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27G Forceps 27G釦子

ダダ6

~〆

グ~

evRs・1903 県尼式セレイテッド錦子 27Gl .25mm/28mm 
VRT-1903 県尼式セレイテッド釦子 27Gl .25mm/25mm強化シャフト ‘ye 

technology 

チップ内側の面全体に微細主主セレイテッド加工を施し抱持力を高めました．チップ全体に均等に力が加わるため安定した

膜処理が可能で．剥いだ膜のチップへの蕊り付きも軽減しました。

evRs-1904 大淳氏デリケートエンドグリップ鉛子 27Gl .25mm/28mm , . 
VRT-1904 大漂氏デリケ一ト工ンドグリツプ釦子27Gl .25mm/25mm強化シヤフ卜 ’E techn。l。9y 

亙 …端の内提え、安定した膜剥灘保作が行えます。

evRs-1s20 マイクロ鉛子 27Gl .5mm/28mm 
VRT-1920 マイクロ鈎子 27Gl .5mm/25mm強化シャフト ‘t仰向y

チップ内側の直全体にセレイテッド加工が施されています．厚い線維状の膜を引き躍す操作に適しています。

evRs-1s31 オフセットグリップ釦子 27G0.85mm/28mm 
VRT-1931 オフセットグリップ釦子 27G0.85mm/25mm強化シャフト ‘t民hn叫 y

アングルのチップ先端でILMの把符や処理を行います．チップは視認性に~れ安全に操作を行うことができます。

evRs・1937 マイクロエンドグυップ鉛子 27G1 .5mm/28mm 
VRT-1937 マイクロエンドグリップ鉛子 27G1 .5mm/25mm強化シャフト ‘t民hnology

ファイン主主チップに極小のプラットホームが付いています．前方に突起したチップ13視認性に優れ.ILMをしっかりと把持

します。

VRS・1938 大津氏ファイングリップ鉛子 27Gl .25mm/28mmプラスト加工 ‘ 
司 氏hnology・VRS・1938A 大淳氏ファイングリップ鉛子 27G1 .25mm/25mm 、

VRT・1938 大淳氏ファイングリップ鉛子 27Gl .25mm/25mm強化シャフトプラスト加工

薄い内境界膜の剥臨作業が安定して行えるよう、チップ先舗のプラットホーム部分を大きく加工しました。

evRs-1s50 内藤氏ILM鉛子 27G2.0mm/28mm 
VRT-1950 内藤氏ILM錨子 27G2.0mm/25mm強化シャフ卜

2
7
G
 ‘t配hnol句 Y

ILMの除去を目的として開発されました。精巧に加工されたピック付きのチップは視認性に優れ、 ILMの立ち上げから把持、

~Jm. 除去に至る一連の操作をスムーズに行うことができます。

evRs・1953 デりケー トエンドグリップ錨子 27G2.0mm/28mm , 
VRT-1953 デリケートエンドグリップ錨子 27G2.0mm/25mm強化シャフ卜 ‘ teとhnology

チップ先端についたプラットホーム部分で、 ILMの剥離操作を行います。



27G男万・ピック・力二ユーラ 27G Scissors • Pick • Cannula 

e VRS-1912 マイクロ水平男刀カーブ 27Gl .25mm/28mm 
VAT・1912 マイクロ水平明刀カーブ 27Gl .25mm/25mm強化シャフ卜 ‘ te~ hnology 

網膜周辺の膜の処理に適しています．

直子日円卓占H ・」・l-1 I • - ~ Ve T2~ ' ？一：

VAS・2091 倉員氏ILMピック 27G30mm ‘y 
technology 

先端部は網膜酒に沿うよう砿形状で安全に操作が行えます。

G-S03989 ストレートカニューラ 27G Geuder・ 

※ハンドピースについてはPSをご覧ください。
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｜ 〆 剛性を高める強化シャフトのご紹介

