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低侵襲手術ロボット



人類生活の質向上追及の一員

ノーベル平和賞受賞者シュバイツァー博士はかつてこのような言葉を残しています：「本当に幸
せな人とは、奉仕する方法を探し求め、ついにそれを見つけた人のことである。」シュバイツァ
ー博士の精神に倣い、HIWIN HEALTHCARE は「ものづくりは奉仕の一つ」という理念を守り、人
類の需要を満たすべく常に技術とサービスを革新し続けます。医療サービスを技術面から充実さ
せることで、患者と医療スタッフの生活の質の向上を目指します。

現在、世界人口の構成は高齢化が進み、出産率は低下しています。その中で、HIWIN は医療サー
ビス知能の自動化の推進に努めることで、未来の医療看護ニーズと医療スタッフ不足の問題に対
応できると確信しています。HIWIN HEALTHCARE の製品は HIWIN の直動技術を基礎としてもの
づくりを行っているので、患者と医療スタッフのニーズに寄り添った付加価値サービスを提供可
能です。それらの製品と医療看護サービスを広く普及させることにより、医療・介護を必要とす
るすべての人々が適切な援助を受けられる、また医療スタッフにとっても快適な生活を送ること
のできる世界を目指して尽力して参ります。

生 活 品 質 向 上  /  技 術 革 新  /  医 療 普 及 化  /  付 加 価 値 サ ー ビ ス
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HIWIN 医療ロボット

HIWIN の主力製品である精密機器製造の技術を用いて様々なロボット製品を展開しています。
世界の人々の豊かな生活文化の実現に貢献することを目指すして、数年前から医療サービス分
野にも参入しています。リハビリ設備、介護設備、低侵襲手術設備および自動化医療ロボット
を開発し、医療サービス品質の向上と、より大きな福祉社会の創造を目指しています。

リハビリ設備

低侵襲手術ロボット

介護設備
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寸法：1538(L)x1290(W)x1580(H) mm
傾斜台を含む寸法：3000(L)x1290(W)x1580(H) mm
装置質量：505 kg
電源：単相 AC 220-230V, 50Hz/60Hz, 5A
脚長範囲：大腿：38~50cm；小腿：40~52cm
ユーザ最大体重：135kg 以下
訓練モード：受動
付属装置：生理信号監視システム

ロボット介助型歩行訓練機
Robotic Gait Training System
MRG-P100

3000 1290

1580

1538
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自動ウォーキングトレーニング 
本設備は、直立時の負荷軽減、足踏み動作補助、および
歩行姿勢トレーニングの 3 機能を持つ自動ウォーキング
トレーニングマシンです。本機能を用いたトレーニング
により、早期患者に対して高頻度で充分な治療を施すこ
とが可能です。交互性のある運動は、血液の循環を促し
ます。また神経の伝達を介して下肢部の動きを誘導し、
患者にリハビリの意欲をかきたてるとともに、自信を持
たせる効果が期待できます。本設備は、従来のリハビリ
治療に加わる新たな治療方法として、医療関係者および
患者に新しい選択肢を提供します。

3 点支持システム
本設備はオリジナリティーを持ち、多くの国々で特許を
取得した 3 点支持システムです。膝及び尻部支持ユニッ
トと寄せ掛けディスクにより、患者に直立させるトレー
ニングが出来ます。

安全系統
車椅子での乗り降りの補助システム及び保護器具の使用
により、患者が余計な力を掛けずに容易に車椅子からト
レーニング設備に 移動することが出来ます。3 点支持シ
ステムの操作は簡単で、 患者の懸垂時の不快感を減少し
ます。またトレーニング設備への乗降時間も大幅に短縮
可能で、療法士と家族の負担を軽減することができます。

インテリジェント監視ソフトウェア
ソフトウェアで、毎回の訓練パラメータ、訓練結果、お
よび生理学的モニタリング数値を記録することにより、
カスタマイズされたリハビリテーション治療を提供し
ます。このプラットフォームを用いることで、数台の
HIWIN リハビリ設備をリンクさせ、患者の訓練状況と生 
理情報を監視することができます。

