
アルコン社 眼内レンズ 組み合わせ対応一覧表 （アクリソフ® 眼内レンズシリーズ） 

※「イントレピッド™ オートサート™ IOL インジェクターハンドピース」も使用可。ただし、度数範囲については記載がある場合のみ、括弧内の※の値を参照のこと 

眼内レンズ 販売名 
眼内レンズ  

モデル名 
度数範囲 

併用を確認済みの組み合わせ 

カートリッジ ハンドピース 眼粘弾剤 

単焦点眼内レンズ 

アルコン® アクリソフ® ナチュラル シングルピース 

SN60WF 
＋6.0D － ＋27.0D D モナーク® ハンドピース III [青]※ ・ビスコート

®0.5 眼粘弾剤 

・ヒアルロン酸

Na0.4/0.6/0.7/

0.85 眼粘弾剤

1%「アルコン」 

・ディスコビスク
®1.0 眼粘弾剤 

＋6.0D － ＋30.0D B/C モナーク® ハンドピース III [青] 

SN60AT 
＋6.0D － ＋27.0D C モナーク® ハンドピース III [青] 

＋6.0D － ＋34.0D B モナーク® ハンドピース III [青] 

アルコン® アクリソフ® シングルピース SA60AT 
＋6.0D － ＋27.0D C モナーク® ハンドピース III [青] 

＋6.0D － ＋34.0D B モナーク® ハンドピース III [青] 

アルコン® アクリソフ® ナチュラル マルチピース 
MN60AC ＋6.0D － ＋30.0D A/B モナーク® ハンドピース III [青] 

MN60MA －5.0D － ＋5.0D A モナーク® ハンドピース III [青] 

アルコン® アクリソフ® UV 後房レンズ MA50BM ＋6.0D － ＋30.0D A モナーク® ハンドピース III [青] 

単焦点眼内レンズ（トーリック） 

アルコン® アクリソフ® IQ トーリック シングルピース 

SN6AT3/4/5 

＋6.0D － ＋25.0D D モナーク® ハンドピース III [青]※ 

同上 

＋6.0D － ＋30.0D 

（※27.0D まで） 
C モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋30.0D B モナーク® ハンドピース III [青] 

SN6AT6/7/8/9 

＋6.0D － ＋23.0D D モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋27.0D C モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋30.0D B モナーク® ハンドピース III [青] 

多焦点眼内レンズ 

アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix シングルピース TFNT00 
＋6.0D － ＋27.0D D モナーク® ハンドピース III [青] 

同上 

＋6.0D － ＋30.0D B/C モナーク® ハンドピース III [青] 

アルコン® アクリソフ® IQ  レストア +2.5D シングルピース SV25T0 

＋6.0D － ＋27.0D D モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋30.0D Ｃ モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋30.0D Ｂ モナーク® ハンドピース III [青] 

多焦点眼内レンズ（トーリック） 

アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix トーリック シングルピ

ース 

TFNT30/40/50/

60 

＋6.0D － ＋25.0D D モナーク® ハンドピース III [青] 

同上 
＋6.0D － ＋30.0D B/C モナーク® ハンドピース III [青] 

アルコン® アクリソフ® IQ  レストア +2.5D トーリック シン

グルピース 
SV25T3/4/5/6 

＋6.0D － ＋25.0D D モナーク® ハンドピース III [青]※ 

＋6.0D － ＋30.0D C モナーク® ハンドピース III [青]※ 

販売名（医療機器承認/届出番号）： 

アルコン® アクリソフ® ナチュラル シングルピース（21800BZY10066000） 

アルコン® アクリソフ® シングルピース（21100BZY00116000） 

アルコン® アクリソフ® ナチュラル マルチピース（22200BZX00930000） 

アルコン® アクリソフ® UV 後房レンズ（20500BZY00907000） 

アルコン® アクリソフ® IQ トーリック シングルピース（22000BZX01199000） 

アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix シングルピース（23100BZX00042000） 

アルコン® アクリソフ® IQ  レストア +2.5D シングルピース（22600BZX00179000） 

アルコン® アクリソフ® IQ PanOptix トーリック シングルピース（23100BZX00043000） 

アルコン® アクリソフ® IQ  レストア +2.5D トーリック シングルピース（22700BZX00006000） 

IOL デリバリーシステム（カートリッジ）（22000BZX01096000） 

モナーク™ ハンドピース（13B1X00211000014） 

白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム（22000BZX00190000） 

 

・本表に関するお問い合わせは弊社営業担当者までお願い致します。 
・本表は最新情報に基づき、適宜更新されます。最新版については弊社 Web ページをご確認ください。 
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販売名（医療用医薬品承認番号）： 

ビスコート®0.5 眼粘弾剤 （22000AMX00477000） 

ディスコビスク®1.0 眼粘弾剤（22100AMX02234000） 

ヒアルロン酸 Na0.4 眼粘弾剤 1%「アルコン」（30100AMX00384000） 

ヒアルロン酸 Na0.6 眼粘弾剤 1%「アルコン」（30100AMX00385000） 

ヒアルロン酸 Na0.7 眼粘弾剤 1%「アルコン」（30100AMX00386000） 

ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1%「アルコン」（30100AMX00387000） 

 


