
外科・解剖器械
Surgical and dissecting instruments

替刃メスハンドル（フェザー）　Handle for replaceable blade scalpel ･･････････････････････････････････････ 88
替刃メス（フェザー）　Blade for replaceable blade scalpel ･･･････････････････････････････････････････････ 88
外科剪刀　Operating scissors ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 89
替刃剪刀（フェザー）　Replaceable blade scissors ･･･････････････････････････････････････････････････････ 90
毛刈剪刀　Shearing scissors ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 91
外科ピンセット　Operating forceps, stainless ････････････････････････････････････････････････････････････ 91
歯科ピンセット　Dental forceps, stainless ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 92
タオル鉗子　Towel forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 92
ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子　Hemostatic forceps ･････････････････････････････････････････････････ 93
ペアン鉗子　Pean's hemostatic forceps ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
コッヘル単鈎　Kocher's retractor ････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 94
持針器マッチュ　Mathew's needle holder ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 95
動物用縫合針　Suture needle ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 96
動物用縫合針　Suture needle ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 97
動物用縫合針（腟脱針）　Suture needle ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 98
動物用穿刺針（硬膜外針）　Puncture needle for veterinary ･･･････････････････････････････････････････････ 98
ビューナー針　Jorvet Buhner needle ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
絹製縫合糸　Silk suture, hard ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 99
合成吸収糸 シンセソーブ　Synthetic absorbable suture, SyntheSorb ･････････････････････････････････････ 100
縫合針消毒ケース　Suture needle sterilizing case ･･･････････････････････････････････････････････････････ 100
ウテラス鉗子　Uterus forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 101
胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）　Rumen retractor forceps with hook ･･････････････････････････ 101
套管針 樹脂柄　Trocars, with plastic grip ･･･････････････････････････････････････････････････････････････ 102
尿石用套管針　Trocars for urolithiasis ･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 102
套管針 金柄 10基　Trocars, Metal handle ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 103
套管針 金柄 小外科用　Trocars, Metal handle, for minor surgery ････････････････････････････････････････ 103
両頭鋭匙　Curettes, double ended ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
ゴムスポイト　Rubber syringe ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 104
検蹄器　Hoof testing forceps ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 105
手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付　Surgical wear, separate, with cap ･･････････････････････････････ 105
手術衣ニュータフター20　Surgical operating gown ･･････････････････････････････････････････････････････ 106
手術用インナーシャツ/インナーパンツ　Surgical wear, underwear ･････････････････････････････････････････ 106
ベテリナリーウェア　Veterinary wear ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 107
クリーンガード防護服　Cleanguard protective wear ･････････････････････････････････････････････････････ 107
プロテクガード ライトワークウェア　Protecguard light work wear･････････････････････････････････････････ 108
ブーツカバー　Boots cover ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 108
手術用帽子　Surgeons cap ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 109
手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー　Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular ･･････････････････ 109
ウェルソー（電動鋸）　Electric saw, Wellsaw ･･･････････････････････････････････････････････････････････ 110
替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）　Exchangeable blade for brain surgery, dissection ･･･････････････････････ 110
替刃式 解剖メス（フェザー）　Dissection forceps with exchangeable blade ･･･････････････････････････････111
板鋸 ワイス式　Wei's amputating saw ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････111
解剖剪刀　Dissecting scissors, SUS ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
腸剪刀　Enterotomy scissors ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 112
解剖器械 鶏用　Dissecting instruments set for fowl ･････････････････････････････････････････････････････ 113
解剖刀 鶏用　Dissecting knife for fowl ･････････････････････････････････････････････････････････････････ 113
骨剪刀 鶏用　Bone cutting scissors for fowl ････････････････････････････････････････････････････････････ 114
腸剪刀 鶏用　Enterotomy scissors for fowl ･････････････････････････････････････････････････････････････ 114
鶏解剖用スケール　Scale for dissected tissues of fowl ･･････････････････････････････････････････････････ 115
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◆人体用一般医療機器

替刃メスハンドル（フェザー）
Handle for replaceable blade scalpel

◆人体用管理医療機器

替刃メス（フェザー）
Blade for replaceable blade scalpel

フェザー製替刃メスを装着するハンドルです。替刃の着脱も安
全にできます。
ステンレス製で扱い易く耐久性に優れており、経済的です。

Various types are available to meet diverse needs. 
Easy and safe to load or replace the blade.
Stainless made. Durable and economical.

超精密刃付けで作られた刃先は、シャープで安定した切れ味と
耐久性を保証します。
すべて滅菌済みです。

Extremely sharp, durable blades, satisfies a wide 
range of demands.
Sterilized.