通常シャフト

強化シャフト

強化シャフト

27Gおよび25Gの器具の剛性を高めるため、シャフトの根元部分を20Gに加工を施しました。

EYE TECHNOLOGY社の27Gおよび25Gの全ての鉛子と努刀に対応可能です。



25G Forceps 25G釦子

ダメ¢
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VAS・1820 マイクロ鉛子 25G1 .5mm/28mm ‘techn叫 y

チップ内側の盃全体にセレイテッド加工が施されています．厚い線維状の膜を引き敵す操作に適しています．

evRs・1830 マイクロピック鉛子 45・25G1 .5mm/28mm 
VAS・1832 マイクロピック鉛子 45・25G1 .5mm/26mm ‘tよhnology

チップ先鵜のピックで膜のマニピュレーシヨンを行い．プラットホーム部分でERMの杷持や引きE推す操作を行います。

VRS-1831 オフセットグリップ鉛子 25G0.85mm/28mm ‘t氏hnot句

アングルのチップ先端でILMの把持や処理を行います．チップは線認性に優れ安全に操作を行うことができます。

VAT・1834 マイクロピック銀子 35・25G1 .5mm/2 l mm強化シャフトプラスト加工 ‘ y 
technology 

チップ全体にプラスト加工を施し把符力を高めました。ERMやILMのマニピュレーションに適しています。

P417C マイクロピック鉛子セレイテッド 25G1.5mm/27mm強化シャフ ト ‘t帥 not明

チップ内骨lの面全体にセレイテッド加工を飽し把待力を高めました．ピック付きのチップは視認性に優れ、 ILMの立ち上げ

等の操作を容易に行うことができます。

VAS・1837 マイクロエンドグリップ鉛子 25G1 .5mm/28mm ‘technology 

ファイン忽チップに極小のプラットホームが付いています。前方に突起したチップ1ac視認性に優れ、 ILMをしっかりと把持

します。

VAS・1838 大淳氏ファイングリップ鉛子 25Gl .25mm/28mmプラスト加工 ‘肱hnology

』詞 …膜一碇してfi~

VRS-1840 日下氏ILM鉛子 25G2.0mm/28mm ブラスト加工 ‘附nology
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匝－圃 鍛く緩や/J'Iこ湾…t しつbりとだl:tでなくI目殖膜剥蹴にも適しています＠

VRS-1850 内厳氏ILM鉛子 25G2 0mm/28mm ‘t氏 hnotogy

ILMの除去を自的として開発されました。精巧に加工されたピック付きのチップは視認性に優れ、 ILMの立ち上げから把持、

~J離．除去に至る一連の操作をスムーズに行うことができます。



25G釦子・男万・ピック・力二ユーラ 2 SG Forceps • Scissors ・Pick• Cannula 
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VRS-1853 デリケートエンドグリップ釦子 25G2.8mm/28mm ‘t虻附句

チップ先舗についたプラットホーム部分で、ILMの塑ljlJjl操作を行います。

VRS・1854 マックスグリッピング鉛子 25Gl .25mm/28mm ‘もevtechnology 

チップ内側の面全体に微細なセレイテッド加工を施し把持力を高めました。チップ全体に均等に力が加わるため安定した

膜処理が可能で.lil!Jいだ膜のチップへの怒り付きも軽減しました．

evRs・1812 マイクロ現万カーブ 25Gl .25mm/28mm 
VRS-1813 マイクロ現万力一ブ 25G2.50mm/28mm ‘te伽 ol四 y

網膜周辺の膜の処理に適しています．

VRS-1814 マイクロ垂直明刀 45・25G0.5mm/28mm ‘t的 nol勾 Y

刃lac細くシャーブに加工されているため、脈絡膜芯どの網膜下の組厳に対する封書傷を避け広がら切開することができます．

E二三二：二二二二一一＝－：；－ 右f:", ＇：、 ； ·~

VRS・2089 栗山氏硝子体ピック 25G30mmプラスト加工 ‘technology 

チップ先端lac網膜置に沿うよう芯形状で安全に操作が行えます。後部硝子体型l離にも使用できます。

evRs・2090A 岡野内氏メンブレンフック 90・25G30mm 
VRS-2090 岡野内氏メンブレンフック 90・25G30mmプラスト加工 ‘te伽 ol勾 Y

