
OPMI LUMERA 700 Series
A unique microscope for ophthalmic surgery
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 OPMI LUMERA 700
 MADE BY CARL ZEISS

The moment you can see every
last detail with perfect clarity.
This is the moment we work for.
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“The depth of field, the contrast and the red reflex
impress me time and again. With OPMI LUMERA 700,
I know I can see every detail.”
Cataract surgeon

OPMI LUMERA 700
Perfect visualization and straightforward operation

最新の手術手技へ。
高度な医療の要求へ。

上昇するコストへの対応へ。

Carl Zeissは、医療の発展と共に、世界中のドクターと労を共にし、様々な症例に挑み、戦いました。
今、手術に関わる医療従事者は、あらゆる場面に於いて多くの複雑な要求に直面しています。
それは前眼部に於いて、また後眼部に於いて。この新しい要求を満たすためにー

私たちは手術に於けるプレミアムパフォーマンスを提案します。
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Uniquely Designed

Apochromatic Optics

光路全体に渡ってツァイスのアポ

クロマート光学系を利用するという

独自の設計コンセプトを採用。接眼

レンズおよびビデオイメージに於い

てもその観察像は光学的鮮明度、

高い解像度、そして忠実な色再現性

を実現します。

Perfect Red Reflex

Stereo Coaxial Illumination（SCI）

この新しい照明方法によって、従来

の製品では成し得なかった徹照と

立体感の両立を可能にしました。

LUMERA 700では術者手元のハンド

グリップやフットスイッチでSCI照明

がコントロール可能となり、「見え

ない」ストレスから術者を解放します。

Integrated Keratoscope

対物レンズ外周に取り付けられた

LED照明により、角膜上に映し出さ

れたリング照明の形状を目視し、状況

を把握することが可能です。リング

照明のON/OFFは術者手元のハンド

グリップまたはフットスイッチにより

コントロール可能です。

VISULUX

Surgical slit Illumination

手術顕微鏡に装着するアクセサリと

して、サージカルスリットランプは

その黎明期から多くの支持を受けて

来ました。特に近年の後房型Phakic 

IOLや移植手術の発達により、術中

にスリット照明によるスキャニング

を行う必要性がより一層高まって

います。VISULUXは、角膜・屈折の

先端治療をサポートします。

ワンプッシュで設定値分昇降する

ファストフォーカス機能

顕微鏡の状況が一目で分かる

オーバーヘッドディスプレイ

観察倍率の術者との連動・非連動が

選択可能な同軸助手用顕微鏡

 PRECISION
 MADE BY CARL ZEISS
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Resight 700
Enjoy a superb view of the retina

新世代の網膜硝子体観察システムを。

Microincision Vitrectomy Surgeryの普及と共に、硝子体観察システムも発展してきました。
しかし多くのシステムは、複雑で緻密な操作を要求します。
自動的に視野やカメラ映像を直像に、フットスイッチや手元のハンドスイッチなどを硝子体用に変更できたらー

OPMI LUMERA 700とResightによる網膜硝子体観察システムは、網膜のあらゆる細部の観察を可能にします。
このシステムはシームレスに連携し、硝子体手術に於いてその真価を発揮するでしょう。
私たちは効率的なワークフローを実現します。

 SATISFACTION
 MADE BY CARL ZEISS
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Integrated Slit Illuminator

