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1.0 はじめに 

Hall®マイクロ 100 ハンドピースの操作、清掃、

滅菌を行う前に、この取扱説明書に目を通して

ください。この器材の安全かつ有効な使用をす

る上で、製品への表示と、この取扱説明書に記

載されているすべての警告や、注記書きと指示

を理解し、守ってください。 

 

1.1 使用目的 

マイクロ 100 システムは、小骨の整形外科手術

に使用します。各マイクロ 100 システムは軽量

で、コントロール性や、使いやすさにおいて安

定しており、届きにくい術野の視認性において

も優れています。また、選択肢の多いカッティ

ングアタッチメントは、小骨の手術手順におい

てシステムを完全なものとします。 

 

1.2 警告及び注記 

この機器は、機器の使用において必要な技術や

指示を完全に熟知している医療従事者だけが

使用するために設計されています。製品の記載

や、このマニュアルに含められるすべての警告

や注記書きを読み、従ってください。 

 

定期的なメンテナンスサービスは、マイクロ

100 ハンドピースの 適な操作性を保つ上で

不可欠です。24～25 ページのサービス周期に

関する詳細をご参照ください。 

 

1.2.1 警告 

1. 本機を操作する際は必ず、眼

を保護するもの（ゴーグル等）

の着用が必要です。着用しない場合、眼を

けがすることがあります。 
 
2. 本機を使用する前に、その都度、以下の手

順を実行してください。 
 

・ 本機（すべての構成部品）が正常に作

動するか点検する。 
 
・ すべてのアタッチメント、付属品及び

ホースが、正確かつ完全にハンドピー

スと接続できることを確認する。 
 
・ 使用前に、エアホースに摩耗や破損が

ないか点検する。摩耗や破損の兆候が

認められた場合は、直ちに使用を中止

し、新しいものと交換する。 
 
・ 空気又は窒素ガスの漏れがないか、す

べての機器を点検する。漏れが見つ

かった場合は修理に出す。 
 
3. ブレードやバー、付属品やホースの交換時

や、使用していない間は、ハンドピースを

「SAFE」位置にしてください。器具が偶

発的に作動した場合、外傷を負うことがあ

ります。 
 
4. 刃こぼれしたバーやブレードを使用する

と、ハンドピース及び骨において熱上昇を

招くことがあります。単回使用のバーやブ

レードを使用することをお勧めします。 
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1.2.2 注意 

1. ハンドピースは、出荷した

時点で既に完成品です。本

製品の保証が無効となり

ますので、分解や注油を行

わないでください。ユーザーが修理できる

部品は、ハンドピース内部にはありません。 
 
2. 付属品及びアタッチメントは、ConMed 

Linvatec 及び Hall の製品だけをお使いくだ

さい。 
 
3. すべての部品を注意深く取り扱ってくだ

さい。ハンドピース又はアタッチメントを

床に落とすか、又は何らかの形で破損した

場合は、直ちに修理に出してください。 
 
4. 常にハンドピース、また、必要に応じ、正

しいバーの長さや、使用される外科手順に

適したバーガード、エクステンションやア

タッチメントを使用してください。 
 
5. 使用する前に、その都度、バーに

曲げや破損、刃こぼれがないかを

必ず確認してください。真直ぐに

伸ばそうとしたり、刃先を研いだりしない

でください。破損したバーは使用しないで

ください。使用後は、適切に廃棄処分して

ください。 
 
6. ハンドピースのすべてのパーツ又はア

タッチメントなどの付属品に過熱してい

る部分がないか、常に確認してください。

過熱が確認された場合は、使用を中止し、

修理に出してください。 
 
7. 切削部の形状が球状の

バー（ラウンドカット・

バー、ラウンドダイヤモ

ンド･バー）を切削面に対し垂直に当てて

切削しないこと。バーのブレや振動を誘

発し、骨・神経の損傷や怪我を引き起こ

す可能性がある。 
 
8. すべての取り付け部品を接続し、接続が確

認されるまで、ホースに加圧しないでく

ださい。 
 
 

9. フットコントロールをホースで動かさな

いでください。そのような行為は、付属

品やホースを損傷するおそれがあります。 
 
10. ホースの排気口をふさいだり、極端に曲

げたりねじったりしないでください。損

傷するおそれがあります。 
 
11. 標準ホース(10 フィート:約 3m)に延長

ホースを接続する場合を除き、100 psi（7 
kg/cm2）を超える作動圧でハンドピースを

操作しないでください。過剰な圧力は器

具を損傷し、異常な負荷がホースに掛か

ります。 
 
12. 空気圧駆動式の手術器具の使用時にのみ、

窒素ガスレギュレーターを使用します。 
 
13. 本製品を使用した後は、その都度、ハン

ドピース及び付属品を十分に清掃・滅菌

してください（「3.1 清掃及び滅菌」（26

ページ）を参照）。 
 
 

カスタマーサービス 

お客様が本システムの使用又は応用に関し

て技術サポートが必要な場合は、弊社営業社員

又はメンテナンスセンターへ御連絡ください。 

その際には、下記内容を御連絡して頂きます

ようお願い致します。 

・カタログ番号 

・ロット番号 

・納品伝票 

・不具合の詳細 

 

ジンマー株式会社 メンテナンスセンター 

〒412-0006  

静岡県御殿場市中畑 1656-1 

TEL：0550-89-8507 

FAX：0550-89-8516 
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1.3 シンボルマークの定義 

 
注記、添付文書を参照。 

 
再使用禁止。 

 眼の保護器具が必要。 

 

使用者の点検整備は推奨されない。点

検整備は ConMed Linvatec 社の資格の

あるサービス担当者に委託する。 

 

該当製品構成部品を滅菌してはなら

ない。 

 
該当製品構成部品をいかなる液体に

も浸漬してはならない。 

 

ハンドピースをいかなる液体にも浸

漬してはならない。 

 
製品に注油してはならない。 

 

 
 

切削部の形状が球状のバー（ラウンドカッ

ト・バー、ラウンドダイヤモンド･バー）

を切削面に対し垂直に当てて切削しない

こと。バーのブレや振動を誘発し、骨・神

経の損傷や怪我を引き起こす可能性があ

る。 

 

注記：米国連邦法により、本製品の販

売は医師又は医師の指示の下に限定

している。 

 

 
2.0 取り付け及び操作 

2.1  動力源及びレギュレーターの取り付け 

及び操作 

 