コード番号
Code No. 04018000 04019000 04019050

仕様
Type No.3 No.4 No.7

サイズ
Size 125mm 135mm 160mm

材質
Material

ステンレス
SUS

No.3 No.4 No.7

No.10

No.11

No.12

No.14

No.15

No.20

No.21

No.22

No.23

No.24

No.25

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

適用柄
Handle

材質
Material

04019100 No.10

20枚
20pcs

No.3, No.7

ステンレス
SUS

04019200 No.11

04019300 No.12

04019400 No.14

04019500 No.15

04019600 No.20

No.4

04020000 No.21

04020500 No.22

04021000 No.23

04021100 No.24

04021200 No.25

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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◆動物用一般医療機器

外科剪刀
Operating scissors

外科手術時の組織、縫合糸等の切断に使用します。

For cutting the suture or tissues during the surgery.

コード番号
Code No.

型式
Type

サイズ
Size

質量
Weight

材質
Material

04023500 直型 両鈍
Both obtuse, Straight

145mm

50g

ステンレス
SUS

04024500 直型 両鋭
Both acute, Straight

40g
04025500 反型 両鋭

Both acute, Curved

04026500 反型 両鈍
Both obtuse, Curved 50g

04027500 直型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Straight 45g

04028500 反型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Curved 45g

直型 両鈍
Both obtuse, straight

反型 両鋭
Both acute, Curved

直型 両鋭
Both acute, Straight

反型 両鈍
Both obtuse, Curved

直型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Straight

反型 片鋭片鈍
Acute/obtuse, Curved

販売
中止

販売
中止

販売
中止

販売中止

販売中止

販売中止

在庫品限り

在庫品限り

在庫品限り

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments
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本体　Main unit
コード番号
Code No. 04022000 04022100 04022200

型式
Type

替刃剪刀 両尖
Both acute

替刃剪刀 両鈍
Both obtuse

替刃剪刀 片尖
Oneside acute

構成
Composition

本体　両尖
Double
sharpeness

本体　両鈍
Double
blunt

本体　片尖
Side
sharpeness

サイズ
Size

145mm（本体＋刃）
145mm (unit +blade)

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃　Blades
コード番号
Code No. 04022300 04022400 04022500

型式
Type

替刃 両尖
Both acute

替刃 両鈍　
Both obtuse

替刃 片尖 
One side
acute

入数
Contents

5枚
5pcs

サイズ
Size 48mm

材質
Material

ステンレス
SUS

替刃剪刀（フェザー）
Replaceable blade scissors

研磨が不要な替刃式のハサミです。3種の替刃が同じ本体で使
えます。
安全で着脱が簡単な、替刃アタッチメントつきです。

The revolutionary disposable blade design eliminates 
the trouble of resharpening.
The same handle can be used for three different 
blade types.

替刃剪刀 両尖
Both acute

替刃 両鈍
Both obtuse

替刃 片尖
One side acute

替刃 両尖
Both acute

替刃　Blades
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コード番号
Code No. 04031000

サイズ
Size 175mm

質量
Weight 78g

材質
Material

ステンレス
SUS

毛刈剪刀 巧
“Takumi” shearing scissors

先端部が鈍角で、刃部は弯曲しています。動物の
部分毛刈、細毛の毛刈用として使用できます。

Scissors with obtuse point and curved blade. 
To be used for shearing before animal sur-
gery.

◆人体用一般医療機器

外科ピンセット
Operating forceps, stainless

外科的処置や手術の際、皮膚や組織の異物の除去で使
用します。

To be used to remove foreign substances on 
the skin or tissues during treatment or surgery.

コード番号
Code No.

先端形状
Type

サイズ
Contents

材質
Material

04034000 無鈎
Without Teeth

13cm

ステンレス

04035000 有鈎
With Teeth

04036000 無鈎
Without Teeth

15cm
04037000 有鈎

With Teeth

04038000 無鈎
Without Teeth

23cm
04039000 有鈎

With Teeth

04040000 無鈎
Without Teeth 30cm

無鈎
Without Teeth

有鈎
With Teeth
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コード番号
Code No. 04041000

先端形状
Type

無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 160mm

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 04070000

サイズ
Size 90mm

材質
Material

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

歯科ピンセット
Dental forceps, stainless

◆動物用一般医療機器

タオル鉗子　 在庫品限り
Towel forceps

歯の診察や治療時に使用します。
作業の際、視野を妨げないように先端部は屈曲した
形状になっています。

For dental treatment.
Point is curved not to disturb the field of view.

