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脊椎用テーブルトップ

Trios®

テーブルシステム

1

透視用テーブルトップ2
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Trios®テーブルシステムは、脊椎手術プラットホームにさらに

優れた機能が追加された手術台です。Trios®の脊椎用テー

ブルトップと透視用テーブルトップは、X線透過性で最大

295kg（650ポンド）の患者まで対応します。Trios®には、

独自のテーブルトップ取付けインタフェース、最新式の180度

回転機構、電動フロアロックなど、手術室の能率と使いやすさ

を向上させる様々な機能が盛り込まれています。

Trios®は、ユーザーと患者の両方のニーズを満足させるよう

に設計された、信頼性と操作性に優れたシステムです。

Simplicity
Redefined



脊椎用＆透視用
テーブルトップ

・　椎弓切除術
・　除圧
・　骨切り術
・　前方／後方固定
・　脊椎変形矯正術
・　頚椎前方／後方アプローチ
・　椎体形成術
・　IDET手術
・　血管手術 
・　関節イメージング
・　疼痛管理

650 lbs.
対応荷重（295kg）

対応症例
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Tr ios®テーブルシステムは、テーブルトップを入れ替える

ことができるため、脊椎手術やイメージングなど、様々な

処置に柔軟に対応できるシステムです。脊椎用テーブル

トップは、最適な腹臥位ポジショニングを可能にし、また

透視用テーブルトップは、仰臥位や側臥位での最適なイメー

ジングを可能にします。

●腹臥ポジショニングの利点

・手術部位へのアクセス向上

・大静脈の除圧

・硬膜外静脈からの出血を抑制

・患者のニーズに合わせてパッドやコンポーネントの位置

　　をカスタマイズ

Advanced 
Simplicity  and 
Positioning
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タワー＆ラチェットシステム 
タワー＆ラチェットシステムは、テーブルトップのポジショニングに必要な調節とカスタマ

イズが可能な独自のシステムです。このシンプルで安全性に優れたシステムにより、セット

アップがより簡単、効率的に行えます。

安全なテーブルトップ取付け 

・新しい接続機構により、誤ってテーブルトップが落下する

リスクがなくなりました。

・各タワーは、テーブルトップ取付けの際に、テーブルベー

スのクロスバーに簡単に固定することができます。

・テーブルトップ用フックは、シンプルなため、タワーに確

実に取り付けることができます。

・クロスバーに対するテーブルトップ位置の調整は、タワー

にある独自設計のラチェット機構により、簡単に行なうこ

とができます。

・テーブルトップの位置は、患者を移す前でも後でも調整

することができます。

仰臥位

1

Enhanced Control 
and Adjustment
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180度回転ハンドル 
180°回転するハンドルで簡単に操作できるアンロックシステムは、2段階でロックを解除する

安全機構が組み込まれています。Trios®では、テーブルがロックされていない場合は、テー

ブルの上部と下部の末端にあるインジケータが点灯し、ユーザーに警告します。

患者の180度回転 
• 患者を安全かつ効率的に体位変換

• 補助テーブルを使わずに、前方／後方処置が可能

180º

回転前に患者を固定2

仰臥位

1

固定を外して腹臥位が完了4

患者を安全に回転

3

患者を

Enhanced Control 
and Adjustment

Simple and Safe
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A . コントローラーと補助パネル 
・テーブル高さ、横転角度、トレンデレンブルク体位が

