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★特徴1 スクリュー専用ケース（オートクレーブ滅菌可）

スクリュー専用単包滅菌ケースを採用しました。

ケース側面にカタログ番号、LOT番号が記載されています。

これによりカタログ番号の確認や LOT番号の管理がし易くなります。

術中スクリューを取り出す際はスクエアスクリューヘッドにドライバーを垂直に入れることで
勘合するセルフホールディング方式により、スクリューを容易に取り出すことができます。

※スクリューケースには製品番号とLOT番号が刻印されています。ご使用後は刻印を確認して使用後管理を行って下さい。

★特徴2 カラーによる識別

★特徴3 Made in Japan

multi hand system は使用するプレート・スクリューが色分けされております。1.5 はピンク色のインプラントでピンク色
のスクリュードライバーが適応され、2.0 はライム色のインプラントでライム色のスクリュードライバーが適応されます。
また2.0mmキャニュレイテッドスクリューはブルーであり、スクリュードライバーはブルーの中空スクリュードライバーにより
挿入可能です。

インプラントおよび手術器械は国内で製造しております。
手術器械は複雑な構造のインストゥルメントは極力省き、シンプルな手術器械をご用意しました。

専用デプスゲージは目盛り前方部にあるライン部分と
目盛り後方部の2箇所で計測することが出来ます。
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型番

S0613 1.5mm用ストレートプレート　16穴
製品名 型番 製品名

H0601 1.5ｍｍ用フックプレート

※フックプレートは
　術中攝子等で押さえて
　ご使用下さい。

T0602 1.5mm用 T型プレート　3-8穴
型番 製品名

T0607 1.5mm用T型プレート　3-13穴
型番 製品名

Y0604 1.5ｍｍ用Y型プレート　8穴
型番 製品名

Y0612 1.5ｍｍ用Y型プレート　16穴
型番 製品名

T0609 1.5ｍｍ用T型プレート　2-7穴
型番 製品名

T0614 1.5ｍｍ用T型プレート　2-12穴
型番 製品名

SQM0603 1.5ｍｍ用マトリックスプレート　2×4穴
型番 製品名

SQM0605 1.5ｍｍ用マトリックスプレート　2×6穴
型番 製品名

C1001L 1.5ｍｍ用コンディラープレートL  5 穴
※コンディラープレートをご使用の際
　はφ1.3ｍｍ程度の Kワイヤーで
　下穴を開けてバー部分を挿入して
　下さい。

型番 製品名

C1001R 1.5ｍｍ用コンディラープレートR　5穴
※コンディラープレートをご使用の際
　はφ1.3ｍｍ程度の Kワイヤーで
　下穴を開けてバー部分を挿入して
　下さい。