手術用のシーツ等を留めるために使用します。

Hold the surgery sheets, etc during surgery.
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ペアン鉗子　Pean forceps
コード番号
Code No. 04046100 04046200 04046300

型式
Type CF1610-14 CF1610-16 CF1610-18

先端形状
Spec

直型 無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm 185mm

グリル鉗子　Grill forceps
コード番号
Code No. 04046700 04046800

型式
Type CF1572-14 CF1572-16

先端形状
Spec

直型 無鈎
Without Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm

● 製造元：ドイツ カムフリー社（人体用）
Manufacture：Comefree (Germany) 

コッヘル鉗子　Kocher forceps
コード番号
Code No. 04046400 04046500 04046600

型式
Type CF1612-14 CF1612-16 CF1612-18

先端形状
Spec

直型 有鈎
With Teeth

サイズ
Size 140mm 160mm 185mm

◆人体用一般医療機器

ぺアン鉗子/コッヘル鉗子/グリル鉗子
Hemostatic forceps

手術時の血管止血、組織、皮膚縫合時の創縁保持に使用し
ます。

To be used to stop vascular bleeding during the oper-
ation or hold the tissue, skin during suture.

CF1610-18

CF1612-18

CF1572-16
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コード番号
Code No. 04114000

型式
Type

鋭
Sharp

サイズ
Size 230mm

質量
Weight 120g

材質
Material

鈎先：炭素鋼　握柄：黄銅鋳物
Point ：Carbon steel　Grip：Brass

◆人体用一般医療機器

コッヘル単鈎
Kocher's retractor

動物の一般外科手術時に各種組織のけん引、創口の
拡大に使用します。

To be used to retract various tissues, or to 
expand the section during surgery.

コード番号
Code No. 04053000 04054000

型式
Type

大
Large

小
Small

サイズ
Size 150mm 130mm

質量
Weight 40g 30g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

ペアン鉗子
Pean's hemostatic forceps

手術時の止血鉗子として使用します。

Used as a hemostatic forceps during surgery.

小
Small

販売
中止

販売
中止
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コード番号
Code No. 04101000 04102000 04103000 04103500

型式
Type

3枚合わせ
Triple joint

2枚合わせ
Double joint

3枚合わせ
Triple joint

持針部超鋼付
Needle holder
with carbide

サイズ
Size 160mm 170mm 190mm 200mm

質量
Weight 50g 70g 90g

材質
Material

ステンレス
SUS

ステンレス/超鋼付
SUS/Carbide

◆動物用一般医療機器　◆人体用一般医療機器（コード番号：04101000　サイズ160mmのみ）

持針器マッチュ
Mathew's needle holder

皮膚の縫合、軟部組織の縫合時の縫合針把持器として使用し
ます。
超鋼付は針持部に超鋼チップが取りつけてあり、縫合針が滑
りにくいです。
3枚合わせは部品ごとに分解して洗浄ができます。

To be used as needle holder for skin or soft tissues 
suture.
The holder with carbide type tightly holds the nee-
dles not to slip.
Triple joint type can be disassembled to wash.

3枚合わせ
Triple joint

2枚合わせ
Double joint
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◆動物用一般医療機器

動物用縫合針
Suture needle

中、大動物用の手術時に使用します。先端は角針で槍状にな
っており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適しています。強弯（1/2
、180°）、弱弯（3/8、135°）、先曲の3種類があります。
バネ孔になっているため糸を通すのが簡単です。

For surgery of middle or large animals.
Suitable for muscle layer, subcutaneous, and skin su-
ture with lancet point and square needle on top.
Three types available：Strong curve(1/2, 180°), Slight 
curve(3/8, 135°), and Point curve.
Easy to thread with spring eye.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04119100 I-45 強弯 大
1/2circle large

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

ステンレス
SUS

04119200 J-38 強弯 中
1/2circle medium 10本

10pcs

約60mm
60mm approx.

04119300 K-32 強弯 小
1/2circle small

約50mm
50mm approx.

04119400 L-54 弱弯 大
3/8circle large

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

04119500 M-48 弱弯 中
3/8circle medium 10本

10pcs

約60mm
60mm approx.

04119600 N-41 弱弯 小
3/8circle small

約50mm
50mm approx.

04119700 O-67 先曲
Point curved

12本
12pcs

約70mm
70mm approx.

※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

I-45

J-38

L-54

K-32

M-48

N-41

O-67

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle バネ孔

Spring eye
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※写真は原寸大です。
*Photo as actual size

◆動物用一般医療機器

動物用縫合針
Suture needle

中、大動物用の手術時の縫合針として使用します。
角針の先端は槍状になっており、筋層や皮下、皮膚縫合等に適し
ており、丸針は主に血管や腸管等の縫合に適してします。

Suture needle for surgery of large and middle animals.
The square needle on top is suitable for muscle, sub-
cutaneous, and skin suture. and the round needle is 
for blood vessels and intestine suture, etc.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

孔形
Eye

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04120100 A-35 強弯 丸針
1/2circle round

バネ孔
Spring eye

5本
5pcs

約55mm
55mm approx.

