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【形状・構造及び原理等】 

本品は、ステンレススチール製の開胸器である。 

1. 体に接触する部分の組成

ステンレススチール

2. 作動・動作原理

本品は、開胸腔に設置し、ドライブハンドルを回すことによって開胸腔

の開閉を行う。

・駆動軸の長さ：242mm

【使用目的又は効果】 

組織又は他の解剖学的部位を分離する目的で使用する。 

 

【使用方法等】 

1. 使用準備

(1) 本品は未滅菌製品であり、必ず滅菌を行ってから使用すること。

(2) 化学薬品や腐食物等との接触は避けること。

(3) 本品及び全ての付属品の外観を確認し、汚れ等がある場合は取り

除くこと。

(4) 本品の機能が正常であることを確認すること。

2. 滅菌方法

本品は未滅菌品のため、使用に際しては必ず洗浄し、下記の条件に

おいて滅菌を行うこと。

滅菌方法： 

高圧蒸気滅菌（オートクレーブ） 

滅菌条件： 

プレバキュームタイプ 

・ 132℃：4 分

・134℃/135℃：3 分

・ 134℃：18 分（クロイツフェルト・ヤコブ病又は伝達性海綿状脳症が疑

われる場合の WHO推奨条件） 

3. 使用方法

・例として、『アクロバット SUV』（認証番号：225AABZX00181000、自

社）（別売り）のブレードとの取り付けを記載する。ブレードは 1 回限りの

使用とし、再滅菌・再使用しないこと。

(1) 使用前に、本品のドライブハンドルを時計回りに回して、ドライブを

閉じてから使用してください。本品とブレードを取り付ける。その際、

ブレードの左右を間違えないようにすること。ブレードが本品にしっ

かり固定されていることを確認すること。

(2) ブレードが、胸骨上の適切な位置に置かれていることを確認してく

ださい。

(3) ブレードを適切な位置に置いたら、本品のドライブハンドルをゆっく

りと反時計回りに回して、胸骨を広げてください。

(4) 縫合糸を使用する場合は、縫合糸をブレードの縫合糸ホルダに入

れて縫合してください。しっかりと固定するために縫合糸は1つの穴

に１本のみをかけてください。

(5) ブレードから縫合糸を外すには、縫合糸ホルダの穴に通した縫合

糸を引っ張りながら、縫合糸上でブレードを上後方に引っ張ってく

ださい。

(6) 手術手順を実行します。

(7) ブレードまたは本品を取り外すには、まず本品のドライブハンドルを

時計回りに回転して機器を完全に閉じ、次に、胸骨から慎重に機

器を取り外します

(8) ブレードを本品から取り外すには、ブレードのラッチを矢印方向に

回してから引き抜きます。

4. 使用後

(1) 本品を分解し、血液、体液等をきれいに流水で洗い流すこと。

(2) 洗浄後は乾燥させてから組み立てをし、保管すること。

【警告】 

1. 本品の使用前に、この添付文書の全てを熟読すること。

2. 必ず洗浄・滅菌したものを使用すること。[本品は未滅菌のた

め、洗浄・滅菌せずに使用すると感染等の可能性がある。]

【禁忌・禁止】 

1. 本品を曲げ、切削、打刻(刻印）するなどの改造をしないこと。

2. 本品に損傷、動作に異常がある場合には使用しないこと。[正

しく機能しない可能性がある。]

3. 滅菌後、腐食が認められた場合は使用しないこと。

4. 進行した骨粗鬆症患者などには、十分に注意し、安全に関して

の予防措置を施すこと。
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【使用上の注意】 

1. 重要な基本的注意 

(1) 塩素系消毒剤及びヨウ素を含む消毒剤は、腐食の原因になるので、

できるだけ使用を避け、使用中に付着した時には水洗いすること。 

(2) 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、火傷をする危険があり、

本品の表面を損傷するので併用しないこと。 

(3) 本品は正しい手術手技のもとに必ず取り扱うこと。 

(4) 本品に無理のかかる負荷はかけないこと。 

(5) 他の開創器の場合と同様に、開創は術部へのアクセスや術部の視

覚化に必要とされる最低限に留めるよう努めること。 

(6) 心膜の縫合糸がブレードにつながっている状態では、ブレードを調

節、又は移動しないよう注意すること。 

(7) 本品を生理食塩水に長時間浸さないこと。［傷が付いたり、腐食す

るおそれがある。］ 

(8) クロイツフェルト・ヤコブ病に羅患している、あるいはその疑いがある

患者の手術を行った場合は、クロイツフェルト・ヤコブ病に関する国

内規制及びガイドラインに従うこと。 

 