細長く緩やかに湾曲したチップで安全に内I克界膜や溜短膜の軍1)1411操作を行うことができます．

VR・2102 大津氏MIVSスパーテル 25G40mm ‘technology 

細くわすかに湾幽したチップで安全にI曽殖膜や賛l,l上膜の型l灘操作が行えま昔。チップ先端は薄く仕上げられているため

網膜静脈分枝閉鎖症（BRVO）において動静脈血管鞘を切開・ ~J献する A/V シーソトミーにも適しています。

G・33053 ストレートカニューラ 25G 日目uder・

※ハンドピースについてはPBをと覧ください。



2 SG Cannula System 25G力二ユーラシステム

PAT. P 2006-152946 

8・640・10
内政氏ステップ力ニューラ2一日 。時点…

50・0106 , 
クロージャ ICルブイエロ 曹

V 
technology 

クロージャーパルプが装着できるように改良された製晶です。

ノ 象U
PAT. P 2006-152946 

8-640 8-642 6-138 h晴 叩曲...岡山

内藤氏ステッブカニューラ 25G DIく力ニューラプラグ25G ステッブ力ニューラ／力ニューラプラグ用滅菌ケース

QC 

ノ~ -m-

8・641-6 インフュージョンカニューラ 25G4.5mm TYPEII 
QC 

uucKworth &. Kepi 

6・190 力ニューラインワータ－ 25G 8-640周
6ζ 

2-2-832 力ニューラフラグ鋪子 23/25G用
QC 

I)・，ckwo,lh a込 K,•nl

9・513・3 眼球固定りング 5mm1/4オーブン 3.5mmカリパー付
QC 
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T7003-2 力ニューラシステム用滅菌トレ－ 23/25G悶
QC 

※函館は収納例です。



23G釦子・男万・ピック 2 3G Forceps • Scissors • Pick 

グ 〆〆

τグ ’

VA・1550 内藤氏ILM鈎子 23G2.2mm/32mm ‘ te~ hnology 

ILMの除去を目的として開発されました．精巧に加工されたピック付きのチップI.Jc視認性に盛れ、ILMの立ち上げから把符

剥殿、除去に至る一連の操作をスムーズに行うことができます．

VR-1553 デりケートヱンドグリップ錨子 23G2.75mm/32mm ‘te伽 ol勾 Y

チップ先端についたプラットホーム部分で、 ILMの剥続操作を行います．

VA・1512 マイクロ釘万カーブ 23Gl .25mm/32mm ‘te伽 0附

刃I.Jc限球の曲面に沿って自然に操作できるよう湾自に加工されています。網膜表面かう膜を切開分離する操作に適しています．

Z子ーニニょニニニ二 屯I:＂・‘、 i L~ 
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V件 1589 粟山氏硝子体ピツク 23G40mmブラスト加工 ‘ tふn。b
チツブ先端は網摸面に沿うような形状で安全に探｛乍が行えます．後部硝字体罰j離にも使用できます。



23G Cannula System 23G力二ユーラシステム

ノ場L’
PAT P 2006・152946

8-640-2 
ステッフカニューラ 23G

di[ 
8-642-1 6-138 凪 晴叩由＆』時国

DIくカニューラフラグ23G ステップカニューラ／カニューラフラグ用滅菌ケース

ノti#,
8-641-4 インフュージョン力ニューラ 23G4.5mm TYPEII 

di[ 

Duckworth＝＆エ民eni

6-190-1 力ニューラインワータ－ 23G 8-640-2用
di[ 

2-2-832 力ニューラプラグ鍋子 23/258用
di[ 

nu,.kworlh a込 K,•nl

9・513・3 眼球固定りング 5mm1/4オーブン 3.5mm カリJi.ー付
di[ 

・'= 
4・
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T7003-2 力ニューラシステム用滅菌トレ－ 23/258周
di[ 

