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MIGS 症例集 
やって良かった、
やらなきゃ良かった



MOVIE MOVIE

ご考案者　野口 三太朗 先生 コメント
（仙台市 ASUCAアイクリニック 仙台マークワン / 兵庫県 姫路市 ツカザキ病院 眼科）

ご考案者　小林 顕 先生 コメント（金沢大学附属病院 病院臨床准教授）

バージョン２に進化し、性能が更に向上したレンズグラバー。
眼内レンズをワンアクションで摘出。
ICL セッティングにも最適。

全長 137mm /シャフト 13.5mm /径 19G

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

JAN:4547451336341￥180,000

野口氏 IOL把持鑷子 19G Lens GrabberⅡ
DS-2022S

全長 159mm /シャフト 36.0mm /径 19G JAN:4547451336396￥180,000DS-2022L

「眼内レンズは眼内分割の後に小切開から摘出が基本であった。しか
し、レンズグラバーを用いると、丸ごと小切開からワンアクションに
て摘出可能となった。切開創の拡大もごくわずかである。特に摘出操
作が困難な親水性レンズ、シリコンレンズが摘出しやすくなったのは
術者にとって福音である。
バージョン２に進化したレンズグラバーは、設計強度を上げること
で、把持力をあげたため、ワンアクションレンズ摘出率が向上し、鑷
子の被損率も低下させることが出来た。
また、これまで困難であったシリコンレンズの摘出が分割無しにワン
アクションで摘出可能になり、ロングバージョンにおいては、パック
マン型鑷子のようにICLを簡単、安全にカートリッジに装填すること
が可能になった。」
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DMEK が容易に、再現性をもって、短時間で。

全長 135mm /シャフト 16mm /径 25G

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

JAN:4547451336600￥200,000DS-2060

小林氏 DMEK鑷子 SIDE 25G

「DMEKの際に移植するデスメ膜内皮ドナー（DMEKドナー）は厚さ約
20μmの大変に脆弱な組織であるため、その操作には細心の注意を要す
る。DMEKでは前房内で葉巻状に丸まったDMEKドナーを展開した後に、
空気を用いて角膜裏面に接着させるが、DMEKドナーの展開に時間を要す
ることが多い。本鑷子を用いることにより、この最も難易度の高い操作
が、容易に、再現性をもって、しかも短時間に行うことが可能となる。丸
まったDMEKグラフトの前房内での向きに合わせて、本鑷子を用いて
DMEKグラフト周辺部を把持し、角膜上からマッサージを行い、DMEKグ
ラフトの展開を完了させる。なお、DMEK鑷子先端の把持部内側に、つか
んだ組織をしっかりと把持できるようにタングステン加工をしてあるため
操作性が極めて良好であり、DMEKグラフトの展開をストレスなく行うこ
とが可能でありお勧めの器具である。」

MOVIE



「曲がりの方は、斜視鉤やプラグ鑷子のように圧迫器の持ち手の回旋による圧
迫が可能なため、ワイドビューイングシステムと干渉せず圧迫が可能です。
また、表面を可能な限りスムーズにしたため、結膜上を滑るように移動出来、
一度の圧迫で広い範囲をインデント可能です。
面になっている方は、一ヶ所の圧迫で広い範囲を視認したい場合に有効であ
り、裂孔の光凝固や汎網膜光凝固を眼内レーザーで行う時に有効です。」

全長 122mm /先端 3×8.2mm / 6×10.5mm / 

材質：SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:33804000  入数 1

JAN:4547451336327￥28,000

米田式眼球圧迫器
M-141Y
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ご考案者　米田 一仁 先生（昴会アイセンター / さくら眼科グループ）コメント

ワイドビューイングシステムに干渉せず、
あらゆる場面で使い分けられる両頭圧迫器。

操作性抜群の池田氏 CCC 鑷子の BEAK モデル。

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

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

JAN:4547451334675￥158,000

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

全長 118mm /シャフト 16mm /径 23G

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

JAN:4547451335429￥150,000DS-2021

専用
シリンジ
付属

池田氏。

専用
シリンジ
付属

操作性抜群の池田氏 CCC 鑷子のスタンダードモデル。

CCC鑷子の定番、池田氏CCC鑷子のスタンダードモデルを、更にグレードア
ップしました。先端部の開閉幅を大きくすること、及びノングレア加工するこ
とによる反射防止効果で視認性が向上しております。
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。