警告：窒素ガスは吸入するためのものではなく、

生命を維持するものでもありません。空気圧駆

動式手術器具（ハンドピース）を使用する際に

のみ用いること。 
 
これまでの研究と経験から、空気圧駆動式の

手術器具に使用するガスとして、水圧ポンプで

送り込む乾燥窒素が理想的だということがわ

かっています。水圧ポンプ式の乾燥窒素は、純

度 99.97％で、燃焼性も腐食作用もありません。

圧縮乾燥窒素は、空気動力源として推奨されて

います。標準タイプの円筒状容器に充填されて、

市販されています。 
 
圧縮乾燥窒素は、患者の安全、そして併用す

る器具の安全性を確保するためにも、以下の規

格を満たすものを使用してください。 
 
窒素含有量：純度 99.97％の乾燥窒素 
 
品質保証：必要とするガスの品質を得るには、

「水圧ポンプ式の乾燥窒素」又は「液体窒素（ポ

ンプで気化）」が明記されていなければならな

い。 
 
窒素ガスは、容積 300 立方フィート（8.50 m3）

よりもやや多めに充填できる H 型シリンダー

に充填されていて、ガス取扱店で簡単に購入で

きます。初期の設置費用は、圧縮空気と比べて

低コストで済みます。窒素は手術室に置いてお

くこともでき、又、別の保管場所に置いて、パ

イプで手術室に引き込むこともできます。頻繁

にタンクを交換しなくてもよいように、マニ

ホールド（多岐管）システムも市販されていま

す。 
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注記：ホースが標準長の 10 フィートよりも長

い場合を除き、100 psi（7 kg/cm2）を超える

作動圧を掛けてはいけません。これ以上の作動

圧を掛ける場合は、ユニバーサルホース

（00-5052-010-00）又は延長ホースを使用して

ください。ホースを 1フィート（約 30 cm）延

長すれば1 psiの割合で作動圧を高めることが

できます。 

 

最大の作業効率を得るには、マイクロ 100

ハンドピースを 100 psi（7 kg/cm2）で作動さ

せ、レギュレーターの圧力計で作動圧を常に確

認してください。回転スピード及びトルクを弱

める必要がある場合は、圧力を低く設定するこ

ともできます。使用している器具に適切な作動

圧を供給できるよう、圧力を設定してください。 

 

タンクの作動圧力計が 500 psi（35.1 kg/cm2）

未満を示している状態で、操作を開始しないで

ください。タンク圧が 200 psi（14.0 kg/cm2）

未満の状態で作業しないでください。 

 

タンクを手術室に設置する前に、タンクを消

毒液で丹念に拭き、手術用ドレープで覆ってく

ださい。タンクは常に、ぐらつくことのない物

にしっかりと縛りつけて固定させてください。 
 
1. タンクを手術室に設置する前に、タンクの

バルブを（反時計回りに）ゆっくり回して

開き、十分なガスを逃がすことによって、

バルブに溜まっているかもしれないゴミ

等を吹き飛ばします。この作業を行ってい

る間は、タンクの開口部及び背後（周囲）

には物を置かないようにします。バルブを

閉めた状態に戻します。 
 

 

 
2. スパナ（1-1/8 インチ）又はモンキースパ

ナ（可動レンチ）を用いて、レギュレーター

を取り付けます。 
 

 
 
注記：窒素ガスレギュレーターのネジ込みアダ

プターは、窒素ガスタンク専用にデザインされ

ています。レギュレーターとタンクが合わない

場合は、窒素以外のガスを動力源にするものか、

又は窒素ガスタンクの使用には適切ではない

レギュレーターを間違って使用していること

を示します。 
 
3. レギュレーターをしっかりと取り付けた

後は、レギュレーターの調整ノブを反時計

回りに回すことによって、ノブが完全に

「Off」の状態にあることを確かめます。

レギュレーターに圧力が突然掛かると、レ

ギュレーターの内部が損傷することがあ

ります。 
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4. ゆっくりとタンクのバルブを（反時計回り

に）回して、完全に開きます。こうするこ

とで、窒素ガスによる圧力がレギュレー

ターに掛かります。 
 

 
 

5. ホースのシュレーダーのオス先を、上向き

に押し込むようにして、レギュレーターの

シュレーダーのメス側に挿入します。 
 

 
 
6. レギュレーターの調整ノブを時計回りの

方向に徐々に回すことによって、作動圧を

設定します。規定の作動圧は常に、使用し

ている器具に付いている作動圧力計を用

いて、設定してください。 
 

 
 

7. レギュレーターから器具を取り外す前に： 
（a） タンクのバルブを時計回りの方向に

回して、バルブを閉じます。 
 
（b）器具を作動させて、ライン圧を徐々

に減らします。 
 
（c）レギュレーターのノブを、反時計回

りに限界まで回します。 
 
（d）シュレーダーのメス側を右にひねっ

て、シュレーダーのオス先を取り外

します。 
 
（e）これでホースをコネクターから取り

外すことができます。シュレーダー

のオス先を取り外す際、ホースの先

端をしっかり把持して、レギュレー

ターの開口部を損傷しないようにし

ます。 
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2.2 機器の取り付け及び操作 

 

2.2.1 ホースの取り付け 

1. ハンドピースを“SAFE”位置にします。 
 
(a) スロットルレバー上の安全ロックを、ハ

ンドピースの先端方向にスライドさせま

す。「SAFE」の文字がスロットルレバー上

に見えます。 

 
 

(b) マイクロ 100 ワイヤードライバーハンド

ピースにおいては、方向レバーを「SAFE」
位置にします。 

 

 
2. ハンドピースをホースに接続するには： 
 
(a) ホースの接続部先端を、ハンドピースの

軸受け接続部上に近付けます。 

 
 

(b) 両方を押し合い、ホースの接続部を時計

回りにひねり、ハンドピース内部のピン

が、ホース接続部の溝にしっかりはまる

ようにします。 

 
 

3. クイック着脱カップリングにより、ハンド

ピースをホースから容易に取り外すこと

が可能なので、手入れが簡単で、滅菌や修

理のための包装も容易です。 
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4. ホース先端の自動チェックバルブにより、

加圧状態でのホースの着脱が可能です。使

用後は、ホースをレギュレーターから取り

外してください。ハンドピースとホースを

取り外す際、汚れや切削片などがハンド

ピース先端から入らないようにしてくだ

さい。 

 
 

5. 適切なガードやアタッチメント、バーやブ

レードの取り付け後、ハンドピースは操作

することが可能となります。 
 
6. ハンドピースを作動させるには： 

(a) スロットルレバーを持ち上げ、安全

ロックを「ON」の位置にスライドさせ

ます。 

 
 

(b) スロットルレバーを押し下げて、ハン

ドピースを作動させます。 

 
(c) マイクロ 100 ワイヤードライバーハン

ドピースにおいては、作動レバーを

「FORWARD」「REVERSE」位置にしま

す。 
 

(d) マイクロ 100 ワイヤードライバーにお

いては、トリガーを引いて、ハンドピー

スを作動させます。 
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2.2.2 フットコントロールスイッチの接続 

注記：フットコントロールスイッチは、マイク

ロ 100 ワイヤードライバーハンドピース

(00-5053-013-00)の操作はできません。 
 
1.  別売フットコントロールスイッチ

(00-1375-028-00)を適切に取り付けるに

は： 
 

(a) フットコントロールスイッチのホース

を窒素レギュレーターに取り付けます。 
 

(b) ユニバーサルホース(00-5052-010-00)の
オス側をフットコントロールスイッチ

に挿入します。 

 
 

2. ユニバーサルホースをハンドピースに取

り付けます（6 ページの“2.2.1 ホースの取

付け”参照）。 
 
3. ホース接続後、スロットルレバーを持ち上

げて、安全ロックを「ON」の位置にスラ

イドさせます。 

 

