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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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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



MOVIE

ご考案者　野口 三太朗 先生
（兵庫県 姫路市 ツカザキ病院 眼科）コメント

プレート型親水性レンズを横断 2 分割のみで摘出。

全長 157mm /シャフト 36mm /径 20G

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

JAN:4547451335177￥180,000

IOL把持鑷子 20G Lens Grabber
DS-2022

「基本はレンズを眼内で分解し、摘出するわけであるが、親水性レンズやシリコンレンズは
摘出が困難となることがある。レンズボリュームが大きく、かつ、柔らかくちぎれやすいた
めである。それらのレンズを摘出しやすいように考案された鑷子が登場した。従来の疎水
性レンズはもちろんであるが、親水性レンズも二分割にて、2.0mm 切開で容易に摘出可
能である。特に国内ではプレート型親水性アクリルレンズが保険承認となっているため、
移植数が膨大となっている。そのため、摘出機会もその分増えることと思われる。プレー
ト型親水性レンズを横断 2 分割のみで摘出できるのは術者にとって福音である。）

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（埼玉医科大学病院 眼科 准教授）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

3



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
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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。



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

材質 :Ti（先端 SUS）　薬事分類 クラスⅠ　JMDN:35285001  入数 1

￥165,000DS-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

JAN:4547451333463

「経結膜的ミュラー筋タッキング用瞼板固定鑷子：小林式 TCMT 用鑷子」

MOVIE

ご考案者　小林 真 先生（秋田県 北秋田市 小林眼科医院）コメント

小林式 TCMT用鑷子
全長 110mm /先端 3.0mm

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

￥50,000M-2218 JAN:4547451333784

「経結膜的ミュラー筋タッキング通糸法（Trans conjunctival Müller muscle tucking : 
TCMT)では、瞼板を終始確実に把持し続けることが手術手技全体において重要であるが、
これまで専用の瞼板固定鑷子が無く、ペアン鉗子や眼筋固定鑷子等を代用せざるを得なかっ
た。いずれの代用器具もサイズがまちまちで顕微鏡下での操作がしづらかったり、把持部
の瞼結膜を挫滅させ、術後疼痛や異物感の原因となっていた。
本法専用のこの瞼板固定鑷子は、瞼板を確実に把持し二重翻転を容易にする他、3.0mm
幅の鑷子先端部分を瞼板通糸のガイドマークとすることにより、安定したタッキングを可能
とする。」

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

5

「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
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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

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）

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）

�����������������

Original-ed.

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



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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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）  980,000円

8

「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
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マイボーム腺の形態を赤
外線にて撮影し、脱落エ
リアを観察

マイボーム腺開口部を高
解像度拡大撮影で閉塞状
態を観察

不完全瞬目を測定するこ
とで瞬きの質を評価

マイヤーリングを用い
て、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

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、涙液油層
厚 (LLT) を測定

涙液メニスカスの深さを
測定

BLINK QUALITY

DRY EYE
DEDICATED 

PLATFORM
アイドラ

AUTO 
INTERFEROMETRY TEAR MENISCUS NIBUT WITH MAP 

AND GRAPH

N.I.B.U.T.

Corneal Def.B.U.T.

Tear Meniscus Demodex

Meibography Pupillometry

Generic examBlepharitis

Interferometry
MEIBOGRAPHY

N.I.B.U.T.

Corneal Def.B.U.T.

Tear Meniscus Demodex

Meibography Pupillometry

Blepharitis

BLEPHARITIS

FUNCTIONS

SI-302
標準小売　2,750,000円（税抜）

※別途専用PCが必要になります。

【構成品】
SI-301アイドラ /光学台 /架台部 /顎台 /ベース
【SI-301】製造販売届出番号13B1X00048002315
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リアルタイム温度センサー内蔵ハンドピース

最大の効果を発揮するエネルギー出力機能
サファイア IPLライトガイド /IPLフィルタを採用しており、ロスのない安定したエネルギーをターゲットに伝達す
ることが可能です。またパルスが均一に保たれるため、ムラのない安定したエネルギー電導が可能です。

アクアセルはATC™ テクノロジーを搭載。(Automatic Tempeature Controller) ハンドピースに内蔵された冷却装
置が肌接触面（ライトガイド）を強力に冷却するとともに、特許技術のテクノロジーにより、施術中の肌接触面の温
度をリアルタイムモニターで監視し、設定温度以上を検知すると自動的に照射にロックがかかります。
安心、安全は施術をサポートするアクアセルのプレミアム機能です。

AQUA CEL（アクアセル）
標準小売　5,400,000（税抜）
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国立京都国際会館
第4会場 RoomC-1

12:25-13:25

LS7共催：第 37回 JSCRS学術総会 /

眼科手術、ことさら白内障業界には、様々なデバイスや治療材料があり、それもかなりのハイボリューム
で消費されると言う点では、医師のみならず、医療関連企業の注目が最もホットな分野でもある。そして、
群雄割拠のこの戦場では、教科書を追いかけ、コンベンショナルな治療だけをこなしていては、取り残さ
れてしまう。小さな工夫と視野を広げたアンテナで、ライバルに差を付けたいところだ。
「鋼製小物の職人さん」のイメージが強いイナミだが、長年にわたり我々眼科手術医の信頼を勝ち取りな
がら、水面下では数々のプロジェクトを立ち上げ、大きな一歩＝手術業界への参入機会をうかがっていた。
灯台もと暗し。この機に創業 100年を迎えるという日本のイナミが、眼科業界に独自の路線で切り込も
うとする並々ならぬ決意と、同社のポテンシャルを、是非感じていただきたい。

座長

大内雅之アイクリニック 院長
先生大内 雅之

トメモリ眼科・形成外科 院長
先生

先生

留守 良太
瞳孔拡張デバイスの最新動向

善行すずき眼科 院長鈴木 久晴

伊藤医院 副院長 / LIME研究会代表
有田 玲子
周術期ドライアイ診療の重要性

白内障サージャンから見た
IDRAの有用性と正確なCCC作成

小瞳孔への挑戦

患者・術者の
高い満足感達成への挑戦

術後最高満足感への挑戦

先生

■配布日時：6月 25日（土）7：30～ 11:00（※無くなり次第、終了）

1）整理券の発行にはネームカードが必要です。おひとり様一枚限り、開催当日分のみの発行となります。
2）整理券の配布は先着順のため、なくなり次第終了させていただきます。
3）配布時間終了後、整理券が残っている場合は、各セミナー会場前で配布します。
4）整理券はセミナー開始と同時に無効となります。
5）各セミナー会場には、整理券をお持ちの方から、優先的にご入場いただきます。
6）整理券をお持ちでない場合でも、各セミナーの参加状況により、ご入場いただける場合があります。

■配布場所：国立京都国際会館 1 階 ロビ ー

本会 ランチョン セミナーは整理券制となります 。
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