ステンレス
SUS

04120200 B-35 強弯 角針
1/2circle square

04120300 C-59 弱弯 角針
3/8circle square 約70mm

70mm approx.
04120400 D-45 強弯 丸針

1/2circle round

並孔
Regular eye

04120500 E-48 弱弯 丸針
3/8circle round

約60mm
60mm approx.

04120700 G-53 弱弯 丸針
3/8circle round

約65mm
65mm approx.

04120800 H-19 強弯 丸針
1/2circle round

約30mm
30mm approx.

A-35

B-35

D-45

C-59

E-48

G-53

H-19

並孔
Nomal eye

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle

バネ孔
Spring eye
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◆動物用一般医療機器

動物用縫合針（腟脱針）
Suture needle

牛、豚の尿腟、子宮脱整復用の縫合針として使用します。 To be used as suture needle in treatment for the vag-
inosis and uterine reduction of cow and pig.

コード番号
Code No.

型式
Type

形状
Form

孔形
Eye

入数
Contents

サイズ
Length

材質
Material

04281000 R-60 弱弯 角針
3/8circle　cutting edge

バネ孔
Spring eye 5本

5pcs

80mm

ステンレス
SUS

04282000 Q-77 100mm

04283000 P-115 中弯 角針
7/16circle　cutting edge

並孔
Regular eye 160mm

P-115

Q-77

R-60

コード番号
Code No. 11146100 11146200

入数
Contents

25本
25pcs

サイズ
Size 130mm (18G) 150mm (18G)

牛の第四胃変位等の手術時に実施する腰椎硬膜外
麻酔法に使用します。長さが2種類あるので、牛の体
格に合わせて選択できます。さらに針の刺入距離を
確認できるよう10mm間隔（70～120mmの範囲で
は5mm間隔）で目盛を記載し、使い勝手を良くして
います。

It is used for epidural anesthesia works for 
abomasum displacement surgery for cattle. 
Two types of length available. The scales 
marked at 10mm intervals (5mm intervals in 
the range of 70 to 120mm) so that you can 
check the needle insertion distance.

◆動物用一般医療機器

動物用穿刺針（硬膜外針）
Puncture needle for veterinary

※写真は原寸大です。
*Photo at actual size

並孔
Nomal eye

長さ
Length

角針（ステンレス製）
Square needle

バネ孔
Spring eye
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コード番号
Code No. 04205100

型式
Type JorVet

サイズ
Size

300mm（穿刺有効長：196mm）
300mm (Puncture：196mm)

材質
Material

ステンレス
SUS

大動物の腟脱整復手術に使用します。

For vaginal reduction surgery in large animal.

◆動物用一般医療機器

絹製縫合糸
Silk suture, hard

◆動物用一般医療機器

ビューナー針
Jorvet Buhner needle

手術用の縫合糸です。硬質で長さ約8mの未減菌品です。

Suture for surgery. Hard type and non-sterile prod-
uct with 8m length.

コード番号
Code No.

型式
Type

入数
Contents

サイズ
Size

04141000 No.1

10本
10pcs

φ0.10～0.15mm

04142000 No.2 φ0.15～0.20mm

04143000 No.3 φ0.20～0.27mm

04144000 No.4 φ0.27～0.34mm

04145000 No.5 φ0.34～0.41mm

04146000 No.6 φ0.41～0.48mm

04147000 No.7 φ0.48～0.56mm

04148000 No.8 φ0.56～0.64mm

04149000 No.9 φ0.64～0.74mm

04150000 No.10 φ0.74～0.86mm
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コード番号
Code No. 04170000

サイズ（W.D.H）
Size（W.D.H） 94×75×16mm

質量
Weight 110g

材質
Material

ステンレス
SUS

縫合針消毒ケース
Suture needle sterilizing case

縫合針、注射針兼用消毒ケースです。

Case for both suture needle and injection 
needle.

◆動物用管理医療機器

合成吸収糸 シンセソーブ
Synthetic absorbable suture, SyntheSorb

合成吸収糸は一般的な軟組織の接合、結紮に使用し、生体反応が最少です。
編糸は確実な結節と結節保持に優れています。吸収後の色素残留がありませ
ん。EOG滅菌済みです。

Minimize biological reaction with synthetic absorbable suture, which 
is used for general soft tissue ligation. Excellent for knotting and 
holding the knot. No dye residue after absorption. EOG sterilized.

コード番号
Code No.