※函館は収納例です。



23G力二ユーラ－ハンドピース 23G Cannula・ Handpiece 

8・641・8 木村氏インフュージョン力ニューラ 23G7.0mm 
QI 

浪空気蹟話題の際‘空気が直銭後領部に当たら主主いよう、ポートをff!J廼i2箇所に設けました。

8・641-9 日下氏インフュージョンカニューラ 23G2.5mm小児用
QI 

力二ユーラ先鋪811を太くしたデザインで縫酒la:不要です。限内挿入吉Eが2.5mmと短いため、小児硝子体手術‘特に来熱児網膜

症手術に適しています．白内障手術時の前房メインテナーとして使用することもできます。

G-33054 ストレート力ニューラ 23G Geuder・ 

【τさ孟三三：ーー～ー一一一一一二一」

e20・0131 ICックフラッシュハンドピースカニューラ用アスピレーションチューブ付
20・0102-1 シリコンチ工ンIC-20-0131用

20・0131・1 アスピレーシヨンチューブコネクター付 20引 31用 ‘ tふnology

2
3
G
 

力ニューラの洗浄方法

パイプ内部の信分、粘弾性物質、体液等を除去するため、使用後直ちに蒸留水を満たしたシリンジを用いて通水し洗浄してください。

次に、空のシリンジやコンブレッサーを用いて空気を送り、バイブ内部の水分を排出させてください。



硝子体内注射ガイドI ntravitreal I吋ectionGuide 

｜〆 上松・土井氏硝子体内注射ガイド I 

硝子体内注射を安全に行うための注射ガイドの改良モデルです。器具全体の形状を見直すことにより操作性が大幅に向上しました。

恨球固定リングの高さを低くし開口部を1.5倍に広げたことで、眼裂の狭い愚者さんへのセッテイングが容易に芯り広い視野が確保できました。

注射針待入部の~り出しも小さくなり開険器との干渉が軽減しました。

PAT.P 2005-31 62 18 

上松・土井氏硝子体内注射ガイドH左手操作用

上松 ー土井氏硝子体内注射ガイドH右手操作用
・9-544-2

9-544-3 ~ 

硝子体内注射を安全 off実に行うための注射ガイドです。眼球固定リングに取り付けられた注射ガイドにより刺入部の

位置計測が不要で、針の角度や深度を常に一定に保っととができま官．そのため鰐膜や水晶体に煩傷を与えるとと芯く

薬剤を網膜付近に到澄させることができます。また、針を持入したまま前房水除去ができるなどの利点があります．

e』闇曜！5'--J画・

使用方法と注意点 I 

ア
ク
セ
サ
リ
ー

・注射針の角度と深度は一定に保たれ
ています。

・締膜や水晶体に鍋傷を与えること忽
く網膜付近に薬剤を注入することが
できます。

4.注射針銭去

・注射ガイドで強く圧迫し続けると
硝子体が脱出することがあります。

。
l.眼球の固定

・十分に関険します。

・角膜を中心に輸部会周にしっかりと
押し当て注射ガイドを固定します。

・26～30G、1/2インチの鋭針を
ガイド孔！と沿って刺入します。

・刺入部l草輪部かう3.5～4.0mmlこ
怒ります。

2.注射針の耳目j入

［その他の注意点1

・角膜径が小さい場合にIJ.注射ガイドと輪部とが等鐙腿になるように固定すること．
ただし．輪部から蹴れすぎているものは鋸状緑付近の網膜を煩傷する可能性がある
ので．その場合IJ使用しないか注射ガイドを少し給部寄りに固定し直すこと。