池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
S-Model 23G

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

池田氏 CCC 鑷子は遂に２５G の新ステージへ。

CCC鑷子の定番、池田氏CCC鑷子の25Gモデル。先端部が極小になったこと
に加え、甲の部分の角を丸めることにより、サイドポートでの引っ掛かりがな
くスムーズな出し入れが可能になりました。またノングレア加工を施すことに
より、反射防止効果と組織をしっかり把持できるようになっております。より
低侵襲なアプローチが可能なCCC鑷子のハイエンドモデルです。

池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
S-Model 25G

専用
シリンジ
付属
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M-2220SS 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

新たなMIGS 用フック。より広く・より薄く切開。

「大好評だった谷戸氏ab interno トラベクロトミーマイクロフックの
進化版。オリジナルの谷戸フックの基本コンセプトを継承しつつ、
オリジナル版と比べ切開幅を約25%拡大し、古典的な外方アプローチで
用いるロトームと同じ切開幅が確保できるようになりました。
また、屈曲部をスリム化することにより、シュレム氏管外壁損傷を防
ぎ、安全な切開を可能にしました。
さらには、耳側切開用のアングルドタイプでは屈曲部までの長さを長く
することにより、切開時の視認性が向上しました。」

直

左

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32761000  入数 1

JAN:4547451335337

JAN:4547451335344

￥32,000

￥32,000

全長 101mm

全長 105mm

右

3種セット

JAN:4547451335351￥32,000

￥94,000

全長 105mm

谷戸氏 ab interno
トラベクロトミーマイクロフック
庄司 ed. MOVIE

M-2220S
M-2220L
M-2220R
M-2220SS

M-2220SS

滅菌
トレー
付属

M-2220S

M-2220L

M-2220R

ご考案者　庄司 拓平 先生　コメント

庄司 ed.

オリジナルとの比較

Original-ed.

Original-ed.

Original-ed.

庄司 ed.

庄司 ed.

初期モデル

現行モデル

25%拡大 !

スリム化

延長

ご考案者  臼井 嘉彦 先生 コメント（東京医科大学病院 眼科 准教授）

眼内異物を簡単吸着・除去。

「今までの眼内マグネットは27Gや25Gのシステムで硝子体手術をしていたとして
も異物を除去するために20G以上に創口を広げないとマグネットを挿入することが
出来なかった。この器具を利用することで、小さな鉄片異物であれば創口を広げず
に取り出すことが出来る。」

M-582 全長 119mm / 磁石部 :先端 2mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:35495000  入数 1

JAN:4547451333418￥35,000

臼井式眼内マグネット 25G

（埼玉県川越市 小江戸眼科内科 / 埼玉医科大学病院 眼科）
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ご考案者　留守 良太 先生　
（和歌山県橋本市 トメモリ眼科・形成外科）コメント

2 本のフックで瞳孔拡張操作を安全、確実にコントロール。

「小瞳孔やIFISなどの症例では手術中に瞳孔拡張操作が必要となります。無理な
操作を行うと、瞳孔縁や虹彩、隅角が損傷され、前房出血を起こす可能性があり
ます。このような状況を予防し、スムーズな挿入を行うための①トメ1フック、
②トメ2プシュフックです。ビデオのように二つのフックを使用することで組織
損傷を防ぎ、術後炎症を低減する事が可能です。

①はインジェクターから外したり虹彩に装着する操作に使用できます。先端は丸
く加工され虹彩、水晶体前嚢の損傷を防ぎます。核処理や、眼内レンズの位置調
整にも使用可能です。

②は12時部の挿入に使用します。押し込む操作ではリングが滑らず位置をコント
ロールでき、装着後は器具を真っ直ぐ引き抜くと虹彩に損傷を与えず自然に外れ
る設計となっています。基本操作は2本のフックを用いて電車の屋根にある菱形
のパンダグラフを縮めるように操作します。瞳孔の状態によっては②のみで挿入
が可能です。」

MOVIE

トメ 1（tome1）フック
全長 97mm

材質 : SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32767000  入数 1

￥25,000M-127T JAN:4547451334842

トメ 2（tome2）プッシュフック
全長 109mm /先端 0.9×1.5mm

材質 : SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32767000 入数 1

￥25,000M-128T JAN:4547451334873

ご考案者　有田 玲子 先生
（埼玉県 さいたま市 伊藤医院）コメント

優しく HOLD、しっかり圧出、究極の Painless 設計。

眼内レンズの摘出にも優れたレンズ鑷子。

有田式マイボーム腺圧出鑷子
全長 100mm

材質 : SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

￥36,000M-2073 JAN:4547451335306

シェパード氏眼内レンズ鑷子
全長 115mm

材質 : SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:16209001  入数 1

￥52,000M-11R JAN:4547451041399

「マイボーム腺開口部のタピオカサイン、Pluggingを解除することは、マイ
ボーム腺機能不全（Meibomian Gland Dysfunction, MGD）治療の第一歩
です。毎日MGDの患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの
痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィ
ットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイバム圧出ができるよ
うなハンドル設計を施しました。
ぜひ、一度、手に取ってお試しください(^O^)／」