型式
Type

糸号数
USP

サイズ
Size

材質
Material

04151100 SBC-50 5/0 φ0.100～0.149mm×25m

ポリグリコール酸
PGA

04151200 SBC-40 4/0 φ0.150～0.199mm×25m

04151300 SBC-30 3/0 φ0.200～0.249mm×25m

04151400 SBC-20 2/0 φ0.300～0.339mm×25m

04151500 SBC-00 0 φ0.350～0.399mm×25m

04151600 SBC-01 1 φ0.400～0.499mm×25m

04151700 SBC-02 2 φ0.500～0.599mm×25m

04151800 SBC-34 3-4 φ0.600～0.699mm×25m

04151900 SBC-05 5 φ0.700～0.799mm×25m

04152000 SBC-06 6 φ0.800～0.899mm×25m
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コード番号
Code No. 04180000

サイズ
Size 280mm

質量
Weight 170g

材質
Material

ステンレス　合成ゴム
SUS  Synthetic rubber

コード番号
Code No. 04184000

サイズ
Size 240mm

質量
Weight 90g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

ウテラス鉗子
Uterus forceps

◆動物用一般医療機器

胃吊出し鉗子 ホック付（ウェインガート式）
Rumen retractor forceps with hook

大動物の第4胃、帝王切開手術時に、胃壁、子宮壁等
の保持に使用します。

To hold the uterine, gastric wall during abo-
musum operatioin or caesarian operation for 
large animal.

第一胃切開時に胃壁をつかむ鉗子です。

Forceps to retract the stomach wall during 
ruminal incision.
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コード番号
Code No. 04201000

型式
Type

太
Large

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ7×200mm（挿入部：φ7×90mm）
φ7×200mm (Tube：φ7×90mm)

質量
Weight 70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：樹脂
Needle：SUS　Grip：Plastic

コード番号
Code No. 04287001 04287003

型式
Type 350mm 520mm

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars  Needle  Cap

サイズ
Size

挿入部：φ7×350mm
Tube：φ7×350mm

挿入部：φ7×520mm
Tube：φ7×520mm

質量
Weight 180g 210g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：樹脂
Needle：SUS　Grip：Plastic

◆動物用一般医療機器

套管針 樹脂柄
Trocars, with plastic grip

◆動物用一般医療機器

尿石用套管針
Trocars for urolithiasis

動物の穿刺術、穿胸術用器具として使用します。

For puncture and thoracotomy of animal.

大動物の泌尿生殖器の治療、診断に使用する穿刺用
の套管針です。尿結石の診断、膀胱洗滌、膣脱整復時
の導尿等に使用できます。

A puncture trocar for the treatment and diag-
nosis of urogenital organs in large animal. It 
can be used for diagnosis of urinary stones, 
bladder washing, and urination for vaginal re-
duction.
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コード番号
Code No. 04204000

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ5×164mm（挿入部：φ5×78mm）
φ5×164mm (Tube φ5×78mm)

質量
Weight 70g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス　柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS　Grip：Steel, plated

コード番号
Code No. 04205000

構成
Composition

套管部　内針部　キャップ
Trocars　Needle　Cap

サイズ
Size

φ4.5×140mm（挿入部：φ4.5×64mm）
φ4.5×140mm (Tube：φ4.5×64mm)

質量
Weight 35g

材質
Material

内針、挿入部：ステンレス 柄：鋼鉄、メッキ
Needle：SUS　Grip：Steel, plated

◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 10基
Trocars, Metal handle

◆動物用一般医療機器

套管針 金柄 小外科用
Trocars, Metal handle, for minor surgery

動物の胸腔内貯留液の診断および排除に使用します。
管基が10基のため、10先注射筒、ゴム管の接続ができ
ます。

For diagnosis and dranage from thoracic cav-
ity.
Syringe (needle base size 10) and rubber tube 
connectable.

小中動物の体内ガス抜き、排液または投薬に使用し
ます。
ゴム管の接続ができます。

For removing gas, draining fluid, and administrat-
ing medicine for small or medium size animal.
Rubber tube connectable.
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コード番号
Code No. 04215000

サイズ
Size 165mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆人体用一般医療機器

両頭鋭匙
Curettes, double ended

外科手術時に組織を掻き取る時に使用します。

For scraping tissues off during surgery.

コード番号
Code No. 04228000 04229000 04230000

型式
Type

大
Large

中
Middle

小
Small

サイズ
Size 160mm 140mm 120mm

ゴムスポイト
Rubber syringe

傷洗い用として使用します。

For wound cleaning use.
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◆動物用一般医療機器

検蹄器
Hoof testing forceps

コード番号
Code No. 04276000

型式
Type

検蹄器
Hoof testing forceps

サイズ
Size 265mm

材質
Material

炭素鋼/クロム、メッキ
Carbon steel/Chrom, plated

コード番号
Code No. 04248200 04248100 04248000

型式
Type M L LL

着丈
Length 750mm 790mm 810mm

胴回り
Waist 1,160mm 1,240mm 1,320mm

ズボン丈
Pants length 1,010mm 1,070mm 1,130mm

股下
Under crotch 680mm 730mm 780mm

ウエスト
Waist 1,000mm 1,100mm 1,200mm

● 材質/ナイロン　Material/Nylon
● 色/モスグリーン　Color/Moss green

手術衣（テクニシャン）セパレート 帽子付
Surgical wear, separate, with cap

馬の蹄患部を探すために使用します。

For determination of the wound part of horse 
hoof.