．無硝子体限や硝子体濃化眼では薬剤は黄J;I部に到達しやすいが． 有硝子体限では
硝芋体により持入例jに薬剤が偏る場合がある。

・3/4インチ針は針先が網膜に触れる可能性があるため使用しないこと。

（注射筒より手を磁す）

・注射筒はガイドにより固定されてい
るので、注射筒から手を臨して他の
操作をすることができます．



Accessories アクセサリー

メ

or 

27G!i'J子体力ッターのJ;ljj主を高めるための製畠で、硝子体力ッターのシャフ卜に被ぜて使用します。カッターアシスターの

先端は、力ニューラとフィッ卜するようにデザインされているため、ハンドピースの動きに合わせてカニューラの向きを変える

ことができます。シャフトがたわむことなく、周辺部の残存硝子体の処理を効率良く行うことができます。

8・648 倉員氏カッターアシスター 27G16mm 

Geuder・ 

ごく弱い吸引でデフォッガーカニューラがコンスタン卜に湿度の高い空気を吸引し、 Resight使用時に起こる昼りをほぼ

完全に防止します。力ニューラの先端がレンズの下方に位置するよう取リ付l才吸引ラインに繋いで使用します。

岡野内氏デフォッガー力ニューラリサイトG-S04023 

ア
ク
セ
サ
リ
ー Geude「．

経結膜球後麻酔（テノン髄下麻酔）時に使用します。口径の大き忽麻酔薬注入用ポートが側面3箇所にあるため、 持入も

スムーズでストレス芯く麻酔薬やトリアムシノロンの；主入が行えます。

古賀氏経結膜下球後麻酔針 24GG-33205 

． 



開験器Adjustable Eye Speculum 

technology 

HOYAのVSLリングを固定するために開発された専用の関検器です．関険部の左右2箇所にはバンドをi葺けるためのj障が刻まれています。そのためパンドは常に

良好な位置を保ち、 VSLリングを固定します。

VSLリング用開股器 14mmSP-8018 dK OK VSLリング用開駿器 14mm9-578-8 

dK 

軽量で録作性に優れたネジ調節式の開銭鑓です。開険部の幅f;j:日本人サイズで餓裂の狭い患者さんも無理主Eく関餓することができます。開険緬を調節するネジの

動きも滑らかでセットした際の安定性も優れています．

DK開蛾器クロース・ 7.5mm未黙児用9-577・3DK開験器クローズ 14mm9-578・2

関
連
器
具

dK 

蛾裂の狭い患者さんにも無理なくしっかりと関険することができます。左右共通のデザインで眼科手術全般に使用できます。

DKユ二／（ーサル開除器ソリッド 10mm9-577-4 DKユニバーサル開験器 ソリッド 15mm9-576-5 



lnse同ionForceps for Sciera Plug ・Caliper強膜プラグ鋪子・力リバー

Geuder・ G-33439 強膜プラグ鋪子

5X 

or 8-050 強膜プラグ 20Gブルー

4担・

"' 

