
Maximize your focus.

ビズラスgreen

Unmatched workflow efficiency 
in laser therapy



目の前の患者さんへの集中を、
妨げられることなく

レーザ中の機器操作から引き起こされる治療の中断は煩わしいだけで
なく、レーザ治療のパフォーマンスにも影響を与えかねません。ZEISS 
ビズラスgreenは、治療の中断を減らし、患者さんに集中できるように
設計されました。

ZEISSの次世代光凝固装置ビズラスgreenは、InsightViewと
TouchControlのユニークな組み合わせを特長としており、患者
さんに完全に集中できる環境をつくります。ZEISS ビズラスgreenは、
コンパクトなコンソールのデザインと適切に配置されたグラフィカル
ユーザーインターフェイスを備え、さらには治療レポートをドキュメント
用にエクスポートする機能も追加しました。

ZEISS ビズラスgreenの比類なき効率性を体験してください

Stay focused
on what counts.
ZEISS VISULAS green

 //INSPIRATION
MADE BY ZEISS
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集中力を最大に

ZEISS ビズラスgreenには、InsightViewディスプレイとTouchControlセンター
スイッチのユニークな組み合わせが組み込まれており、網膜と緑内障の治療を
簡単で効率的かつ高度にサポートします。ZEISS ビズラス greenは毎日の臨床
ルーチンを、先生方と患者さんの両者にとって、より便利で効率的な治療体験に
変えていきます。

ワークフローの効率性を高く

InsightViewディスプレイ
接眼レンズ内に重要な治療
設定を投影する機能により、
患者さんから眼を離すこと
なく治療に集中することが
できます。

TouchControlセンタースイッチ
ジョイスティック近くのスイッチでレーザパラメータを変更する
ことにより、中断することなく治療に集中できます

治療プロトコルの設定
複数のユーザに対して、コンタクトレンズを含む治療プロトコルをカスタマイズ
して保存することができ、ワンタッチで呼び出せます。

治療レポート作成をシンプルに
レーザ治療直後に自動作成される治療パラメータの概要を確認でき、データ
マネジメントシステムFORUMに、ペーパーレスでレーザ治療レポートを転送
できます※（USBメモリにエクスポートも可能）。
※オプション

治療セッションの準備と実施
ZEISS ビズラスgreenの適切に構成されたワークフロー指向のユーザーイン
ターフェイスは、明確なガイダンスと迅速な操作を提供します。
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ビズラスgreenシステム構成

ビズラスgreenレーザコンソール ビズラスgreenレーザスリットランプ

快適性の最大化のためにカスタマイズされたシステム

ZEISS ビズラスgreenは、モジュール式の拡張可能なレーザ
ワークステーションとして設計されており、レーザスリット
ランプは LSL ClassicとLSL Comfortからの選択、レーザ
コンソールのファイバーポートはシングルまたはデュアルから
選択できます。Comfortモデルは、治療時間を短縮する
ZEISS VITEオプションでマルチスポット光凝固にアップ
グレードできます※。マルチスポットはレーザ照射時間が短く、
患者さんの痛みの軽減が期待できます。
※オプション

ビズラスgreenは、あらゆるタイプのワークフローと治療方法
の好みに合わせてカスタマイズできます。レーザスリット
ランプLSL green、レーザ双眼倒像鏡L IO green、レーザ
エンドプローブなどのアプリケータが利用でき、その他各種
アクセサリをご用意しています。また、アプラネーショントノ
メーターの取り付けも可能です。

レーザタイプ 波長倍化固体レーザ

波長 532nm

エイミングビーム 波長：620nm～650nm
光源：ダイオード
光量調節：可能
最大出力：1mW（角膜上）

照射時間（シングル） 10～2500ms, 連続発振（最大180s）

照射時間（マルチスポット） 10～50ms

リピートインターバル 100～6000ms

最大出力 1.5W（角膜上）

冷却システム サーモエレクトリック

電源 交流100V～240V, 50/60Hz

消費電力 400VA

レーザコンソールサイズ H 201 mm x W 230 mm x D 290 mm

レーザコンソール重量 7 kg

コントロールパネル重量 3 kg

レーザ光デリバリー方式 スリット光同軸方式

レーザスポットサイズ 50µm～1000µm連続可変 , パーフォーカル
※レーザスポットサイズは使用する
　コンタクトレンズに依存

光源 ハロゲンランプ12V30W

レーザ保護フィルタ True-to-color 固定式（ClearView）

LSL Classic LSL Comfort

倍率 8x 12x 20x 5x 8x 12x 20x 32x

スリット幅 段階式
0.2/0.6/1.6/4.4/15.0mm

連続式
0～14mm

スリット長 段階式
1/3/5/7/10/12/14/15mm

段階式
1/3/5/9/14mm

スリット回転 段階式
0°/±45°/90°

段階式
0°/±45°/90°

マイクロマニピュレータ × サーボエレクトリック

重量 11.5kg

アクセサリ エルゴチューブ、単眼側視鏡、SL Cam5.0、
レーザ保護メガネ、レーザ双眼倒像鏡 LIO green、
手術顕微鏡用レーザ保護フィルタ

併用機器 アプラネーショントノメーターAT030
（認証番号：220AHBZX00005000）
レーザエンドプローブ（下記の仕様を満たすもの）
• SMA規格（IEC60169-15）のコネクタを使用して
いる眼科用レーザ光凝固装置プローブや眼科用
レーザ光凝固装置滅菌済みプローブ

•コア径：200μm±5%
•最大理論NA（開口数）：0.22±0.02

LSL Classic

シングルファイバーポートまたは
デュアルファイバーポート

オプション

〇

オプション

3段階変倍

×

〇

×

〇

オプション

LSL Comfort

シングルファイバーポートまたは
デュアルファイバーポート

〇

〇

オプション

5段階変倍

オプション

〇

〇

〇

オプション

テクニカルデータ

販売名：ビズラスgreen
承認番号：30100BZX00173000

レーザスリットランプ

レーザコンソール

InsightView

TouchControlセンタースイッチ

TouchControlフットスイッチ

スリットランプ変倍機構

VITEマルチスポット

ジョイスティックスイッチ

電動マイクロマニピュレータ

治療パラメータサマリー

FORUM接続
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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。
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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。

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 022-224-5626

医科向け

製造販売元

カールツァイスメディテック株式会社
〒102-0083
東京都千代田区麹町
二丁目10番9号
T E L :0570-021311
FAX:03-5214-1251
http://www.zeiss.co.jp/med