 
4. ハンドピースのスロットルレバーに、フッ

トコントロールスイッチ用クリップ

(00-5053-074-00)をかぶせます。 

 
 

5. フットコントロールスイッチのペダルを

踏んで、ハンドピースを作動させます。 
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2.3 マイクロ 100 ドリル(00-5053-009-00) 

マイクロ 100 ドリルは穴開けに限らず、小骨の

切削、彫り、ドリリング、骨の成型、髄腔内の

リーミングに使用されます。回転数は、500～
20000rpm の間で可変させることが可能です。

出力トルクは 6in.oz です。 
 
❶ スロットルエクステンション－スロット

ルレバーの握り幅を延長するために用い

ます。この部分を外側に引き出すだけでレ

バーが延長されます。 
 
❷ スロットルレバー－安全ロックが「ON」

の位置にある状態で、レバーを押し下げる

ことによって、ハンドピースを作動させる

ことができます。 
 
❸ 安全ロック－ハンドピースを「ON」の状

態か、セーフモードに切り替えるために用

います。 
  付属品を交換する際は、「SAFE」位置に安

全ロックをスライドさせてください。 ハ
ンドピースを作動させるには、「ON」位置

に安全ロックをスライドさせてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❹ クイック着脱カップリング－エアホース

をハンドピースに素早く取り付け・取り外

しするために用います。 
 
❺ 360ºスイベル－ハンドピースを手術部位

に容易に位置づけできるよう、ハンドピー

スが自在に回転することを可能にします。 
 
❻ ツイストバーロック－バーをハンドピー

スに固定するために用いる。 
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2.3.1 ホールバーガードの取り付け方法 

警告： 

1. 適切なバーガード無しでドリルを操作しないでください。常に、

適切な長さのバーを使用してください。バーガードの先端が、

バーのセーフラインを覆うように取り付けてください。適切な

バーガードによる安定性がなければ、バーにかかる大きな負荷

により、バーが折れて弾け飛ぶおそれがあります。 

 

2. 外傷のリスクを軽減するため、施術前にバーの上でバーガード

を回転させるとよいでしょう。バーガードが自由に回転すれば、

ベアリング軸は正常です。そうでなければ、直ちにバーガード

を修理に出してください。決して使用しないでください。 
 
 

表 1：バーガード及びアタッチメントガイド 

品番 内容 説明箇所 
00-1375-012-00 ミディアムバーガード－5091-080、081、082、083 を除き、5091 シ

リーズのミディアムバーのみ使用すること。 
11 ページ 

00-1375-011-00 ロングバーガード－5092 シリーズのバーのみを使用すること。 11 ページ 
00-1375-023-00 エクストラロングバーガード－5093 シリーズのエクストラロング

バーのみを使用すること。 
11 ページ 

00-1375-020-00 ラミネクトミーバーガード－5092-203 のロングカーバイドバーの

みを使用すること。 
12 ページ 

00-1387-022-00 組織保護用バーガード－直径4.0mm以下のロングバー(5092シリー

ズ)の使用時のみ併用すること。推奨バー：00-5092-236-00 
11 ページ 

00-1375-032-00 20ºアングルアタッチメント－5092 シリーズのロングバーのみ使

用すること。 
13 ページ 

00-1375-033-00 
(販売終了) 

20ºXL アングルアタッチメント－5093 シリーズのエクストラロン

グバーのみ使用すること。 
13 ページ 

11-1375-033-00 20ºXL アングルアタッチメント－5093 シリーズのエクストラロン

グバーのみ使用すること。 
13 ページ 

00-1375-034-00 デンタル 70ºアングルアタッチメント－5089 エクストラショート

バー及び、5090 シリーズショートバーのみ使用すること。 
14 ページ 

00-1375-035-00 70ºアングルアタッチメント－5089 エクストラショートバー及び、

5090 シリーズショートバーのみ使用すること。 
14 ページ 

00-1375-036-00 90ºアングルアタッチメント－5089 エクストラショートバー及び、

5090 シリーズショートバーのみ使用すること。 
14 ページ 
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2.3.1.1 バーガードの取り付け方法 

・ミディアム(00-1375-012-00) 

・ロング(00-1375-011-00) 

・エクストラロング(00-1375-023-00) 

・組織保護用(00-1387-022-00) 

 
注記：組織保護用バーガード使用時は、直径

4.0mm 以下の 5092 シリーズのバーのみを使用

してください。推奨バーは 5092-136 オーバル

カッティングバーです。 
 
1. ハンドピースを「SAFE」の状態にします。 

 
 

2. バーガードを取り付けるには： 
(a) 適切なバーガードをドリルの先端にス

ライドさせて取り付けます。バーガード

がしっかり固定されているか確認しま

す。ドリルの先端にバーガードがしっか

り固定されるまで、ドリルを操作しない

でください。 

 

写真下部に見えるのは組織保護用バーガード 

 
 
3. バーを取り付けるには： 

(a) バーガードに適した長さのバーを選び

ます。 
(b) バーのロックを、ロック解除位置まで

反時計回りにひねります。 

 
 

(c) セーフラインまで、またはバーがしっ

かりと固定されるまで、バーを挿入しま

す。 

 
 

(d) 2 つの赤色インジケーターが一直線上

になるまで、バーロックを時計回りにひ

ねり、バーを定位置に固定します。 
 
注意：バーを挿入していない状態でコレットを

ロックしないでください。コレットが損傷する

おそれがあります。 
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2.3.1.2 バーガードの取り付け方法 

・ラミネクトミー(00-1375-020-00) 

 
注記： 

1. 1375-020 ラミネクトミー用のバーガード

では、5092-203 ロングカーバイドバーを

使用してください。 

2. ラミネクトミー用のバーは、ハンドピース

に適切なバーガードを取り付ける前に挿

入できる唯一のバーです。 
 
1. ハンドピースを「SAFE」の状態にします。 

 
 

2. バーガードを取り付けるには： 
(a) バーのロックを、ロック解除位置まで

反時計回りにひねります。 

 
 

 
(b) バーがしっかりと固定されるまで、ハ

ンドピースにラミネクトミー用のバー

を挿入します。 

 
 
(c) 2 つの赤色インジケーターが一直線上

にくるまで、バーロックを時計回りにひ

ねり、バーを定位置に固定します。 
 
注意：バーを挿入していない状態でコレットを

ロックしないでください。コレットが損傷する

おそれがあります。 

 
 

3. バーを取り付けるには： 
(a) 適切なバーガードをバー及びハンド

ピースの先端にスライドさせて取り付け

ます。バーガードがしっかり固定されて

いるか確認します。ドリルの先端にバー

ガードがしっかり固定されるまで、ドリ

ルを操作しないでください。 
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2.3.1.3 20º(00-1375-032-00)及び 20ºエク

