスコアにて評価します。

専用のプラシードコーンを利用
することで、染色なしの非侵襲
にてブレークアップタイムを自
動計測することが可能です。

非侵襲検査で患者様の負担を軽減

層別評価でドライアイの
タイプの見極めが可能

IPLや点眼、温罨法などの
治療後の経過観察に最適

定量評価で患者様への分かりやすい
インフォームを実現

光干渉を利用し、油膜の動態を
撮影し、厚みを評価することが
可能です。

涙液メニスカスの深さを測定す
ることが可能です。

SI-301SI-302 本体のみ光学台セットSI
標準小売　2,400,000円標準小売　2,750,000円

※PCは含まれません



AUTO INTERFEROMETRY
光干渉を利用し、油膜の動態を撮影し、自動的に厚み

を径走駆することが可能です。　※IDRA専用機能

オート インターフェロメトリ

涙液メニスカスの深さを最大 5ヶ所まで測定するこ
とが可能です。

TEAR MENISCUS HEIGHT
涙液メニスカス

角膜に映し出されるリングの歪みを検知す
ることで、染色なしの非侵襲にてブレーク
アップタイムを自動計測することが可能で
す。ブレイキングマップでエリア毎の時間
も記録します。

AUTO NIBUT
オート・非侵襲ブレークアップタイム

MEIBOGRAPHY  
マイボーム腺の形態を赤外線にて撮影し、
脱落エリアを自動測定するとともに、マイ
ボーム腺機能不全（Meibomian Gland 
Dysfunction, MGD)を４段階のマイボス
コアにて評価することも可能です。

マイボグラフィー



v1.0

色（Color）

直径（Diameter）

フラットK（FK）角膜曲率（D）

後面頂点屈折力

酸素透過係数

適応範囲

Blue・Clear

標準10.6mm（9.6mm~11.6mmまで製作可能）

37.00D~48.00D（0.25ステップ）

+0.75D

近視:-1.00~-4.00D 乱視:-1.00D以下

145.6±13.6x10 （Gas-to-Gas法）-11
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