リハビリ設備
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寸法：2486(L)x1076(W)x1274(H) mm
バスタブ寸法：1950(L)x820(W)x490(H) mm
装置質量：350 kg
バスタブ容量：420L
トル水の消費量：260L
電源：単相 AC 220-230V, 50Hz/60Hz, 5A
リフティングストローク：180 mm
リフティング速度：1 m/min
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入浴システム
Hygiene System - Bathing System
MHS-B100
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移動式沐浴系統
MHS-B100 水療設備は、病院、ホスピスおよび介護施設
において適用され、快適で便利な環境を提供します。ハ
イドロマッサージにより皮膚表 面の汚れをきれいにし、
血液循環を促進して筋肉をリラックスさせることによ
り、痛みを緩和します。水療設備には、人間工学に基づ
いた椅子に電動昇降システムを採用し、介護者の負担を
軽減する構成にしています。

安全な保護システム                            

高温保護システム：水の温度を設定できます。実時間監
視 により、温度が 49℃を超えると自動的に水をオフにし
ます。
自動水位制御：浴槽内の水位が上限に達すると、システ
ムが自動的に水を止めます。また水位が低すぎる場合は、
水療マッサージ機能を起動制限します。

マッサージ機能
六つのマッサージスプリンクラーヘッドがあり、患者の
長時間臥床による不快感を緩和し、血液循環を促進しま
す。

消毒システム
装置には、内外循環の消毒システムが装備されています。
外循環システムは浴槽の洗浄に、内循環システムはパイ
プライン洗浄に用いられます。別系統にすることにより
交差感染を避けています。またモニターには消毒液補充
の表示機能があります。

介護設備
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寸法：1890(L)x1000(W)x1540(H) mm
装置質量：90 Kg
電源：電池 (4.5Ah)
充電器：LAK2J (INPUT: AC100-240V 50/60Hz)
充電器保護クラス：IP 65
ユーザ最大質量：135kg 以下
回転範囲：2050 mm
リクライニング範囲：0˚、15˚、30˚、45˚、65˚
昇降範囲：475-875 mm
リフティング速度：0.75 m/min (Max.)
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入浴リフター
Hygiene System - Bathing System
MLT-H100
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電動入浴移動機
この移動機を用いると、リモコンによる電動操作で入浴
用椅子を昇降させることができます。したがって、看護
師一人による患者の入浴および水治療法設備での水療も
可能です。椅子の下方にはタイヤがついてお り、病室
のベットから水治療法室や浴室への患者の移動も容易で
す。

電池とコントローラ                            

本設備の駆動には充電電池の電力を使用しています。コ
ントローラパネル には電気容量が表示され、容量不足の
時はブザーが鳴ります。コントローラには緊急停止ボタ
ンもついていて、本装置使用上の患者の安全に配慮して
います。

リクライニング角度調整
患者の心地よさに合わせて、五段階でのリクライニング
角度調整が可能です。枕は取り外し可能で、患者の希望
箇所に設置することができます。移動機の両面は折りた
たみ可能で、病室のベッドの配置に合わせた使用が可能
です。

安全装置
椅子の両側にガードがあり、またシートベルトおよび安
全バーも設置して、移動中の安全を図っています。目的
地に着いたときは、ブレーキをかけてタイヤが移動しな
いよう固定できます。

介護設備
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寸法：1162(L) x 270(W) x 810(H) mm
質量：ロボット：19.5 kg
             手押し車：92.5 kg
電源：単相 AC 110-230V, 50Hz/60Hz, 2.5A
付属装置：使い捨てファスナー (MAS0001)
  台車 (MAS0002)
  ロボットアームカバー (MAS0003)
＊注：器具は滅菌できません

内視鏡ホルダーロボット
Robotic Endoscope Holder
MTG-H100
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低侵襲手術ロボットアーム
MTG-H100 ロボットアームは、腹部の低侵襲手術用內視
鏡を支える医療設備です。手術用 ベットや荷車の上に固
定でき、各メーカーの内視鏡にも対応しています。固定
用の挟み金具は、３ステップで装着／取り外しができ、
医療関係者も容易に操作できます。