先端の円形状によりホールド性を高め、均一の圧力でレンズを保持することが可能。
近年ではレンズを摘出する際にも、面で捉えて取り出すことができるので、短時間で
安全なレンズの摘出を可能にしています。
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大内 雅之 先生（京都市 大内雅之アイクリニック）　コメント

全長 97.5mm /先端 0.2×0.5mm

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32767000  入数 1

JAN:4547451320029￥22,000

森井式眼内レンズフック“かおりの逆フック”
M-127CR

眼内レンズ摘出に最適な１本

「眼内レンズを摘出する必要があるような症例では、眼内レンズを
虹彩上に引き上げる際に前房内操作が大きく、虹彩や角膜内皮に障
害をあたえるきらいがあります。レンズフックは眼内レンズを回転
させながら垂直下方向に操作していきますので、レンズは必ず下方
向に押し込まれ、逆の上方向への動きを行おうとすると乱雑になり
ます。この器具は、レンズフックの先端を逆方向に曲げることによ
り、今までの器具にはなかった前房内垂直上方向への動きをスムー
ズに行うことが可能です。眼内レンズ支持部に逆レンズフック先端
をあて回転させると、自然にフックが眼内レンズ後面にまわり、眼
内レンズが水晶体嚢から虹彩上に出てきます。また、眼内レンズ縫
着時のレンズコントロールも容易にでき、白内障手術時の眼内レン
ズのトラブルにも、レンズフックと逆レンズフックを左右サイドポ
ートから同時に使用することで、簡単に対応でき、便利です。」

Dual Chop テクニック
超硬い核の分割に救世主。

MOVIE

「なんとか割って処理できるか」・・・ところが、始めてみるとどうし
ても割れない核。時に遭遇します。硬くてチップが打ち込めなかった
り、上半分だけが割れて、底の方が割れずに残ったり、分割不全には
様々なパターンがあります。一度不完全な分割に陥った核は、超音波チ
ップとフックを用いたまま水平平面上で分割動作を繰り返しても、分割
操作の力が、ますます伝わりにくい形になっているので、全く異なった
力を加えてやる必要があります。
核片の下に粘弾性物質を敷き、後嚢との間にスペースを作ったら、その
空間で、核の下に逆レンズフックを潜り込ませます。先端は上を向いて
いるので、後嚢とは屈曲部のみが接するため、破損の危険無く挿入出来
ます。そして核を少し持ち上げたら、もう一方の手に持ったフェイコチ
ョッパーを、こちらは核の上面から突き刺し、二本の器具で挟み撃ちす
るように核にめり込ませてゆきます。この時点で、多くの核は割れてい
ますが、割れていないときは、このまま二本の器具を左右、または前後
に動かすと良いでしょう。どんなに硬いタンパク質の塊も、尖った金属
で挟めば、切れてくれます。逆レンズフックを使った、「Dual Chop
法」、皆様の難症例対策に、最終手段としてご用意ください。」

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

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

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

右

3種セット

JAN:4547451332381￥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

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

M-2215SS

滅菌
トレー
付属

M-2215S

M-2215L

M-2215R

ご考案者  谷戸 正樹 先生 コメント（島根大学医学部眼科学講座 教授）

Original-ed.



MOVIE

目黒式 DCRケリソンロンジャー（直）Hercules
全長 265mm /可動部 200-216mm / 先端幅 3.5mm 120°

「DCR鼻内法のポイントとして、骨窓を大きく作成し涙嚢を広く展開する事が
重要とされています。今回、よりパワフルな骨削開を目的としたケリソンロン
ジャーを開発しました。従来の彫骨器に比べ先端の開口部が大きく強靭な構造
をしているのが特徴で、上顎骨の効率的な削開に有用です。骨窓の大部分をケ
リソンで作成することが可能であり、手術時間の大幅な短縮が望めます。また
ノミによる骨亀裂や、ドリルによる涙嚢穿孔といった副損傷のリスクを最小限
に低減させることも期待できるでしょう。使用のコツとして、中鼻甲介下端に
近い低位の涙骨上顎骨縫合(maxillary line)に先端部を滑り込ませ、外上方に
向かい骨窓を拡大してゆく方法を推奨します。本製品がDCRの効率化・低侵襲
化の一助となる事を願ってやみません。」