**【保管方法及び有効期間等】 

1. 保管方法 

高温多湿、直射日光、紫外線を避けて保管すること。 

 

2. 耐用期間 

７年（自己認証） 

 

**【保守・点検に係る事項】 

≪洗浄方法≫ 

1. 洗浄剤 

以下の洗浄剤の使用を推奨する： 

(1) 酵素系洗剤 

条件： 

・界面活性剤含有 

・pH 6.0-8.5 (自動洗浄機 の場合は pH 6.0-12) 

推奨例： 

Getinge Powercon Triple Enzyme Concentrare Detergent,Metrex 

Metrizyme, Ecolab Optipro Multi Enzymatic Low Foaming Detergent, 

Steris Prolystica Ultra Concentrate Enzymatic,Borer Medical Deconex 

Twin Zyme 

(2) アルカリ性洗剤 

条件：・pH 8.5-12.5、臨床的汚れを溶解 

推奨例： 

Getinge Powercon Aluminum Safe Concentrare Detergent, Steris 

Prolystica Ultra Concentrate Alkaline Detergent, Neodisher Mediclean 

Forte, Border Medical Deconex Twin 

 

2. 洗浄用具 

(1) 本品の洗浄には柔毛製 ブラシ、又は、研磨剤の含まれていない布

を使用すること。 

(2) 清潔で、糸くずの出ない布を用いて本品を拭くこと。 

(3) 以下を満たす洗剤を使用すること、また洗剤の添付文書／取扱説

明書に従うこと。 

・たんぱく質及び脂質汚れを除去する成分を含む酵素配合剤である。 

・汚れを浮き上がらせる洗剤である。 

・ステンレス、熱可塑性ポリマー、エラストマー、ガラス、軟質金属、医療

用シリコーン等の機器材料の洗浄に適した中性の液剤である。 

 

3. 分解 

(1) 本品は図１から図 2 のように 3 パーツに分解できる。 

(2) ドライブハンドルを掴み端から外れるまで反時計回りに回し、スライ

ドする。 

(3) 引込装置からドライブハンドルを外す。 

 

 

 

 

 

 

 

図１                   図２ 

 

4. 前洗浄 

(1) シリンジを用いて溝、隙間、くぼみ、継ぎ目等をフラッシュし、必要に

応じてブラシや布で汚れをおとす。 

(2) 酵素系洗浄フォームをスプレーして、3 分以上、機器全体を洗浄剤

で覆う。 

(3) 水道水で 2 分間すすぐ。 

(4) 本洗浄まで、湿ったタオルで機器を覆うか、保湿バッグ又は保湿コ

ンテナ内で機器を保管して、機器を保湿する 

 

5. 本洗浄 

手動洗浄の場合 

(1) 機器を酵素系洗剤に 10分間浸漬する。 

(2) 浸漬中、シリンジやブラシで機器表面を 4 分間洗浄する。 

(3) 汚染物質がエアロゾル化しないよう、水で機器を洗う。 

(4) 暖かい水道水を流し、シリンジでフラッシュしながら 2 分間 機器を

すすぐ。 

(5) 精製水で 30 秒間 機器をすすぐ。 

(6) 清潔で乾燥したリントフリーの布、またはろ過された圧縮空気を用い

た乾燥装置で乾燥させる。 

 

超音波洗浄の場合 

(1) 酵素系洗剤を準備する。洗剤量等に関する詳細は洗剤メーカー等

の規定に従うこと。 

(2) シリンジ等でフラッシュし隙間まで洗浄する。 

(3) 10 分間超音波処理する。 

(4) 水道水で 2 分間すすぐ。 

(5) シリンジ等を使用し隙間まですすぐ。 

(6) 精製水で 30 秒間 機器をすすぐ。 

(7) 清潔で乾燥したリントフリーの布、またはろ過された圧縮空気を用い

た乾燥装置で乾燥させる。 

 