型番 製品名

厚さ：0.6ｍｍ1.5 Plate Size Variation

適合ドリル　型番HSD1127-ST　φ1.1ｍｍソリッドドリル
スクリュー長はデプスゲージの数値に１ｍｍプラスサイズを推奨

型番

SS1504

製品名

ソリッドスクリューφ1.5×4ｍｍ

SS1505 ソリッドスクリューφ1.5×5ｍｍ

SS1506 ソリッドスクリューφ1.5×6ｍｍ

SS1507 ソリッドスクリューφ1.5×7ｍｍ

SS1508 ソリッドスクリューφ1.5×8ｍｍ

SS1509 ソリッドスクリューφ1.5×9ｍｍ

SS1510 ソリッドスクリューφ1.5×10ｍｍ

SS1511 ソリッドスクリューφ1.5×11ｍｍ

SS1512 ソリッドスクリューφ1.5×12ｍｍ

SS1513 ソリッドスクリューφ1.5×13ｍｍ

SS1514 ソリッドスクリューφ1.5×14ｍｍ

SS1515 ソリッドスクリューφ1.5×15ｍｍ

SS1516 ソリッドスクリューφ1.5×16ｍｍ

SS1517 ソリッドスクリューφ1.5×17ｍｍ

SS1518 ソリッドスクリューφ1.5×18ｍｍ

SS1519 ソリッドスクリューφ1.5×19ｍｍ

SS1520 ソリッドスクリューφ1.5×20ｍｍ

SS1521 ソリッドスクリューφ1.5×21ｍｍ

SS1522 ソリッドスクリューφ1.5×22ｍｍ

SS1523 ソリッドスクリューφ1.5×23ｍｍ

SS1524 ソリッドスクリューφ1.5×24ｍｍ

型番 製品名

1.5mm Solid Screw Variation（スクエアヘッド）

プレートホルダーは逆バネ構造により、
プレートを保持します。

φ2.0mmソリッドスクリュー対応

φ2.0mmキャニュレイテッドスクリュー対応
φ1.5mmソリッドスクリュー対応



multi hand 2.0

厚さ：1.0ｍｍ 2.0mm Solid Screw Variation（スクエアヘッド）

適合ドリル　型番HSD1627-ST　φ1.6ｍｍソリッドドリル
スクリュー長はデプスゲージの数値に１ｍｍプラスサイズを推奨

型番

SS2004

製品名

ソリッドスクリューφ2.0×4ｍｍ

SS2005 ソリッドスクリューφ2.0×5ｍｍ

SS2006 ソリッドスクリューφ2.0×6ｍｍ

SS2007 ソリッドスクリューφ2.0×7ｍｍ

SS2008 ソリッドスクリューφ2.0×8ｍｍ

SS2009 ソリッドスクリューφ2.0×9ｍｍ

SS2010 ソリッドスクリューφ2.0×10ｍｍ

SS2011 ソリッドスクリューφ2.0×11ｍｍ

SS2012 ソリッドスクリューφ2.0×12ｍｍ

SS2013 ソリッドスクリューφ2.0×13ｍｍ

SS2014 ソリッドスクリューφ2.0×14ｍｍ

SS2015 ソリッドスクリューφ2.0×15ｍｍ

SS2016 ソリッドスクリューφ2.0×16ｍｍ

SS2017 ソリッドスクリューφ2.0×17ｍｍ

SS2018 ソリッドスクリューφ2.0×18ｍｍ

SS2019 ソリッドスクリューφ2.0×19ｍｍ

SS2020 ソリッドスクリューφ2.0×20ｍｍ

SS2021 ソリッドスクリューφ2.0×21ｍｍ

SS2022 ソリッドスクリューφ2.0×22ｍｍ

SS2023 ソリッドスクリューφ2.0×23ｍｍ

SS2024 ソリッドスクリューφ2.0×24ｍｍ

型番 製品名

型番

CS2004

製品名

キャニュレイテッドスクリューφ2.0×4ｍｍ

CS2005 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×5ｍｍ

CS2006 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×6ｍｍ

CS2007 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×7ｍｍ

CS2008 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×8ｍｍ

CS2009 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×9ｍｍ

CS2010 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×10ｍｍ

CS2011 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×11ｍｍ

CS2012 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×12ｍｍ

CS2013 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×13ｍｍ

CS2014 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×14ｍｍ

CS2015 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×15ｍｍ

CS2016 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×16ｍｍ

CS2017 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×17ｍｍ

CS2018 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×18ｍｍ

CS2019 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×19ｍｍ

CS2020 キャニュレイテッドスクリューφ2.0×20ｍｍ

型番 製品名

2.0mm Cannulated Screw Variation（スクエアヘッド）

適合ドリル　　  型番HCD1725-ST　  φ1.7ｍｍ中空ドリル
　　　　　　　 型番HSD1727-ST　  φ1.7ｍｍソリッドドリル
適合ガイドピン  型番HGP08100-ST　φ0.8ｍｍガイドピン