or 

穿耳目l位置を容易にマーキングすることができます。

DK力リバー 3.5/4.0mm9・692

巴euder
GERMANY 

。
寸

Geuder・ 
力リパ－ 3.5/4.0mm 
力リパ－ 3.5mm 

eG-37414 
G-37400 

闘
園
配
閣
引
引
川
引



強膜圧迫子Scleral Depressor 

dζ 

広角眼底観察システムの導入による結膜下や結線誕深部での圧迫の必要性の減少と、極小切開に対応した器具等の脆弱性に

より眼球コントロールが図灘に芯っていることから、強膜圧迫子自体で眼球位置の固定がしやすいように工夫した製品です。

紡錘形の圧迫子先端に潟り止めのブラスト加工に加え6本の細い満を刻むことで、特に子午線方向の固定がしっかり行える

ように芯りました

塚原氏強膜圧迫子 6.0mmノンスリップ加工6-615-1 

dζ 

小切開硝子体手術の際、周辺部位の圧迫や強膜愈l笠復に用いるために考案された強膜圧迫子で官。録作性と組織への影響を

考慮し、圧迫部は長さ6mm、殴太1.2mmの小型の紡錘形で、先端を丸め全体に銭面加工を施しています。その結果、狭い

結膜麗に安全に滑り込ませて圧迫したり、結膜下で圧迫菅る場合にも持入が容易で、テノン直による抵抗も少なく操作宮る

ことができます。事l磁網膜を圧迫しながら光凝固を行う擦にも、神経網膜と色鉱上皮が密衝しやすい等の利点があります。

塚原氏強膜圧迫子 6.0mm鏡菌加工6-615 

6-615-1 

6-615 

drI 
倉員氏強膜圧迫子 4.0/6.0mm6-615・2

圧迫鈎をくの字状に幽げた製品です．角度と長さを変えたことで狭いスペースのどの部位からも圧迫が可能に主主りました。

drI 

ハンドル両錦に角度の巽怠る圧迫鈎を配置し、眼球全体へのアプローチを容易にしました。片側の庄迫鈎には溝が刻まれ

結膜よで操作する際の滑りを防比しています。結膜切開をし1;,.い小切開硝子体手術にも有用です。

小浦氏強膜圧迫子6-635-3 

drI 

眼球圧迫子の片側にカニューラ（23/25G）操作用の突起が訟けられています．力二ユーラの向きを容易に変えることが

できるので、安全に周辺硝子体の切除が行えます．

西村氏力ニューラマニピユレータ ／強膜圧迫子 23125G6-635-4 

関
連
器
具

Geuder・ クレイジグ氏強膜圧迫子G・32037

Geuder・ 強膜圧迫子G-32715 



Sterilizing Tray 滅菌トレ－

｜〆 専用滅菌トレーのご紹介 ｜ 

デリケート忽チップを安全に保護するために、専用の卜レーに収納することをお薦めします。

収納本数とハンドルのタイプにあわせてお選びください。

匁噂T
硝子体器具用滅菌トレー 1；本用／大スロット 190×64×19mm
硝子体器具用滅菌トレ－ 2本用／大スロット 190×64×19mm

プロテクションキャッブが取り付けられた、錦子や明万を安全に収納します．

e M-2703A 
M-2702A 

沼喝T
硝子体器具用滅菌トレー 1；本用／小スロット 190× 64×19mm
硝子体器具用滅菌トレ－ 2本用／小スロット 190× 64X19mm 
硝子体器具用滅菌トレ－ 4本用／小スロット 190×100×19mm