硝子体手術に於けるスリット照明の

応用は日本では広く利用されている

アプリケーションです。主にスリット

照明は周辺部硝子体の切除や黄斑

手術時に於けるバイマニュアルテク

ニックに応用されますが、外付け照明

を取り付けることなく簡便にその

効果を利用する事が可能です。

RESIGHT 

Fundus Imaging System

接眼レンズからフロントレンズの最後

の一枚まで自社による光学設計、製造

を目指して開発されたのが眼底観察

システムResightです。ワイド端は

オラセラータ付近を中心に極限まで

歪みを抑えた光学設計を、マキュラ

レンズではその中心解像度を追及

して設計されました。Resightは次世代

の硝子体手術をサポートします。

InvertertubeE

眼底観察システム Resightと連動

し、自動的に視野を直像に保ちます。

スイッチ式プリズムを採用し、光学

性能の劣化を伴う事なく直像倒像

を切り替えます。また、多くのシス

テムが持つインバータの追加による

鏡筒長の延長が起きない為、リラッ

クスした姿勢で快適に眼底観察を

行えます。

Integrated HD Camera

同じく眼底観察システムResightと

連動し、自動的にビデオ映像を直像

に保ちます。LUMERA 700採用の

フルハイビジョンチップはより解像度

の高い映像を提供し、新しく追加した

画像最適化エンジンにより、白内障

手術から硝子体手術まで、最適な

ビジュアライゼーションを提供します。

 SATISFACTION
 MADE BY CARL ZEISS

コンパクトに収納可能な

スライドインシステム

360°回転可能なフロントアーム

セーフティフォルドアップデザイン

広角用、後極部用レンズの切り替えが容易な

レンズリボルバーシステム

“As the microscope and the fundus viewing system work
together seamlessly, I no longer have to keep interrupting
the surgery to bring the image into focus.”
Retinal surgeon

販売名：眼底観察システム Resight

製造販売届出番号：13B1X00119004060
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“I can prepare OPMI LUMERA 700 for the next procedure
with just a few movements. Even when switching between
cataract surgery and retinal surgery.”

Surgical nurse

A worthwhile investment
Make a choice for the future

将来へ向けての高い拡張性を。

OPMI LUMERA 700は、セントラルコントロールインターフェイスを提供します。
これは様々なアシスタント機能を備えた統合的ORワークプレースを構築するための最初のステップです。
使い勝手の増したインターフェイスは快適な手術環境を提供します。
異なるオペレーションチームが各々の好みに応じて顕微鏡を最適化させていく－

OPMI LUMERA 700から受けるサポートにより、術者は手術にさらに集中できるでしょう。
私たちは、新しい顕微鏡手術の可能性を提供します。

販売名：手術顕微鏡 OPMI Lumera 700

製造販売届出番号：13B1X00119003340
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電動昇降天吊マウント

ハロゲン、キセノン、LEDから選択可能

ファイバーライトガイド方式

メンテナンス性に優れた

ケーブル内蔵デザイン

CALLISTO eye

Surgical assistance system

手術支援システムCALLISTO eyeは、

LUMERA 700とシームレスに連携

し、手術におけるドキュメンテーション

とワークフローをサポートします。

CALLISTO eyeによって提供される

アイトラッキング機能は、CCCや強主

経線切開、トーリックレンズのアライ

メント等をアシストします。

IDIS

Integrated Data Injection System

手術支援システムCALLISTO eyeと

連携し、顕微鏡の状態やアシスタント

機能の視野内表示を可能にします。

この機能により術者はLUMERA 700

をサージカルコクピットとして、その

性能を最大限に活かす事ができる

でしょう。LUMERA 700は次世代

型顕微鏡として、新しい手術を強力

にサポートします。

A selection of light sources

従来のハロゲン光源、キセノン光源

に加え、省エネ性に優れ、長寿命で

ランニングコストの圧縮が期待できる

LED光源がラインナップに加わり

ました。キセノン光源とLED光源は、

色温度が太陽光に近く、解像度の

高い観察像を得られる理想的な

顕微鏡用光源です。また、内蔵の

Ha Modeフィルタにより、ハロゲン

光源に近い観察も可能です。

Wireless / Wired

Foot Control Panel

手術台下の絡み合ったケーブル類と

そのメンテナンス。術前術後の手術

室ワークフローのなかで最も煩雑さ

を極めるところです。LUMERA 700

のフットスイッチは、ワイヤレスでの

使用も可能です。

販売名：手術顕微鏡 OPMI Lumera 700 マウントタイプ

製造販売届出番号：13B1X00119003390

 DEDICATION
 MADE BY CARL ZEISS
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The moment innovation and passion
lead to the best vision for your patient.
This is the moment we work for.

光学系 T*マルチコートアポクロマートレンズ
主顕微鏡 速度調整機構付き電動連続ズーム式変倍装置
 ズーム係数γ=0.4x～2.4x　ズーム比1:6

 速度調整機構付き電動フォーカス装置
 フォーカス範囲70mm

 フォーカス速度ズームリンク機能付き
 ファストフォーカス機能付き
 観察鏡筒：電動インバータ鏡筒、手動インバータ鏡筒、可変180°鏡筒、又は斜鏡筒から選択
 接眼レンズ：広視野接眼レンズ 標準10×、オプション12.5×
 対物レンズ：標準 f=200mm、オプション f=175mm又は f=225mm

