
THE PERFECT
COMBINATION OF
POWER AND
BARANCE.

耳鼻咽喉科・眼科・脳外科・マイクロサージェリー

ホール気動式骨手術器機　オステオン・ドリル・システム

THE HALLTM 
OSTEONTM DRILL SYSTEM



OSTEONTM DRILL SYSTEMOSTEONTM DRILL SYSTEM

ホールオステオンドリルは　マイクロ・サージェリー用に特別設計された高性能
手術用ドリルで、耳鼻咽喉科、眼科、脳外科等の多方面の手術に使用できます。

■ 正確なカッティング

■ ワイドな視野

■ 軽量コンパクト

■ 正／逆回転の切換

■ オイルレス機構

ハンドピース規格
品 名
カタログNo.
角　度
長　さ
直　径
重　量
回転数
操作圧
ト ル ク
窒素消費量

アングル ハンドピース
00-5038-002-00

15°
133.0mm
16.5mm
85g

2,000～20,000RPM
7kg/cm2

6インチオンス
170  （最大）

ストレート ハンドピース
00-5038-001-00

0°
117.0mm
16.5mm
85g

2,000～20,000RPM
7kg/cm2

6インチオンス
170  （最大）

■ バーの取り付け方

■ パワー調整

1.ハンドピースを保持しながら、ツイストコレットを①
の方向に引っぱりながら、②の方向にひねります。

2.バーを奥までさしこみ③の
方向にコレットを回します。

1.①の調整ダイヤルに
よって回転方向とパ
ワーを調整できます。

2.フットコントロールをいっぱいに踏みながら
　　　　　　　　　　　　　　調整してください。

マイクロサージェリーにおいてイリゲーションの重要性は高まる一方

です。オステオンイリゲーションシステムはドリルと組み合わせ、イリ

ゲーションを正確かつ容易に行うことができるよう工夫されています。

イリゲーション ポンプ
Irrigation Pump
カタログNo.00-5040-039-00

●ポンプはドリルと同期して動作します。

●電動式のためイリゲーションバック内の液量に関係なく一定圧が得られます。

●パネル上のダイアルにより最大55cc/分まで連続に調整可能です。

●センサー、チュービングの交換によりHALL社製の他の
　パワーインスツルメントにも使用できます。

オステオン イリゲーション チューブ（5本／箱）
Osteon Irrigation Tube
カタログNo.00-5038-600-00

●オステオン専用イリゲーションチューブ、チップおよびクリップ付。

●滅菌済、ディスポーザブル

オステオン／ウルトラパワー イリゲーション センサー
（フットコントロール用）

Irrigation Sensor
カタログNo.00-5038-606-00

特  長

ハンドピースのスピード調整モードにより低速から高速まで広範囲の回転数が得られます。又モ

ーター部分はハンドピースに内蔵されているのでハンドピースの重量バランスが良く操作性能に

優れています。ハンドピース先端のゆるやかで長い傾斜ノーズ部は、術野における深部での操作

を容易にしています。ストレートとアングルの2本組ハンドピース構成と豊富なバーの種類がオ

ステオンドリルの用途を多目的にしています。

バー着脱のスナップ・オン・ロック方式は、ハンドピース上のバー ロック レバーが不要となりさ

らにハンドピース先端の細身のノーズ形状がより一層ワイドな視野を保証します。

ハンドピースの重量85gとスマートなデザインは、軽量コンパクトでかつ安定感のあるバランス

を与え、マイクロ・サージェリーに要求される術者の微妙な操作を可能にしました。

ハンドピース上のスピード調整モード操作によりスピードの変化と正／逆回転

の切換が行えます。

オイルレス機構により注油を全く必要としませんので、

オイル不足による故障がなく　又、メンテナンスも

容易になります。

販売名：オステオン・ドリル・システム　 
医療機器製造販売届出番号：22B1X00005L00049
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 2004 Zimmer K.K.
ZJ-24-12（E）11/2013 ホール オステオン ドリル システム

00-5038-001-00
00-5038-002-00
00-5038-004-00
00-5038-005-00
00-5038-009-00
00-5052-010-00
00-5052-012-00
L3-M207-000-00
00-1375-015-00

ストレート ハンドピース（本体表示 00-5038-091-00）
アングル ハンドピース（本体表示 00-5038-092-00）
フット コントロール
オステオン ホース
バー ラック※
ユニバーサル ホース※
滅菌用ケース※
レギュレータ※
バーブラシ※

　 販売名：オステオン・ドリル・システム　 
　 医療機器製造販売届出番号：22B1X00005L00049
※ 薬事法規対象外

Ordering Information

ACCESSORIES

OSTEON DRILL SYSTEM
カタログNo. 品 名

■ 00-5038-005-00　オステオン ホース ■ 00-5052-010-00　ユニバーサル ホース

■ 00-5038-004-00　オステオン フット コントロール ■ 00-5052-012-00　滅菌用ケース

■ 00-5038-009-00　バー ラック ■ L3-M207-000-00　レギュレーター

■ 00-1375-015-00　バー ブラシ