ご考案者  目黒 泰彦 先生 コメント（仙台市 仙台なみだの眼科クリニック）

材質 :SUS　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:32853000  入数 1

JAN:4547451335467オープン価格M-1820

よりパワフルな骨削開を可能とするケリソンロンジャー。
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SimulEYE® Iris Suturing & IOL Fixation 
(ISIF) — for Yamane Technique

シミルアイ ISIF（虹彩縫合 &IOL固定）

シミルアイ ISIF（虹彩縫合 &IOL固定）セット

虹彩縫合トレーニングと、IOL 固定トレーニングに適したハイブリッドモデル。
虹彩縫合では、虹彩を自由に切除し、様々な縫合技術をトレーニングすることができます。
IOL 固定においては、Yamane 法を含む強膜内固定や毛様溝逢着術など、様々な眼内レ
ンズ固定法を練習することが可能です。
また、IOL の切断や交換のトレーニング用としても活用できます。

品番：EYE-ISIF1-SET

シミルアイ 小瞳孔セット
品番：EYE-SP1-SET

EYE-ISIF1

品番：EYE-ISIF1

シミルアイ ISIF( 虹彩縫合＆IOL 固定 )/1 眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

セット価格 ¥47,800

標準価格 ¥28,600

Double Needle Fixation ISHF Yamane Technique
（山根ダブルニードル法）

Iridodialysis Repair

Iris fixation of IOL - Siepser Technique

Iris fixation of IOL - McCannel Technique

SimulEYE® Small Pupil

EYE-SP1 シミルアイ小瞳孔 /１眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-VISCO 粘弾性材 /5cc シリンジ

EYE-VISCO 粘弾性材 /5cc シリンジ

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

セット価格 ¥47,800

標準価格 ¥28,600

シミルアイ 小瞳孔
品番：EYE-SP1

様々な瞳孔拡張器具の挿入・抜去のとレーニングを行うために開発されました。また、虹
彩フックのセットや、前房内での眼内レンズの切開・抜去の練習にも使用することができ
ます。適切なケアと手術手技により、何度も再使用できるように設計されています。

SimulEYE Small Pupil Small Pupil Set-up & Cleaning

Starter Kit

Starter Kit
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SimulEYE® Capsule Support

EYE-CS1 シミルアイカプセルサポート /１眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ

シミルアイ カプセルサポート
品番：EYE-CS1

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

セット価格 ¥54,100

このモデルは、後嚢と虹彩が半分の状態となっております。エクスパンドや APX などの
CTR、その他不安定なカプセルを支えるために使用するデバイスを扱うのに理想的なモデ
ルです。ハーフアイリスは、CTR の適切な挿入角度を理解し、これらのデバイスを使用
する際に、カプセルを視覚化することができます。また、組織のリアリズムに優れたハー
フアイリスに虹彩フックをセットすることも可能です。このモデルでは、フルアイリス
が必要となる他の瞳孔拡張デバイスを使用することはできません。

Capsule Support 
with Capsule Hook

Capsule Support 
with CTR

Capsule Support 
with Iris Hook

標準価格 ¥36,200

標準価格 ¥32,400

SimuloRhexis®

EYE-SR10 シミルアイ CCC 作成キット（前嚢フィルム 10 枚付）/１眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-VISCO 粘弾性材 /5cc シリンジ

シミルアイ CCC作成キット（前嚢フィルム 10枚付）
品番：EYE-SR10

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

セット価格 ¥51,600

前嚢切開に特化したモデル。合計5～10回のトレーニングが可能です。角膜切開を行い、
前房を粘弾性で満たし、CCCの作成をトレーニングします。
難易度の高い CCCとして、例えばカプセルの後ろの圧力を高くすることができます。前
嚢は前方に反り、前房が浅い状態を作り出し、レスキュー操作のトレーニングを行うこ
とも可能です。

Set-up Instructional VideoSimuloRhexis Model

シミルアイ カプセルサポートセット
品番：EYE-CS1-SET
Starter Kit

シミルアイ CCC作成キット（前嚢フィルム 10枚付）セット
品番：EYE-SR10-SET
Starter Kit



EYE-AP1 シミルアイ IOL 挿入用 ( 無水晶体 ) /1 眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ
EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