リアルタイムでディスプレイに表示。

・コントローラーでプログラムのメモリーが可能。

・テーブルの操作ができる補助パネルが内蔵されて

います。

C . カーボンファイバ構造 
・完全なX線透過性。

・Cアーム／Oアームとの一体化を実現。

・前方／後方画像、側位および斜位画像が術中に確認

可能。

B . 電動フロアロック 
・コントローラーまたは補助パネルを使って、ワンタッ

チでフロアロックが可能。

・テーブルはフロアロックがかかっていない状態では

使用できません。

D . Tempur-Pedic®パッド 
・仰臥位および腹臥位でポジショニングするさまざま

な患者に対応可能。

・術中の患者の体圧を均等に分散。

・患者の解剖学的構造に従って成形されるため、より

優れたサポートが可能。

A

C D

B

Features
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セット明細

商品名
Ｔｒｉｏｓテーブルベース（7803）
Ｔｒｉｏｓ脊椎用テーブルトップセット（7943）
Ｔｒｉｏｓ透視用テーブルトップセット（7927）
Ｔｒｉｏｓ脊椎用テーブルトップ（7803-574）
Ｔｒｉｏｓ透視用テーブルトップ（7803-349）
Ｔｒｉｏｓタワー（7803-279）
Ｔｒｉｏｓカバー（7803-320）
Ｔｒｉｏｓ汎用サイドレールアダプター（7927-959）
Ｔｒｉｏｓアクセサリーカートカバー付（7803-500）
Ｔｒｉｏｓ液晶操作ＢＯＸ（7802）
テンピュールヒップ／大腿パッドセット（5939）
テンピュールヒップ／大腿パッド右（5939-R）
テンピュールヒップ／大腿パッド左（5939-L）
頸椎マネジメント・ベースユニット一式（7803-457）
頸椎マネジメント・ベースユニット用アダプター7803456
仰臥位用テーブルトップショート（5880-09）
並進アームボード（5376）
カップラーⅡアセンブリー式（7803-471）
DORO放射線透過性頭蓋クランプ（6910-3034）
DOROQR3アルミニウム頭蓋クランプ（6910-1001）
医療用パッド付ユニバーサルフットボード6900-51
膨張式ブランダー（973)
Ｔｒｉｏｓサイドレール45.7ｃｍ（7803-514）
Ｔｒｉｏｓ側方ポジショナーセット（7300）
テンピュールコンフォートパッド 8点セット（6956）
頸椎牽引ベクトル調整器（7803-790）

4946329298154
4946329298161
4946329298178
4946329298185
4946329298192
4946329298208
4946329298222
4946329298239
4946329298246
4946329298253
4946329298307
4946329298314
4946329298321
4946329298406
4946329298413
4946329298420
4946329298444
4946329298451
4946329298468
4946329298475
4946329298482
4946329298499
4946329298505
4946329298512
4946329319224
4946329335842

商品コード
02 -138 -01
02 -138 -02
02 -138 -03
02 -138 -10
02 -138 -11
02 -138 -12
02 -138 -14
02 -138 -15
02 -138 -16
02 -138 -17
02 -138 -22
02 -138 -23
02 -138 -24
02 -138 -32
02 -138 -33
02 -138 -34
02 -138 -36
02 -138 -37
02 -138 -38
02 -138 -39
02 -138 -40
02 -138 -41
02 -138 -42
02 -138 -43
02 -138 -49
02 -138 -99

JANコード

■Trios付属品

商品名
テンピュールコンフォート股関節パッド大（6956-3）
テンピュールコンフォート股関節パッド中（6956-4）
テンピュールコンフォート股関節パッド小（6956-5）
テンピュールコンフォート大腿部パッド右（6956-6）
テンピュールコンフォート大腿部パッド左（6956-7）
Tempur-Pedicポジショニングパッドセット 6種入（6950）
透視テーブルトップパッド（5840-7028）
クラーク型 固定金具（5393）
サイドレールソケット（5394）
ＳＴＳ側臥位用 上肢台セット（5364）
STS上肢台（5356）
ＳＴＳ交差式上肢台（5857）
ＳＴＳ調整式上肢台（5579）
ラジオルーセントDORO用アダプター（5979-300）
ラジオルーセントメイフィールド用アダプター（5979-200）
ラジオルーセントＤOＲＯ用アダプター（5873-300）
メイフィルドヘッドレストカプラー（5873）
スパイナルトップアダプター２個組（5846）
脊椎テーブル用ウィルソンフレーム5321G
患者安全ベルト（5855-550）
脊椎ＴＢ用 胸部パッド（5840-7569）
頭部支持板（5840-277）
脊椎テーブル用脚板パッド
固定ベルト ６０インチ（5840-43）
安全ベルト ９０インチ（5840-44）
臀部用ベルト（5840-45）
ＳＴＳ胸支持プレート（580）
デュアル胸部パッドカバー12個入（5986-8）
ＳＴＳ患者保護キット（5808）６個入
胸部パッドカバー（5844-13）６個入
テンピュールデュアル胸部パッド右（5840-601）
テンピュールデュアル胸部パッド左（5840-600）
テンピュールデュアル胸部パッドセット（5840-620）
ＳＴＳレトラクターアダプター（5888）
プロンビューアジャスタブルミラーヘルメットセット（ＳＴＳ用）
STS患者保護キットPVクッション付６組（5808PV）
Ｔｅｍｐｕｒ-Ｐｅｄｉｃ体位枕 ラージ（6947）
Ｔｅｍｐｕｒ-Ｐｅｄｉｃ体位枕 スタンダード（6946）

4946329319170
4946329319187
4946329319194
4946329319200
4946329319217
4946329259452
4946329138948
4946329040548
4946329139150
4946329040562
4946329040579
4946329040586
4946329139211
4946329259476
4946329259483
4946329209891
4946329040722
4946329040739
4946329139273
4946329139297
4946329040937
4946329041057
4946329184631
4946329041118
4946329041125
4946329041132
4946329041163
4946329139426
4946329139440
4946329139501
4946329319156
4946329319163
4946329319248
4946329139549
4946329170788
4946329171419
4946329183733
4946329183740