ストラロング(11-1375-033-00)アン

グルアタッチメントの取り付け方法 

注記：00-1375-032-00 の 20ºアングルアタッチ

メントには、ロングバー(5092 シリーズ)のみ、

11-1375-033-00 の 20ºエクストラロングアン

グルアタッチメントには、エクストラロング

バー(5093 シリーズ)のみを使用してください。 
 
1. ハンドピースを「SAFE」の状態にします。 

 
 

2. アタッチメントを取り付けるには： 
(a) バーのロックを、ロック解除位置まで

反時計回りにひねります。 

 
 

3. アタッチメントをドリルの先端にスライ

ドさせて取り付けます。バーガードがしっ

かり固定されているか確認します。 

 
 

4. 2 つの赤色インジケーターが一直線上にく

るまで、バーロックを時計回りにひねり、

アタッチメントを定位置に固定します。 

 
 

5. アタッチメントバーのロッキングリング

を、リングが完全に開くまで反時計回りに

ひねり、アタッチメントコレットを開きま

す。 
 
6. バーがしっかり固定されるまで、バーをア

タッチメントに挿入します。 

 
 

7. アタッチメントバーのロッキングリング

をロッキングリングがロック位置になる

まで時計回りにひねります。 
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2.3.1.4 デンタル 70ºアングルアタッチメ

ント(00-1375-034-00)、70ºアングル

アタッチメント(00-1375-035-00)、及

び 90ºアングルアタッチメント

(00-1375-036-00)の取り付け方法 

注記：これらのアタッチメントには、ショート

バー(5090 シリーズ)、エクストラショート

バー(5089 シリーズ)のみを使用してください。 
 
1. ハンドピースを「SAFE」の状態にします。 

 
 

2. アタッチメントを取り付けるには： 
(a) バーのロックを、ロック解除位置まで

反時計回りにひねります。 

 
 

3. アタッチメントをドリルの先端にスライ

ドさせて取り付けます。バーガードがしっ

かり固定されているか確認します。 
 
4. 2 つの赤色インジケーターが一直線上にく

るまで、バーロックを時計回りにひねり、

アタッチメントを定位置に固定します。 

 

5. バーを挿入するには： 
(a) アタッチメントの開口部にバーを入れ

ます。 

 
 

(b) バーチェンジャー(00-1375-003-00)の溝

のある面（ピンのない面）を使い、バー

をしっかりと定位置まで押し込みます。 

 
 

6. バーを取り外すには： 
(a) バーチェンジャーのピンのある面を、

アタッチメントの後部の開口部に挿入

します。 
(b) バーチェンジャーをしっかり押して

バーを押し出します。 

 



 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 マイクロ 100 レシプロケーティング 

ソー(00-5053-010-00) 
 

マイクロ 100 レシプロケーティングソーは、口

や顎顔面の外科手術における深部アクセスに

とても理想的です。特別なやすりは、小骨の髄

腔の形成や復元、及び関節形成や骨外形復元を

含む、手足やその他小骨手順、四肢や肘の外科

手術に使用できます。レシプロケーティング

ソーの通常の操作速度は、1 分間に 14,000 サイ

クルです。マイクロ 100 レシプロケーティング

ソーはラウンドシャンクブレードでもフラッ

トシャンクブレードでも使用できます。いかな

る狭い術野へのアプローチにおいても 適で、

円形ブレードは、360º円弧内のどの位置でも固

定でき、フラットブレードは、180º円弧内なら

どの位置でも固定できます。 
 
❶ ブレードロックノブ - ブレードをハンド

ピース内にロックするのに使用します。 
 
❷ スロットルレバー - 安全ロックが「ON」

の位置にある状態で、押し下げることに

よって、ハンドピースを作動させることが

できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❸ 安全ロック - ハンドピースを「ON」の状

態か、セーフモードに切り替えるために用

います。 
付属品を取り替えるときには、安全ロック

を「SAFE」位置にスライドさせてくださ

い。ハンドピースを作動させるには、安全

ロックを「ON」位置にスライドさせてく

ださい。 
 
❹ クイック着脱カップリング - エアホース

をハンドピースに素早く取り付け・取り外

しするために用います。 
 
❺ 360ºスイベル - ハンドピースを手術部位

に容易に位置づけできるよう、ハンドピー

スが自在に回転することを可能にします。 
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2.4.1 ブレードの取り付け 

1. ハンドピースを「SAFE」位置にします。 

 
 
2. ソーブレードを取り付けるには： 

(a) ブレードロックノブを反時計回りにひ

ねって開きます。 
 
(b) ブレードシャンクをハンドピースの先

端にしっかり固定されるまで挿入しま

す。 
 
(c) ブレードロックノブを、完全に締まる

まで時計回りに回します。 

 
 
3. 少しだけ、スロットルレバーを押し下げる

か、フットコントロールスイッチを踏みま

す。 
 

4. ブレードロックノブの増し締めを行いま

す。 
 
5.  オプションの口腔用ナットレンチ

(00-5053-025-00)を使用すると視認性が増

し、術部へのアクセスが容易になります。 
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2.5 マイクロ 100 サジタルソー

(00-5053-011-00) 

マイクロ 100 サジタルソーは、非常に狭い骨切

り術、足や小骨の外科手術、下顎部や顎顔面の

外科手術において使用できます。サジタルソー

は通常操作速度が 1 分間に 18,000 サイクルで、

小限の振動で骨切りを行うことができます。

ブレードは 180º円弧内ならどの位置でも固定

でき、いかなる狭い術野へのアプローチにも

適です。 
 
❶ ブレードロックスクリュー - ブレードを

ハンドピース内にロックするのに使用し

ます。 
 
❷ スロットルレバー - 安全ロックが「ON」

の位置にある状態で、押し下げることに

よって、ハンドピースを作動させることが

できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❸ 安全ロック - ハンドピースを「ON」の状

態か、セーフモードに切り替えるために用

います。 
付属品を取り替えるときには、安全ロック

を「SAFE」位置にスライドさせてくださ

い。ハンドピースを作動させるには、安全

ロックを「ON」位置にスライドさせてく

ださい。 
 
❹ クイック着脱カップリング - エアホース

をハンドピースに素早く取り付け・取り外

しするために用います。 
 
❺ 360ºスイベル - ハンドピースを手術部位

に容易に位置づけできるよう、ハンドピー

スが自在に回転することを可能にします。 
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2.5.1 ブレードの取り付け 

 
1. ハンドピースを「SAFE」位置にします。 

 
 
2. ソーブレードを取り付けるには： 
 

(a) ブレードをハンドピース先端のスロッ

ト内に差し込みます。 

 
注記：ブレードはワッシャーの間に差し込んで

ください。 

 
(b) 六角レンチ(00-1365-005-00)で、固定ね

じをしっかり締めます。 

 
 

3. 少しだけハンドピースを作動させます。 
 
(a) 安全ロックを「ON」位置にします。 
 
(b)  スロットルレバーを押し下げる、また

はフットコントロールスイッチを踏み

ます。 
 
4. 固定ねじの増し締めを行い、ブレードを確 

実に固定します。 
 
注記：ブレードは 180º円弧内の任意の位置に

取り付けることができます。 
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2.5.2 マイクロ 100 オシレーティングソー