SimulEYE® Aphakia

シミルアイ IOL挿入用（無水晶体）

あらかじめ 5.5mmの前嚢切開を施した無水晶体眼モデル。眼内レンズの挿入や、CTR、
レンズフックなどのトレーニングに最適です。適切なケアと手術手技により、何度でも
再使用できるように設計されています。

品番：EYE-AP1

標準価格 ¥54,100

Aphakia IOL Insertion

SimulEYE® ACIOL
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SimulEYE ACIOL

標準価格 ¥36,200

シミルアイ IOL挿入用（無水晶体）セット
品番：EYE-AP1-SET
Starter Kit

EYE-ACIOL1 シミルアイ前房 IOL 挿入用 /１眼
EYE-ElavatedBase シミルアイ 固定ベース
EYE-BT シミルアイ 固定ベース用トレイ

シミルアイ前房 IOL挿入用（有水晶体）
品番：EYE-ACIOL1

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

標準価格 ¥46,500

直径 12.5mmの前房レンズに最適なサイズとなっています。適切な切開サイズで前房レ
ンズを挿入し、所定の位置に回転させ、取り外す方法についてトレーニングします。前房
レンズを見るときは必ずミラーゴニオレンズを使用し、ハプティックが角度にうまく配置
されていることを確認してください。適切なケアと手術手技により、何度も再使用できる
ように設計されています。

標準価格 ¥28,600

シミルアイ前房 IOL挿入用（有水晶体）セット
品番：EYE-ACIOL1-SET
Starter Kit



SimulEYE® Multi-MIGS

Accessories

EYE-VISCO
粘弾性材 /5ccシリンジ

EYE-SurfaceGel
表面コーティングジェル
/10ccシリンジ

EYE-MM1 シミルアイMIGS/１眼
EYE-MIGSKit2.0 シミルアイ MIGS キット（スタンド &ベースホルダー）
EYE-VISCO 粘弾性材 /5cc シリンジ

10

標準価格 ¥63,100

シミルアイ MIGS

シミルアイ 固定ベース

品番：EYE-MM1

このモデルは、様々なMIGS デバイ
ス用として開発されました。TMH
（谷戸マイクロフック法）のトレー
ニングに最適です。

EYE-ElavatedBase

前眼部モデルに付属する専用固定
ベースは、吸着力に優れ、シミル
アイを安全に保持するための、安
定した再利用可能なプラット
フォームです。 

カニューレ付き 5cc シリンジの粘
弾性剤。

カニューラ付き 10cc シリンジの
表面コーティング用ジェル。

固定ベースと組み合わせして使
用するトレイ。トレーニング中
に発生する液体を受け止めるこ
とが可能です。

標準価格 ¥32,400

標準価格 ¥7,600

シミルアイ MIGSキット
（スタンド＆ベースホルダー）

EYE-MIGSKit2.0

MIGS モデルの取付キット。しっかりと吸
着し、頭の傾きや目の位置の調整をしな
がらの実践的トレーニングが可能です。

標準価格 ¥26,700

シミルアイ CCC作成用 
前嚢フィルム 10枚 +角膜 1個

EYE-SR10R

CCC 作成用の交換用フィルム。

標準価格 ¥26,700

標準価格 ¥1,300

EYE-BT
シミルアイ 
固定ベース用トレイ

標準価格 ¥7,600

標準価格 ¥2,700

EYE-C-clips
シミルアイ Cクリップ
（MIGS用）
標準価格 ¥2,000

シミルアイMIGSセット
品番：EYE-MM1-SET
Starter Kit

シミルアイ
MIGSセット

C- クリップは、SimulEYE® Eye Front を再使用可能なベースユニットにしっ
かりと固定するために開発されました。Eye Front は通常、圧入により取り
付けられますが、手術操作によりずれることがあります。C- クリップを使用
すると、Eye Front をベースユニットにしっかりと固定することができます。
C- クリップは多くのキットに含まれていますが、必要に応じて別途注文する
こともできます。取り付けの際は、Eye Front の位置を合わせ、C-Clip の平
らな面を下にしてください。

EYE-SurfaceGel 表面コーティングジェル /10cc シリンジ

２ケ入り



Expanding Your Vision
小瞳孔や術中虹彩緊張低下症候群（IFIS）に対して、効果的に瞳孔
を拡張することができるデバイスで、術者に安全かつ快感な手術環境
を提供します。

瞳孔を適切なサイズに維持するための着脱操作を速やかに容易に行う
ことができ、眼内での操作を必要としません。

・速やかに容易に着脱操作可能
・術者の必要に応じ、方形または台形の形状が選択可能
・眼内操作不要
・手術時にデバイスが邪魔にならない
・容易に操作方法をマスター
・ワンサイズ、スプリング調整式