リモートセンタ
本設備のモーション・リモートセンタ (Remote Center of 
Motion) により、手術の傷跡の面積を縮小し、術後の入
院期間も短縮できます。

6 方向コントロールペダル                            
手術中、医師はフットペダルを用いていることで、自由
かつ正確に上、下、左、右、中、外の内視鏡の移動方向
を制御することができます。医師の操作習慣に符合しま
す。

無菌保護カバー
専用の無菌保護カバーがロボット本体を完全に覆って い
るので、無菌状態での手術を行うことができます。

ロボットアーム
ロボットアームを用いることにより、画像安定化を図る
とともに、精密に内視鏡をコントロールできます。また
人力で支える時の疲労感および画面の揺れに起因する眩
暈などを防止できます。これにより医師と内視鏡を持つ
助手との連携の不安が解消され、効率のよい手術を実現
します。

低侵襲手術ロボット



．HIWINはHiwin Technologies Corp.、Hiwin Mikrosystem Corp.、ハイウィン株式会社の登録商標です。あなたの権利を保護するために、模倣
品を購入することは避けてください。

．実際の製品は、製品改良等に対応するため、このカタログの仕様や写真と異なる場合があります。

．HIWINは「貿易法」および関連規則の下で制限された技術や製品を販売・輸出しません。制限されたHIWIN製品を輸出する際には、関連す
る法律に従って、所管当局によって承認を受けます。また、核・生物・化学兵器やミサイルの製造または開発するために使用しません。

．HIWINの登録特許一覧表サイト：http://www.hiwin.tw/Products/Products_patents.aspx

人類生活の質向上追及の一員
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HIWIN TECHNOLOGIES CORP.
台湾40852台中市精密機械園区精科路7号
Tel: +886-4-23594510
Fax: +886-4-23594420
www.hiwin.tw
business@hiwin.tw

HIWIN Germany
www.hiwin.de

HIWIN Czech
www.hiwin.cz

HIWIN Singapore
www.hiwin.sg

HIWIN Korea
www.hiwin.kr

Mega-Fabs Israel
www.mega-fabs.com

HIWIN Switzerland
www.hiwin.ch

東京支店/ロボット課
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
J タワー6階
Tel: (042) 358-4501
Fax: (042) 358-4519

名古屋支店
〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4-23-13
名古屋大同生命ビル14階
Tel: (052) 587-1137 
Fax: (052) 587-1350

熊本営業所
〒860-0802
熊本県熊本市中央区中央街3-8　
熊本大同生命ビル705号
Tel: (096) 241-2283
Fax: (096) 241-2291

福岡営業所
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前1丁目15-12
藤田ビル5F
Tel: (092) 287-9371
Fax: (092) 287-9373

長野営業所
〒386-0025
長野県上田市天神2丁目1番22号
千曲社ビル2階
Tel: (0268) 78-3300
Fax: (0268) 78-3301

広島営業所
〒732-0052
広島県広島市東区光町1丁目12番
20号もみじ広島光町ビル2階
Tel: (082) 500-6403
Fax: (082) 530-3331

北陸営業所
〒920-0031
石川県金沢市広岡3丁目1番1号
金沢パークビル11階
Tel: (076)293-1256
Fax: (076)293-1258

東北営業所
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央4-10-3
仙台キャピタルタワー16F
Tel: (022)380-7846
Fax: (022)380-7848

静岡営業所
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町11-30　
エクセルワード静岡ビル3F
Tel: (054)687-0081
Fax: (054)687-0083

HIWIN China
www.hiwin.cn

HIWIN USA
www.hiwin.com

HIWIN Italy
www.hiwin.it

ハイウィン株式会社
神戸本社
〒651-0087 
神戸市中央区御幸通4丁目2番20号三宮中央ビル3階
Tel: (078) 262-5413      Fax: (078) 262-5686
www.hiwin.co.jp            info@hiwin.co.jp