2本のシリコンパーで器具をしっ白、りと固定します。

e M-2701S 
M・2701A
M-4701A 

沼喝T
フックやスパーテルをしっかりと固定します．

フック用滅菌トレ－ 3本用 l52X64x 19mm M-2601A 

関
連
器
具



器具洗浄キットCleaning System 

ゾ 器具洗浄キットのご紹介

硝子体鈎子や~刀のチップとハンドルをしっかりと保護・固定した状態で安全に洗浄作業が行えます。

洗浄液はパイプ内部を通過・洗浄してチップ先繍より排出されます。

器具洗浄キット

器具洗浄キット ライトモデル テフロン製

VR-720SS 
VR-720L t配 hnology

［苦言部名称l

↑ 
シリンジ取付口

↑ 
器具洗浄キット本体②

↑ 
プロテクションキャップ取付部①

I使用方法］

1器具洗浄キットをプロテクションキャッブ取付部①と器具洗浄キット本体②とに分解します。

①にプロテクションキャップを持入し、しっかりと止まる位置まで押し込みます。

2洗浄する器具を①の後部より挿入し、器具がプロテクションキャッブにしっかりとはめ込まれた状態に怒るよう

に固定します。器具挿入時はハンドルを閉じてチップ先端を保護し、器具がプロテクションキャッブに固定された

時には、ハンドJレを開いた状態に保ってください。

3器具の後部より器具洗浄キット本体②を被せ①と接続します。洗浄液が漏れないようにしっかりと取り付けて

ください。シリンジに蒸留水を満たし、本体のシリンジ取り付け口に銭続して洗浄を行います＠洗浄水が器具の

パイプを通りチップ先端に向かつて流れ出ていることを確恕してください。
※洗浄液に生理食塩水を使用することは絶対にお止めください。 器

具
洗
浄4.洗浄終了後、髭具内に残った水分を除去するため、空のシリンジを使用して空気を送ります．

完全に水分を除去するため、シリンジに然水工タノールを満たし器具内部に過し水分を押し出します。

最後に、無水工タノールを除去するため、シりンジで空気を送り無水エタノールを狩し出します。

楽乾燥作業の際に、工アーコンプレッサーを使用するとより効果的です。

technology 

プロテクシヨンキャップ
器具洗浄周シリンジ鍋子／努刀周

e 120001 
130001 



Swirl スワ－ル器具洗浄器・洗浄水

ブルーのシリコンディスクはそれぞれ360・回転します．洗浄する器具の

形状に合わせてスロットを選択してください．

予備ディスク

。＠
同一形状の器具を洗浄する際に使用

器具固定用ディスク

。
ラックに装着済

。M.E.Technica 
MET・1001 スワール手術器具洗浄器スウール電解洗浄水100セット

織成品電滋スターラ一、回転子X2、舘具取付用ラック、予備ディスクX2、洗浄用ビーカー（1000ml）、
スワール電解洗浄水100(2000ml)X2、計量カップ（50ml)X2

硝子体手術器具や手洗いが困難t,J.デI)ケート芯手術器具に付着した．タンパク質や血液1;,.どの汚れを、効果的に分解除去

するマイクロ手術器具用洗浄器です。スタ ラ により水流と芯って鎚持された洗浄水が、ダイヤモンドナイフや硝子体

関万など超音波洗浄器を使用するとチップを煩傷する恐れのある器具を安全に洗浄します。多様な形状の器具を愚大で

8本同時にセットできるので、人手をわすらわすこと芯く効率の良い洗浄が行えます。

電解アルカリイオン水100%の「スワール電解洗浄水lOOJが付属しています。

I使用に際しての注意点］

．洗浄は器具の使用後直ちに行ってください。乾燥し、こびりついてしまった汚れは完全に除去できないことがあります。

．洗浄する器具の形状や性質によって1.:1:と使用に忽れないものもあります。器冥の添付文書に従ってご使用ください．

・器具の形状によっては8本同時にセットでき芯い場合があります。

400mlスプレー 6本入り

2000ml 2本入り

18000ml 

スワール電解洗浄水100

スワール電解洗浄水100

スワール湾解洗浄水 100

e MET・100・04L6

e MET・100・2L2

MET・100・18L 。M.E.Technica 

純水を狙自の製法（PAT.3145347）で生成した、毎解アルカリイオン水100%の器具用洗浄水です．

洗浄力 高濃度の電解アルカリイ才ン水（ロH12.5以上）が汚れの細部に浸透し、タンパク質や血浪、ヒアルロン殴などの汚れ
を分解して浮き上がらせます。

無泡性界面活性剤を一切使用していません。泡立ちも主主くすすぎも簡単です。

安全性化学物質を含んでいません。人体や環境への影響を愚小限に抑えます．

手術ベッドや緒子、医療機器などに付着した汚れや雑菌の除去が行えます。二度litき不要で消臭効果もあります＠

［使用法と使用量の目安］

器具の一次洗浄に用います。洗浄後は流水で十分に冒すいでください。

・ スワールマイクロ手術器具洗浄器 ・ 超音波洗浄器・ 浸漬洗浄

水または温水にて20倍に希釈してと使用ください。（20倍希釈時 pH11.3) 
汚れb丸〉どい場合には、加湿することにより洗浄効果をよげることができます．

圃 スプレー（湿潤作用）

20倍希釈あるいは原液のままと使用ください＠乾燥を防ぎ洗浄の効果を高めます。

｛使用上の注意l
固に入った時l革、直ちに洗い流してください。

アルミニウム裂の製晶l司草使用し広いでください．腐食する恐れがあります。

I成分l
!I!:解アルカリイオン水100%

h. 

軍
一

器
異
洗
浄
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