軽量、完全防水。汚れは簡単に落とせ乾燥も迅速です。

Light-weight and water-proof. Easy to clearn and dry.
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コード番号
Code No. 04252500 04251500 04250500 04249500

型式
Type S M L LL

着丈　A-B
Length　A-B 1,330mm 1,380mm 1,430mm 1,480mm

袖丈　C-D
Sleeve length　C-D 450mm 470mm 485mm 500mm

胸囲　E-F
Chest measurement　E-F 990mm 1,050mm 1,110mm 1,170mm

● 材質/ナイロン　Material/Nylon
● 色/ライトグリーン　Color/Light green

手術用インナーシャツ（男女兼用）　Inner shirt
コード番号
Code No. 04800100 04800200 04800300 04800400 04800500

型式
Type

S半袖
short sleeve

M半袖
short sleeve

L半袖
short sleeve

LL半袖
short sleeve

BL半袖
short sleeve

着丈
Upper length 630mm 650mm 670mm 690mm

胸囲
Chest 1,020mm 1,060mm 1,120mm 1,200mm 1,280mm

肩幅
Shoulder length 440mm 460mm 490mm 520mm 540mm

袖丈
Sleeve length 190mm 200mm 210mm 220mm

手術用インナーパンツ（男子用）　Inner trousers
コード番号
Code No. 04800600 04800700 04800800 04800900

型式
Type M L LL BL

腰回り
Waist 1,070mm 1,130mm 1,190mm 1,270mm

股下
Under crotch 690mm 730mm 750mm

● 材質/ポリエステル65%　綿35%(制電糸入り)　Material/Polyester65%　Cotton35%(Anti-static thread)
● 色/ネイビー　Color/Navy

手術用インナーシャツ/インナーパンツ
Surgical wear, underwear

手術衣ニュータフター20
Surgical operating gown

胸元が開きすぎないように、肩にドットボタン開きをつけました。男女兼用で幅広く
着用できます。制菌加工、制電・吸水効果を施しています。

Buttons are provided on shoulder. Unisex type.
Anti-bacteria, anti-static processing and water absorption effect pro-
vided.

防水性に優れた短袖手術衣です。肩部にはポリテックス（直検用ポリテ袋）等を留
められるクリップつきです。

Short-sleeved surgical gown with excellent waterproofness.
With a clip on the shoulder to hold polyethylene glove.

外科・解剖器械　Surgical and dissecting instruments

106 外観・仕様は予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change without prior notice.



コード番号
Code No. 04801000 04801100 04801200 04801300 04801400

型式
Type S M L LL BL

着丈
Upper length 720mm 740mm 770mm 800mm 780mm

胸囲
Chest 1,040mm 1,080mm 1,120mm 1,180mm 1,300mm

肩幅
Shoulder length 440mm 460mm 480mm 500mm 520mm

袖丈
Sleeve length 240mm 250mm 260mm 270mm

● 材質/ポリエステル85%　綿15%(制電糸入り)　
Material/Polyester85%　Cotton15%(Anti-static thread)

● 色/ミストグリーン
Color/Mist green

コード番号
Code No. 04267100 04267000 04266000

型式
Type L LL LLL

入数
Contents

24枚
24pcs

身長
Length 1,680～1,740mm 1,740～1,800mm 1,800～1,860mm

胸囲
Chest 900～980mm 940～1,020mm 960～1,040mm

● 材質/PP不織布　PEフィルム　
Material/Poly propylene nonwoven fabric　Polyethylene film

● 色/白
Color/White

ベテリナリーウェア
Veterinary wear

クリーンガード防護服
Cleanguard protective wear

バックスタイルにサイドベンツを取り入れ、ジャケット風にしています。シワになり
にくい素材です。制菌加工、制電・吸水・防汚・透け防止効果を施しています。

Side vents provided in the back half, like jacket style. Wrinkle-resistant 
material. Anti-bacterial, antistatic antifouling processing, and water 
absorption effect provided. Not transparent.