(00-5053-012-00)、及びオシレーティ

ングソーエクストラロング

(00-5053-022-00) 

マイクロ 100 オシレーティングソーは、手足の

外科手術や指の再編成のような、限られた術野

での、精密な湾曲または直線骨切り術に使用で

きます。オシレーティングソーは、通常の操作

速度は 1 分間に 22,000 サイクルです。ブレー

ドは 360º円弧内ならどの位置でも固定でき、

術野へのアプローチに適しています。 
 
❶ ロックスクリュー - ブレードをハンド

ピースに取り付けるのに使用します。 
 
❷ スロットルエクステンション - スロット

ルの握り幅を延長するために使用します。

この部分を外側に引き出すだけでレバー

が延長されます。 
 
❸ スロットルレバー - 安全ロックが「ON」

の位置にある状態で、押し下げることに

よって、ハンドピースを作動させることが

できます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❸ 安全ロック - ハンドピースを「ON」の状

態か、セーフモードに切り替えるために用

います。 
付属品を取り替えるときには、安全ロック

を「SAFE」位置にスライドさせてくださ

い。ハンドピースを作動させるには、安全

ロックを「ON」位置にスライドさせてく

ださい。 
 
❹ クイック着脱カップリング - エアホース

をハンドピースに素早く取り付け・取り外

しするために用います。 
 
❺ 360ºスイベル - ハンドピースを手術部位

に容易に位置づけできるよう、ハンドピー

スが自在に回転することを可能にします。 
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2.5.3 ブレードの取り付け 

 
1. ハンドピースを「SAFE」位置にします。 

 
 
2. ブレードを取り付けるには： 
 

(a) ブレードをハンドピース先端の出力

シャフトとワッシャーの間に差し込み

ます。 
 
注記：ブレードをワッシャーとねじの間に挟ま

ないでください。 

 

 
(b) 六角レンチ(00-1365-005-00)で、固定ね

じをしっかり締めます。 

 
 
3. 少しだけハンドピースを作動させます。 

 
(a) 安全ロックを「ON」位置にします。 
 
(b) スロットルレバーを押し下げる、また

はフットコントロールスイッチを踏み

ます。 
 
4. 固定ねじの増し締めを行い、ブレードを確

実に固定します。 
 
注記：ブレードは任意の位置に取り付けること

ができます。 
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2.5.4 マイクロ 100 ワイヤードライバー

(00-5053-013-00) 

マイクロ 100 ワイヤードライバーは、手足や口、

顎顔面、及び形成や再編成外科手術を含む、全

小骨手順での据付けにおいて理想的です。マイ

クロ 100 ワイヤードライバーの正方向での回

転数は 1,100rpm で、トルクは 30in.oz です。 
 
注記：ワイヤードライバー100(00-5053-013-

00)は、ワイヤーガード(00-5053-123-00)とワ

イヤーブラシ(00-5053-124-00)を含みます。 
 
❶ コレット - ワイヤーをハンドピースに保

持します。 
 
❷ トリガー - 軽く引いてワイヤーを保持し

ます。方向レバーを「FORWARD」または

「REVERSE」にセットし、トリガーを完

全に引くと、ハンドピースが作動します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❸ 方向レバー - ハンドピースは、操作モー

ド（「FORWARD」または「REVERSE」） 

または、セーフモード（「SAFE」）に切り

替えます。 
 

付属品の交換時には、方向レバーを

「SAFE」位置にします。ハンドピースを

作 動 さ せ る 時 は 、 方 向 レ バ ー を

「FORWARD」または「REVERSE」にし

ます。 
 
❹ クイック着脱カップリング - エアホース

をハンドピースに素早く取り付け・取り外

しするために用います。 
 
❺ ワイヤーガード接続部 - ワイヤーガード

(00-5053-123-00)を取り付けると、長いワ

イヤーの曲がりを防ぐことができます。 
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2.5.5 ワイヤーの挿入 

 
注記：マイクロ 100 ワイヤードライバーの対応

ワイヤーは、ネジ付／ネジ無し共に 0.71～

1.57mm です。 
 
1. 方向レバーを「SAFE」位置にします。 

 
 
2. ワイヤーを挿入するには： 
 

(a) ワイヤーはハンドピースの前方・後方

のいずれからでも挿入できます。前方か

ら挿入する場合は、コレットが開いた状

態で、アライメントに注意してください。

角度をつけてワイヤーを挿入すると、途

中で止まってしまいます。ハンドピース

の先端から適切な位置まで、ワイヤーを

突き出してください。 
 
(b)  挿入するワイヤー長が 6 インチ

(15.24mm)、またはそれ以上長い場合は、

ハンドピースの後端部から挿入してく

ださい。 

 

注記：ワイヤーガード(00-5053-123-00)を、ハ

ンドピース後方に取り付けると、長いワイヤー

の曲がりを防ぐことができます。その際は、ワ

イヤーガードをハンドピース後端のネジ付接

続部に取り付けます。 
 
3. ワイヤーを適切な位置に固定するには： 
 

(a) トリガーを軽く引いて、ワイヤー上の

コレットをロックします。 

 
 
4. ワイヤーを打ち込むには： 
 

(a) 骨からコレットの端を少なくとも1/4イ
ンチ～1/2 インチ(6～13mm)離します。 

 
(b) 方向レバーを引いて、任意の位置

(「FORWARD」または「REVERSE」)
にし、トリガーを引きます。 

 
(c) ワイヤーをさらに出したいときは、トリ

ガーを放し、ハンドピースをワイヤー

に沿って後方へ引きます。 
 
(d) トリガーを再度ゆっくり引き、コレッ

トをロックします。トリガーを完全に

引いてハンドピースを作動させること

により、ワイヤーをさらに挿入します。 
 
注記：ネジ付ワイヤーを取り出すには、方向レ

バーを「REVERSE」にしてください。 
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2.5.5.1 ワイヤードライバーアダプター

(00-5053-019-00) 

 
注記：マイクロ 100 ワイヤードライバーアダプ

ターの対応シャフト径は、1.57mm～3.2mm です。 
 
1. ハンドピースの方向レバーを「SAFE」に

します。 

 
 

2. アダプターを取り付けるには： 
 

(a) 適切なドリルのシャフトを、ワイヤー

ドライバーチャックのコレットに差し

込んで、指で締めます。 

 

 
(b) アダプターチャックをハンドピースの

先端に取り付け、完全に固定します。 

 
 

3. 方向レバーを希望のモードにセットしま

す（「FORWARD」または「REVERSE」）。 
 
4. トリガーを少しだけ引いて、アダプターと

ドリルに芯ブレがないか確認してくださ

い。 
 
5. トリガーを放す度に、芯ブレがないか確認

してください。 
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3.0 メンテナンス 

マイクロ 100 ハンドピースと関連機器の定期的及び適切なメンテナンスは、投資した製品の価値

を 大限に活かすことにつながります。本機器を適切に使用するために、定期的、かつ適切なメ

ンテナンスが必要です。それらの性能と信頼性を 適に保つために手術器具の調整を計画に入れ

ることは不可欠であり、長きにわたり、問題を 小限にとどめることができます。 

以下の一覧にある周期でメンテナンスに出すことをお勧めいたします。 

 