 総合倍率：標準構成時3.5x～21.0x

 視野径：標準構成時10.3mm～61.8mm

 チルト機構：傾斜角度+90°/-20°
 焦点深度自動調整装置（DoF）
 切り替え式ドキュメントポート内蔵
 CマウントTVカメラポート内蔵
 オーバーヘッドディスプレイ搭載
 視野内データインジェクションシステム（IDIS:オプション）
 ネットワークコネクション機能（オプション）
 各種設定40ユーザーまでプリセット登録可能
 1ユーザーにつき最大5プロファイルを登録可能なワークフローステップ機能
 プログラム可能なハンドグリップとワイヤレスフットスイッチにより制御
助手用顕微鏡 一体型完全同軸立体視
（選択型オプション） 術者連動ズームリンク機能又は独立変倍
 独立手動フォーカス機能
 術者に対して左右90º側方へローテーション可
XYカップリング フォーカス、XY位置中点復帰ボタン付き
 移動範囲61mm×61mm

照明機構 SCI レッドレフレックス・周辺部照明
 光源選択型ファイバーライトガイド式
 内蔵型408nmUVカットフィルタ
 挿入型網膜保護フィルタ（GG475）
 挿入型HaModeフィルタ（キセノン照明、LED照明に搭載）
 ケラトスコープ（オプション）
光源装置 ハロゲン光源：自動電球交換機能付き
（選択型オプション） キセノン光源：クイックランプチェンジ機構付き
 LED光源：内蔵予備ランプ自動切替機能付き
内蔵スリット照明（オプション） スリット幅：0.2mm,2mm,3mm,4mm　スリット高：12mm

内蔵TVカメラ（オプション） 1/3”プログレッシブスキャン3CCDイメージセンサー
 1920×1080ピクセルフルハイビジョンカメラ
 S/N比 54db

 アナログ出力端子：コンポジット、S-Video、YPbPr

 デジタル出力端子：2×HD-SDI、DVI 

 電動インバータ鏡筒連動映像反転機能付き
フットスイッチ ワイヤレス・ワイヤードフットスイッチ（ズーム /フォーカス /調光 /ほか）
 販売名　ワイヤレス・ワイヤード フットスイッチ / 製造販売届出番号13B1X00119004050

 OPHTHALMIC SOLUTIONS
 MADE BY CARL ZEISS

テクニカルデータ
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フロアスタンド 電磁ロック式サスペンションアーム
 パーキングポジションでの設定リセット機能並びに照明オフ機能付き
 マルチGUIタッチスクリーン搭載
一体式モニタ 22型液晶ディスプレイ
（オプション） 解像度：1680×1050

EMC適合規格 EN60601-1-2 CLASS A （病院）準拠
電撃に対する保護の形式及び程度 クラスⅠ、B形装着部
重量 約235kg（アクセサリ含まず）
定格電圧 100V AC, 50/60Hz

最大消費電力 1200VA

マウントタイプ 電磁ロック式サスペンションアーム付き電動昇降リフトアーム
 アーム長：サスペンションアーム973mm / リフトアーム1070mm

 回転角：サスペンションアーム153°×2 / リフトアーム172°×2

 上下可動範囲：サスペンションアーム±340mm / リフトアーム±345mm

 推奨天井高：2650mm

 パーキングポジションでの設定リセット機能並びに照明オフ機能付き
マルチGUIタッチスクリーン 寸法：340mm（縦）×240mm（横）×115mm（奥行き）
EMC適合規格 EN60601-1-2 CLASS B 準拠
電撃に対する保護の形式及び程度 クラスⅠ、B形装着部
重量 約208kg（アクセサリ含む。最大重量の場合）
定格電圧 100V AC, 50/60Hz

最大消費電力 900VA
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●本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。
●本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

詳しくは、下記のカールツァイスメディテック（株）各営業所へ お電話もしくはウェブサイトへ、または弊社器械製品取扱店へお問い合わせください。

カールツァイスメディテック株式会社

〒160-0003 
東京都新宿区本塩町22番地

Tel  03-3355-0331
Fax 03-3358-7413

大阪営業所 〒564-0062大阪府吹田市垂水町3-35-22  
 Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477
名古屋営業所 〒465-0043名古屋市名東区宝が丘25  
 Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417
福岡営業所 〒810-0062福岡市中央区荒戸2-1-5  
 Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776
仙台営業所 〒980-0014仙台市青葉区本町1-12-7 
 Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626URL http://www.meditec.zeiss.co.jp

医科向け