さまざまな環境で作業者を防護します。
通気性があり、粉体バリア性能に優れた3層構造の不織布製防護服です。前ファス
ナー式で袖と裾にゴムが入っています。

For protection from various environment.
Superior in powder barrier with 3 layers non-woven fabric. Breathable 
material. 
Front slide fastener type. Elastic sleeve and bottom.
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コード番号
Code No. 04268100 04268200 04268300

型式
Type L XL XXL

入数
Contents

50着
50pcs

身長
Length 1,760～1,820mm 1,820～1,880mm 1,880～1,940mm

胸囲
Chest 1,000～1,080mm 1,080～1,160mm 1,160～1,240mm

● 材質/PP　
Material/PP

● 色/白
Color/White

プロテクガード ライトワークウェア
Protecguard light work wear

やわらかい生地で作業がしやすく、1層構造のため通気性がよく軽量で動きやすく
なっています。安価で日常の軽作業時にぴったりです。バリアー性はクリーンガード
より低下します（低暴露、低水圧、常温等の場所で使用してください）。

Soft, light-weight and breathing fabric, for smooth movement. Suitable 
for daily work at a reasonable price. Barrier function is not as much 
as Cleanguard. Use in low exposure, low water pressure place with 
normal temperature, etc.

コード番号
Code No. 28010000 28012000 04267300

型式
Type

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic boot

ブーツカバー
Boot cover

入数
Spec.

50枚
50pcs

100足
100pairs

材質
Material

ポリエチレン
Polyethylene

不織布
Nonwoven fabric

ブーツカバー
Boots cover

ポリブーツは長靴、短靴の上から被せて使用するポリエチレン製、防
水性のカバーです。上部がひも状になり、結べます。
JEポリブーツは、上部にゴムバンドがついていて使いやすくなってい
ます。
ブーツカバーは上部にゴム入り、足首部にヒモが付いているため足に
しっかりフィットさせることができます。
各種、防護服と組み合わせて使用することをお勧めします。

Poly boots cover your shoes, made of polyethylene, and 
waterproof. With a string to tie up.
JE poly boots has elastic ankle for smooth wearing. 
Boots cover has elastic ankle and a string to fit firmly to 
your foot.
Recommended to use with the other kind of protective 
wears.

ポリブーツ
Plastic boot

JEポリブーツ
JE plastic boot

ブーツカバー
Boot cover

販売
中止

販売
中止
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手術用帽子
Surgeons cap

シンプルタイプで、後ヒモ留め式になっています。

Simple type cap to fasten strings in backside.

コード番号
Code No. 04262000

入数
Contents

1枚
1pcs

材質
Material

綿100%
Cotton 100％

● 色/白
Color/White

滅菌済　Sterilized
コード番号
Code No. 04264500 04264600 04264700 04264800 04264900

型式
Type No. 6.5 No. 7.0 No. 7.5 No. 8.0 No. 8.5

入数
Contents

20双
20pairs

材質
Material

天然ゴム
Natural rubber

◆人体用管理医療機器

手術用手袋 サンコーシルキーフィットレギュラー
Surgeons gloves, Sanko Silky Fit Regular

指先厚さ0.23mmの標準的な厚さで手術、病理、解剖等に幅広く使用できま
す。滅菌済みです。

With a standard thickness of 0.23mm, it can be widely used for 
surgery, pathology, anatomy, etc. Sterilized.
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替刃　Blade
コード番号
Code No. 18260100

型式
Type

補強型用替刃　400mm
Reinforced type　400mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

ウェルソー（電動鋸）
Electric saw, Wellsaw

家畜の解剖、解体時に使用する電動式鋸で、骨等も切断が可
能。安全に使用できます。

Electric saw for dissection of livestock. Possible to 
cut the bone, too.

コード番号
Code No. 18260000

型式
Type

404-16型　補強型
404-16　Reinforced type

刃ストローク
Blade strokes

8,000回/分　28.5mm
8,000/min.　28.5mm

刃長
Blade length

約400mm
400mm approx.

電源
Power AC100～115V 50/60Hz

質量
Weight 4.1kg

コード番号
Code No. 04322600 04322700 04322800 04322900

型式
Type

共用ハンドル　F-100
Common handle   F-100

解剖刀 替刃　No.100
Dissection blade   No.100

解剖刀 替刃　No.170
Dissection blade   No.170

脳刀 替刃　No.325
Blade for brain   No.325

入数
Contents

1本
1pc

5枚
5pcs

サイズ
Size 165mm

222mm（刃長：100mm）
222mm
(Blade length：100mm)

292mm（刃長：170mm）
292mm
(Blade length：170mm)

450mm（刃長：325mm）
450mm
(Blade length：325mm)

材質
Material

樹脂製
Plastic

ステンレス
SUS

替刃式 脳刀/解剖刀（フェザー）
Exchangeable blade for brain surgery, dissection

3種類の替刃は、Ｆ100ハンドルに共通して使用できます。
ハンドルは特殊プラスチック製で、オートクレーブ滅菌が可能
です。

Three kinds of exchangeable blade fit the handle 
F100. The handle is made of special plastic and au-
toclavable.