実用的で安全かつ効率的なデバイス

APX200

標準小売　125,000円（税抜）

虹彩エキスパンダー

薬事分類：クラスⅡ
医療機器認証番号：304AGBZX00022000
JMDN 分類：13381002
JAN:4547451335900
注１：滅菌済み
注２：単回使用（再使用禁止）

【1パック構成品】
虹彩エキスパンダー×2
エキスパンダー用鉗子×2
エキスパンダーベース×1
ブリスターケース×1

MOVIE

User Guide

3パック入り 単回使用
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滅菌用本体収納ケース

・XpandNT2 虹彩リング（本体）
・インジェクター
・滅菌用本体収納ケース
・インジェクターを洗浄するためのチューブとルアーロック（附属品）

Xpand2 虹彩リング

【構成品】

リング部：ニチノール（チタン合金）ASTM F 2063-18
インサーター（カニューレ管部）：樹脂
インサーター（ハンドル部）：ポリオキシメチレンPOMC

【素材】

【使用方法】

標準価格 ¥100,000（税抜）

マルチユース：使用限度 2回

クラス分類Ⅰ/ JMDN：13381001 / JAN：4547451336440

導入支援チップ

YOUTUBE CH Ready-Loaded
Iris Speculum

Ready-Loaded 
Iris Speculum

for Iris-Capsule Capture

本体収納ケースから、インジェクターに装填し、切開創より眼
内に挿入し、虹彩に装着します。
レンズ挿入後、レンズフックやインジェクターを利用して、簡単
に切開創から取り外すことが可能です。

下記動画は X1（前モデル）であり、参考動画となります。
操作方法は同等となります。

8.7ｍｍ

2.6ｍｍ

2.6ｍｍ

0.8ｍｍ

外形 8.0mmφワイヤー 0.08mmφ

側面

12

22

DIAX2-MUINS

製造販売届出番号  13B1X00048002442
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Diamatrix E-Series トラペゾイドは、超薄型を維持しながら偏心のあるベベルアップ構成を実現する
最新技術を用いてデザインされています。小さな下面と傾斜のある大きな上面が、幾何学的なドーム
状の角膜に接触し、より直線的な切開を作製します。これにより、従来のブレードデザインと比べて
漏出や伸展が発生しにくく、自然に平滑化して自己閉鎖する切開を作ることができます。

E-Seriesデザインをトラペゾイドデザイ
ンと組み合わせたDIAMATRIX ダイヤ
モンドナイフは、きれいな角膜切開を実
現する最善の製品であると弊社は考えま
す。遠位ショルダーにより、微小切開用
フェイコチップに合わせた切開サイズを
作ることができます。これにより、超音波
水晶体乳化吸引術中の過度の漏出や浅
前房の発生を防ぐことができます。

近位ショルダーにより、支点効果を発
揮できるトラペゾイド形状が形成され
ます。これにより、眼内での器具の操
作性が高まり、皺壁が減るため可視性
が増します。

E-Series トラペゾイドで作製された切
開は、切開部にブレードを再挿入し
て、近位ショルダーを前房まで入れる
ことで形状を長方形にすることができ
ます。これにより、IOLインジェクター
の拡大が必要な場合に使う 2 つ目のダ
イヤモンドナイフが不要になります。

E-Series トラペゾイドで作製された切開
は、IOLインジェクターと相乗関係にあり
ます。インジェクターチップのテーパー部
は、切開部のテーパー部と平行になってい
ます。これにより、外部切開口の伸展が減
るため、より好ましい形状の切開部が形成
されます。これにより、IOLの挿入をしやす
くするために、切開口を拡大する必要がな
くなります。

E-Series トラペゾイドは、再研磨を複数
回行ってもブレードが摩耗して正確な寸
法が変わることはありません。そのため、
サイドが鋭い従来の角膜切開刀と比べて
コスト効率が高くなります。

E-Series トラペゾイドの構造には上部ベ
ベルと下部ベベルがあり、いずれも近位
ショルダーから先が細くなっています。これ
により「峰」の部分ができるため、ブレード
の出し入れの際に誤って創口を拡大される
ことがありません。これにより、超音波水晶
体乳化吸引術中の切開口からの漏出を抑
えます。