本機器について推奨される管理と取り扱いは、日々の適切な操作、清掃及び滅菌等です。安全

かつ有効な操作を確実に行うには、これらが非常に重要です。 

正式に認可されていない修理施設によって行われたサービスや修理は、機器の性能を低下させ

たり、機器の故障を招いたりするおそれがあります。 

 

正式に認可されていない修理施設によって行われたサービスや修理は、機器の性能を低下させ

たり、機器の故障を招いたりするおそれがあります。本システムについて技術サポートが必要な

とき、又は修理等が必要な場合は、弊社営業社員又はメンテナンスセンターにご連絡ください。 
 

ジンマー株式会社 メンテナンスセンター 

〒412-0006 静岡県御殿場市中畑 1656-1 

TEL：0550-89-8507 

FAX：0550-89-8516 

 

表 2：メンテナンス周期 

品番 内容 
（月） 

6 12 24 

00-5053-009-00 マイクロ 100 ドリル  ●  

00-5053-010-00 マイクロ 100 レシプロケーティングソー  ●  

00-5053-011-00 マイクロ 100 サジタルソー  ●  

00-5053-012-00 マイクロ 100 オシレーティングソー  ●  

00-5053-013-00 マイクロ 100 ワイヤードライバー  ●  

00-5053-022-00 マイクロ 100 オシレーティングソーエクストラロング  ●  

00-1375-028-00 フットコントロールスイッチ  ●  

00-1375-011-00 ロングバーガード ●   

00-1375-012-00 ミディアムバーガード ●   

00-1375-020-00 ラミネクトミーバーガード ●   

00-1375-023-00 エクストラロングバーガード ●   
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表 2：メンテナンス周期 

品番 内容 
（月） 

6 12 24 

00-1375-032-00 アングルアタッチメント 20º ●   

00-1375-033-00 アングルアタッチメント 20ºエクストラロング ●   

11-1375-033-00 アングルアタッチメント 20ºエクストラロング ●   

00-1375-034-00 デンタルアングルアタッチメント 70º ●   

00-1375-035-00 アングルアタッチメント 70º ●   

00-1375-036-00 アングルアタッチメント 90º ●   

00-1387-022-00 組織保護用バーガード ●   

 ホース*  ●  

* ホースが適切な機能を保ち、破裂する危険を低減するためにも、ホースは 4 年間使用した後、交換

することをお勧めします。各ホースの製造年月日は、ホースとハンドピースの接続部の下にある金属

製の密閉リングの印字又は印字が無い場合は購入年月で御確認ください。詳細は、弊社営業担当者に

お問い合わせください。 

 
警告：メンテナンスのスケジュールに従わない場合、製品の性能が低下し、ハンドピースや取り

付け部品が過熱する場合があります。器具が過熱すると、患者又は取り扱い者の火傷につながる

おそれがあります。ハンドピースの使用を 1 日ごとにローテーションさせると、性能を適切に保

つのに役立ちます。 
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3.1 清掃及び滅菌 

 

3.1.1 手入れ及び清掃に関する注意 

1. 汚染された器具の取り扱い及び清掃の際

には、防護衣の使用に関する標準予防策に

従ってください。 
 
2. 再使用禁止のバー、ブレード、

及びビットは全て、使用後適切

に廃棄処分してください。 
 
3. ConMed Linvatec は、機器の長き

にわたる信頼性に影響を及ぼす

ため、ハンドピースやアタッチ

メントを液体に浸すことをお勧

めしません。 
 
4. 漂白剤、塩素系又は水酸化ナトリウム系の

消毒液又は化学消毒剤、洗剤、酵素系洗剤、

又は石鹸の使用は、マイクロ 100 ハンド

ピースの外側を覆うアルミニウムコー

ティングを劣化させる場合があります。 
 
5. 決して液体や化学的消毒剤でマイクロ 100

ハンドピースやアタッチメントを清掃し

ないでください。 
 
6. ハンドピースを超音波洗浄器又は洗浄機

能付き滅菌器で洗浄しないでください。 
 
7. レギュレーターやフットコントロールス

イッチを絶対に滅菌したり、液体に浸漬し

たりしないでください。 
 
8. マイクロ 100ハンドピースとアタッチメン

トだけを蒸気滅菌してください。30 ページ

からの指示に従ってください。 
 
9. ハンドピースに注油しないでく

ださい。損傷する可能性があり

ます。 
 

 

3.1.2 ハンドピース清掃方法 

 

3.1.2.1 ハンドピース、アタッチメント及

びホースの清掃方法 

ハンドピース、ホース、及びアタッチメント使

用後は、できる限り早く清掃してください。 

 
注記：ハンドピースの清掃、すすぎを行ってい

る間は、必ずハンドピースの先端（ノーズ）を

下に向けてください。 
 
1. 清掃する前に、ハンドピースから全てのア

タッチメント及び付属品を取り外してく

ださい。 
 
2. ホースを付けたまま、ハンドピース及び

ホースを、清潔で柔らかいブラシ及び中性

洗剤で丹念に擦り洗いしてください。ア

タッチメント、バーガード及び延長ホース

については、ナイロンブラシ又はパイプク

リーナーを用いて、内部を丹念に清掃して

ください。付着した血液、凝固した物質、

汚れ等すべてを洗い落としてください。ハ

ンドピース、ホース及びアタッチメントは、

石鹸水、又はすすいだ水に浸さないでくだ

さい。 
 

 
 

3. ハンドピースとアタッチメントのすべて

の可動部分を持ち上げたり、回転させたり

して動かしながら、こびりついた汚れがな

いか確かめます。汚れが見つかったら、完

全になくなるまで清掃を続けてください。 
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4.  ハンドピースの先端を下に向けて、ホー

スは付けたまま、流水下ですすぎを行い、

ハンドピースに残っている洗剤を取り除

きます。取り付け部品もすべて同様に、丹

念にすすいでください。金属の変色を防ぐ

ために、ハンドピースの表面に残った水道

水を、蒸留水で洗い流してください。ハン

ドピースを決して液体に浸けないでくだ

さい。 
 

 
 
5. ハンドピース及びアタッチメントに付い

ている水を振り落とし、表面に残った水を

清潔で起毛の無いタオルで拭き取ります。 

 

 
 
6. 機器の部品のうち、バーガードだけは、流

水が内部へ浸入しても、損傷するおそれが

ありません。 

 

 
 
7. 滅菌前にホースを取り外します。 

 

3.1.2.2 フットコントロールスイッチの清

掃方法 

1. 全てのホースをフットコントロールス

イッチから取り外してください。 

 
2. フットコントロールスイッチを、中性洗剤

で湿らせた清潔で柔らかい布で拭いてくだ

さい。フットコントロールスイッチの下側

を十分にこすり洗いし、金属物等の付着が

無いことを確認してください。 

 
3. 金属の変色を防ぐために、蒸留または殺菌

水でもう一度フットコントロールスイッチ

を拭いてください。 
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3.1.2.3 マイクロ 100 ワイヤードライバー

