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網膜手術のためのパノラマ観察
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硝子体切除吸引装置

灌流

Leica Panoramic Viewing
シンプル、便利、高品質な網膜観察

常に正立像

ライカ RUV800 の網膜正立像
観察システムは、ライカの眼科手術
用顕微鏡と連動できるように設計さ
れています。インバーターを内蔵した
ライカ RUV800 は、顕微鏡の光学系
の下に収まり、執刀医、助手およびビ
デオカメラに対して、同じ網膜の正立
像を提供します。このため、手術中に
より容易かつ安全に手術器具を配
置・挿入できるようになります。

人間工学による快適性

ライカ RUV800 はインバーターを内
蔵しているため、鏡筒の高さを増す
ことはなく、 人間工学と執刀医の快
適性が向上します。

容易に準備・使用可能

ライカ RUV800 は顕微鏡に取り付け
たままになるため、手術室スタッフ
は次の患者のための準備の時間が
節約できます。ルーペ、フォーカス
レバー、およびシリコンスリーブの
み、滅菌・交換が必要です。さらに、
AgProtect ™ ナノ銀コーティングによ
り、ライカ RUV800 は抗菌性を備え
ています。

前眼部 / 後眼部手術の 
どちらでも使いやすい

従来の網膜観察システムは、顕微鏡
の上部に別体式のインバーターを
備えているため、その分高さが高く
なり、白内障手術の妨げとなる可能
性があります。そうしたシステムとは
違い、シンプルな工夫を加えたライ
カ RUV800 は網膜手術後に簡単に取
り外すことができ、前眼部手術のた
めに顕微鏡を使用できる状態にな
ります。

便利に観察

単にライカ RUV800 を光路に回転さ
せ、フォーカスレバーを調整するだけ
で、広角 132 D の XLView ルーペまた
は高倍率用の 90 D のルーペを用い
た、鮮明で高品質な網膜観察像が得
られます。

経済的

従来のシステムでは、網膜の正立像
を見るためには、執刀医と助手で別
々のインバーターが必要でした。ライ
カ RUV800 はインバーターを内蔵し
ているため、執刀医または助手向け
にインバーターを追加する必要があ
りません。

1  両側の手動フォーカス
2  ライカ RUV800 網膜正立像観察システム
3  XLView ルーペとオプションの 90 D ルーペ
4  360º 回転する便利なレストポジション
5  眼球内部と眼球外部の正立像観察のための内蔵インバーター 
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「ユーザーとともに、ユーザーのために」は 1907 年にエルンス
ト・ライツが残した言葉です。この言葉は、革新の推進役である
ライカ マイクロシステムズとお客様との緊密な協働を表したも
のです。この伝統に応えていくために、私たちは、Pioneering（パイ
オニア精神）、High-end Quality（最高度の品質）、Team Spirit 
（チーム精神）、Dedication to Science（科学に対する情熱）、そ
して Continuous Improvement（継続的な改善）という 5 つのバ
リューを掲げることにしました。私たちにとってこれらのバリ
ューを日々に活かすことこそが、『Living up to Life』なのです。

MEDICAL DIVISION 
（メディカル部門）
執刀医は優れた手術用顕微鏡に何を期待しているでしょうか？ 
鮮明な画像、そして執刀医と手術室スタッフに適したモジュラー
システムです。

手術のための革新技術
1980 年代の広視野光学系による最初の手術用顕微鏡から、ホリ
ゾンタルオプティクスと LED 照明を採用した最初の顕微鏡に至
るまで、手術用顕微鏡の開発において、ライカ マイクロシステム
ズは革新の最前線に立ち続けてきました。

HD ビデオ、蛍光および網膜像観察システムも、ライカのチーム
の絶え間ない革新性を証明しています。弊社では執刀医に最先
端技術を提供することで、手術業績、執刀医の快適性、そして患
者の転帰を改善できるよう、努力を重ねています。

ライカ マイクロシステムズ株式会社
http://www.leica-microsystems.co.jp
Email : lmc@leica-microsystems.co.jp
医療機器製造販売業  許可番号  第 13B3X00324 号

製造販売

本　社
〒108-0072
東京都港区白金 1-27-6  白金高輪ステーションビル 6F
Tel.03-5421-2803

大　阪
〒531-0072
大阪市北区豊崎 5-4-9  商業第 2ビル 10F
Tel.06-6374-9771

名古屋
〒460-0003
名古屋市中区錦 2-15-20  三永伏見ビル 2F
Tel.052-222-3939

福　岡
〒812-0025
福岡市博多区店屋町 8-30  博多フコク生命ビル 12F
Tel.092-282-9771

※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
販売名：ライカ RUV800　医療機器製造販売届出番号：13B3X00324RUV001　一般医療機器 / 特定保守管理医療機器 

ライカ RUV800 の技術仕様

シリーズ /  
作動距離

ライカ RUV800 WD175：作動距離 = 175 mm

ライカ RUV800 WD200：作動距離 = 200 mm

フロントルーペ XLView ルーペ、132 D（観察視野約 124°）

90D ルーペ（オプション）、90 D（観察視野約 90°）

滅菌 オートクレーブ可能なコンポーネント：滅菌シリコンカバー、
フォーカスレバー、フロントルーペ

表面コーティング AgProtect™ 抗菌ナノ銀コーティング

対応モデル 眼科手術用顕微鏡ライカ M800 シリーズおよびライカ M620

適合規格 医療機器に関する理事会指令 93/42/EEC およびその修正
条項。分類：クラス I、付属文書 IX、同指令のルール 1 に準
拠。Leica Microsystems (Schweiz) AG の Medical Division の管理
体制は、それぞれ品質管理、品質保証および環境管理に関す
る国際規格 ISO 9001、ISO 13485、ISO 14001 への適合の認証を
取得しています。