テーパードインジェクターにぴったりフィット

漏出のない切開 操作性の向上

高いコスト効率 偶発的な創口の拡大を防ぐ

2種類の切開を 1つのナイフで
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Diamatrix の E-Series ウィリアムソン・トラペゾイドのダイヤモンドナイフは、最高級のブレードデザイン
です。Charles H Williamson 医師との協力のもと開発されたウィリアムソン・トラペゾイドは、同社の偏心
のあるベベルアップデザインが持つあらゆる利点を享受できます。

ネバダ州ラスベガスのJohn Shepherd 博士（M.D）との協力のもと設計された弊社独自のデザインのブレ
ードでは、非切断パラレルサイドに移行する鋭利なショルダーが使用されています。この鋭利なショルダー
により偶発的な拡大を回避できるため、究極の操作感を実現します。

商品名・仕様コード

税抜価格商品名・仕様コード

角度付き、完全伸張＆格納

角度付き、完全伸張＆格納

Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 1.2/1.5mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 1.5/1.8mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 1.9/2.2mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 1.9/2.5mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 2.4/2.7mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 2.5/2.9mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 2.7/3.0mm
Eｼﾘｰｽﾞ ｳｨﾘｱﾑｿﾝ ﾄﾗﾍﾟｿﾞｲﾄﾞ曲 2.7/3.2mm

¥570,000
¥570,000
¥570,000
¥570,000
¥660,000
¥660,000
¥660,000
¥660,000

ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 2.2mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 2.4mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 2.5mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 2.65mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 2.8mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 3.0mm
ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ MAC Ult.Control 曲 3.2mm

税抜価格

¥570,000
¥570,000
¥660,000
¥660,000
¥660,000
¥660,000
¥660,000
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Diamatrix LRI ダイヤモンドブレードとハンドルは、LRI などの乱視矯正手術できれいな切開を実現可能である、
さまざまな種類を提供します。

DIAMATRIX I/A Handpieces

ダイアマトリクス バイマニュアル 灌流チップ
B1-21-02

21G, 5mm Dual Ports, 全長38mm

ダイアマトリクス バイマニュアル 吸引チップ
B2-23-01

23G, 3mm Single Ports, 全長38mm

バイマニュアルハンドピース 灌流チップ用チタン Blue
B1-00

全長76mm

バイマニュアルハンドピース 吸引チップ用チタン Gold
B2-00

全長76mm

LRI&Groove Std ﾊﾝﾄﾞﾙ 20°Tri-Facet 1.0mm
LRI&Groove Std ﾊﾝﾄﾞﾙ Std Tri-Facet 1.0mm
LRI&Groove Std ﾊﾝﾄﾞﾙ Lance 1.0mm
LRI&Groove Std ﾊﾝﾄﾞﾙ StatⅢ 1.0mm

税抜価格

税抜価格

税抜価格

税抜価格

税抜価格

商品名・仕様コード

ｸﾚｾﾝﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾅｲﾌ 曲 1.0mm
ｸﾚｾﾝﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾅｲﾌ 曲 1.5mm
ｸﾚｾﾝﾄ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾅｲﾌ 曲 2.0mm

商品名・仕様コード

なめらかな強膜弁を作製できるようにデザインされた Diamatrix クレセントナイフには、さまざまなブレード幅
があり、弊社の 100% チタン製プレミアムハンドルに装着して使用します。

税抜価格

¥680,000
¥680,000
¥680,000

¥220,000
¥220,000
¥220,000
¥220,000

¥80,000

¥38,000

¥80,000

¥38,000
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衝突防止センサーは、顔面打撲や転倒といった大きな事故を防ぐのに極めて有用であった。
視野狭窄の患者さんで、中心視力は残存していても、スライディングテーブルに気づかない方がこのセンサーによって衝突を実際に予防できた。
眼圧が高く気持ち悪がってた車椅子患者に使った際は、「これの方が楽です」と言われた。　
円背の方の診察にも前後にスライディングするのは有用であった。」　

Safety Caring
それは安全性を追求した
究極のホスピタリティデザイン。

特別仕様

スライディングテーブル[タクタスメディオ]

安全センサー搭載 作動中の点滅機能 メタリックシルバー

診療空間におけるすべての人に快適と安心を提供するため、
イナミの経験をベースに診療設備にプラスした機能を
「Hospitab le  Design（ホスピタブルデザイン）」と呼びます。
イナミの診療設備が「もっと、みんなの」診療室をつくる
お手伝いをします。

