DSP MICRO INSTRUMENTS
& DSP BACKFLUSH
About VitreQ
Vitre Q 社はオランダに本社を構える硝子体手術システム専門の製造メーカーです。
自社の R&D にて設計・デザインした高品質の硝子体手術器具等を製造及び
販売しています。
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株式
会社

ホワイトメディカル

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 5-48-2 第一ビル
TEL. 03（3802）0655 FAX. 03（3802）0688

23 G/ 25 G/ 27 G 硝子体手術器具
Vitreq Users Report

USERS REPORT
32mm

27 Gauge
製品番号 : BF27.D01

製品番号 : BF27.D02

0.7mm

Standard
style

ディスポ 27G バックフラッシュ
アスピレーションチュービング付き

ディスポ 27G バックフラッシュ
ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

Universal backflush instrument
長崎大学 眼科 北岡 隆 教授
25g バックフラッシュ ブラッシュ

Vitreq の 25G バックラッシュはシャフトの長さが 32mm あり、眼軸の長い患者
にも対応できます。長所としては、①剛性が高く扱いやすい、②シャフトが長く広
角観察用のレンズに当たらないため操作しやすい、
③リザーバータンクが大きく、
バックラッシュが容易、
④アスピレーションチューブは取り外し可能で術者の好み
に応じて passive/active 両方に使用可能、⑤先端のシリコンチップが短めで
クロージャーバルブにも引っかかりにくい、などが挙げられます。

製品番号：BF00.R01
製品名：Vitreq バックフラッシュ ユニバーサルハンドピース
数量：1 本
＊本製品は未滅菌で、再使用可能なハンドルです。
＊リザーバー、チュービング、先端針は含まれておりません。
＊チタン製のハンドルです。

Disposable backflush consumables
製品番号 : BF00.D52

製品番号 : BF00.D53

近畿大学医学部 堺病院 日下 俊次 教授
27G エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

Vitreq 社製エッカード鉗子では他社製のものよりしっかりと把持ができます。また、
先端部の大きさが 23, 25, 27G で同じなので、どのゲージの鉗子でも違和感なく
使用できます。
もう一つの特徴は器具の剛性に優れることで、27G でも快適に使えます。シャフト長
が 32mm ありますので、強度近視眼でも使用可能です。

reservoirs

ディスポ バックフラッシュ アスピレーションリザーバー

tubing

ディスポ アスピレーションチュービング

Disposable backflush needles
製品番号 : BF23.D52

製品番号 : BF25.D52

愛知医科大学 眼科 瓶井 資弘 教授
27g シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

Vitreq の 27gｼｬｰ氏 X-tra 鉗子を使用した感想は、まず把持力の高さに感動した。
鋸歯状の内面が把持力を高めている。また、エッジがシャープで ILM 剥離のきっ
かけを作り易いが、先端が丸いので安全性が高く、細いので視認性も良い。バネ？
が柔らかなので、動きがスムーズで、余分な力を必要としないため、先端の震えを
最小限に抑えることができる。そして何よりも、眼軸の長い患者でも使える 32ｍｍ
の長さにもかかわらず、硬く・コシがありコントロールしやすい。

23 Gauge

ディスポ 23G
バックフラッシュニードル ブラッシュ

25 Gauge

ディスポ 25G
バックフラッシュニードル ブラッシュ

販 売 名：Vitreq ディスポーザブル バックフラッシュ
認証番号：第 229AFBZI00010000 号

5 本 / 箱（滅菌済み）

Only from Vitreq

Disposable backflush instruments
32mm

〜 V itr eor etinal instr um ents 〜

23 Gauge
製品番号 : BF23.D01

製品番号 : BF23.D02

0.7mm

Standard
style

ディスポ 23G バックフラッシュ
アスピレーションチュービング付き

ディスポ 23G バックフラッシュ
ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

Claus Eckardt, MD
製品番号 : BF23.D05

製品番号 : BF23.D07

8mm

0.7mm

Retractable
style

ディスポ 23G バックフラッシュ
ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付き

先端のチップ幅は全てのゲージで 0.3mm とファインに製造されています。
改良された先端プラットフォームは皮膜組織の断裂を減少されており、
短い先端形状は、より強い把持力を可能にしています。
先端サイズは 23G/25G/27G から選択できます。

Extendable
style

ディスポ 23G バックフラッシュ
シリコンチップ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き

エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

32mm
Gaurav Shah, MD

25 Gauge
製品番号 : BF25.D01

先端のファインチップは 45°
セレイションのプラットフォーム形状になって
います。ラウンド形状の先端は皮膜組織の断裂を減少させ、
更に 45°のセレイションは従来以上の強い把持力を可能にしています。
先端サイズは、23G/25G/27G から選択できます。

