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1/2 サークル 逆三角形

1/2 サークル テーパーポイント

縫合針

#-150Z バネ穴　No.0
#-150-1 バネ穴　No.1
#-150-2 バネ穴　No.2
#-150-3 バネ穴　No.3
#-150-4 バネ穴　No.4
#-150-5 バネ穴　No.5
#-150-6 バネ穴　No.6
#-150-7 バネ穴　No.7
#-150-8 バネ穴　No.8
#-150-9 バネ穴　No.9
#-150-10 バネ穴　No.10

#-151Z ナミ穴　No.0
#-151-1 ナミ穴　No.1
#-151-2 ナミ穴　No.2
#-151-3 ナミ穴　No.3
#-151-4 ナミ穴　No.4
#-151-5 ナミ穴　No.5
#-151-6 ナミ穴　No.6
#-151-7 ナミ穴　No.7
#-151-8 ナミ穴　No.8
#-151-9 ナミ穴　No.9
#-151-10 ナミ穴　No.10

#-250Z バネ穴　No.0
#-250-1 バネ穴　No.1
#-250-2 バネ穴　No.2
#-250-3 バネ穴　No.3
#-250-4 バネ穴　No.4
#-250-5 バネ穴　No.5
#-250-6 バネ穴　No.6
#-250-7 バネ穴　No.7
#-250-8 バネ穴　No.8
#-250-9 バネ穴　No.9
#-250-10 バネ穴　No.10

#-251Z ナミ穴　No.0
#-251-1 ナミ穴　No.1
#-251-2 ナミ穴　No.2
#-251-3 ナミ穴　No.3
#-251-4 ナミ穴　No.4
#-251-5 ナミ穴　No.5
#-251-6 ナミ穴　No.6
#-251-7 ナミ穴　No.7
#-251-8 ナミ穴　No.8
#-251-9 ナミ穴　No.9
#-251-10 ナミ穴　No.10

外科用強弯角針

外科用強弯丸針
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3/8 サークル 逆三角形 3/8 サークル テーパーポイント

縫合針

外科用弱弯角針 外科用弱弯丸針

腸用丸針 腸用直丸針

#-152Z バネ穴　No.0
#-152-1 バネ穴　No.1
#-152-2 バネ穴　No.2
#-152-3 バネ穴　No.3
#-152-4 バネ穴　No.4
#-152-5 バネ穴　No.5
#-152-6 バネ穴　No.6
#-152-7 バネ穴　No.7
#-152-8 バネ穴　No.8

#-153Z ナミ穴　No.0
#-153-1 ナミ穴　No.1
#-153-2 ナミ穴　No.2
#-153-3 ナミ穴　No.3
#-153-4 ナミ穴　No.4
#-153-5 ナミ穴　No.5
#-153-6 ナミ穴　No.6
#-153-7 ナミ穴　No.7
#-153-8 ナミ穴　No.8

#-164Y バネ穴　No.00
#-164Z バネ穴　No.0
#-164-1 バネ穴　No.1
#-164-2 バネ穴　No.2
#-164-3 バネ穴　No.3
#-164-4 バネ穴　No.4
#-164-5 バネ穴　No.5
#-164-6 バネ穴　No.6
#-164-7 バネ穴　No.7

#-165Y ナミ穴　No.00
#-165Z ナミ穴　No.0
#-165-1 ナミ穴　No.1
#-165-2 ナミ穴　No.2
#-165-3 ナミ穴　No.3
#-165-4 ナミ穴　No.4
#-165-5 ナミ穴　No.5
#-165-6 ナミ穴　No.6
#-165-7 ナミ穴　No.7

#-162-1 バネ穴　No.1
#-162-2 バネ穴　No.2
#-162-3 バネ穴　No.3
#-162-4 バネ穴　No.4
#-162-5 バネ穴　No.5

#-163-1 ナミ穴　No.1
#-163-2 ナミ穴　No.2
#-163-3 ナミ穴　No.3
#-163-4 ナミ穴　No.4
#-163-5 ナミ穴　No.5

