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手術顕微鏡

OPMI® PROergoシリーズ

Perfect convenience, Brilliant optics,
Optimum integration

S u r g i c a l  M i c r o s c o p e s  f r o m  C a r l  Z e i s s

手術顕微鏡OPMI®PROergoマウントタイプ手術顕微鏡OPMI®PROergo

We make it visible.

●本製品の仕様はお断りなしに変更させていただくことがあります。
●本カタログ中の製品の色彩は印刷のため実物とは多少異なることがあります。

カールツァイスメディテック株式会社

〒 160-0003
東京都新宿区本塩町22番地

Tel 03-3355-0331
Fax 03-3358-7413

URL http://www.meditec.zeiss.co.jp

大阪営業所 〒 564-0062大阪府吹田市垂水町 3-35-22
Tel 06-6337-5464 Fax 06-6337-5477

名古屋営業所 〒 465-0043名古屋市名東区宝が丘 25 
Tel 052-777-1411 Fax 052-777-1417

福岡営業所 〒 810-0062福岡市中央区荒戸 2-1-5
Tel 092-713-7821 Fax 092-711-0776

仙台営業所 〒 980-0014仙台市青葉区本町 1-12-7
Tel 022-224-5621 Fax 022-224-5626

詳しくは、下記のカールツァイスメディテック（株）各営業所へ お電話もしくは E-mailにて、または弊社器械製品取扱店へお問い合わせください。

鏡 基 部（共通）
光学系 T*マルチコートアポクロマートレンズ
主顕微鏡

変倍機構 電動式ズームシステム /連続変倍比 1:6 /ズームスピードの調節可
フォーカス機構 電動式バリアブルフォーカス /ワーキングディスタンス 200～ 415mm
観察鏡筒 双眼 180°可変鏡筒 f=170mm（標準）
接眼レンズ 広視野接眼レンズ 12.5x（標準）
総合倍率 1.9x～ 19.2x（標準構成時）
視野径 12mm～ 141mm（標準構成時）

アシスタント顕微鏡（オプション） 双眼側視鏡ユニット（術者と同軸観察可）
オートフォーカス（オプション） CCDカメラからの映像信号を利用したオートフォーカス（SpeedFokus）
ハンドグリップ ズーム /フォーカス /調光など
照明機構 ファイバーライトガイド同軸照明

フィルタ レッドフリーフィルタ /オレンジフィルタ

光源装置（共通）
ハロゲン照明 又は 自動電球交換機能　12V 100ハロゲンランプ
キセノン照明 クイックランプチェンジャー機能 180Wキセノンランプ

電気的安全基準（共通） IEC60601-1 / EN60601-1; UL60601.1; CAN / CSA- C22.2  No. 601.1
電撃に対する保護の形式及び程度（共通） ClassⅠ, B形装着部

手術顕微鏡OPMI® PROergo 製造販売届出番号 13B1X00119003130
サスペンションシステム： S7フロアスタンド

鏡基部 上記の通り
光源装置 上記の通り
電気的安全基準 上記の通り
電撃に対する保護の形式及び程度 上記の通り
重量 約 165Kg（アクセサリ含まず）
定格電圧 100V AC, 50 / 60Hz
最大消費電力 1,000VA

手術顕微鏡OPMI® PROergoマウントタイプ製造販売届出番号 13B1X00119003030
サスペンションシステム： S7天井懸架装置

鏡基部 上記の通り
光源装置 上記の通り
電気的安全基準 上記の通り
電撃に対する保護の形式及び程度 上記の通り
重量 約 54Kg（アクセサリ含まず）
定格電圧 100V AC, 50 / 60Hz
最大消費電力 1,000VA

テクニカルデータ



Make yourself comfortable

光学系

手術顕微鏡の心臓部となる光学系には、色収差を補正するアポ

クロマートを採用。解像度、コントラスト、そして色再現性を

徹底追及したこの光学設計と 6倍連続ズームシステムとの組み

あわせは、あらゆる外科顕微手術をサポートします。

バリオスコープ

対物レンズをアプリケーションに合わせて交換することを必要

とせず、200mm～ 415mmの間で連続的にワーキングディス

タンスを確保します。

コントロールハンドル

手術顕微鏡のポジショニング操作は、コントロールハンドル背面

の電磁クラッチ解除ボタンで行います。ズーム、フォーカスの

基本制御はもちろん、自由にプログラム設定※ 1）が可能な 4つの

ファンクションボタンを前面に配置しました。

※1）プログラム設定が可能なファンクションは、調光、照明ON/OFF、外部機器の動作
制御です。（制御可能な外部機器は、当社がその動作制御を認めた機器に限ります。）

照明システム

ファイバーライトガイド式の同軸照明には、ハロゲン照明装置

とキセノン照明装置の 2つのラインナップを揃えています。

ハロゲン照明装置には 1つのランプハウジングに 2つのハロゲン

電球を格納し、不意の電球切れには自動的にバックアップの

ハロゲン電球に切り替わる自動ランプチェンジャーを装備して

います。色温度が昼色光に近似したキセノン光源装置でも、

バックアップ電球は同じくキセノン電球です。わずが数ステップ

の電球交換操作により、手術を中断することなく、迅速なバック

アップ電球への交換が可能なものです。

フィルタ/スポット照明機能

OPMI® PROergoの側面に配置したフィルタ /スポット照明機能

では、以下のアプリケーションでその威力を発揮します。

レッドフリーフィルタ：

血流量の多い生体組織にあざやかなコントラストが得られ、

組織の微細観察が可能になります。

オレンジフィルタ：

特に歯科治療で成形充填の際、充填剤の早期硬化を防ぎます。

スポット照明：

術野への照明径を絞り込むことにより、手術器具からの反射を

抑えたコントラストに富んだ観察像を得ることが可能になります。

S7サスペンションシステム

外観のデザインを追及することも、OPMI® PROergo/S7を開発

するテーマの一つでした。ケーブル類の配線やシステムにインテ

グレートされた照明装置など、外観からはそれらの存在が一切

認められない美しいフォルムです。

ユーザインタフェースは液晶ディスプレイに表示され、ズーム /

フォーカス /照明、そしてコントロールハンドルのプログラム

ボタンを、パーソナルファイルとして最大 3ユーザまで登録する

ことが可能です。

See what the naked eye cannot
「肉眼では見えないものを視覚化する」

手術顕微鏡OPMI® PROergoマウントタイプ手術顕微鏡OPMI®PROergo

MediLive ImageBoxTM（オプション）

映像記録として静止画が必要であれば、MediLive ImageBoxが

最適です。これからは、これまでのような大きな 35mm写真

カメラを顕微鏡本体へ取り付ける必要はありません。MediLive

ImageBoxは CCDカメラのビデオ信号から、簡単にデジタル

静止画（JPEG、TIFF）を取り込み、一時メモリに記録された画像

ファイルをCD-Rに焼き込め、手術の説明用として、またはプレ

ゼンテーションファイルとして幅広くご活用いただけます。