スクリュー長はデプスゲージの数値に１ｍｍプラスサイズを推奨

型番

S1013 2.0mm用ストレートプレート　16穴
製品名

T1002 2.0mm用T型プレート　3-8穴
型番 製品名

T1007 2.0mm用 T型プレート　3-13穴
型番 製品名

Y1003 2.0ｍｍ用Y型プレート　8穴
型番 製品名

Y1007 2.0ｍｍ用Y型プレート　12穴
型番 製品名

T1009 2.0ｍｍ用T型プレート　2-7穴
型番 製品名

C1003L 2.0ｍｍ用コンディラープレートL　6穴
型番 製品名

C1003R 2.0ｍｍ用コンディラープレートR　6穴
型番 製品名

T1014 2.0ｍｍ用T型プレート　2-12穴
型番 製品名

L1001L 2.0ｍｍ用 L型プレートL　6穴
型番 製品名

L1001R 2.0ｍｍ用 L型プレートR　6穴
型番 製品名

SQM1003 2.0ｍｍ用マトリックスプレート　2×4穴 SQM1005 2.0ｍｍ用マトリックスプレート　2×6穴

※コンディラープレートをご使用の際
　はφ1.3ｍｍ程度の Kワイヤーで
　下穴を開けてバー部分を挿入して
　下さい。

型番 製品名

※コンディラープレートをご使用の際
　はφ1.3ｍｍ程度の Kワイヤーで
　下穴を開けてバー部分を挿入して
　下さい。

型番 製品名

2.0 Plate Size Variation



INSTRUMENTS 注意事項

multi hand system

プレートカッター L をご使用の際は術者の左手でプレートを水平に保持した状態で

カットして下さい。

切断位置はカッターの刃の中心部分で行って下さい。（根元部分でカットすると破断し

たプレートがカッター内部に残る可能性があります。）専用プレートカッターを使用する

ことで切った断面がホールドされる構造になっております。これにより切ったプレート

断端が術中に飛んで紛失する可能性が低減されます。

プレートカッターS を使用し、プレートをカットする場合にプレートの破片が弾け飛

ぶ事があります。必ずガーゼ等を用いてカバーし破片が飛ばない状況下でカットし

て下さい。

プレートをベンディングする際は極端な曲げ、繰り返しの曲げ、曲げ戻しは行わないで下さい。

○1.5mm Solid Screw（型番 SS15※※）・・・・・適合ドリル HSD1127-ST　φ1.1ｍｍソリッドドリル

○2.0mm Solid Screw（型番 SS20※※）・・・・・ 適合ドリル HSD1627-ST　φ1.6ｍｍソリッドドリル

○2.0mm Cannulated Screw（型番 CS20※※）・・適合ドリル HSD1727-ST　φ1.7ｍｍソリッドドリル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・・適合ドリル HCD1725-ST　φ1.7ｍｍ中空ドリル（ガイドピン使用時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・・適合ガイドピンHGP08100-ST　φ0.8mmガイドピン

※ドリル、ガイドピンは滅菌・単回使用品になります。

スクリューを選択する際はデプスゲージで示された値に１ｍｍプラスした長さのスクリューをご使用下さい。

スクリューをピックアップする際には、スクリューケースを軽く押さえながら取り出してください。（スクリューとケースが一緒
に持ち上がることがあります）

（垂直に押し込まないとスクリューを斜めにホールドすることがあります。）

スクリュードライバーはスクリューに対して垂直に押し込んで下さい。

スクリューはスクリュー径に対応したサイズのドリルにて下穴を作成して下さい。

製品番号製品名 セット数量

SS15D 2φ1.5 ㎜用 ソリッドスクリュードライバー

SS20D 2φ2.0 ㎜用 ソリッドスクリュードライバー

CS20D 1φ2.0 ㎜用 中空スクリュードライバー

DPG15 1φ1.5 ㎜スクリュー用 デプスゲージ

DPG20 1φ2.0 ㎜スクリュー用 デプスゲージ

PCS01 1プレートカッター　S

DG01 1ドリルガイド

PGU01 1ガイドピンガイド

PGA01 1ガイドピンゲージ

PH01 1プレートホルダー

PB01 2プレートベンダー

MHSC 1

16

器械・インプラントケース

合計

PCL01 1プレートカッター　L



製造販売元：
株式会社ベアーメディック
製造工場：
茨城県久慈郡大子町大子 1361
TEL：03-3818-4041

販 売 元 ：
株式会社ステラ医療企画

ht tp ://www.ste l lamed .co. j p

千葉県千葉市花見川区幕張本郷 2-8-9
TEL：043-350-0320

マルチハンドシステム2.0 /1.5　禁忌・禁止事項
・再使用禁止

・プレートの強度が低下し、破損につながるおそれがあるため、極端な曲げ、
  繰り返しの曲げ及び曲げ戻しは行わないこと

・金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと

・他社製品（指定製品以外）、専用以外の器械器具と併用しないこと

・骨粗鬆症あるいは骨形成、骨量・骨質が不十分な場合［十分な臨床効果
　が得られない場合がある］

・認知症や精神疾患、アルコール中毒症等で術後、医師の指示に従えな
　い場合［医師の指導に従えず、術後管理が十分に行えないため、不具合
　や有害事象の発現の可能性がある］

販 売 名 ：マルチハンドシステム手術器械セット
届出番号：08B1X00003000032

販 売 名 ：マルチハンドシステム単回使用整形外科用バー
認証番号：301AKBZX00005000

販 売 名 ：マルチハンドシステム２.０/１.５
承認番号：23100BZX00100000
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