－特別な清掃方法 

 
注記：ワイヤードライバー内部の定期的な清掃

を怠ると、正しく機能しなくなることがあ

ります。ワイヤー挿入部分の清掃は毎回の

使用後に行ってください。 

 
ワイヤードライバーハンドピースの清掃後、

ワイヤー挿入部の特別な清掃を行わなけれ

ばなりません。 

 
1. ワイヤードライバーのワイヤー挿入部を

清掃するには： 

 

(a) ワイヤードライバーブラシ(00-5053-124-00)

のワイヤー側を後部から送り込みます。 

 
 

(b) ブラシをハンドピースに通して引き抜

きます。これを繰り返してごみ等を取り

除きます。 

 

 

3.1.3 アタッチメントへの注油方法 

 

注記： 

1. アタッチメントは注油前に清掃してくだ

さい。 

 

2. 注油が可能なのは、アングルアタッチメン

ト(1375-032、033、034、035、036)だけで

す。ハンドピースや、その他のアタッチメ

ントには注油しないでください。 

 

3.  Hall の ア タ ッ チ メ ン ト ス プ レ ー

(00-1375-037-00)だけを使用してください。 

 
注記：スプレー容器には、可燃性の高圧ガス（LP

ガス含む）が入っています。40ºC を超える温

度にスプレー缶をさらさないでください。空の

場合であっても、缶に穴を開けたり、燃やした

りしないでください。直火や白熱光源にスプ

レーしないでください。 

 
1. 使用前に、缶をよく振ります。スプレー缶

のラベルに記載された情報や説明をよくお

読みください。 

 
2. スプレーのノズルが取り付けられていな

い場合、スプレー缶の噴射口にノズルを取

り付けます。 
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3. アングルアタッチメントの基底部に、スプ

レーのノズルを完全に挿入します。 

 

 
 
4. 缶を真っ直ぐに立てた状態で、ボタンを押

し、1～2 秒間、またはアタッチメントから

流れ出す潤滑油が透明になり、血痕がなく

なるまでスプレーします。アタッチメント

から余分な油を拭き取ります。 

 

 
 
5. 注油が完了したら、アタッチメントをハン

ドピースに取り付け、約 15 秒間ハンドピー

スを操作します。 



 

30 

 

3.1.4 滅菌 

蒸気滅菌は、安全かつ効果的であり、Hall の機

器及びアタッチメントや付属品の滅菌におい

て、禁忌はありません。 

 

3.1.4.1 滅菌に関する警告及び注記 

 
警告：消毒液を用いた器具表面の拭き掃除は、

器具を滅菌したことにはなりませんのでお勧

めしません。 
 
1. エチレンオキサイドガス滅菌は、ハンド

ピースの滅菌にはお勧めしません。 
 
2. CIDEX のような化学滅菌剤で、ハンドピー

ス、アタッチメント及び付属品を滅菌して

はいけません。 
 
3. ハンドピースからホースを取り外します。

滅菌コンテナの蓋を閉じる際、ホースを圧

縮しないでください。 
 
4. 熱がまだ残っている状態で、ハンドピース

を操作しないでください。施術前に十分冷

却時間を取ってください。熱を冷ますため

に、液体に浸けたり、湿った布で覆ったり

しないでください。室温で冷ましてくださ

い。 
 
5. 清掃された器具を器具トレイに置いてく

ださい。00-5030-020-00 滅菌ケースをお勧

めいたします。 
 

6. 器具を包む場合は、縫い目＃140 の二重の

布を 2 枚使用します。タイベックバッグは、

湿気がバッグから逃げず、ハンドピースを

傷める可能性がありますので、使用しない

でください。滅菌時間は、器具を包んだ場

合と包まなかった場合とで変わりありませ

ん。 
 
注記： 
 
1. 滅菌バリデーションは、AAMI TIR12 の要求

事項に従って実施されています。 
 
2. フラッシュオートクレーブは、包装してい

ない製品に対して、乾燥サイクルなしで行

う滅菌工程です。マイクロ 100 ハンドピー

スは、次頁表に記載する滅菌パラメータを

用い、推奨する乾燥時間を省いて、フラッ

シュオートクレーブ滅菌することが可能

です。 
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表 3：滅菌パラメータ 

マイクロ 100 ハンドピース及びアタッチメントの滅菌パラメータ 

滅菌方法 サイクル 低温度 推奨 低滅菌時間 低乾燥時間 
蒸気 プレバキューム 132ºC 4 分 8 分 
蒸気 重力置換 132ºC 35 分 8 分 
蒸気 重力置換 121ºC 80 分 8 分 

注記： 

1. フィルター付の滅菌コンテナの場合、重力置換サイクルの時間を 5分追加してください。 

 

2. ハンドピース及びアタッチメントの信頼性及び耐久性には、乾燥時間が極めて重要になります。

オートクレーブに 8 分入れていても、ハンドピース及びアタッチメントが完全に乾燥しない場合

は、乾燥時間をさらに延長することをお勧めします。 
ホースの滅菌パラメータ 

滅菌方法 サイクル 低温度 推奨 低滅菌時間 低乾燥時間 
蒸気 プレバキューム 132ºC 4 分 8 分 
蒸気 重力置換 132ºC 20 分 8 分 
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3.2 トラブルシューティング 

 
表 4：トラブルシューティングガイド 

問題点 考えられる原因 是正措置 
全てのハンドピース 

ハンドピースの

パワー不足。 
♦ レギュレーターの異常。 ♦ 別のレギュレーターを使用してハン

ドピースを操作し、問題がハンドピー

スにあるのか、レギュレーターにある

のかを確認する。問題のある部品を適

切な部品に交換する。 
♦ 作動圧の設定が間違っている。 ♦ 推奨する作動圧に設定する。 

♦ ホースが 10 フィート以上か、又は延

長ホースを使用している場合、ホース

を 1 フィート延長するごとに、圧力を

1 psi 追加する。 
♦ ホースがレギュレーター、ハンドピー

ス、フットコントロールスイッチに

合っていない。 

♦ すべてのホース接続部をチェックし

て、それらが完全に固定されているか

確認する。 
♦ ホースの動きに制約がある。 ♦ ホースに掛かっている制約を取り除

く。 
♦ タンク圧が 500 psi 未満である。 ♦ タンク圧が 500 psi 未満の状態で、施

術を開始しない。タンクを交換する。

♦ タンクのバルブが完全に開いていな

い。 
♦ タンクバルブを完全に開けてくださ

い。 
♦ 窒素ガスが使用されていない。 ♦ 圧縮空気（特に汚染されている空気）

は性能を低下させる。 
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表 4：トラブルシューティングガイド 