#-252Z バネ穴　No.0
#-252-1 バネ穴　No.1
#-252-2 バネ穴　No.2
#-252-3 バネ穴　No.3
#-252-4 バネ穴　No.4
#-252-5 バネ穴　No.5
#-252-6 バネ穴　No.6
#-252-7 バネ穴　No.7
#-252-8 バネ穴　No.8

#-253Z ナミ穴　No.0
#-253-1 ナミ穴　No.1
#-253-2 ナミ穴　No.2
#-253-3 ナミ穴　No.3
#-253-4 ナミ穴　No.4
#-253-5 ナミ穴　No.5
#-253-6 ナミ穴　No.6
#-253-7 ナミ穴　No.7
#-253-8 ナミ穴　No.8

1/2 サークルテーパーポイント

テーパーポイント
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7/16 サークル 逆三角形

05 05

04 04

03 03

02 02

05 05

04 04

03 03

02 02

縫合針

婦人科用角針

眼科用弱弯角針

婦人科用鈍針

眼科用弱弯丸針

#-170-1 バネ穴　No.1
#-170-2 バネ穴　No.2
#-170-3 バネ穴　No.3
#-170-4 バネ穴　No.4
#-170-5 バネ穴　No.5
#-170-6 バネ穴　No.6

#-171-1 ナミ穴　No.1
#-171-2 ナミ穴　No.2
#-171-3 ナミ穴　No.3
#-171-4 ナミ穴　No.4
#-171-5 ナミ穴　No.5
#-171-6 ナミ穴　No.6

#-180-V バネ穴　No.05
#-180-W バネ穴　No.04
#-180-X バネ穴　No.03
#-180-Y バネ穴　No.02
#-180-Z バネ穴　No.0
#-180-1 バネ穴　No.1
#-180-2 バネ穴　No.2
#-180-3 バネ穴　No.3

#-181-V ナミ穴　No.05
#-181-W ナミ穴　No.04
#-181-X ナミ穴　No.03
#-181-Y ナミ穴　No.02
#-181-Z ナミ穴　No.0
#-181-1 ナミ穴　No.1
#-181-2 ナミ穴　No.2
#-181-3 ナミ穴　No.3

#-280-V バネ穴　No.05
#-280-W バネ穴　No.04
#-280-X バネ穴　No.03
#-280-Y バネ穴　No.02
#-280-Z バネ穴　No.0
#-280-1 バネ穴　No.1
#-280-2 バネ穴　No.2
#-280-3 バネ穴　No.3

#-281-V ナミ穴　No.05
#-281-W ナミ穴　No.04
#-281-X ナミ穴　No.03
#-281-Y ナミ穴　No.02
#-281-Z ナミ穴　No.0
#-281-1 ナミ穴　No.1
#-281-2 ナミ穴　No.2

#-173-0 バネ穴　No.0
#-173-1 バネ穴　No.1
#-173-2 バネ穴　No.2
#-173-3 バネ穴　No.3

#-174-0 ナミ穴　No.0
#-174-1 ナミ穴　No.1
#-174-2 ナミ穴　No.2
#-174-3 ナミ穴　No.3

3/8 サークル 逆三角形 3/8 サークルテーパーポイント
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縫合器械

京大式縫合鉗子

外科抜糸剪刀

クレブランド結紮輸送器

三宅氏抜糸剪刀

TY-584S 16cm
TY-584L 18cm

TY-151A 鈎無　直　13.5cm
TY-151B 鈎無　反　13.5cm TY-155 11cm

TY-585NL 左 17cm
TY-585NR 右 17cm

TY-585NL TY-585NR

TY-151A TY-155
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生検針

胸・肋膜生検針（コープ針） 小宮氏骨髄穿刺針

TY-540 11G　3.0 × 80mm

TY-541L 太　　　2.5 × 25mm
TY-541M 中　　　2.3 × 25mm
TY-541S 細　　　2.0 × 25mm
TY- 541SS 極細　　1.8 × 25mm
TY-541C 小児用　1.4 × 25mm

外
套
針

内
套
穿
刺
針

内
套
採
取
針

マ
ン
ド
リ
ン
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