商品コード
02 -138 -44
02 -138 -45
02 -138 -46
02 -138 -47
02 -138 -48
02 -140 -47
02 -142 -80
02 -143 -04
02 -143 -06
02 -143 -50
02 -143 -51
02 -143 -52
02 -143 -54
02 -143 -63
02 -143 -64
02 -143 -69
02 -143 -71
02 -143 -72
02 -143 -76
02 -143 -78
02 -144 -01
02 -144 -14
02 -144 -15
02 -144 -21
02 -144 -22
02 -144 -23
02 -144 -26
02 -144 -30
02 -144 -37
02 -144 -50
02 -144 -55
02 -144 -56
02 -144 -57
02 -144 -62
02 -144 -89
02 -144 -95
02 -147 -23
02 -147 -24

JANコード

■OSIモジュラーテーブルおよびProAXIS共用品  



Triosテーブルシステム
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※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

1909-500-BR-001-1909

●事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく
理解された上でご使用ください。

●定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店まで
お問い合わせください。

注意

製造業者

Specification
販売名

製造販売届出番号
類別

一般的名称
JMDNコード
クラス分類

Triosテーブルシステム
13B1X00306N10272
器械器具（01）　手術台及び治療台
汎用電動式手術台
36867020
Ⅰ　特定保守管理医療機器

ベース寸法 長さ2794mm  　幅813mm

テーブルトップ寸法 長さ2335mm  　幅432mm

テーブルトップ寸法 長さ2335mm  　幅546mm

■Triosテーブルベース（7803）

■Trios脊椎用テーブルトップ（7803-374） 

■Trios透視用テーブルトップ（7803-349） 

定格電源電圧
定格電源周波数

電源入力
バッテリー電源電圧

昇降範囲
縦転角度
横転角度

自動水平復帰
ブレーキ

テーブルトップ回転

AC100-240V
50-60Hz
500VA
DC24V

最高位1228mm　最低位838mm（電動）
頭上・頭下各11°（電動）
左右各25°（電動）
縦転／横転（電動）
固定／解除（電動）
180°（手動）

〒959 -1821　新潟県五泉市赤海3631-14
〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173 -13

● 五 泉 工 場
● 千 葉 工 場

〒060-0807　札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル2F
TEL 011-716-4731　FAX 011-716- 4803
〒980-0014　仙台市青葉区本町1-11-2 SK仙台ビル2F　
TEL 022-227-1688　FAX 022-227-1698
〒951-8068　新潟市中央区上大川前通七番町1230-7 ストークビル鏡橋6F
TEL 025-229-5458　FAX 025-222-4684
〒113-0033　東京都文京区本郷3-30-13　
TEL 03-3815-3193　FAX 03-3815-1280
〒464-0075　名古屋市千種区内山3-17-4 スズシン第2ビル3F　
TEL 052-732-7130　FAX 052-732-7131
〒550-0004　大阪市西区靭本町1-10-24 三共本町ビル7F　
TEL 06-6444-3840　FAX 06-6444-3860
〒730-0045　広島市中区鶴見町3-19 板倉ビル4F
TEL 082-241-8826　FAX 082-241-8836
〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-1-1ノーリツビル福岡5F　
TEL 092-431-5022　FAX 092-474-4483

●北海道センター

●東北センター

●新潟センター

●北関東センター

●東海センター

●関西センター

●中国センター

●九州センター

TEL 03-3815-3097　FAX 03-3813-5068
TEL 03-3815-3097　FAX 03-3813-5068
TEL 03-3815-3097　FAX 03-3813-5068
TEL 03-4334-9111　FAX 03-3815-3185

〒113- 0033　東京都文京区本郷3-30-13　　

●販 売 事 業 部
●販 売 マ ー ケ ティング 部
●販 売 技 術 部
●特 販 事 業 部

〒113- 0033　東京都文京区本郷3-29 -3
TEL 03-3811-0350　FAX 03-3811-1880

●ミズ ホアーバ ン 株 式 会 社

ht t p : / / www.mizuho.co . jp

【 営 業 拠 点 】

【関東圏  販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

【 本 社 】

TEL 043-481-3367　FAX 043-481-3374
TEL 043-481-3368　FAX 043-481-3375

〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173 -13　　

● 訪 問 修 理 受 付
● お 預 り 修 理 受 付

【 テ ク ニ カ ル サ ー ビ ス 部 】

〒285-0808　千葉県佐倉市太田2173 -13　　

◯お問い合わせは営業担当までお願い致します。

【 ミ ズ ホ シ ョ ー ル ー ム 】

【 工 場 】
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