共用ハンドル　F-100
Common handle　F-100

解剖刀 替刃　No.100
Dissection blade　No.100

解剖刀 替刃　No.170
Dissection blade　No.170

脳刀 替刃　No.325
Blade for brain　No.325
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コード番号
Code No. 04320600 04320700 04320800

型式
Type

共用ハンドル　 F-60
Common handle　F-60

解剖メス 替刃　No.61
Dissection forceps　No.61

解剖メス 替刃　No.62
Dissection forceps　No.62

入数
Contents

1本
1pc

20枚
20pcs

サイズ
Size 145mm 77mm（刃長：60mm）

77mm (Blade length：60mm)

材質
Material

樹脂製
Plastic

ステンレス
SUS

替刃式 解剖メス（フェザー）
Dissection forceps with exchangeable blade

板鋸 ワイス式
Wei's amputating saw

ハンドルは2種類の替刃がワンタッチで装着できる特殊プラス
チック製で、オートクレーブ滅菌が可能です。

2 kinds of blade fits the handle. Handle is made of 
special plastic and autoclavable.

大、中動物の解剖に使用する鋸で、骨組織等の硬部
組織を切断する時に使用します。

Saw for dissection of large and medium size 
animal, for cutting hard tissue such as born.

コード番号
Code No. 04319000

サイズ
Size

300mm（刃長：240mm）
300mm (Blade length：240mm)

質量
Weight 300g

材質
Material

刃：炭素鋼　柄：黄銅、メッキ
Blade：Carbon steel   Grip：Brass, plated

共用ハンドル　 F-60
Common handle　F-60

解剖メス 替刃　No.61
Dissection forceps　No.61

解剖メス 替刃　No.62
Dissection forceps　No.62

販売
中止

販売
中止
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解剖剪刀
Dissecting scissors, SUS

標準型、両尖型解剖剪刀です。

Standard type (both edge pointed) scissors.

コード番号
Code No. 04320500

サイズ
Size 160mm

質量
Weight 50g

材質
Material

ステンレス
SUS

コード番号
Code No. 04325500

サイズ
Size 210mm

質量
Weight 100g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

腸剪刀
Enterotomy scissors

大動物の開腹手術に使用するハサミで、胃、腸等の切
開に使用します。
先端部形状が肉厚、鈍角になっています。

Scissors to be used for laparotomy of large 
animal, incision of stomach, intestines, etc.
The edge is thick and obtuse.
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解剖器械 鶏用
Dissecting instruments set for fowl

解剖刀 鶏用
Dissecting knife for fowl

鶏の解剖時に使用する、ハサミと刀のセットです。

A set of forceps and scissors to be used for 
dissection of fowl.

皮、手羽元、骨間筋肉、肉等の分離、切断に使用し
ます。

Double edged type. For cutting skin, meat, 
muscle between bones, etc. of fowl.

コード番号
Code No. 04314000

構成
Composition

骨剪刀鶏用　
解剖刀鶏用　
腸剪刀鶏用　
外科ピンセット13cm　
鶏解剖用スケール　
革ケース
Bone cutting scissors for fowl
Dissecting knife for fowl
Enterotomy scissors for fowl
Operating forceps
Scale for dissected fowl
Leather case

質量
Weight

約480g
480g approx.

コード番号
Code No. 04318100

サイズ
Size

200mm（刃長：90mm）
200mm (Blade size：90mm)

材質
Material

刃：ステンレス　柄：樹脂製
Blade：SUS   Grip：Plastic
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コード番号
Code No. 04324100

サイズ
Size 195mm

質量
Weight 190g

材質
Material

炭素鋼、メッキ
Carbon steel, plated

コード番号
Code No. 04326500

サイズ
Size 150mm

質量
Weight 40g

材質
Material

ステンレス
SUS

◆動物用一般医療機器

骨剪刀 鶏用
Bone cutting scissors for fowl

羽、手羽先、骨等の切断に使用します。
刃部片側はギザ型で滑らない形状になっています。

For cutting fowl bones, chicken wing. One 
side of scissors is with ridges not to slip.

腸剪刀 鶏用
Enterotomy scissors for fowl

軟体組織、臓器、腸等を切断するハサミです。

Scissors to cut the soft tissue, internal organ, 
etc. of fowl.
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鶏解剖用スケール
Scale for dissected tissues of fowl

分離した組織、臓器等の大きさを測るために使用し
ます。

Measure the size of dissected tissues or or-
gans.

コード番号
Code No. 04331000

サイズ
Size 150mm

材質
Material

ステンレス
SUS
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