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トラクションアームクランプ（5855-61）
トラクションブーツＸ-LARGE　1組（6850-487）
レッグボードLARGE（6850-170）
Hana／PROFX患者保護キット6個入（6855）
Hana外傷セット（6875-2761）
脛骨用直行型トラクションロッド（5855-411）
脛骨用トラクションブーツアダプター（6850-25）
トラクションユニット（5855-345）
トラクションフットプレート（5855-440）
股関節鏡用股間支柱（3369）
Hana付属品カート（6875-500）

02-144-22
02-149-11
02-149-20
02-149-21
02-149-22
02-149-23
02-149-25
02-149-26
02-149-28
02-149-32
02-149-33
02-149-34
02-149-35
02-149-70
02-149-71
02-149-72
02-149-73
02-149-75
02-149-76
02-149-77
02-149-78
02-149-79
02-149-80
02-149-81
02-149-82
02-149-83
02-149-84
02-149-85
02-149-86
02-149-87
02-149-88

安全ベルト　90インチ （5840-44）
Hanaテーブルベース (6875-7)
レッグボードLARGE （5855-838）
レッグブラケット （6300-92）
トラクションブーツSMALL　1組 （6850-485）
トラクションブーツLARGE　1組 （6850-486）
トラクションブーツライナーセットSMALL （FE00384）
トラクションブーツライナーセットLARGE （FE00386）
仰臥位用股間支柱 （6850-413）
Hanaフェモラルリフト緊急用昇降ハンドル （6875-602）
Hanaフェモラルリフトマウント着脱式 （6875-2730）
Hana腰部テーブルパッド （6875-7129）
Hanaテーブルパッド （6875-7120）
フェモラルフックロングRIGHT （6850-140）
フェモラルフックロングLEFT （6850-144）
フェモラルフックRIGHT （6850-919）
フェモラルフックLEFT （6850-918）
フェモラルフックサポート　1組 （6850-110）
Hanaフェモラルリフトエクステンション　1組 （6875-264）
HanaフェモラルリフトマウントRIGHT （6875-600）
HanaフェモラルリフトマウントLEFT （6875-601）
Hanaフェモラルリフトフットぺダル （6875-5003）
Hanaトラクションブーツ延長器1組 （6875-399）
HanaTKAアンクルサポートシステム （6875-230）
Hanaレッグサポートアダプター （6875-201）
HanaラジオルーセントトラクションアームRIGHT （6875-350）
HanaラジオルーセントトラクションアームLEFT （6875-360）
Hanaパッド付上肢台 （6875-292）
Hana側臥位用股間支柱 （6875-250）
Hanaテーブルカバー （6875-20）
Hana操作BOX （6807-4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

アクセサリ（オプション）
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全　　長   1230mm（※3150ｍｍ）
   ※Hanaラジオルーセントトラクションアーム装着時

全　　幅   550ｍｍ（ポスト近傍250mm）
質　　量   400kg
定格電源電圧  AC100V
定格電源周波数  50-60Hz
電源入力   400VA
バッテリー電源電圧  DC24V
患者の最大許容体重 205kg

製品仕様

昇降範囲   最高位：1270mm　 最低位：760mm
縦転角度   頭下がり：12°　　　頭上がり：12°
横転角度   右下がり：12°　　　左下がり：12°
自動水平復帰  縦転／横転

操作範囲

●カーボンファイバー製テーブルトップ
●本体コントロールパネル
●交換可能なコントロール･モジュール
●手動フロアロック
●コントロール用フットペダル
●アクセサリー･サイドレール
●ステンレススチール製ベース
●軽量スパー
●AC電源またはバッテリー駆動
●球状三次元ポジショニング･システム
　（Spherical Spatial Positioning System：SSPS）

製品の特徴
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ポジショニング機能

標準付属品

一般医療機器 届出番号：13B1X00306N10003

類　　　別：機械器具（01）手術台及び治療台
一般的名称：整形外科用手術台
販　売　名：HANAテーブル
JMDNコード：35394000

製造業者

HANAテーブル

商品コード JANコード 商品名 クラス分類

02-149-10 4946329150995 Hanaテーブル（6875J）

トラクションブーツ展開角度 内　転：20°　　　　外　転：45°
トラクションブーツ屈折角度 上がり：28°　　　　下がり：35°
トラクションブーツ回転角度　 360°
トラクションアーム回転角度 360°　　

電
　
動

手
　
動
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hanaでは、骨盤や大腿骨から筋肉を剥離することなく、一ヶ所の切開で前
方アプローチによる股関節の置換が可能です。このテーブルは、過伸展、
外転、内転はもちろんのこと、大腿骨コンポーネント置換のための股関節
外旋という従来の手術台では不可能だったポジショニングが可能です。側
方および後方の軟組織はそのままなので、術後ただちに股関節の安定が
期待できます。
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THAでの前方アプローチを最適化
• 人工股関節全置換術（THA）での前方アプローチに対応
• 特許取得済み大腿部フック･システム採用
• 外科医によるコントロールが可能な電動大腿部リフト

大腿部リフト･コントロール

• 患者の位置、操作、牽引を高精度にコントロール
牽引ブーツ

• 簡単な交換作業
• AC電源またはバッテリー駆動

交換可能なコントロール･モジュール

• 大腿骨リフト･サポートの上昇／下降を
  電動でコントロール

大腿骨リフト用フットペダル

• Total Knee Flexion and Support System（全膝関節屈曲及びサポート･シス
テム） は膝関節全置換を含む体位セッティングが可能です。

MIS膝関節術が可能

• 医師が患者の下肢を屈曲させる際に役立ちます。
• スパーには球状三次元ポジショニング･システム（Spherical Spatial 
Positioning System：SSPS）が組み込まれています。
• 骨折用キットにより、下肢骨折術に対応します。

抜群の操作性

放射線透過性に優れたカーボンファイバー構造で、干渉の少ない撮像が
可能。Cアームのアクセスも容易です。

充実した撮像機能

患者の体型に合わせて術中の圧力を均一化。患者の快適性と安全性を高
めています。

TEMPUR-PEDIC 医療用パッド･テクノロジー

• 優れた剛性
• 最大許容体重：205kg

高い安定性

• LED連続モニタリング･システム
• 交換可能なコントロール･モジュール

優れたサービス性
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本体コントロールパネル

電動ハンドペンダント
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本体コントロールパネル

電動ハンドペンダント
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定格電源周波数  50-60Hz
電源入力   400VA
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昇降範囲   最高位：1270mm　 最低位：760mm
縦転角度   頭下がり：12°　　　頭上がり：12°
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●アクセサリー･サイドレール
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標準付属品

一般医療機器 届出番号：13B1X00306N10003

類　　　別：機械器具（01）手術台及び治療台
一般的名称：整形外科用手術台
販　売　名：HANAテーブル
JMDNコード：35394000

製造業者

HANAテーブル

商品コード JANコード 商品名 クラス分類

02-149-10 4946329150995 Hanaテーブル（6875J）
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