自動洗浄の場合 

(1) 機器を酵素系洗剤に 10 分間浸漬する。 

(2) 浸漬中、シリンジやブラシで機器表面を 4 分間洗浄する。 

(3) 水道水で 2 分間洗い流す。 

(4) 洗浄剤に適した水を使用し、以下のパラメータで自動洗浄を行う。 

・前洗浄： 5 分・冷水道水 

・酵素系洗剤での洗浄： 5分・温水道水 

・酵素系洗剤のすすぎ： 30 秒・温水道水 

・洗浄 1： 5 分・55℃以上（アルカリ又は酵素系洗剤） 

・すすぎ 1 ：2 分・43℃以上（水道水） 

・（熱水消毒＝必要に応じて） 

・精製水 すすぎ： 30秒・43℃以上 
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・乾燥 7 分・85℃以上 

 

6. 滅菌方法 

推奨しない滅菌方法 

・重力置換蒸気滅菌 

・即時蒸気滅菌 

・ エチレンオキサイド滅菌 

・ STERISシステム 1E、 STERRAD、STERIS VPRO、及び STERIZONE 

VP4 を使用した滅菌 

注意： 

分解して滅菌すること。 

滅菌前に洗浄すること。 

(1) 本品は以下の方法にて滅菌する。 

① 蒸気滅菌 

・機器を上記滅菌用籠又はコンテナに入れ、滅菌ラッで被包する（重

量は 11kg を超えないこと。） 

・クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）及び伝達性海綿状脳症（TSE）が疑 

われる場合は WHO1)が推奨するプレバキューム式を使用。 

温度：134℃、 滅菌時間：18 分、 乾燥時間：最小 20 分、クールダウン

時間：1時間 

 

7. 洗浄に関する注意事項 

(1) 滅菌後、熱くなった本品を空気や液体に急激にさらして冷却しない

こと。[急な温度変化により破損を招く恐れがあるため。] 

(2) 本品を急激に蒸気滅菌しないこと。[急激な蒸気滅菌状態は急な温

度変化をもたらし、本品の破損を招く恐れがあるため。] 

(3) 本品と併用する、特に接続する医療機器に関しては、その医療機

器に付属の添付文書等を参照すること。 

(4) 洗浄のすすぎには、精製水を使用すること。[不適切な水質は、残

留物の原因となり、本品の機能に問題を起こす可能性があるため。

例：内視鏡のレンズ光学系のフィルム。] また水質と洗剤量に関す

る詳細は洗剤メーカー等の規定に従うこと。 

(5) 洗浄後、損傷等ないか目視点検すること。 

自動洗浄は、取扱説明書に従って開創器を処理した場合、製品の

性能や生物学的安全性に影響を及ぼさない表面上の傷を引き起

こす可能性があるため注意すること。 

(6) 汚れや洗剤等が残っている場合、再洗浄すること。 

(7) 修理は弊社指定の修理業者以外に修理を依頼しないこと。 

(8) 必要な消毒のレベルに応じて、以下のパラメータですすぎを行うこ

と。 

サイクル 速度 再循環時間 水温 希望 Ao値 

保温すすぎ 1 高/低  5 分 90 度 3000 

保温すすぎ 2 高/低 10 分 80 度 600 

保温すすぎ 3 高/低 1 分 90 度 600 

保温すすぎ 4 高/低 30 秒 93 度 600 

保温すすぎ 5 高/低 2分 30秒 

（3 分） 

93 度 3000 

 

 

**【主要文献及び文献請求先】 

1. 主要文献 

1) WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform 

Encephalopathies 

 

2. 文献請求先 

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

マーケティング担当 

〒140-0002 

東京都品川区東品川 2-2-8  スフィアタワー天王洲 

TEL  03-5463-8316   

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

製造販売業者： 

ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社 

〒140-0002 

東京都品川区東品川 2-2-8  スフィアタワー天王洲 

TEL  03-5463-8316 

 

外国製造業者： 

国名：アメリカ合衆国 

製造元：MAQUET Cardiovascular LLC 

（マッケ・カーディオバスキュラーLLC） 
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