製品番号 : BF25.D02

0.7mm

Standard
style

ディスポ 25G バックフラッシュ
アスピレーションチュービング付き

ディスポ 25G バックフラッシュ
ブラッシュ アスピレーションチュービング付き

シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

Ferenc Kuhn, MD

製品番号 : BF25.D05

製品番号 : BF25.D07

8mm

0.7mm

Retractable
style

ディスポ 25G バックフラッシュ
ブラッシュ 先端収納型 アスピレーションチュービング付き

クーン氏パワー鉗子 45°
は、ILM や ERM の皮膜を剥離するのに適している
だけでなく、増殖性の硝子体内の網膜上膜、水晶体被膜、虹彩、小さな眼内
異物及び繊維膜等に対する処置へも大変適しています。
先端サイズは、23G/25G から選択できます。

Extendable
style

ディスポ 25G バックフラッシュ
シリコンチップ 伸縮型 アスピレーションチュービング付き

クーン氏 パワー鉗子 45°

Reusable micro forceps & scissors

Disposable micro forceps & scissors
32mm

32mm

23 Gauge

23 Gauge
製品番号
番号 : FC23.R02
2

製品番号
番号 : FC23.R03
3

製品番号 : FC23.R04

forceps

23G セレイテッド鉗子

23G ILM エンドグリップ鉗子

23G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子 23G エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

製品番号 : FC23.R06

製品番号 : FC23.R07

23G クーン氏 パワー鉗子 45°

23G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

scissors

製品番号
番号 : FC23.R05
FC23.

製品番号
番号 : FC23.D
FC23.D02
02
2

製品番号
番号 : FC23.D03
FC23.D 03
3

製品番号 : FC23.D04

forceps

ディスポ 23G セレイテッド鉗子

ディスポ
ィスポ 23G
ILM エンドグリップ鉗子

ディスポ 23G
エイシメトリカルエンドグリップ鉗子

ディスポ
ィスポ 23G
エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

製品番号 : SC23.D01

製品番号 : SC23.D02

ディスポ 23G 垂直剪刃

ディスポ 23G マイクロ剪刃

製品番号 : FC25.D05

製品番号 : SC23.R01

製品番号 : SC23.R02

製品番号 : SC23.R03

製品番号 : FC23.D06

製品番号 : FC23.D07

23G 垂直剪刃

23G マイクロ剪刃 直

23G マイクロ剪刃 曲

ディスポ 23G
クーン氏 パワー鉗子 45°

ディスポ 23G
シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

製品番号 : SC23.D03

直

ディスポ 23G マイクロ剪刃

曲

32mm

32mm

25 Gauge

25 Gauge
製品番号 : FC25.R02

製品番号 : FC25.R03

製品番号 : FC25.R04

forceps

25G セレイテッド鉗子

25G ILM 鉗子

25G エイシメトリカルエンドグリップ鉗子 25G エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

製品番号 : FC25.R06

製品番号 : FC25.R07

25G クーン氏 パワー鉗子 45°

25G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

scissors

製品番号 : FC25.R05

製品番号 : FC25.D02

製品番号 : FC25.D03

製品番号 : FC25.D04

forceps

ディスポ 25G セレイテッド鉗子

ディスポ 25G ILM 鉗子

ディスポ 25G
エイシメトリカルエンドグリップ鉗子

製品番号 : SC25.R01

製品番号 : SC25.R02

製品番号 : SC25.R03

製品番号 : FC25.D06

製品番号 : FC25.D07

25G 垂直剪刃

25G マイクロ剪刃 直

25G マイクロ剪刃 曲

ディスポ 25G
クーン氏 パワー鉗子 45°

ディスポ 25G
シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

scissors

製品番号 : FC27.D05

製品番号 : FC27.D07

ディスポ 25G
エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ）

製品番号 : SC25.D01

製品番号 : SC25.D02

製品番号 : SC25.D03

ディスポ 25G 垂直剪刃

ディスポ 25G マイクロ剪刃 直

ディスポ 25G マイクロ剪刃

32mm

32mm

27 Gauge

27 Gauge
製品番号 : FC27.R05

forceps

scissors

製品番号
番号 : FC23.D05
FC23.

製品番号 : SC27.R01

製品番号 : FC27.R07

27G エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ） 27G シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

scissors

27G 垂直剪刃

製品番号 : SC27.R03

27G マイクロ水平剪刃 曲

forceps

ディスポ 27G
ディスポ 27G
エッカード氏 ILM 鉗子（エンドグリップ） シャー氏 X-tra グリップ鉗子 45°

製品番号 : SC27.D01

scissors

ディスポ 27G 垂直剪刃

Cleaning adaptor
洗浄アダプターと滅菌用ホルダーが一体化されたユニークな
デザインです。繊細な先端チップを洗浄・滅菌から保護します。

販 売 名：Vitreq ディスポーザブル シザーズ
認証番号：第 229AFBZI00011000 号

製品番号：FC00.R03
製 品 名：クリ
名：クリーニングアダプター
ニングアダプタ

販 売 名：Vitreq ディスポーザブル フォーセプス
認証番号：第 229AFBZI00012000 号

5 本 / 箱（滅菌済み）

製品番号 : SC27.D03

ディスポ 27G
マイクロ水平剪刃 曲

曲