問題点 考えられる原因 是正措置 
全てのハンドピース（続き） 

ハンドピースの

パ ワ ー 不 足 。

（続き） 

♦ ハンドピースのモーターが注油され

ている。 
♦ モーターに注油しない。注油によって

モーターがスローダウンする。修理に

出す。 
♦ 安全ロック／方向レバーが完全に操

作位置になっていない。 
♦ 安全ロック／方向レバーが完全に適

切な操作位置になっていることを確

認する。 
マイクロ 100 ドリル 

バ ー が ハ ン ド

ピースから滑り

落ちる。 

♦ バーがハンドピースコレットに完全

に固定またはロックされていない。 
♦ ハンドピースコレットにバーを完全

に挿入／固定する。 

レシプロケーティング、サジタル及びオシレーティングソー 
ブレードが振動

する。 
♦ バーがハンドピースコレットに完全

に固定またはロックされていない。 
♦ ハンドピースコレットにブレードを

完全に取り付け／固定する。 
♦ ハンドピースを少し作動させる。ブ

レードの増し締めをする。 
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3.3 仕様 

Linvatec Corporation は、TÜV 製品サービスによる EN ISO 9001 及び EN 46001 の認証を取得し

ており、Annex II の Clause 3、Annex II の section 4、及び Annex V について Medical Device Directive 

93/42/EEC の認証も取得している。 

 

3.3.1 マイクロ 100 ドリル(00-5053-009-00) 

速度範囲： 500～20,000 rpm 

トルク： 6 in.oz 

動作圧力： 作動時 100 psi（7 kg/cm2） 

推奨動力： 医療用の脱水圧縮乾燥窒素 

窒素消費量： 大 8.0 cfm（226ℓ /min） 

バー引き抜き強度： 12 lbs.(5.45kg)以上 

 

3.3.2 マイクロ 100 レシプロケーティングソー(00-5053-010-00) 

速度範囲： 14,000 cpm(1 分につき 28,000 ストローク) 

ストローク： 1/10 inch(2,54mm) 

動作圧力： 作動時 100 psi（7 kg/cm2） 

推奨動力： 医療用の脱水圧縮乾燥窒素 

窒素消費量： 大 8.0 cfm（226ℓ /min） 

 

3.3.3 マイクロ 100 サジタルソー(00-5053-011-00) 

速度範囲： 18,000 cpm(1 分につき 36,000 ストローク) 

ストローク角度： 4º 

動作圧力： 作動時 100 psi（7 kg/cm2） 

推奨動力： 医療用の脱水圧縮乾燥窒素 

窒素消費量： 大 8.0 cfm（226ℓ /min） 
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3.3.4 マイクロ 100 オシレーティングソー(00-5053-012-00)及びエクストラロングオシレー

ティングソー(00-5053-022-00) 

速度範囲： 22,000 cpm(1 分につき 44,000 ストローク) 

ストローク角度： 7º 

動作圧力： 作動時 100 psi（7 kg/cm2） 

推奨動力： 医療用の脱水圧縮乾燥窒素 

窒素消費量： 大 8.0 cfm（226ℓ /min） 

 

3.3.5 マイクロ 100 ワイヤードライバー(00-5053-013-00) 

速度範囲： 0～1,100 rpm 

トルク： 30 in.oz 

ワイヤー挿入部： 挿入可能ワイヤー径 0.028 in.(0.71mm)～0.062 in.(1.57mm) 

動作圧力： 作動時 100 psi（7 kg/cm2） 

推奨動力： 医療用の脱水圧縮乾燥窒素 

窒素消費量： 大 8.0 cfm（226ℓ /min） 

 

3.3.6 環境要件 

操作時： 

周囲温度： ＋10ºC～＋25ºC 

相対湿度： 30％～75％ 

気圧： 700～1060 ヘクトパスカル（hPa） 

 

輸送及び保管時： 

周囲温度： －40ºC～＋70ºC 

相対湿度： 10％～100％ 

気圧： 500～1060 ヘクトパスカル（hPa） 

 

注記：製品寿命が過ぎた後は、構成部品及びその他の部品を含め、適切に廃棄処分してください。 

 



 

36 

 

3.4 アタッチメント及び付属品 

 

3.4.1 マイクロ 100 ハンドピース 

品番 内容 

00-5053-009-00 マイクロ 100 ドリル（ホース無し） 

00-5053-010-00 マイクロ 100 レシプロケーティングソー（ホース無し） 

00-5053-011-00 マイクロ 100 サジタルソー（ホース無し、1365-005 六角レンチ含む） 

00-5053-012-00 マイクロ 100 オシレーティングソー（ホース無し、1365-005 六角レンチ含む） 

00-5053-013-00 マイクロ 100 ワイヤードライバー（ホース無し、5053-123 ワイヤーガード・5053-124

ワイヤードライバーブラシ含む） 

00-5053-022-00 マイクロ 100 オシレーティングソーエクストラロング（ホース無し、1365-005 六角レン

チ含む） 

 

3.4.2 マイクロ 100 ハンドピース共通の付属品 

品番 内容 

00-1375-028-00 フットコントロールスイッチ（5053-074 フットコントロール用クリップ付） 

00-5030-010-00 ハーフサイズ滅菌ケース（11×12×6） 

00-5030-020-00 滅菌ケース（18×12×6） 

00-5052-012-00 消毒用ケース 

L3-M207-000-00 シングルレギュレーター 

L3-M208-000-00 ダブルレギュレーター 

00-5052-010-00 3 メートルホース 

00-5052-017-00 6 メートルホース 

00-5052-018-00 延長ホース 3 メートル 

00-5052-031-00 延長ホース 6 メートル 

00-5053-074-00 フットコントロール用クリップ 
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3.4.3 マイクロ 100 ドリル(00-5053-009-00) の追加付属品 

品番 内容 

00-1375-003-00 バーチェンジャー 

00-1375-005-00 バーリリース 

00-1375-011-00 ロングバーガード 

00-1375-012-00 ミディアムバーガード 

00-1375-020-00 ラミネクトミーバーガード 

00-1375-021-00 ライノプラスティバーガード 

00-1375-023-00 エクストラロングバーガード 

00-1375-032-00 アングルアタッチメント 20º 

00-1375-033-00 アングルアタッチメント 20ºエクストラロング 

11-1375-033-00 アングルアタッチメント 20ºエクストラロング 

00-1375-034-00 アングルアタッチメント 70ºデンタル 

00-1375-035-00 アングルアタッチメント 70º 

00-1375-036-00 アングルアタッチメント 90º 

00-1387-022-00 組織保護用バーガード 

 

3.4.4 マイクロ 100 ワイヤードライバー(00-5053-013-00) の追加付属品 

品番 内容 

00-5053-123-00 ワイヤーガード 

00-5053-019-00 ワイヤードライバーアダプター 

00-5053-124-00 ワイヤードライバーブラシ 

 

3.4.5 各種別売付属品 

品番 内容 

00-1365-005-00 アレンレンチ 

00-1375-037-00 Hall アタッチメントスプレー 

00-5053-008-00 バーラック 

00-5053-025-00 口腔用ナットレンチ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】 

ジンマー株式会社 
静岡県御殿場市中畑1656番地の1 
電話番号 0550-89-8500㈹ 
外国製造所の氏名又は名称並びに国名： 

        コンメドリンバテック社 
（Linvatec Corporation d/b/a ConMed Linvatec ）、米国 
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