天板トップの安全センサーがとっさの
事故を未然に防ぎます。作動中にセン
サーが障害物を感知すると自動で
テーブルの作動が自動停止します。

転倒防止や衝突などを防ぐため、テー
ブルのスライド中、患者様への注意喚
起としてライトが点滅します。

特別仕様モデル限定のメタリックシル
バー仕様。LEDの鮮やかなライトと合
わせて、まるで高級車のような雰囲気
を演出します。

点滅

赤外線センサー

スライディングテーブル タクタス
セーフティケアリング

K-1750S

標準小売価格（税別）  1,000,000円

「イナミ社製の新しいスライディングテーブルは、衝突防止センサーがついており、スライディング動作中も衝突しそうな時には緊急的に自動的に
動作が停止します。当院では重症の視機能障害患者も多く、スライディングテーブル動作時にテーブルや細隙灯に衝突してしまう事例がありました
が、激減させることができました。
また、テーブルが前後方向にも動かすことが可能なため、車いす患者さんを移乗することなく細隙灯診察が可能になり、診察時の移乗に伴う転倒転
落リスク防止に大変役立ちました。

実際に使用した先生方の具体的なコメントを以下に列挙します。

埼玉医科大学病院 眼科　教授 篠田 啓 先生　准教授 庄司 拓平 先生よりコメントをいただきました

※ケアテーブル（オプション）使用時

※ケアテーブル（オプション）使用時



Tea
Tree

眼科医が本気で監
修した

ティーツリーオイ
ル配合の

購入サイト リッドハイジーン
の効果

洗い方動画

1.0 %

マイボーム腺を高解
像度赤外線撮影

プラギングや血管拡
張を高倍率撮影

不完全瞬目を測定す
ることで瞬きを評価

非侵襲にてBUTを
自動計測

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

光干渉により涙液油層
厚 (LLT) を自動測定

涙液メニスカスの
深さを自動測定

BLINK QUALITY

瞼裂幅を測定し、眼瞼下
垂の程度を定量化

MRD-1

アイドラ

AUTO 
INTERFEROMETRY

TEAR MENISCUS NIBUT WITH MAP 
AND GRAPH

MEIBOGRAPHY BLEPHARITIS

FUNCTIONS

SI-302S
標準小売　3,580,000円（税抜）
【構成品】
SI-301アイドラ /光学台 /架台部 /顎台 /ベース / 専用 PC
【SI-301】製造販売届出番号13B1X00048002315

安心温度センサー内臓＋強力冷却機能

トーニングモード・フォトシャワー搭載

治療目的に応じた多彩なフィルター搭載

操作性と耐久性に富んだハンドピース

ムラのない安定したパルス出力を実現

治治

17
販売元

標準小売　5,400,000円（税抜）



洗顔や歯磨きと同じように、目やまぶたのトラブルを予防するために毎日

の生活にとり入れたいのが、目もとの洗浄（リッドハイジーン）。

目もとやまつ毛は、空気中を浮遊するホコリや花粉がついたり、メイクや

皮脂汚れなどの汚れが溜まりやすい場所です。

まつ毛の根元の汚れをしっかり落とす『リッドハイジーン』を習慣にし

て、トラブル知らずな目もとを目指しましょう。

低刺激 泡
タイプ

TeaTea
TreeTree
1.0%

ライム
エキス

眼科医が本気で監
修した

眼科医が本気で監
修した

ティーツリーオイティーツリーオイ
ル配合の配合の

プレミアムなリッ
ドハイジーン用シ

ャンプー。

内容量：50ml 種類別名称：洗顔料

注文コード：MS-TT1.0-12
税込価格：26,400 円（１箱：12本入り）※1本あたり 2,200 円

有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）
松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイクリニック 院長）
高橋 研一 医師（医療法人 高橋眼科 院長）

【監修】

購入サイト購入サイト リッドハイジーンリッドハイジーン
の効果の効果

洗い方動画洗い方動画

1.1.0 %
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2 1 日（水）月日時 19:30-20:30
https://bit.ly/3Goc1cR

WEBINAR 

03

バプテスト眼科長岡京クリニック 院長 
京都府立医科大学 客員教授

先生森 和彦

SLOT 既往患者
TLE 後の大量前房出血

かなもり眼科クリニック 院長
神戸大学附属病院 非常勤講師

先生金森 章泰

座長 谷戸 正樹谷戸 正樹
島根大学病院 眼科教授島根大学病院 眼科教授

MIGS 症例集 
やって良かった、
やらなきゃ良かった

MIGS 症例集 
やって良かった、
やらなきゃ良かった
マイクロフック

員教授

先生

TMH 術後 3 年成績から見えてきたこと
～ 良い症例、悪い症例 ～

事前登録完了後、
ウェビナーURLが発行されます。
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