TKZ— F10328 — WRS

KENT WING RETRACTOR SET

ケント ウィングレトラクター 標準セット

WRD ウィングレトラクター本体＋ WR1 の組合せ例

ケント ウィングレトラクターの特徴

An example of the combination for Base hook and
Flexible wide blade WR1

The features of Wing Retractor

・ 上腹部手術に適した設計。
Suitable structure for Upper
・

幅広く肝臓を圧排。Widely

製造販売届番号：13B1X00245150002

WRD ウィング
レトラクター本体

有窓ブレードは形状に
変化を付けられます。

Abdomen Operation

Base hook
Flexible WRD

Flexible WRD blades
meet the desired
position.

suppressing liver

ブレードを本体から外さずに圧排位置を変更出来る
・ 水平二連溝固定法。

水平二連
溝式固定法

Double “T” Cut
Sliding system

Double “T” Cut Sliding system allows to slide the
suppressing position with only loosening a screw.

・ ブレードの自由な組み合わせが可能。

WR1

Free combination by detachable blades

横W

・ 有窓ブレードは軽量で曲げる事が可能。
Light and flexible blades
使用例 Examples of usage
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Using flexible
single blade
WR4

WRD

ウィングレトラクター本体
)

WR1

WR4 x2枚

Base hook WRD

手元まで圧排

Deep flexibility

WR4

x2枚

WR4

WR1

Blade is useful reversibly.

COMPONENTS:

圧排位置の変更が容易

片翼３窓型x２枚固定

ブレードの曲げ方で左右反転可

TKZ—F10328—WRS

Easy adjustment of the
suppressing direction

Two single blades
can be combined.

品

名 Description

数 量 Q'ty

TKZ — F10328 — WRD

ウィングレトラクター本体

Base hook WRD w60 ㎜ ×d50 ㎜

1個

TKZ — F10328 — WR1

ＷＲ用ブレード両翼７窓型

Flexible wide blade WR1 w170 ㎜ ×d50 ㎜

1枚

TKZ — F10328 — WR2

ＷＲ用ブレード片翼４窓型 Flexible single blade WR2 w100 ㎜ ×d50 ㎜

1枚

TKZ — F10328 — WR3

ＷＲ用ブレード両翼５窓型

Flexible wide blade WR3 w140 ㎜ ×d50 ㎜

1枚

TKZ — F10328 — WR4

ＷＲ用ブレード片翼３窓型

Flexible single blade WR4 w85 ㎜ ×d50 ㎜

1枚
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